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ＶＯＣ（揮発性有機化合物）成分ゼロの環境に
配慮した100%植物油インキを使用しました。

有機物質を含んだ廃液が少ない、
水なし印刷方式で作成しました。

東芝キヤリアは、静岡県の豊かな森
づくりをサポートしています。この
『ふじのくに森の町内会』の紙には、
林地に捨てられる間伐材を資源とし
て活用する費用が含まれています。

いろはかるた

http://www.tcckankyo.com/pc/iroha_login.htm
PCからアクセス

Iroha-Karuta 伊吕波纸牌

応募者全員に粗品を差し上げます。応募方法は、下記URL
またはQRコードからアクセスし、回答を入力してください。

環境月間（6月）の「環境いろはかるた」の
作品のうち、各文字1点を本報告書の各
ページ下段に掲載しています。お気に入り
の3点を選んで投票してください！

ケータイは
こちらから
アクセス！
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近年、地球温暖化による世界規模の異常気象が顕在化
していることに加え、東日本大震災以降、エネルギー供給
手段の最適化などの問題も発生し、効率的なエネルギー
の使用によるCO2削減が必須となってきています。　
東芝キヤリアグループは、高効率で快適な空調空間を
提供するだけでなく、工業用途や農業用途などエネル
ギーを使用するあらゆる場面でのCO2削減を重要な課題
の一つと考え、ヒートポンプ技術を軸に、化石燃料から熱
源転換対応できる熱応用ソリューションによる製品・サー
ビスを最高品質にて提供しています。CSR（企業の社会的
責任）を常に考えながら、お客さまのさまざまなご要望に
的確にお応えし、社会ならびに地球環境に貢献できるグ
ローバルに成長する環境創造企業を目指します。

東芝キヤリアグループでは、節電対応をはじめとする温
暖化対策、資源の有効活用、化学物質管理において、環境
性能No.1や、オンリーワンの製品を連続的に開発し、東芝
の「エクセレントECP」認定製品を創出しています。2012年
度には認定製品は１６製品となり、その売上高は全売上高の
40％を超えました。一方、製造過程において発生する環境
負荷についても最少化を考えています。東芝キヤリア タイ
社では、高効率な空調機やLED照明を積極的に採用し、低
環境負荷で作業環境のよい新工場建屋を立ち上げました。
今後も、日本国内での需要に加え、世界でローカルフィット
したエクセレントＥＣＰ商品として創出し、グローバルの拠点
で最小限の環境負荷で製造した製品を世界のお客さまに
届けることによって環境負荷低減に貢献します。

東芝キヤリアグループは、2009年度から国内の主要3
拠点で生物多様性保全活動を展開してきました。国内最
大の製造拠点である富士事業所では、「富士山こどもの
国」での植樹や自然観察会の実施に加え、2012年11月
に事業所内にビオトープを完成させました。また、自然豊
かな津山事業所や掛川事業所では、さまざまな生物が生
息し、すでにビオトープが形成されています。今後さらに、
これらの自然を観察保護しながら、各事業所に適した生
物多様性保全活動を実施していき、地球内企業として自
然と調和した企業活動を推進します。

富士事業所では、地域の大学生との協働による「小学
生の環境マップづくり」を実施しました。当事業所の環境
活動を紹介するだけでなく、コミュニケーションを大切に、
地域の子どもたちが成長していく中で、企業の環境活動
に興味をもってもらえるように工夫しました。また、今回地
元の企業や活動グループと生物多様性保全活動に関し
て座談会を開催し、地域の連携について話し合いました。
企業活動を通じて、少しでも地域の皆さまに活力をお届け
できることを考えていきます。また、企業活動の全ステージ
において、東芝キヤリアグループが提供する商品やサービ
スにかかわる多くの皆さまのご協力をいただきながら、グ
ループ全員が一丸となって、より良い環境調和型製品を
提供していきます。

The Toshiba Carrier Group not only provides efficient and comfortable 
air-conditioning but also premium-quality products and services for 
industrial and agricultural applications that embody our advanced applied 
thermal solutions to help reduce carbon dioxide emissions from energy 
use. Our focus is on a shift in the sources of energy from fossil fuels to 
renewable energy sources using heat pump technology. Acknowledging 
the significance of corporate social responsibility (CSR), the Toshiba 
Carrier Group endeavors to contribute to the preservation of the local and 
global environment while at the same time meeting diverse customer 
needs. Our commitment is to evolve globally, focusing on environmental 
innovation.

The Toshiba Carrier Group has continually released many one-of-a-kind 
products and those which provide world’s highest environmental 
performance. Certified by Toshiba as “Excellent Environmentally 
Conscious Products (ECPs)”, these products deliver outstanding solutions 
for energy saving, global warming, efficient use of natural resources, and 
management of hazardous chemical substances. We have released 16 
ECP-certified products as of 2012, which now comprise over 40% of our 
net sales. Furthermore, we are also committed to minimizing environmental 
load produced from our manufacturing activities. We will continue to deliver 
“Excellent ECPs” targeting Japanese market, as well as those tailored to 
local needs and preferences around the world. We will reach out to the 
world by offering our premium products manufactured at our factories 
around the world with minimal environmental burden.

Since 2009, three operation center of the Toshiba Carrier Group have been 
engaged in biodiversity conservation activities. At the Fuji Operation 
Center, we have been promoting tree-planting campaigns and nature 
observation events. In November 2012, the Fuji Operation Center created 
a biotope within its premises. The Tsuyama and Kakegawa Operation 
Centers are richly endowed with nature, surrounded by forests that abound 
with various forms of life forming biotopes. While continuing with the 
observation and preservation of nature, we will, at all operation centers, 
pursue biodiversity-sound activities to conduct business in harmony with 
nature because nature conservation is a grave responsibility for corporate 
citizens of the planet Earth.

The Fuji Operation Center collaborated with local university students in 
holding a fieldwork session for elementary school students in which they 
drew habitat maps. It also held round-table meetings with local companies 
and action groups to discuss how best we can cooperate on biodiversity 
conservation.  We wish to consider community engagement to become a 
source of vitality for local people through our business activities. We also 
wish to solicit cooperation from all people who are involved in all stages of 
our business activities and join forces with them to bring better ECP 
products and services to those who need them.

CSRを基盤にグローバルで活躍する
企業を目指します

「エクセレントＥＣＰ」創出で世界の
お客さまの環境負荷低減に貢献します

地球内企業として
生物多様性の保全を通じて
自然と調和した企業活動を推進します

地域社会との連携を考えながら
グループ一丸となった活動を展開します

�e Toshiba Carrier Group will continue 
to evolve globally, focusing on its 
commitment to environmental innovation
力争成为全球化的环保企业

2013年9月

President & CEO Toshiba Carrier CorporationPresident & CEO Toshiba Carrier Corporation  Akira Inoue
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近年、地球温暖化による世界規模の異常気象が顕在化
していることに加え、東日本大震災以降、エネルギー供給
手段の最適化などの問題も発生し、効率的なエネルギー
の使用によるCO2削減が必須となってきています。　
東芝キヤリアグループは、高効率で快適な空調空間を

提供するだけでなく、工業用途や農業用途などエネル
ギーを使用するあらゆる場面でのCO2削減を重要な課題
の一つと考え、ヒートポンプ技術を軸に、化石燃料から熱
源転換対応できる熱応用ソリューションによる製品・サー
ビスを最高品質にて提供しています。CSR（企業の社会的
責任）を常に考えながら、お客さまのさまざまなご要望に
的確にお応えし、社会ならびに地球環境に貢献できるグ
ローバルに成長する環境創造企業を目指します。

東芝キヤリアグループでは、節電対応をはじめとする温
暖化対策、資源の有効活用、化学物質管理において、環境
性能No.1や、オンリーワンの製品を連続的に開発し、東芝
の「エクセレントECP」認定製品を創出しています。2012年
度には認定製品は１６製品となり、その売上高は全売上高の
40％を超えました。一方、製造過程において発生する環境
負荷についても最少化を考えています。東芝キヤリア タイ
社では、高効率な空調機やLED照明を積極的に採用し、低
環境負荷で作業環境のよい新工場建屋を立ち上げました。
今後も、日本国内での需要に加え、世界でローカルフィット
したエクセレントＥＣＰ商品として創出し、グローバルの拠点
で最小限の環境負荷で製造した製品を世界のお客さまに
届けることによって環境負荷低減に貢献します。

東芝キヤリアグループは、2009年度から国内の主要3
拠点で生物多様性保全活動を展開してきました。国内最
大の製造拠点である富士事業所では、「富士山こどもの
国」での植樹や自然観察会の実施に加え、2012年11月
に事業所内にビオトープを完成させました。また、自然豊
かな津山事業所や掛川事業所では、さまざまな生物が生
息し、すでにビオトープが形成されています。今後さらに、
これらの自然を観察保護しながら、各事業所に適した生
物多様性保全活動を実施していき、地球内企業として自
然と調和した企業活動を推進します。

富士事業所では、地域の大学生との協働による「小学
生の環境マップづくり」を実施しました。当事業所の環境
活動を紹介するだけでなく、コミュニケーションを大切に、
地域の子どもたちが成長していく中で、企業の環境活動
に興味をもってもらえるように工夫しました。また、今回地
元の企業や活動グループと生物多様性保全活動に関し
て座談会を開催し、地域の連携について話し合いました。
企業活動を通じて、少しでも地域の皆さまに活力をお届け
できることを考えていきます。また、企業活動の全ステージ
において、東芝キヤリアグループが提供する商品やサービ
スにかかわる多くの皆さまのご協力をいただきながら、グ
ループ全員が一丸となって、より良い環境調和型製品を
提供していきます。

September, 2013  Akira Inoue
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industrial and agricultural applications that embody our advanced applied 
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use. Our focus is on a shift in the sources of energy from fossil fuels to 
renewable energy sources using heat pump technology. Acknowledging 
the significance of corporate social responsibility (CSR), the Toshiba 
Carrier Group endeavors to contribute to the preservation of the local and 
global environment while at the same time meeting diverse customer 
needs. Our commitment is to evolve globally, focusing on environmental 
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The Toshiba Carrier Group has continually released many one-of-a-kind 
products and those which provide world’s highest environmental 
performance. Certified by Toshiba as “Excellent Environmentally 
Conscious Products (ECPs)”, these products deliver outstanding solutions 
for energy saving, global warming, efficient use of natural resources, and 
management of hazardous chemical substances. We have released 16 
ECP-certified products as of 2012, which now comprise over 40% of our 
net sales. Furthermore, we are also committed to minimizing environmental 
load produced from our manufacturing activities. We will continue to deliver 
“Excellent ECPs” targeting Japanese market, as well as those tailored to 
local needs and preferences around the world. We will reach out to the 
world by offering our premium products manufactured at our factories 
around the world with minimal environmental burden.

Since 2009, three operation center of the Toshiba Carrier Group have been 
engaged in biodiversity conservation activities. At the Fuji Operation 
Center, we have been promoting tree-planting campaigns and nature 
observation events. In November 2012, the Fuji Operation Center created 
a biotope within its premises. The Tsuyama and Kakegawa Operation 
Centers are richly endowed with nature, surrounded by forests that abound 
with various forms of life forming biotopes. While continuing with the 
observation and preservation of nature, we will, at all operation centers, 
pursue biodiversity-sound activities to conduct business in harmony with 
nature because nature conservation is a grave responsibility for corporate 
citizens of the planet Earth.

The Fuji Operation Center collaborated with local university students in 
holding a fieldwork session for elementary school students in which they 
drew habitat maps. It also held round-table meetings with local companies 
and action groups to discuss how best we can cooperate on biodiversity 
conservation.  We wish to consider community engagement to become a 
source of vitality for local people through our business activities. We also 
wish to solicit cooperation from all people who are involved in all stages of 
our business activities and join forces with them to bring better ECP 
products and services to those who need them.

CSRを基盤にグローバルで活躍する
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「エクセレントＥＣＰ」創出で世界の
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地域社会との連携を考えながら
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ISO26000 7つの中核主題に
対する取り組み

組織統治
各拠点および関係会社の活動紹介、
内部統制システムや通報制度などに
ついて、環境・社会活動における「組
織統治」を紹介しています。

●企業姿勢／内部統制システム
●企業姿勢／経営理念・経営ビジョン・スローガン
●各拠点、関係会社の紹介
●環境活動報告／環境推進体制　

人　権
東芝キヤリアグループが、東芝グルー
プの行動基準に従った事業活動を実
践し、人間尊重の活動を行っているこ
とを紹介しています。

●企業姿勢／東芝グループ行動基準
●ステークホルダーとのコミュニケーション／調達取引先さまとのかかわり

労働慣行
外国籍従業員や障がい者の雇用状
況、女性従業員比率を紹介するとと
もに、各種対話会の実施状況を紹介
しています。

●企業姿勢／多様性推進・人財育成
●ステークホルダーとのコミュニケーション／従業員とのかかわり

環　境

製造メーカーの立場から、製造工程
における環境への取り組みや、事業
所単位で実施している生物多様性活
動、それをテーマにした座談会などを
紹介しています。

●特集／生物多様性
●特集／生物多様性座談会
●各拠点、関係会社の紹介
●環境活動報告／環境推進体制
●環境活動報告／東芝総合環境監査
●環境活動報告／遵法
●環境活動報告／環境ビジョン
●環境活動報告／環境調和型製品(ECP）
●環境活動報告／ファクター

●環境活動報告／環境調和型製品の紹介
●環境活動報告／自然とふれあう環境マップづくり
●環境活動報告／生物多様性活動
●環境活動報告／事業プロセス環境活動
●ステークホルダーとのコミュニケーション／
　調達取引先さまとのかかわり
●ステークホルダーとのコミュニケーション／
　地域社会とのかかわり

コミュニティ参画
および開発

事業所見学を行った小学生が環境
マップをつくる活動や、フロンの見え
る化活動などを紹介しています。

●特集／生物多様性座談会
●各拠点、関係会社の紹介
●環境活動報告／自然とふれあう環境マップづくり
●ステークホルダーとのコミュニケーション／お客さまとのかかわり
●ステークホルダーとのコミュニケーション／地域社会とのかかわり
●ステークホルダーとのコミュニケーション／従業員とのかかわり

消費者課題
お客さまや地域社会とのかかわり、生
活のさまざまな場面で活躍している
製品の姿などを紹介しています。

●特集／生物多様性座談会
●環境活動報告／環境調和型製品の紹介
●環境活動報告／自然とふれあう環境マップづくり
●ステークホルダーとのコミュニケーション／お客さまとのかかわり
●ステークホルダーとのコミュニケーション／地域社会とのかかわり

公正な
事業慣行

専門委員会の設置などによる法令遵
守活動や、年度ごとの特許出願状況
をはじめとした知的財産の権利化を
紹介しています。

●企業姿勢／
　東芝グループ行動基準・法令遵守
●企業姿勢／内部統制システム
●企業姿勢／多様性推進・人財育成
●企業姿勢／特許出願・表彰
●環境活動報告／東芝総合環境監査

●環境活動報告／遵法
●ステークホルダーとのコミュニケーション／
　調達取引先さまとのかかわり
●ステークホルダーとのコミュニケーション／
　お客さまとのかかわり
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●報告書の目的
この報告書は、人間社会と地球環境への貢献を目指した東芝
キヤリアグループの取り組みを正確に分かりやすく報告し、ス
テークホルダーの皆さまとのコミュニケーションにより、企業活
動をレベルアップすることを目的としています。

●報告対象分野と参考ガイドライン
この報告書は、東芝キヤリアグループの事業活動における
CSRについて、基本的な概念、現在までの取り組み、そして
2012年度実績を報告しています。さらに、最新の活動について
は、2013年4月1日以降の内容でも最新の情報として一部掲載
しています。環境項目の記載は、環境省の「環境報告書ガイドラ
イン（2007年度版)」の項目から報告すべき重要な内容を選択
しました。

●理解しやすい報告書を目指して
編集にあたっては、ISO26000の7つの中核主題に沿って整
理し、一般の方でも理解できるよう極力平易な表現を心掛け、
図や写真などを加えて視覚的な分かりやすさを追求しました。詳
細データはホームページに記載していますので、併せてご覧く
ださい。

●報告対象組織
この報告書は、以下の組織を対象としています。

●報告対象期間
 2012年4月1日～2013年3月31日

●発行元
 東芝キヤリア株式会社 
 環境・CSR本部　

編集にあたって

7つの中核主題に該当するCSR活動を記載

东芝开利集团的企业社会责任CSR活动
CSR Activities of the Toshiba Carrier Group

東芝キヤリアグループでは、CSR（Corporate Social 
Responsibility：企業の社会的責任）活動を、経営理念
に基づいたすべての事業活動の基盤に位置づけています。
持続的に事業を拡大していくためにCSRは必須であり、ス
テークホルダーの皆さまや地球環境に対して、責任ある運
営を行う必要があります。本年度の社会・環境報告書は、
2010年11月に発行されたISO26000にあるCSR活動
の7つの中核主題を構成の基本とし、実施された活動がそ
れらの中核主題のどれに該当するかを示しました。本誌内
では、各記載項目に、それぞれマークを付記することで、項
目に該当する活動を明示しています。

OHSAS18001／ISO14001／ISO9001の取得

東芝グループは「人を大切にします」という経営理念のも
と、従業員の安全と健康の確保に力を注いできました。そ
の取り組みの一つが労働安全衛生マネジメントシステムの
構築です。東芝キヤリアグループでは、2009年1月に、国
内すべての製造拠点が労働安全衛生マネジメントシステム
の国際的な認証規格OHSAS18001を取得し、安全健康
管理体制の継続的改善に努めています。
また、富士、津山、掛川の各事業所や、品川本社と富士
冷熱工業（株）もISO14001取得を完了し、継続的に審査
を受けています。さらに、品質管理および品質保証の国際
規格ISO9001：2008の認証も取得しています。

《 環境負荷にかかわる諸データ 》
東芝キヤリアグループ ： 8社
・東芝キヤリア（株）
・東芝キヤリア空調サービス（株）
・東芝キヤリアエンジニアリング（株）
・富士東芝キヤリアプロダクツ（株）
・東芝キヤリアリビングサービス（株）
・（株）キャリア総合サービス
・富士冷熱工業(株)
・東芝開利空調販売（上海）有限公司

《 その他の項目 》
上記8社に加え、以下の会社を対象としています。
・東芝キヤリア タイ社
・TCFGコンプレッサ（タイ）社
・広東美芝制冷設備有限公司
・広東美芝精密製造有限公司
・広東美的制冷設備有限公司
・広東美的商用空調設備有限公司

発行責任者 ： 北川 重治
企画・編集長 ： 佐々木 美弥
編　集　員 ： 今村 真也
 市丸 雅浩
 狩野 照一
 藤澤 卓哉

デザイン ： 遠藤 麻里
DTP編集統括 ： 石塚 久子
トピックス原稿制作 ： 横井 透
挿絵（イラスト） ： 若林 亜矢
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ISO26000 7つの中核主題に
対する取り組み

組織統治
各拠点および関係会社の活動紹介、
内部統制システムや通報制度などに
ついて、環境・社会活動における「組
織統治」を紹介しています。

●企業姿勢／内部統制システム
●企業姿勢／経営理念・経営ビジョン・スローガン
●各拠点、関係会社の紹介
●環境活動報告／環境推進体制　

人　権
東芝キヤリアグループが、東芝グルー
プの行動基準に従った事業活動を実
践し、人間尊重の活動を行っているこ
とを紹介しています。

●企業姿勢／東芝グループ行動基準
●ステークホルダーとのコミュニケーション／調達取引先さまとのかかわり

労働慣行
外国籍従業員や障がい者の雇用状
況、女性従業員比率を紹介するとと
もに、各種対話会の実施状況を紹介
しています。

●企業姿勢／多様性推進・人財育成
●ステークホルダーとのコミュニケーション／従業員とのかかわり

環　境

製造メーカーの立場から、製造工程
における環境への取り組みや、事業
所単位で実施している生物多様性活
動、それをテーマにした座談会などを
紹介しています。

●特集／生物多様性
●特集／生物多様性座談会
●各拠点、関係会社の紹介
●環境活動報告／環境推進体制
●環境活動報告／東芝総合環境監査
●環境活動報告／遵法
●環境活動報告／環境ビジョン
●環境活動報告／環境調和型製品(ECP）
●環境活動報告／ファクター

●環境活動報告／環境調和型製品の紹介
●環境活動報告／自然とふれあう環境マップづくり
●環境活動報告／生物多様性活動
●環境活動報告／事業プロセス環境活動
●ステークホルダーとのコミュニケーション／
　調達取引先さまとのかかわり
●ステークホルダーとのコミュニケーション／
　地域社会とのかかわり

コミュニティ参画
および開発

事業所見学を行った小学生が環境
マップをつくる活動や、フロンの見え
る化活動などを紹介しています。

●特集／生物多様性座談会
●各拠点、関係会社の紹介
●環境活動報告／自然とふれあう環境マップづくり
●ステークホルダーとのコミュニケーション／お客さまとのかかわり
●ステークホルダーとのコミュニケーション／地域社会とのかかわり
●ステークホルダーとのコミュニケーション／従業員とのかかわり

消費者課題
お客さまや地域社会とのかかわり、生
活のさまざまな場面で活躍している
製品の姿などを紹介しています。

●特集／生物多様性座談会
●環境活動報告／環境調和型製品の紹介
●環境活動報告／自然とふれあう環境マップづくり
●ステークホルダーとのコミュニケーション／お客さまとのかかわり
●ステークホルダーとのコミュニケーション／地域社会とのかかわり

公正な
事業慣行

専門委員会の設置などによる法令遵
守活動や、年度ごとの特許出願状況
をはじめとした知的財産の権利化を
紹介しています。

●企業姿勢／
　東芝グループ行動基準・法令遵守
●企業姿勢／内部統制システム
●企業姿勢／多様性推進・人財育成
●企業姿勢／特許出願・表彰
●環境活動報告／東芝総合環境監査

●環境活動報告／遵法
●ステークホルダーとのコミュニケーション／
　調達取引先さまとのかかわり
●ステークホルダーとのコミュニケーション／
　お客さまとのかかわり
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●報告書の目的
この報告書は、人間社会と地球環境への貢献を目指した東芝
キヤリアグループの取り組みを正確に分かりやすく報告し、ス
テークホルダーの皆さまとのコミュニケーションにより、企業活
動をレベルアップすることを目的としています。

●報告対象分野と参考ガイドライン
この報告書は、東芝キヤリアグループの事業活動における
CSRについて、基本的な概念、現在までの取り組み、そして
2012年度実績を報告しています。さらに、最新の活動について
は、2013年4月1日以降の内容でも最新の情報として一部掲載
しています。環境項目の記載は、環境省の「環境報告書ガイドラ
イン（2007年度版)」の項目から報告すべき重要な内容を選択
しました。

●理解しやすい報告書を目指して
編集にあたっては、ISO26000の7つの中核主題に沿って整
理し、一般の方でも理解できるよう極力平易な表現を心掛け、
図や写真などを加えて視覚的な分かりやすさを追求しました。詳
細データはホームページに記載していますので、併せてご覧く
ださい。

●報告対象組織
この報告書は、以下の組織を対象としています。

●報告対象期間
 2012年4月1日～2013年3月31日

●発行元
 東芝キヤリア株式会社 
 環境・CSR本部　

編集にあたって

7つの中核主題に該当するCSR活動を記載

东芝开利集团的企业社会责任CSR活动
CSR Activities of the Toshiba Carrier Group

東芝キヤリアグループでは、CSR（Corporate Social 
Responsibility：企業の社会的責任）活動を、経営理念
に基づいたすべての事業活動の基盤に位置づけています。
持続的に事業を拡大していくためにCSRは必須であり、ス
テークホルダーの皆さまや地球環境に対して、責任ある運
営を行う必要があります。本年度の社会・環境報告書は、
2010年11月に発行されたISO26000にあるCSR活動
の7つの中核主題を構成の基本とし、実施された活動がそ
れらの中核主題のどれに該当するかを示しました。本誌内
では、各記載項目に、それぞれマークを付記することで、項
目に該当する活動を明示しています。

OHSAS18001／ISO14001／ISO9001の取得

東芝グループは「人を大切にします」という経営理念のも
と、従業員の安全と健康の確保に力を注いできました。そ
の取り組みの一つが労働安全衛生マネジメントシステムの
構築です。東芝キヤリアグループでは、2009年1月に、国
内すべての製造拠点が労働安全衛生マネジメントシステム
の国際的な認証規格OHSAS18001を取得し、安全健康
管理体制の継続的改善に努めています。
また、富士、津山、掛川の各事業所や、品川本社と富士
冷熱工業（株）もISO14001取得を完了し、継続的に審査
を受けています。さらに、品質管理および品質保証の国際
規格ISO9001：2008の認証も取得しています。

《 環境負荷にかかわる諸データ 》
東芝キヤリアグループ ： 8社
・東芝キヤリア（株）
・東芝キヤリア空調サービス（株）
・東芝キヤリアエンジニアリング（株）
・富士東芝キヤリアプロダクツ（株）
・東芝キヤリアリビングサービス（株）
・（株）キャリア総合サービス
・富士冷熱工業(株)
・東芝開利空調販売（上海）有限公司

《 その他の項目 》
上記8社に加え、以下の会社を対象としています。
・東芝キヤリア タイ社
・TCFGコンプレッサ（タイ）社
・広東美芝制冷設備有限公司
・広東美芝精密製造有限公司
・広東美的制冷設備有限公司
・広東美的商用空調設備有限公司

発行責任者 ： 北川 重治
企画・編集長 ： 佐々木 美弥
編　集　員 ： 今村 真也
 市丸 雅浩
 狩野 照一
 藤澤 卓哉

デザイン ： 遠藤 麻里
DTP編集統括 ： 石塚 久子
トピックス原稿制作 ： 横井 透
挿絵（イラスト） ： 若林 亜矢
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4東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2013ろろーそくでできるちいさなえこかつどう　かぞくでおもうかんきょうでぃ（生産部門／taka3）　は晴れならいらぬ事務所の明かり（スタッフ／浅見 伸美）



地球が地球であるために。
みんなで考えよう、
生物多様性。
今日の自由学習は、夏休み前に皆さんに出題した「私たち人間とほかの生き物の関係」について、

夏休みに体験したことや観察したこと、最近テレビや本で見たことなどから、

「不思議だな？」「どうしてだろう？」「先生に聞いてみたいな」を自由に発表する時間にします。

皆さんの質問に、先生が分かりやすく解説します。

タクヤ君は、ビルが立ち並ぶ都会の夏と、自然豊かな田舎の

夏、両方を体験して、昆虫という生き物の生息の違いを感じたよ

うです。夏は、さまざまな昆虫が活発に活動する季節であること

は間違いありません。暖かくなり始める春に、冬ごもりしていた

虫たちが活動を始める意味の「啓蟄＝けいちつ」という季節の

表現がありますが、春よりさらに気温が上がる夏は、昆虫の活動

のピークといってよいでしょう。

では、同じ暑い夏でも都会にはどうして昆虫が少ないかとい

うと、昆虫が暮らすために必要な木々などの植物や、きれいな

自然の水が少ないからです。草木が茂っていない冬に昆虫が少

ないように、都会では、たとえ夏であっても、昆虫が生きていく

ための自然の植物が少ないことが一番の理由です。

昆虫に花粉を運んでもらって

花を咲かせる植物がいたり、地上

の木々や水辺の草に産卵する昆

虫がいたり、昆虫と植物との間に

は、「共生」や「寄生」という大切

な関係を築いている場合がたく

さんあります。「子孫を残す」とい

うそれぞれの共通利益のもとで、

切っても切れない昆虫と植物の

関係を理解しましょう。

生物が共生するということは
次の命を育むことです

先生

タクヤ君の
はてな

?

生き物の子孫繁栄と生物多様性について

特集　生物多様性①

夏休みに田舎のおばあちゃん

の家に行ってきました。そこは、お米を

つくる農家です。田んぼではオタマジャク

シやアメンボが泳いでいて、周りの雑木林に

は、セミやカブトムシがたくさんいます。でも、

東京に戻ってくると、この季節にいるはずの

昆虫を見かけることはありません。同じ夏

なのにどうしてですか。

植物と昆虫は

互いに助け合って

生きてるんだよ

皆さんは、お腹がすいたら、ファミレスで食事をしたり、コンビニで

食べ物を買ったりすると思います。ハンバーグ、豆腐、ポテトサラダ、

お菓子など、私たちが普段食べている食品は、すべて動物や植物な

どの生き物が原料になっています。例えば、ハンバーグには、牛肉や

豚肉、タマネギなどの野菜が使われ、焼く時の油も最近では植物を

原料にしたものが多くなりました。コンビニでは、このような加工食

品を一定温度で保つ機械も設置され、私たちの「食」を支えています。

一方、世界では、いまだに海や山で自然界からの恵みだけで自給

自足している民族も少なくありません。動物や魚などは必要な分

だけを捕り、自分たちが生きるための食材として使っているのです。

「捕りすぎ」によって食材となる資源が絶滅してしまうと、ほかの生

き物への影響も出てきて、生態系バランスを崩してしまいます。また、

産業が発展することによってもたらされ

た地球温暖化などの気候変動でも、生態

系が崩れてきています。

チャコちゃんのお姉さんは、初めは日

本と違うオーストラリアの食文化に戸惑

いがあったようですね。生きるために必

要な食事について、国の習慣や文化の違

いによって、食材となる生き物の大切さ

を理解する貴重な経験をしたと思います。

生きるための食事から
生物との関係を考えてみましょう

チャコちゃんの
はてな

?

身の回りの食材と生物多様性について

私のお姉ちゃんは、オーストラリア

にホームステイしています。好き嫌いの多

いお姉ちゃんは、最初は外国の食事になじめ

なかったようです。でも最近では、肉や魚もおい

しいと言うようになり、料理の写真をメールで送っ

てきます。住み慣れた環境を離れて、食事の大切

さや、食材のありがたみを実感しているようです。

私たち人間が生きるために食べることとは、ど

んな意味があるのですか。

生きるために、

生物の命の恩恵を

忘れてはいけないね

先生

Earth is a common homeland of all life on earth. Let’s think about biodiversity.

地球是所有地球生命共同的家园。让我们一起来思考生物多样性。

5 東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2013 　ににごり取り　「エゴ」から「エコ」へ　こころ変え（関係会社／ひろさん）　ほ北斗七星　七星見える夜空をまもる（関係会社／ごくう）



地球が地球であるために。
みんなで考えよう、
生物多様性。
今日の自由学習は、夏休み前に皆さんに出題した「私たち人間とほかの生き物の関係」について、

夏休みに体験したことや観察したこと、最近テレビや本で見たことなどから、

「不思議だな？」「どうしてだろう？」「先生に聞いてみたいな」を自由に発表する時間にします。

皆さんの質問に、先生が分かりやすく解説します。

タクヤ君は、ビルが立ち並ぶ都会の夏と、自然豊かな田舎の

夏、両方を体験して、昆虫という生き物の生息の違いを感じたよ

うです。夏は、さまざまな昆虫が活発に活動する季節であること

は間違いありません。暖かくなり始める春に、冬ごもりしていた

虫たちが活動を始める意味の「啓蟄＝けいちつ」という季節の

表現がありますが、春よりさらに気温が上がる夏は、昆虫の活動

のピークといってよいでしょう。

では、同じ暑い夏でも都会にはどうして昆虫が少ないかとい

うと、昆虫が暮らすために必要な木々などの植物や、きれいな

自然の水が少ないからです。草木が茂っていない冬に昆虫が少

ないように、都会では、たとえ夏であっても、昆虫が生きていく

ための自然の植物が少ないことが一番の理由です。

昆虫に花粉を運んでもらって

花を咲かせる植物がいたり、地上

の木々や水辺の草に産卵する昆

虫がいたり、昆虫と植物との間に

は、「共生」や「寄生」という大切

な関係を築いている場合がたく

さんあります。「子孫を残す」とい

うそれぞれの共通利益のもとで、

切っても切れない昆虫と植物の

関係を理解しましょう。

生物が共生するということは
次の命を育むことです

先生

タクヤ君の
はてな

?

生き物の子孫繁栄と生物多様性について

特集　生物多様性①

夏休みに田舎のおばあちゃん

の家に行ってきました。そこは、お米を

つくる農家です。田んぼではオタマジャク

シやアメンボが泳いでいて、周りの雑木林に

は、セミやカブトムシがたくさんいます。でも、

東京に戻ってくると、この季節にいるはずの

昆虫を見かけることはありません。同じ夏

なのにどうしてですか。

植物と昆虫は

互いに助け合って

生きてるんだよ

皆さんは、お腹がすいたら、ファミレスで食事をしたり、コンビニで

食べ物を買ったりすると思います。ハンバーグ、豆腐、ポテトサラダ、

お菓子など、私たちが普段食べている食品は、すべて動物や植物な

どの生き物が原料になっています。例えば、ハンバーグには、牛肉や

豚肉、タマネギなどの野菜が使われ、焼く時の油も最近では植物を

原料にしたものが多くなりました。コンビニでは、このような加工食

品を一定温度で保つ機械も設置され、私たちの「食」を支えています。

一方、世界では、いまだに海や山で自然界からの恵みだけで自給

自足している民族も少なくありません。動物や魚などは必要な分

だけを捕り、自分たちが生きるための食材として使っているのです。

「捕りすぎ」によって食材となる資源が絶滅してしまうと、ほかの生

き物への影響も出てきて、生態系バランスを崩してしまいます。また、

産業が発展することによってもたらされ

た地球温暖化などの気候変動でも、生態

系が崩れてきています。

チャコちゃんのお姉さんは、初めは日

本と違うオーストラリアの食文化に戸惑

いがあったようですね。生きるために必

要な食事について、国の習慣や文化の違

いによって、食材となる生き物の大切さ

を理解する貴重な経験をしたと思います。

生きるための食事から
生物との関係を考えてみましょう

チャコちゃんの
はてな

?

身の回りの食材と生物多様性について

私のお姉ちゃんは、オーストラリア

にホームステイしています。好き嫌いの多

いお姉ちゃんは、最初は外国の食事になじめ

なかったようです。でも最近では、肉や魚もおい

しいと言うようになり、料理の写真をメールで送っ

てきます。住み慣れた環境を離れて、食事の大切

さや、食材のありがたみを実感しているようです。

私たち人間が生きるために食べることとは、ど

んな意味があるのですか。

生きるために、

生物の命の恩恵を

忘れてはいけないね

先生

Earth is a common homeland of all life on earth. Let’s think about biodiversity.

地球是所有地球生命共同的家园。让我们一起来思考生物多样性。

6東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2013へ減らそう　二酸化炭素　クールビズで（関係会社／がみ）　と戸を開けて　エアコンオフで省エネ活動（関係会社／はま）



土地建物の管理から対外折衝までが業務で
すが、その中の一つに環境整備業務がありま
す。「あさひ・いのちの森」の管理も行い、毎年
5月ごろに「蛍祭り」を開催しています。

富士市で生まれ育ち、66年。大学で土木工学
を専攻し、技術者として市役所に勤務。退職
後、1級造園施工管理技士の資格を生かし、ビ
オトープをつくりました。

エアコンの組み立て部門から給湯に移り、約
4年です。子どものころから事業所の近くに
住んでいましたので、敷地内の自然はよく
知っています。

富士事業所で、エネルギーの管理や廃棄物
の管理など、環境関連業務全般を行ってい
ます。事業所内のビオトープづくりも手掛け
ました。

佐藤 仁 佐野 誠 遠藤 由己子 山崎 容稔

旭化成（株）　富士総務部
総務グループ グループ長

富士市 鮫島地区
ビオトープ作成リーダー

東芝キヤリア（株）　空調製造部
給湯機組立課

東芝キヤリア（株）　生産管理部
富士環境工務担当 グループ長

人間はもちろん、生き物は、ほかの生き物とつながって生きています

四季相応の動植物の営みが、だんだん見られなくなる

かもしれません。普段食べている食材を、食べられなくな

る時代が訪れるかもしれません。絶滅危惧種が、ますます

増えていくかもしれません。今、私たちは、生物多様性に

ついて危機感をもって考える時期に直面しています。特

に、環境調和型の製品を社会に提供している企業は、その

製品をつくるあらゆる過程でも、生物多様性の保全を妨

げるような行為を決して行ってはならないのです。

しかし、私たちの身近には、まだまだたくさんの自然が

残っています。ちょっと公園を散歩することで学べる生態

系もあります。キャンプや動物園に出かけることで、観察で

きる生態系もあります。また、家の庭で花や野菜を育てる

家庭菜園でも、自然界の素晴らしさを感じ取ることができ

るはずです。生物多様性を考えることとは、人間を含め、自

分たちの周囲で起きている生き物同士のつながりや、人間

と生き物との関係を感じ取ることだと思います。

特集　生物多様性②　誌上座談会

“生態系を守る”を考えよう。
今こそ、人間が自然と向き合う時。このあいだ家族で動物園に行ってき

ました。一番おもしろかったのは、シロクマのダ

イビングでした。でも、シロクマが暮らしている北

極の氷が解け続けているので、絶滅するのではな

いかというニュースを聞いて、心配になりました。家

で飼っているメダカも、同じように絶滅の可能性

があるそうです。どうしてですか。

絶滅寸前の生物を助けるために
私たちができることは？

トオル君の
はてな

?

絶滅危惧種問題と生物多様性について

絶滅の危機にある

生物の種類は、なんと

2万種以上です

まとめ

生物多様性がテーマの座談会。
富士事業所近辺にある3つのビオトープを見学した後、生態系に関する食物連鎖や

絶滅危惧種生物など、さまざまな角度からお話が展開しました。

Let’s consider how to preserve ecosystem. Now is the time for people to face the nature.

思考如何保护生态系统。现在正是人类面对自然的时候。

先生

あさひ・いのちの森
旭化成富士支社内の約1万m2の緑地で、環境保
全林、雑木林、草地、湿地、田んぼ、深さの異なる
池など、多様な環境を形成しています。毎年5月
ごろには蛍の自然観賞が楽しめます。

東芝キヤリアビオトープ
2012年11月、富士事業所内の緑地約300m2を
改造し設置しました。工場排水を太陽光ポンプで
くみ上げて池へ流入。地元のメダカや、ヒメシャガ、
シランなどの植物も観察できます。

鮫島ビオトープ
水草などで埋もれていた田子江川を改修した、
回遊式ビオトープ。通称「八相至誠(はっそうしせ
い)の庭」と呼ばれ、小魚や野鳥、さまざまな水生
生物や植物を観察することができます。

トオル君がテレビで見たのは「絶滅危惧種」の話ですね。絶滅

危惧種は、哺乳類だけではなく、魚、植物、昆虫など2万種以上

になるといわれています。地球上には、私たちが知らない生物も

含めて1,500万種の生物が存在しているといわれていますが、

7分に1種のスピードで地球から絶滅する生物がいるという恐

ろしいデータが発表されています。

動物園で豪快なダイビングを披露してくれたシロクマも、一時

は捕獲しすぎて数が減ったため、捕獲を規制して数が復活しまし

た。しかし、現在は地球温暖化の影響で、北極の氷がどんどん少

なくなり、シロクマは餌のアザラシを捕まえることができなくな

り、数が減っているのです。トオル君が家で飼っているメダカの

場合は、メダカが暮らしやすい水田、池、

沼が少なくなっていることが原因です。

♪メダカの学校は川の中♪と歌われるよ

うに、きれいな水があってこそ生息でき

るのがメダカです。このような川や池が

あり、しかも木々が生い茂る里山が宅

地やゴルフ場などの造成によって失わ

れていることが、メダカなどの生物を絶

滅危惧種にしてしまうのです。

7 東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2013 ちちっちゃな頃から節電習慣、身につけよう。（関係会社／節子）　りリサイクル　資源が人へ　渡るバトン（技術部門／うなぎパイ）



土地建物の管理から対外折衝までが業務で
すが、その中の一つに環境整備業務がありま
す。「あさひ・いのちの森」の管理も行い、毎年
5月ごろに「蛍祭り」を開催しています。

富士市で生まれ育ち、66年。大学で土木工学
を専攻し、技術者として市役所に勤務。退職
後、1級造園施工管理技士の資格を生かし、ビ
オトープをつくりました。

エアコンの組み立て部門から給湯に移り、約
4年です。子どものころから事業所の近くに
住んでいましたので、敷地内の自然はよく
知っています。

富士事業所で、エネルギーの管理や廃棄物
の管理など、環境関連業務全般を行ってい
ます。事業所内のビオトープづくりも手掛け
ました。

佐藤 仁 佐野 誠 遠藤 由己子 山崎 容稔

旭化成（株）　富士総務部
総務グループ グループ長

富士市 鮫島地区
ビオトープ作成リーダー

東芝キヤリア（株）　空調製造部
給湯機組立課

東芝キヤリア（株）　生産管理部
富士環境工務担当 グループ長

人間はもちろん、生き物は、ほかの生き物とつながって生きています

四季相応の動植物の営みが、だんだん見られなくなる

かもしれません。普段食べている食材を、食べられなくな

る時代が訪れるかもしれません。絶滅危惧種が、ますます

増えていくかもしれません。今、私たちは、生物多様性に

ついて危機感をもって考える時期に直面しています。特

に、環境調和型の製品を社会に提供している企業は、その

製品をつくるあらゆる過程でも、生物多様性の保全を妨

げるような行為を決して行ってはならないのです。

しかし、私たちの身近には、まだまだたくさんの自然が

残っています。ちょっと公園を散歩することで学べる生態

系もあります。キャンプや動物園に出かけることで、観察で

きる生態系もあります。また、家の庭で花や野菜を育てる

家庭菜園でも、自然界の素晴らしさを感じ取ることができ

るはずです。生物多様性を考えることとは、人間を含め、自

分たちの周囲で起きている生き物同士のつながりや、人間

と生き物との関係を感じ取ることだと思います。

特集　生物多様性②　誌上座談会

“生態系を守る”を考えよう。
今こそ、人間が自然と向き合う時。このあいだ家族で動物園に行ってき

ました。一番おもしろかったのは、シロクマのダ

イビングでした。でも、シロクマが暮らしている北

極の氷が解け続けているので、絶滅するのではな

いかというニュースを聞いて、心配になりました。家

で飼っているメダカも、同じように絶滅の可能性

があるそうです。どうしてですか。

絶滅寸前の生物を助けるために
私たちができることは？

トオル君の
はてな

?

絶滅危惧種問題と生物多様性について

絶滅の危機にある

生物の種類は、なんと

2万種以上です

まとめ

生物多様性がテーマの座談会。
富士事業所近辺にある3つのビオトープを見学した後、生態系に関する食物連鎖や

絶滅危惧種生物など、さまざまな角度からお話が展開しました。

Conservation of Nature in FUJIConservation of Nature in FUJIConservation of Nature in FUJI

Let’s consider how to preserve ecosystem. Now is the time for people to face the nature.

思考如何保护生态系统。现在正是人类面对自然的时候。

先生

あさひ・いのちの森
旭化成富士支社内の約1万m2の緑地で、環境保
全林、雑木林、草地、湿地、田んぼ、深さの異なる
池など、多様な環境を形成しています。毎年5月
ごろには蛍の自然観賞が楽しめます。

東芝キヤリアビオトープ
2012年11月、富士事業所内の緑地約300m2を
改造し設置しました。工場排水を太陽光ポンプで
くみ上げて池へ流入。地元のメダカや、ヒメシャガ、
シランなどの植物も観察できます。

鮫島ビオトープ
水草などで埋もれていた田子江川を改修した、
回遊式ビオトープ。通称「八相至誠(はっそうしせ
い)の庭」と呼ばれ、小魚や野鳥、さまざまな水生
生物や植物を観察することができます。

トオル君がテレビで見たのは「絶滅危惧種」の話ですね。絶滅

危惧種は、哺乳類だけではなく、魚、植物、昆虫など2万種以上

になるといわれています。地球上には、私たちが知らない生物も

含めて1,500万種の生物が存在しているといわれていますが、

7分に1種のスピードで地球から絶滅する生物がいるという恐

ろしいデータが発表されています。

動物園で豪快なダイビングを披露してくれたシロクマも、一時

は捕獲しすぎて数が減ったため、捕獲を規制して数が復活しまし

た。しかし、現在は地球温暖化の影響で、北極の氷がどんどん少

なくなり、シロクマは餌のアザラシを捕まえることができなくな

り、数が減っているのです。トオル君が家で飼っているメダカの

場合は、メダカが暮らしやすい水田、池、

沼が少なくなっていることが原因です。

♪メダカの学校は川の中♪と歌われるよ

うに、きれいな水があってこそ生息でき

るのがメダカです。このような川や池が

あり、しかも木々が生い茂る里山が宅

地やゴルフ場などの造成によって失わ

れていることが、メダカなどの生物を絶

滅危惧種にしてしまうのです。
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カルガモの親子

①シオカラトンボ　②アカトンボ　③メダカ　④ヒメシャガ　⑤コウホネ　⑥アメンボ

❶ ❷ ❸

❹ ❺ ❻

旭化成

伊藤工業

田子浦南局

田子浦小

田子

鮫島

東芝キヤリア
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田
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●
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東海道本線

岳
南
鉄
道
線

新富士駅

富士事業所ビオトープ

最終放流口

あさひ・いのちの森

●
●

日本製紙

イオンタウン
富士南

田
子
江
川

鮫島ビオトープ

東海道新
幹線

山崎）私は、富士事業所で環境工務の仕事に就いています。その名
のとおり、事業所内の環境活動の取りまとめを行う部署です。富士で生
まれ育ち、職場も富士なので、子どものころからこの町の自然はよく知っ
ているつもりです。クワガタを捕りにいった岩本山の近くに広がる茶畑な
どの自然は、昔からほとんど変わっていません。

佐野）実は、昭和20年代の航空写真で比べてみると、この辺りの環
境はかなり変化していますね。写真では、田子江川が蛇行していること
が分かります。私は、この川でフナやザリガニを釣って遊びました。ウナギ
もいました。昭和40年代半ばごろから護岸整備が進み、河口付近の環
境も変わりました。また、排水能力を増すために水門を撤去し、橋を架け
たことで、海水が入り込んで生態系に変化が生じてきたと思います。

佐藤）私は、富士市に赴任してきて9年になります。皆さんと違って、こ
の町に住んで短い私でも、水田が宅地に変わるなどの変化を、痛切に
感じます。田子江川で大きなコイを見かけたり、見たこともない魚と出
合ったりすると、昭和40年代半ば以前と以降とで、川や海をきれいにす
る努力をした結果、生態系が変わってきたことを感じます。旭化成で環
境関連の仕事をするようになり、2007年に「あさひ・いのちの森」をつくり
ました。ビオトープもつくり、毎年5月ごろに蛍祭りを開催しています。蛍と
触れ合っていると、生態系を維持する重要さをつくづく感じます。

遠藤）今日、「あさひ・いのちの森」の中を歩かせていただき、子どもの
ころ、私の家の周りにも同じような場所があったことを思い出しました。草
むらにはススキが茂り、川ではオタマジャクシ、メダカ、ザリガニを捕って遊
びました。今ではビオトープのような環境を人工的につくらないと、ススキ
やメダカが生きていけないのかと少し悲しくなりました。

佐藤）「あさひ・いのちの森」を始めたのは、生物多様性がクローズアッ
プされるかなり前のことでした。当時、弊社内に発足した住宅研究所の
周りに森をつくることで、住宅とエコを関連づけ、生態系保全のシンボリッ
クなものと位置づけたかったのです。また、蛍を復活させることで、地域の
皆さまとの交流も図れると考えました。森やビオトープをつくるために、約2
年かけて専門家に田子の浦の植生調査を依頼し、この土地本来の森
をつくろうということで始めました。

佐野）私は、役所で土木関係の仕事をしていましたので、退職後はその
ノウハウを生かして鮫島地区にビオトープをつくりました。自分なりに情報を
集めて勉強し、場所も「あさひ・いのちの森」のすぐ近くなので、佐藤さん
にも相談に乗っていただきました。ある日、田子江川にアユが上ってきたこ
とを聞き、この辺りの水もきれいになったのだなと思いました。私が手掛けた
鮫島地区のビオトープにも、今では小魚がすみつくようになりましたね。

山崎）私は、以前にも両方のビオトープを見に行きました。今日、「あさ
ひ・いのちの森」にあらためて足を運び、広さを有効に活用し、植樹や蛍
の自生などを、地域住民の方 と々連携して行っているところが素晴らしい
と思います。鮫島地区のビオトープは、私どもの排水が含まれる田子江川
を利用している点で興味がありました。地形を巧みに利用し、人工的な部
分とありのままの自然をうまくミックスしているところが素晴らしいと思います。
弊社の事業所内につくったビオトープも、カルガモ親子が来たことで社内
外の知名度が上がりましたが、事業所の環境活動のシンボルとして、これ
から皆さまに愛されるようになればよいと思っています。

遠藤）生物多様性という言葉はよく耳にしていたものの、それがどのよう
な意味なのかまでは、深く考えたことがありませんでした。しかし、自分の会
社にあるものも含め、今日3つのビオトープを見学し、生物多様性を意識
するきっかけになったと思います。自分の子どもにも、生き物の生態系の話
をする機会が出てくるかもしれません。ところで、生物多様性と私たちが生
きるために必要な食べ物との関係が話題になっているようですね。

佐藤）世の中の声として、生物多様性がクローズアップされるようになった
のは、人間にとって必要なものがなくならないようにするには…という観点から
だと思います。生き物の食物連鎖を考えた場合、一つが欠けるとほかが全
部だめになってしまう。生物多様性は、どの生き物も絶滅したらだめという考え
方なのでしょう。どこかで欠損ができたら、人間にとって不利益になるのです。

山崎）生き物の食物連鎖は、家庭菜園などでも理解が深まると思います。
震災の後、ゴーヤなどを栽培する緑のカーテンが話題になり、エコの観点から
も人気が出ました。実際に始めてみると、野菜は実を付けるために、虫の助け
が必要なことが分かります。今の子どもたちは、草花や野菜が虫などの生き物
の力を借りて実を付けることを知らずに、ただスーパーに陳列されているパック
に入った食品を食べているだけかもしれません。生物多様性の中で、生物同
士が深い関係性をもっていることをしっかり理解してもらいたいですね。

遠藤）野菜や果物は、人間がうまく交配しておいしいものが次々登場して
いますよね。動物の場合は、例えば外来種の魚やカメが池に放たれると、生
態系を崩すということから悪いニュースとして取り上げられます。これも生物多
様性で考えるべきことだと思いますが、“新しい発見”と取るか、“生態系の乱
れ”と取るか、さまざまな考え方があると思います。

佐野）ある情報では、7分に1種の割合で絶滅危惧種が増えていると聞き
ました。富士事業所内にあるビオトープで、たくさん増えているメダカも絶滅危
惧種のリストに入っていました。環境を整えれば、生き物はちゃんと子孫を増
やすのです。ですから、私が管理している鮫島地区のビオトープも、周りにあ
る田んぼや茂み、そして「あさひ・いのちの森」を含めた豊かな環境で、さまざ
まな生物がすみつき、植物が育っていけば素晴らしいと思っています。

佐藤）佐野さんのビオトープに、うちの蛍が居ついたら、きっとニュースになる
でしょうね。たとえ人工的につくった環境でも、蛍にしたらすめる環境に違いは
ないはずですから…。それぞれの環境が結び付いて、生き物たちにとって過
ごしやすいエリアになっていけば、より良いと思います。生物多様性の観点で

は、“分断”が良くないとされています。真ん中に一本の道路ができたことで、
それぞれの環境の生物が行き来できなくなることが問題なのです。私たち人
間が絶滅危惧種を少なくする活動に、積極的に取り組んでいくべきでしょう。

山崎）私たちの仕事では、たくさんのエネルギーを使っています。蒸気用の
ボイラーも炊きますので、排煙による大気への影響や、揮発性の有機溶剤も
同様に大気に影響を及ぼします。当然、規制値の範囲で管理しています
が、それが生物にどういう影響を与えているかまでは把握できません。環境担
当のグループとしては、エネルギーを使う量を減らすことが重要で、その結果、
生き物の生活環境に良い影響を与えるはずだと考えています。

佐野）山崎さんのように、企業の人が地域の自然のことをしっかり考えてく
れると自然も喜ぶはずですよ。事実、排水が流れ込んでいる川にも生き物が
戻ってきましたし、富士事業所内の水処理施設にも魚がいると聞きました。
私は、鮫島地区のビオトープで大小の石を積むなど、自分なりに工夫して生
物の生息を待っています。このビオトープが毎年どんな表情になっていくか
楽しみです。

遠藤）皆さまとお話しさせていただき、生物多様性は、人間の考える部分
が非常に大きいということが分かりました。私は、今までよりも確実に生物多
様性を意識して暮らすようになると思います。特に子どもからも教わって意識
を強くしていきたいですね。それが、子どもの将来につながることだと思います。

　世界で「生物多様性」という言葉が登場したのは、今から30年近く前の
ことです。2006年、日本の環境省が「生物多様性」の意味の理解を調査
した際、「知っている」の回答は約10％でした。その後、企業や地域が生態
系を取り戻すためのさまざまな取り組みに力を注ぎ、確実にその理解度は深
まっています。未来へ向け、人間を含めた生物がすみやすくなる環境をもっと
増やすために、地域の連携は不可欠でしょう。また、これからの時代を担う
人たちへ、この精神をしっかり継承することが必要です。

皆さまが、今までの富士市とのかかわりから、
生態系など、周囲の自然環境が変化したと
感じることをお話しください。

それぞれのビオトープについてお話しください。

左から、遠藤、山崎、佐野、佐藤（敬称略）

富士事業所ビオトープの生き物たち 3つのビオトープ
特集　生物多様性②　誌上座談会
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山崎）私は、富士事業所で環境工務の仕事に就いています。その名
のとおり、事業所内の環境活動の取りまとめを行う部署です。富士で生
まれ育ち、職場も富士なので、子どものころからこの町の自然はよく知っ
ているつもりです。クワガタを捕りにいった岩本山の近くに広がる茶畑な
どの自然は、昔からほとんど変わっていません。

佐野）実は、昭和20年代の航空写真で比べてみると、この辺りの環
境はかなり変化していますね。写真では、田子江川が蛇行していること
が分かります。私は、この川でフナやザリガニを釣って遊びました。ウナギ
もいました。昭和40年代半ばごろから護岸整備が進み、河口付近の環
境も変わりました。また、排水能力を増すために水門を撤去し、橋を架け
たことで、海水が入り込んで生態系に変化が生じてきたと思います。

佐藤）私は、富士市に赴任してきて9年になります。皆さんと違って、こ
の町に住んで短い私でも、水田が宅地に変わるなどの変化を、痛切に
感じます。田子江川で大きなコイを見かけたり、見たこともない魚と出
合ったりすると、昭和40年代半ば以前と以降とで、川や海をきれいにす
る努力をした結果、生態系が変わってきたことを感じます。旭化成で環
境関連の仕事をするようになり、2007年に「あさひ・いのちの森」をつくり
ました。ビオトープもつくり、毎年5月ごろに蛍祭りを開催しています。蛍と
触れ合っていると、生態系を維持する重要さをつくづく感じます。

遠藤）今日、「あさひ・いのちの森」の中を歩かせていただき、子どもの
ころ、私の家の周りにも同じような場所があったことを思い出しました。草
むらにはススキが茂り、川ではオタマジャクシ、メダカ、ザリガニを捕って遊
びました。今ではビオトープのような環境を人工的につくらないと、ススキ
やメダカが生きていけないのかと少し悲しくなりました。

佐藤）「あさひ・いのちの森」を始めたのは、生物多様性がクローズアッ
プされるかなり前のことでした。当時、弊社内に発足した住宅研究所の
周りに森をつくることで、住宅とエコを関連づけ、生態系保全のシンボリッ
クなものと位置づけたかったのです。また、蛍を復活させることで、地域の
皆さまとの交流も図れると考えました。森やビオトープをつくるために、約2
年かけて専門家に田子の浦の植生調査を依頼し、この土地本来の森
をつくろうということで始めました。

佐野）私は、役所で土木関係の仕事をしていましたので、退職後はその
ノウハウを生かして鮫島地区にビオトープをつくりました。自分なりに情報を
集めて勉強し、場所も「あさひ・いのちの森」のすぐ近くなので、佐藤さん
にも相談に乗っていただきました。ある日、田子江川にアユが上ってきたこ
とを聞き、この辺りの水もきれいになったのだなと思いました。私が手掛けた
鮫島地区のビオトープにも、今では小魚がすみつくようになりましたね。

山崎）私は、以前にも両方のビオトープを見に行きました。今日、「あさ
ひ・いのちの森」にあらためて足を運び、広さを有効に活用し、植樹や蛍
の自生などを、地域住民の方 と々連携して行っているところが素晴らしい
と思います。鮫島地区のビオトープは、私どもの排水が含まれる田子江川
を利用している点で興味がありました。地形を巧みに利用し、人工的な部
分とありのままの自然をうまくミックスしているところが素晴らしいと思います。
弊社の事業所内につくったビオトープも、カルガモ親子が来たことで社内
外の知名度が上がりましたが、事業所の環境活動のシンボルとして、これ
から皆さまに愛されるようになればよいと思っています。

遠藤）生物多様性という言葉はよく耳にしていたものの、それがどのよう
な意味なのかまでは、深く考えたことがありませんでした。しかし、自分の会
社にあるものも含め、今日3つのビオトープを見学し、生物多様性を意識
するきっかけになったと思います。自分の子どもにも、生き物の生態系の話
をする機会が出てくるかもしれません。ところで、生物多様性と私たちが生
きるために必要な食べ物との関係が話題になっているようですね。

佐藤）世の中の声として、生物多様性がクローズアップされるようになった
のは、人間にとって必要なものがなくならないようにするには…という観点から
だと思います。生き物の食物連鎖を考えた場合、一つが欠けるとほかが全
部だめになってしまう。生物多様性は、どの生き物も絶滅したらだめという考え
方なのでしょう。どこかで欠損ができたら、人間にとって不利益になるのです。

山崎）生き物の食物連鎖は、家庭菜園などでも理解が深まると思います。
震災の後、ゴーヤなどを栽培する緑のカーテンが話題になり、エコの観点から
も人気が出ました。実際に始めてみると、野菜は実を付けるために、虫の助け
が必要なことが分かります。今の子どもたちは、草花や野菜が虫などの生き物
の力を借りて実を付けることを知らずに、ただスーパーに陳列されているパック
に入った食品を食べているだけかもしれません。生物多様性の中で、生物同
士が深い関係性をもっていることをしっかり理解してもらいたいですね。

遠藤）野菜や果物は、人間がうまく交配しておいしいものが次々登場して
いますよね。動物の場合は、例えば外来種の魚やカメが池に放たれると、生
態系を崩すということから悪いニュースとして取り上げられます。これも生物多
様性で考えるべきことだと思いますが、“新しい発見”と取るか、“生態系の乱
れ”と取るか、さまざまな考え方があると思います。

佐野）ある情報では、7分に1種の割合で絶滅危惧種が増えていると聞き
ました。富士事業所内にあるビオトープで、たくさん増えているメダカも絶滅危
惧種のリストに入っていました。環境を整えれば、生き物はちゃんと子孫を増
やすのです。ですから、私が管理している鮫島地区のビオトープも、周りにあ
る田んぼや茂み、そして「あさひ・いのちの森」を含めた豊かな環境で、さまざ
まな生物がすみつき、植物が育っていけば素晴らしいと思っています。

佐藤）佐野さんのビオトープに、うちの蛍が居ついたら、きっとニュースになる
でしょうね。たとえ人工的につくった環境でも、蛍にしたらすめる環境に違いは
ないはずですから…。それぞれの環境が結び付いて、生き物たちにとって過
ごしやすいエリアになっていけば、より良いと思います。生物多様性の観点で

は、“分断”が良くないとされています。真ん中に一本の道路ができたことで、
それぞれの環境の生物が行き来できなくなることが問題なのです。私たち人
間が絶滅危惧種を少なくする活動に、積極的に取り組んでいくべきでしょう。

山崎）私たちの仕事では、たくさんのエネルギーを使っています。蒸気用の
ボイラーも炊きますので、排煙による大気への影響や、揮発性の有機溶剤も
同様に大気に影響を及ぼします。当然、規制値の範囲で管理しています
が、それが生物にどういう影響を与えているかまでは把握できません。環境担
当のグループとしては、エネルギーを使う量を減らすことが重要で、その結果、
生き物の生活環境に良い影響を与えるはずだと考えています。

佐野）山崎さんのように、企業の人が地域の自然のことをしっかり考えてく
れると自然も喜ぶはずですよ。事実、排水が流れ込んでいる川にも生き物が
戻ってきましたし、富士事業所内の水処理施設にも魚がいると聞きました。
私は、鮫島地区のビオトープで大小の石を積むなど、自分なりに工夫して生
物の生息を待っています。このビオトープが毎年どんな表情になっていくか
楽しみです。

遠藤）皆さまとお話しさせていただき、生物多様性は、人間の考える部分
が非常に大きいということが分かりました。私は、今までよりも確実に生物多
様性を意識して暮らすようになると思います。特に子どもからも教わって意識
を強くしていきたいですね。それが、子どもの将来につながることだと思います。

　世界で「生物多様性」という言葉が登場したのは、今から30年近く前の
ことです。2006年、日本の環境省が「生物多様性」の意味の理解を調査
した際、「知っている」の回答は約10％でした。その後、企業や地域が生態
系を取り戻すためのさまざまな取り組みに力を注ぎ、確実にその理解度は深
まっています。未来へ向け、人間を含めた生物がすみやすくなる環境をもっと
増やすために、地域の連携は不可欠でしょう。また、これからの時代を担う
人たちへ、この精神をしっかり継承することが必要です。

皆さまが思う生物多様性についてお話しください。

今日は、たくさんのお話をありがとうございました。

左から、遠藤、山崎、佐野、佐藤（敬称略）

富士事業所ビオトープの生き物たち 3つのビオトープ
特集　生物多様性②　誌上座談会
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東芝キヤリアグループ経営理念

数件録登・願出許特）13/3/2102～1/4/1102（度年1102  ■

特許出願件数
国内 77
外国 63
合計 140

特許登録件数
国内 72
外国 29
合計 101

※外国は中国実用新案を含む。

東芝キヤリア株式会社のガバナンス体制

株主総会

執行役員
各部門

監査

連携

選任・解任 選任・解任

選任・解任・監督

監査

取締役
取締役会

監査役
監査役会

経営監査部

「国連グローバル・コンパクト」の10原則

環境
7.環境問題の予防的なアプローチを支持する。
8.環境に対して一層の責任を担うためのイニシアチブをとる。
9.環境を守るための技術の開発と普及を促進する。

腐敗防止
10.強要と賄賂を含むあらゆる形態の腐敗を防止するために取り組む。

「国連グローバル・コンパクト」の10原則

人権
1. 企業はその影響の及ぶ範囲内で国際的に宣言
されている人権の擁護を支持し、尊重する。

2. 人権侵害に加担しない。

労働
3. 組合結成の自由と団体交渉権を実効あるものにする。
4. あらゆる種類の強制労働を排除する。
5. 児童労働を実効的に廃止する。
6. 雇用と職業に関する差別を排除する。

環境
7. 環境問題の予防的なアプローチを支持する。
8. 環境に対して一層の責任を担うためのイニシアチブをとる。
9. 環境を守るための技術の開発と普及を促進する。

腐敗防止
10. 強要と賄賂を含むあらゆる形態の腐敗を防止するために

取り組む。

良き地球市民として
1． 人間社会と地球環境に貢献します
2． お客さまの声に忠実な事業活動をします 
3． 健全で透明な経営をします

経営理念

東芝キヤリアは、ヒートポンプ技術を軸に、お客さまのさまざま
なご要望に的確にお応えできる熱応用ソリューションによる最
高品質の製品・サービスを提供することにより、社会ならびに
地球環境に貢献し、グローバルに成長する環境創造企業を目
指します。

、ヒートポンプ技術を軸に、お客さまのさまざま

経営ビジョン

Ｃｈａｎｇｅ ｔｏ Ｇｌｏｂａｌ ＆ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ Ｃｏｍｐａｎｙ
Think B2B & Global ! から実行・変革へ

スローガン

Q ： 東芝キヤリアグループの経営理念、経営ビジョン、スローガ
ンについてお尋ねします。

A ： 私たちは、良き地球市民として、「1. 人間社会と地球環境に貢献しま
す」「2. お客さまの声に忠実な事業活動をします」「3. 健全で透明な
経営をします」この3点を経営理念に掲げています。また、「東芝キヤ
リアは、ヒートポンプ技術を軸に、お客さまのさまざまなご要望に的
確にお応えできる熱応用ソリューションによる最高品質の製品・サー
ビスを提供することにより、社会ならびに地球環境に貢献し、グロー
バルに成長する環境創造企業を目指します。」を経営ビジョンとして
います。そして、「Think B2B & Global !」から、未来へ向けた実行
と変革へとステップアップした「Change to Global & Solution 
Company」を新たなスローガンにしました。

Q ： 東芝グループの一員として実行していることは何ですか。
A ： 私たちは、東芝グループ行動基準※に従って事業を行っています。ま
た、国際社会の一員としても「国連グローバル・コンパクト」に記され
ている10の原則を支持しています。さらに、社内では、ゆるぎない
“Integrity（インテグリティ）”を追求し、社会的な課題と誠実に向き
合い、積極的に責任を果たすこと、経営や財務の健全性、生命・安全、
コンプライアンスをすべての事業活動に優先させています。

Q ： ガバナンス体制は、どのようになっていますか。
A ： 会社法に基づき、取締役会において内部統制を構築しています。ま
た、必要な各種規定を整備するなど、コーポレートガバナンスの強
化にも取り組んでいます。常勤1名を含む監査役3名で構成される
監査役会では、年度ごとの監査基本方針・活動計画を策定し、それ
らに従って各種監査活動を実施しています。内部監査部門である
経営監査部は、監査役会と連携して監査情報の共有、適正な監査
の実施に努めています。

Q ： 法令遵守の取り組みについてはいかがですか。
A ： 事業にかかわるすべての法令を確認し、通知による法令の周知や従
業員教育の実施などを通じてグループ全体で法令遵守に取り組ん
でいます。また、社長を委員長とするリスクコンプライアンス委員会
で、基本方針、体制、活動計画などを審議し、遵守状況の確認を実施
するほか、内部通報制度「リスク相談ホットライン」を設け、従業員か
らの通報や相談を通じて法令違反の防止を図っています。一方、調
達取引先さまからの通報を受け付けるために「クリーン・パートナー
ライン」も開設し、健全なパートナーシップ構築にも努めています。

Q ： グローバル化の推進にあたり、多様性や人財育成はいかがですか。
A ： 東芝キヤリアグループでは、毎年外国籍の従業員が採用され、幅広い
職種で活躍しています。障がい者雇用についても、富士特別支援学校
の実習生を受け入れ、その後の採用につなげるなど、学校や行政との
連携を密にして雇用を促進しています。その結果、法定雇用率を上回
る2.2％の雇用率を達成しています（東芝キヤリアグループ国内）。
また母性保護のための各種制度を整備することで、女性従業員それ
ぞれのライフステージに合わせた働きやすい制度を構築しています。
東芝キヤリアでは、女性従業員の比率は19.6％で、部門長、参事、
主務、作業長などの役職を任されて活躍する従業員も増えており、
今後も積極的な育成を図る方針です。
数値は2013年4月1日現在

Q ： 最後に、特許関連事項についてお尋ねします。
A ： 東芝キヤリアでは、開発や研究の成果を知的財産権によって保護
し、活用しています。2012年度は、国内外で103件を特許出願し、
111件を権利化しました。職務発明などを行った従業員に対して
は、適切な補償を行うとともに、第三者の知的財産権を侵害しない
よう、事前調査を徹底しています。また、最近ではグローバル出願
も強化しています。

総務・コンプライアンス担当

国吉 英樹

さまざまな分野で、独自の基準を設けて活動する東芝キヤリアグループの企業姿勢について、総務・コンプライアンス担当   国吉グループ長にお話を聞きました
企業スローガンも新たに、内部統制、遵法、雇用など、さらなる充実 を図ります 还新设定了企业标语，进一步完善内部统治、遵法及雇用体制

Also create new corporate slogans to further enhance internal control, legal compliance and employment
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1 企業姿勢
Corporate Attitude   企业经营姿势1

　た七夕のダウンライトでエコ語り（関係会社／くまさん）　れ冷蔵庫　詰め込みなくして節電対策（関係会社／かつ）

2012年度　インテグリティ教育テーマ
インテグリティ（Integrity）実践のために

ワーク・スタイル・イノベーション（WSI）

不正取引（PCの不正発注）

ワーク・スタイル・イノベーション（WSI）～効率的な働き方編～

※詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
http://www.toshiba.co.jp/csr/jp/policy/soc.htm



東芝キヤリアグループ経営理念

数件録登・願出許特）13/3/2102～1/4/1102（度年1102  ■

特許出願件数
国内 77
外国 63
合計 140

特許登録件数
国内 72
外国 29
合計 101

※外国は中国実用新案を含む。

東芝キヤリア株式会社のガバナンス体制

株主総会

執行役員
各部門

監査

連携

選任・解任 選任・解任

選任・解任・監督

監査

取締役
取締役会

監査役
監査役会

経営監査部

「国連グローバル・コンパクト」の10原則

環境
7.環境問題の予防的なアプローチを支持する。
8.環境に対して一層の責任を担うためのイニシアチブをとる。
9.環境を守るための技術の開発と普及を促進する。

腐敗防止
10.強要と賄賂を含むあらゆる形態の腐敗を防止するために取り組む。

「国連グローバル・コンパクト」の10原則

人権
1. 企業はその影響の及ぶ範囲内で国際的に宣言
されている人権の擁護を支持し、尊重する。

2. 人権侵害に加担しない。

労働
3. 組合結成の自由と団体交渉権を実効あるものにする。
4. あらゆる種類の強制労働を排除する。
5. 児童労働を実効的に廃止する。
6. 雇用と職業に関する差別を排除する。

環境
7. 環境問題の予防的なアプローチを支持する。
8. 環境に対して一層の責任を担うためのイニシアチブをとる。
9. 環境を守るための技術の開発と普及を促進する。

腐敗防止
10. 強要と賄賂を含むあらゆる形態の腐敗を防止するために

取り組む。

良き地球市民として
1． 人間社会と地球環境に貢献します
2． お客さまの声に忠実な事業活動をします 
3． 健全で透明な経営をします

経営理念

東芝キヤリアは、ヒートポンプ技術を軸に、お客さまのさまざま
なご要望に的確にお応えできる熱応用ソリューションによる最
高品質の製品・サービスを提供することにより、社会ならびに
地球環境に貢献し、グローバルに成長する環境創造企業を目
指します。

経営ビジョン

Ｃｈａｎｇｅ ｔｏ Ｇｌｏｂａｌ ＆ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ Ｃｏｍｐａｎｙ
Think B2B & Global ! から実行・変革へ

スローガン

Q ： 東芝キヤリアグループの経営理念、経営ビジョン、スローガ
ンについてお尋ねします。

A ： 私たちは、良き地球市民として、「1. 人間社会と地球環境に貢献しま
す」「2. お客さまの声に忠実な事業活動をします」「3. 健全で透明な
経営をします」この3点を経営理念に掲げています。また、「東芝キヤ
リアは、ヒートポンプ技術を軸に、お客さまのさまざまなご要望に的
確にお応えできる熱応用ソリューションによる最高品質の製品・サー
ビスを提供することにより、社会ならびに地球環境に貢献し、グロー
バルに成長する環境創造企業を目指します。」を経営ビジョンとして
います。そして、「Think B2B & Global !」から、未来へ向けた実行
と変革へとステップアップした「Change to Global & Solution 
Company」を新たなスローガンにしました。

Q ： 東芝グループの一員として実行していることは何ですか。
A ： 私たちは、東芝グループ行動基準※に従って事業を行っています。ま
た、国際社会の一員としても「国連グローバル・コンパクト」に記され
ている10の原則を支持しています。さらに、社内では、ゆるぎない
“Integrity（インテグリティ）”を追求し、社会的な課題と誠実に向き
合い、積極的に責任を果たすこと、経営や財務の健全性、生命・安全、
コンプライアンスをすべての事業活動に優先させています。

Q ： ガバナンス体制は、どのようになっていますか。
A ： 会社法に基づき、取締役会において内部統制を構築しています。ま
た、必要な各種規定を整備するなど、コーポレートガバナンスの強
化にも取り組んでいます。常勤1名を含む監査役3名で構成される
監査役会では、年度ごとの監査基本方針・活動計画を策定し、それ
らに従って各種監査活動を実施しています。内部監査部門である
経営監査部は、監査役会と連携して監査情報の共有、適正な監査
の実施に努めています。

Q ： 法令遵守の取り組みについてはいかがですか。
A ： 事業にかかわるすべての法令を確認し、通知による法令の周知や従
業員教育の実施などを通じてグループ全体で法令遵守に取り組ん
でいます。また、社長を委員長とするリスクコンプライアンス委員会
で、基本方針、体制、活動計画などを審議し、遵守状況の確認を実施
するほか、内部通報制度「リスク相談ホットライン」を設け、従業員か
らの通報や相談を通じて法令違反の防止を図っています。一方、調
達取引先さまからの通報を受け付けるために「クリーン・パートナー
ライン」も開設し、健全なパートナーシップ構築にも努めています。

Q ： グローバル化の推進にあたり、多様性や人財育成はいかがですか。
A ： 東芝キヤリアグループでは、毎年外国籍の従業員が採用され、幅広い
職種で活躍しています。障がい者雇用についても、富士特別支援学校
の実習生を受け入れ、その後の採用につなげるなど、学校や行政との
連携を密にして雇用を促進しています。その結果、法定雇用率を上回
る2.2％の雇用率を達成しています（東芝キヤリアグループ国内）。
また母性保護のための各種制度を整備することで、女性従業員それ
ぞれのライフステージに合わせた働きやすい制度を構築しています。
東芝キヤリアでは、女性従業員の比率は19.6％で、部門長、参事、
主務、作業長などの役職を任されて活躍する従業員も増えており、
今後も積極的な育成を図る方針です。
数値は2013年4月1日現在

Q ： 最後に、特許関連事項についてお尋ねします。
A ： 東芝キヤリアでは、開発や研究の成果を知的財産権によって保護
し、活用しています。2012年度は、国内外で103件を特許出願し、
111件を権利化しました。職務発明などを行った従業員に対して
は、適切な補償を行うとともに、第三者の知的財産権を侵害しない
よう、事前調査を徹底しています。また、最近ではグローバル出願
も強化しています。

総務・コンプライアンス担当

国吉 英樹

さまざまな分野で、独自の基準を設けて活動する東芝キヤリアグループの企業姿勢について、総務・コンプライアンス担当   国吉グループ長にお話を聞きました
企業スローガンも新たに、内部統制、遵法、雇用など、さらなる充実 を図ります 还新设定了企业标语，进一步完善内部统治、遵法及雇用体制

Also create new corporate slogans to further enhance internal control, legal compliance and employment
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1

そそよ風が心地好いまどあけて（関係会社／ちゃわん）　つつらい節電、結果を見れば達成感。（生産部門／ザキヤマチョウ）

（社）発明協会　関東地方発明表彰　受賞者一覧表 
年度 表彰名 登録番号 名　称 氏　名

2010年度

静岡県支部長賞 特許第4109813号 ビル用マルチ空調システムの
室外ユニット

山本 敏浩／田中 富雄／
鈴木 啓浩　他1名

発明奨励賞 特許第3867006号 空気調和機用ロータリコンプレッサー
川辺 功／平野 浩二／
加藤 久尊／吉川 和宏／
竹谷 一吉

2011年度
発明協会会長奨励賞
（実施功績賞） 特許第4476792号 空気調和機の快眠運転制御 清水 克浩／矢ヶ部 真一／

東地 広明

発明奨励賞 特許第4002661号 戸建住宅用ハイブリッド換気システム 鈴村 英二／鈴木 栄一

2012年度 静岡県発明協会
会長賞

特許第4714016号 Xフレーム ： SFMCシリーズ、USXシリーズ等 榛村 義明　他1名

特許第4316933号 マルチ制御 ： SMMSシリーズ 上野 聖隆

2012年度　特許出願・登録件数

特許出願件数

国内 65

外国※ 38

合計 103

特許登録件数

国内 80

外国※ 31

合計 111
※外国は中国実用新案を含む。

2012年度　遵法教育一覧
環境教育 2012年 8月

下請法教育 2012年 8月

情報セキュリティと個人情報保護教育 2012年 11月

技術者倫理教育 2012年 12月

電気用品安全法教育 2013年 1月

営業リスク教育 2013年 2月

東芝グループ行動基準教育 2013年 3月

ユニバーサルデザイン教育※ 2013年 3月
※2012年度採用者のみ対象

多様性推進
従業員の男女構成 男性 女性

国内グループ会社　合計 1,797名 305名

海外グループ会社　合計 881名 576名

グループ全体 2,678名 881名

東芝キヤリア 育児休職
新規取得者数

短時間勤務
利用者数

看護休暇
取得者数

2010年度 3名 10名 3名

2011年度 0名 9名 5名

2012年度 2名 8名 7名
2013年4月1日現在
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2 各拠点、関係会社の紹介
Toshiba Carrier and Subsidiary Locations   各网点·关连公司的介绍2

21
3

6

4 5

当社は、空調・冷凍機器用のレシプロおよびスクロールコンプレッサーをは
じめ、空調機器用タンクなどを製造しています。これらの製造には、環境負荷
の高い設備や工程が多くあり、徹底した製造管理を行っています。当社は、
2013年2月に会社創業時より43年間使用していた工場から東芝キヤリア富
士事業所内へ移転し、3月より生産を再開しました。移転に伴い、積極的な環
境負荷低減策を導入することで、環境保全活動のベースをつくりました。本年
度から、それらの運用方法のさらなるレベルアップを行い、環境負荷の低減に
配慮した事業活動を通じて社会に貢献していきます。

環境保全活動のさらなるレベルアップを展開

富士冷熱工業株式会社

工場周辺の清掃活動の様子（トーシバデー※）

代表取締役社長

小野田 泉
Fuji Reinetsu Industrial Corporation 富士冷热工业株式会社

当社は、空調設備・冷凍冷蔵設備を軸とした空調サービスの専門家として
「サービス」「メンテナンス」「工事」の総合的なエンジニアリング力を生かし、
快適で良質な空間・環境づくりをお手伝いしています。地球温暖化防止対策
として、フロン漏えいを防止し、回収を確実に進めるための「フロン漏えい点
検資格取得」「フロン使用機器シール貼付」、運転管理システム（テレマティク
ス）を活用した「エコドライブ」「アイドリングストップ」を推進しています。ま
た、地域清掃活動として「クリーンアップ作戦」を実施するなど、今後も環境
負荷低減に配慮した事業活動を積極的に行っていきます。

フロン漏えい防止と確実な回収を実践

東芝キヤリア空調サービス株式会社

フロン見える化活動※

代表取締役社長

窪田 良一
Toshiba Carrier Air Conditioning Service Corporation 东芝开利空调服务株式会社

当社は、発展著しい中国で、業界トップクラスの省エネインバーター空調を販売してい
ます。東芝中国社と連携し、地方の老朽化した小学校の校舎を建て直す「希望小学校支
援」に参加しています。現在、浙江省杭州市に工場を建設中で、2014年、製造と販売が一
体となった会社に生まれ変わります。中国市場にフィットした新商品を開発・提供し、より多
くのお客さまに東芝省エネエアコンを採用いただくことで、中国の発展に寄与しています。

中国市場のニーズに合った新商品を提供

東芝開利空調販売（上海）有限公司（TCSA）
Toshiba Carrier Air-Conditioning Sales (Shanghai) Co., Ltd. 东芝开利空调销售（上海）有限公司

1

2

3
代表取締役社長

延広 義弥

山東省泰山での社員旅行

当社は、東芝キヤリアの全世界市場をターゲットとする生産拠点で、家庭用からLC※1、VRF※2ま
でのフル・ラインアップの空調機器を製造し、世界各地へ販売しています。2013年5月、第2製造
プラントの工事が完了し、世界各国からのお客さまとローカル・コミュニティ関係者の皆さまととも
に竣工式を挙行しました。新工場は、東芝のVRF空調システム、LEDライティングなど、省エネ設
備を備えるエコフレンドリーなモデル工場です。今回の生産能力の増強で、今後世界のより多くの
皆さまが、東芝の省エネ空調ソリューションを実感することができると思います。6月には東芝のグ
ループ会社と一緒に植樹行事に参加するなど、地域社会のためのCSR活動も行っています。

環境負荷低減に貢献する新工場を設立

東芝キヤリア タイ社（TCTC）
Toshiba Carrier (Thailand) Co., Ltd. 东芝开利泰国有限公司 代表取締役社長

小坂 明生

新工場の開所式

当社は、2012年11月に（株）富士通ゼネラルと合弁で設立された空調用コンプレッ
サーの製造会社です。コンプレッサーは、空調機の心臓となる最重要部品で、空調機の
省エネに大きく貢献します。現在、生産の立ち上げが始まり、ラインアップの拡大を推進
中です。生産の拡大が、世界の省エネの推進と直結するという気持ちで従業員一同頑
張っています。環境ISOの取得も完了し、東芝グループの一員として、さまざまなCSR
活動にも参加しています。

コンプレッサーの生産拡大で省エネ化に貢献

ＴＣＦＧコンプレッサ（タイ）社（TCFG）
TCFG Compressor (Thailand) Co., Ltd.
5

代表取締役社長

大捕 雅彦

排水処理設備の水で飼っている金魚や鯉

当社は、中国広東省で空調用ロータリーコンプレッサーを製造販売している現地法人
です。昨年は、全世界に約2,200万台を販売し、業界トップメーカーの地位を確保しまし
た。地球環境保護の面からは、CO2削減、温暖化防止のため、地球に優しい冷媒である
R290やR32用コンプレッサーの開発を業界に先駆けて積極的に推進し、グローバルでの
PR活動として「Green Footprint, Global Core」を展開しています。世界各国でその有
効性についての理解が深まるよう、お客さまとの連携のもと、社会貢献に努めています。

｢緑色足跡､芯動全球／Green Footprint, Global Core｣をスローガンに

広東美芝制冷設備有限公司（GMCC）
Guangdong Meizhi Compressor Co., Ltd. 广东美芝制冷设备有限公司  

6
副総経理

本間 久憲

2013年3月、中国家電博覧会（上海）出展の様子

4

各拠点、関係会社の紹介 各网点·关连公司的介绍
Toshiba Carrier and Subsidiary Locations

※1 LC: 店舗やオフィス用空調システム　※2 VRF: ビル・商業複合施設用の可変冷媒流量制御技術を採用したマルチ空調システム

※P28参照

※P27参照

　ね熱帯夜氷まくらでぐっすりと（関係会社／富士山）　な夏すだれ、自然の風で省エネ対策（製造部門／みっくみく）

中国 ７
タイ 2
英国 １

海外拠点

本社 1
製造拠点 3
開発拠点 １

営業拠点
支社：６
支店：３
営業所 他：４7

国内拠点（関係会社含む）
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東芝キヤリアグループ地球環境会議

環境・CSR本部

環境経営責任者

環境推進責任者

環境推進副責任者

法令遵守・リスク管理国内事業所

事業プロセス環境推進活動支社・支店

製品・サービス環境推進活動国内関係会社

環境コミュニケーション活動海外関係会社

環境経営本 社

副責任者会議
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●原材料削減、再生材利用
●梱包材削減
●易分解性
●消耗品削減
●アップグレード、長寿命

●特定有害物質削減
●グリーン調達
●化学物質の情報伝達
●各国規制物質対応

●年間消費電力
●待機電力
●省エネモード
●消費電力表示
●出荷時モード

（　　）内の数値はカンマ左側が「価値ファクター」、右側が「環境影響低減ファクター」を
表しています。ファクターは、価値ファクターと環境影響低減ファクターの小数3桁まで
の値の積で、小数3桁目を四捨五入しています。

東芝キヤリアグループにおける2012年度代表製品の「ファクター」

❶ スーパーモジュールマルチi 冷暖フレックス 4.08（2.13, 1.91）
❷ スーパーパワーエコキューブ 4.66（1.94, 2.40）
❸ インバーターショーケース 4.17（1.96, 2.13）
❹ ユニバーサルスマートエックス 5.47（2.19, 2.49）
❺ インバーター冷凍機 4.10（2.91, 1.41）
❻ エコキュート 4.41（2.32, 1.91）
❼ CAONS45 4.04（1.86, 2.17）
❽ スーパーフレックスモジュールチラー 4.21（2.11, 1.99）
❾ MiNi-SMMS 4.07（2.55, 1.60）
10 ステーブルパワーインバーター 3.78（2.59, 1.46）
11 ハイブリッド換気システム 8.52（1.72, 4.96）

Q ： グループの環境活動体制は、どのようになっていますか？
A ： 環境経営責任者である井上社長のもと、私が環境推進責任者とし
て任命され、活動体制を取っています。
環境活動にはさまざまな分野の仕事があります。そのため、環境推
進副責任者を職域ごとに任命し、半期に一度、「東芝キヤリアグルー
プ地球環境会議」を実施し、実績報告や計画・目標をグループ内で
確認しています。

Q ： 外部監査や内部監査について教えてください。
A ： 外部監査として、生産拠点および非生産拠点※でISO14001を取
得し、毎年監査を受けています。また、内部監査は、東芝総合環境
監査のスキームの中で、「環境経営監査」「サイト監査」「製品技術
監査」を実施しています。サイト監査員8名、製品技術監査員10名
が、（株）東芝から認定されています。
※品川本社／富士事業所／津山事業所／掛川事業所／東芝キヤリア タイ社／TCFGコンプレッサ（タイ）社

Q ： 遵法管理についてお聞かせください。
A ： 製造拠点では、多くの製造工程にかかわる環境法令があり、自主基
準を設けて遵守に取り組んでいます。例えば、富士事業所では、執
行役員や部門長を含むメンバー約20名が、毎月1回環境パトロール
を実施し、問題の早期発見や解決につなげています。また、従業員に
よる異常想定訓練や環境教育も実施しています。

Q ： 環境活動の中期計画はどのようなものでしょうか。
A ： 2005年度より、東芝グループ第4次アクションプランを基盤として活動を
行ってきました。2012年度から、新たに第5次環境アクションプランを設定
し、環境活動を展開中です。プランでは、引き続き4つのG※を推進し、設定
した目標をクリアすべく取り組んでいます。

Q ： 環境調和型製品（ECP※）として、どのような商品を開発上市してい
ますか？

A ： 東芝キヤリアグループでは、店舗・オフィスや工場用の空調機や熱源機を
はじめ、給湯機器、換気機器、コールドチェーン機器を開発上市しています。
これらの商品は、地球温暖化の防止、資源の有効活用、化学物質の管理と
いう環境面の3要素を考慮して開発しています。また、業界トップクラス商
品、オンリーワン商品は、東芝でエクセレントECPとして認定されています。
2012年度は、9商品群が新規認定され、これまでに全16商品群が認定さ
れることになりました。
※ECP： Environmental Conscious Product

Q ： 製品の価値と環境影響を表すファクターは、どのような指標ですか。
A ： 製品のライフサイクルアセスメント（LCA）結果と、品質機能展開（QFD）の
データをもとに、「価値ファクター」と「環境影響低減ファクター」の積で表す
方法です。基準年に対して、価値と環境影響低減が何倍になったかを示し
ます。東芝グループでは、2003年度からファクターの導入を始めました。

価値
ファクター

評価製品の価値
基準製品の価値

評価製品の環境影響
基準製品の環境影響

ファクター

価値ファクター

環境影響低減ファクター

= ×

=

=

環境影響低減
ファクター

環境推進責任者

北川 重治

2012年度の東芝キヤリアグループにおける環境活動について、環境推進責任者 北川本部長にお話を聞きました
新たに設定したアクションプランをもとに、積極的な環境活動を推 進しています 根据新设定的行动计划，积极开展环境活动

Based on the action plan created newly, we are actively promoting the environmental activities

地球環境会議の様子

異常想定訓練の様子
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む向かいあおう　地球の未来　みんなのエコ（製造部門／ツッチー）　

Green of Product 指標
2012年度 2015年度

達成目標目標 実績 評価 まとめ

エクセレントECP 売上高拡大 売上高比率 25％ 41％ ◎
＋16%

新たに9製品が認定され、
大幅な拡大となった。 45％

Green of Process※1 指標
2012年度 2015年度

達成目標目標 実績 評価 まとめ

地球温暖化の防止 温室効果ガス総排出量削減
（1990年基準） 51％ 64％ ◎

＋13%
高効率の空調機や照明採用
などで目標を達成。 65％

資源有効活用

廃棄物総発生量削減
（2000年度基準） 24％ 40％ ◎

＋16%
廃棄物抑制施策などで
総発生量が削減された。 30％

廃棄物最終処分率※2 グループ合計で
1.8％未満 0.07％ ◎

－1.73%
最終処分量を削減するために
廃棄物業者の選定を実施した。

グループ合計で
0.5％未満

化学物質管理 大気・水域への総排出量の削減
（2000年度基準） 67％ 84％ ◎

＋17%
取扱量とともに
排出量を削減した。 77％

Green Management 指標
2012年度 2015年度

達成目標目標 実績 評価 まとめ

生物多様性保護 調査／保護種特定／保護種拡大 調査 ： 50％ 50％ ○ 富士 ： 調査／保護種特定済
津山 ： 調査計画 保護種拡大

※1 東芝グループの第5次環境アクションプランの目標値を採用しています。（廃棄物総発生量削減は独自目標）
※2 事業活動に伴って生じる副産物やその他の発生物すべて（総発生量）に対する各種処理後の埋立処分量の比率。

＜集計対象会社＞： 8社…  東芝キヤリア（株）、東芝キヤリアエンジニアリング（株）、富士東芝キヤリアプロダクツ（株）、東芝キヤリアリビングサービス（株）、（株）キャリア総合サービス、
東芝キヤリア空調サービス（株）、富士冷熱工業（株）、東芝開利空調販売（上海）有限公司



東芝キヤリアグループ地球環境会議

環境・CSR本部

環境経営責任者

環境推進責任者

環境推進副責任者

法令遵守・リスク管理国内事業所

事業プロセス環境推進活動支社・支店

製品・サービス環境推進活動国内関係会社

環境コミュニケーション活動海外関係会社

環境経営本 社

副責任者会議

ECPの
3要素
ECPの

地球温暖化
の防止

資源の
有効活用

化学物質
の管理

ECPの3要素
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●原材料削減、再生材利用
●梱包材削減
●易分解性
●消耗品削減
●アップグレード、長寿命

●特定有害物質削減
●グリーン調達
●化学物質の情報伝達
●各国規制物質対応

●年間消費電力
●待機電力
●省エネモード
●消費電力表示
●出荷時モード

（　　）内の数値はカンマ左側が「価値ファクター」、右側が「環境影響低減ファクター」を
表しています。ファクターは、価値ファクターと環境影響低減ファクターの小数3桁まで
の値の積で、小数3桁目を四捨五入しています。

東芝キヤリアグループにおける2012年度代表製品の「ファクター」

❶ スーパーモジュールマルチi 冷暖フレックス 4.08（2.13, 1.91）
❷ スーパーパワーエコキューブ 4.66（1.94, 2.40）
❸ インバーターショーケース 4.17（1.96, 2.13）
❹ ユニバーサルスマートエックス 5.47（2.19, 2.49）
❺ インバーター冷凍機 4.10（2.91, 1.41）
❻ エコキュート 4.41（2.32, 1.91）
❼ CAONS45 4.04（1.86, 2.17）
❽ スーパーフレックスモジュールチラー 4.21（2.11, 1.99）
❾ MiNi-SMMS 4.07（2.55, 1.60）
10 ステーブルパワーインバーター 3.78（2.59, 1.46）
11 ハイブリッド換気システム 8.52（1.72, 4.96）

Q ： グループの環境活動体制は、どのようになっていますか？
A ： 環境経営責任者である井上社長のもと、私が環境推進責任者とし
て任命され、活動体制を取っています。
環境活動にはさまざまな分野の仕事があります。そのため、環境推
進副責任者を職域ごとに任命し、半期に一度、「東芝キヤリアグルー
プ地球環境会議」を実施し、実績報告や計画・目標をグループ内で
確認しています。

Q ： 外部監査や内部監査について教えてください。
A ： 外部監査として、生産拠点および非生産拠点※でISO14001を取
得し、毎年監査を受けています。また、内部監査は、東芝総合環境
監査のスキームの中で、「環境経営監査」「サイト監査」「製品技術
監査」を実施しています。サイト監査員8名、製品技術監査員10名
が、（株）東芝から認定されています。
※品川本社／富士事業所／津山事業所／掛川事業所／東芝キヤリア タイ社／TCFGコンプレッサ（タイ）社

Q ： 遵法管理についてお聞かせください。
A ： 製造拠点では、多くの製造工程にかかわる環境法令があり、自主基
準を設けて遵守に取り組んでいます。例えば、富士事業所では、執
行役員や部門長を含むメンバー約20名が、毎月1回環境パトロール
を実施し、問題の早期発見や解決につなげています。また、従業員に
よる異常想定訓練や環境教育も実施しています。

Q ： 環境活動の中期計画はどのようなものでしょうか。
A ： 2005年度より、東芝グループ第4次アクションプランを基盤として活動を
行ってきました。2012年度から、新たに第5次環境アクションプランを設定
し、環境活動を展開中です。プランでは、引き続き4つのG※を推進し、設定
した目標をクリアすべく取り組んでいます。

Q ： 環境調和型製品（ECP※）として、どのような商品を開発上市してい
ますか？

A ： 東芝キヤリアグループでは、店舗・オフィスや工場用の空調機や熱源機を
はじめ、給湯機器、換気機器、コールドチェーン機器を開発上市しています。
これらの商品は、地球温暖化の防止、資源の有効活用、化学物質の管理と
いう環境面の3要素を考慮して開発しています。また、業界トップクラス商
品、オンリーワン商品は、東芝でエクセレントECPとして認定されています。
2012年度は、9商品群が新規認定され、これまでに全16商品群が認定さ
れることになりました。
※ECP： Environmental Conscious Product

Q ： 製品の価値と環境影響を表すファクターは、どのような指標ですか。
A ： 製品のライフサイクルアセスメント（LCA）結果と、品質機能展開（QFD）の
データをもとに、「価値ファクター」と「環境影響低減ファクター」の積で表す
方法です。基準年に対して、価値と環境影響低減が何倍になったかを示し
ます。東芝グループでは、2003年度からファクターの導入を始めました。

価値
ファクター

評価製品の価値
基準製品の価値

評価製品の環境影響
基準製品の環境影響

ファクター

価値ファクター

環境影響低減ファクター

= ×

=

=

環境影響低減
ファクター

環境推進責任者

北川 重治

2012年度の東芝キヤリアグループにおける環境活動について、環境推進責任者 北川本部長にお話を聞きました
新たに設定したアクションプランをもとに、積極的な環境活動を推 進しています 根据新设定的行动计划，积极开展环境活动

Based on the action plan created newly, we are actively promoting the environmental activities

地球環境会議の様子

異常想定訓練の様子
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3

ううちわの風でクールダウン、それでもだめならスイッチオン（サービス部門／佐藤 満）　

※その他の環境情報については、下記ホームページをご覧ください。
http://www.toshiba-carrier.co.jp/company/csr/index_j.htm

※詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
http://www.toshiba.co.jp/env/jp/activity_list.htm



エコキュート『ESTIA』
ESTIA EcoCute Heat Pump / 小巧环保型热水器[ESTIA]

エクセレント

ECP

スーパーパワーエコキューブ（SPE）
Super Power ECO Cube / 超能环保立方体

スーパーモジュールマルチi 冷暖フレックス
（SMMS-i 冷暖フレックス）

Super Heat Recovery Multi/ 超级热回收多模块

AIU-J566HG/
ROA-J564HT
（基準機種）

AIU-AP565H/
ROA-AP565HS
（開発機種）

2.00

1.00

0

（t-CO2/年）
年間CO2排出量比較

1.59

0.65

59%削減

エクセレント

ECP

（t-CO2/年）/年）

TAG-C009※
（基準機種）

RUA-TBP0302H
（開発機種）

100.0

50.0

0

年間CO2排出量比較

51%削減
94.4

46.1

スーパーフレックス
モジュールチラー（SFMC）
Super Flex Module-Chiller / 超级节能模块式冷风冷水机

※新製品1台あたりの能力に換算したときのCO2排出量

エクセレント

ECP

価値ファクター 2.11
環境影響低減ファクター 1.99

ファクター4.21（2008/2000）

価値ファクター 2.32
環境影響低減ファクター 1.91

ファクター4.41（2013/2000）

価値ファクター 1.94
環境影響低減ファクター 2.40

ファクター4.66（2008/1997）

価値ファクター 2.13
環境影響低減ファクター 1.91

ファクター4.08（2012/1994）

インバーターショーケース
Inverter Showcases / 变频式陈列柜

（t-CO2/年）

SF-453DN-TSN-SA
（基準機種）

SF-453DP-LSN-SA
（開発機種）

4.00

2.00

0

1.00

3.00
3.05

1.43

年間CO2排出量比較

53%削減

エクセレント

ECP

価値ファクター 1.96
環境影響低減ファクター 2.13

ファクター4.17（2010/2000）

ハイブリッド換気システム
（積水ハウスさま共同開発品）

Hybrid Ventilation System / 混合型排气系统

（t-CO2/年）

VSY-18K
（基準機種）

VSY-20T
（開発機種）

0.10

0.08

0.04

0

0.02

0.06

0.085

0.016

年間CO2排出量比較

81%削減

エクセレント

ECP

価値ファクター 1.72
環境影響低減ファクター 4.96

ファクター8.52（2012/2000）

56.4%削減

ガス給湯機
（基準機種）

HWH-FBH373CG
（開発機種）

2.00

1.00

0

（t-CO2/年） 年間CO2排出量比較

1.17

0.51

（t-CO2/年）

MAR-FJ2801HTM
（基準機種）

MMY-MAP2804F
（開発機種）

4.00

2.00

0

1.00

3.00

3.39

1.77

年間CO2排出量比較

48%削減

City & House
私たちの生活には、東芝キヤリアグループの環境調和型製
品が活躍しています。大規模な施設ではスーパーフレックスモ
ジュールチラー、店舗やオフィスなど、比較的中小規模スペース
ではスーパーパワーエコキューブシリーズやスーパーモジュー
ルマルチi　冷暖フレックスが注目を集めています。また、
コンビニエンスストア、スーパーや飲食店などの店舗、
さらに家庭にもさまざまな技術を生かした環境調和型
製品が普及しています。

身近な生活の場面で、
さまざまな環境調和型製品を提供

城市和家庭用环保型产品的介绍
Environment Conscious Products Found in Cities and Houses街と家庭で使う環境調和型製品の紹介

店舗・オフィス用のエアコンです。
室内機は、アクア樹脂コーティング
でセルフクリーン機能があり、省エ
ネが持続します。

商品企画部門
空調機器担当

酒井 康貴

冷暖房同時運転では、熱回収しな
がら高効率運転できるビル用マル
チエアコンです。吹き出しキャビ
ネットは再生材を使用しています。

技術部門
空調機器開発担当

稲田 裕治

業界初Xフレーム採用で、設置スペースを取ら
ないスタイリッシュな熱源機です。比較的大規
模な空間で活躍しています。

営業部門
東北支社

田村 一也

電力消費が少ない夜間の時間帯にお湯をつくり
ます。使ったお湯の量や電力量など、各種省エネ
情報で、ご家庭での省エネ意識を高めます。

営業部門
企画担当

天明 比香留

インバーター搭載で、業界トップクラスの省エ
ネ性を実現。照明にはLEDを採用し、コンビニ
などで活躍しています。

営業部門
冷凍冷蔵機器担当

荒川 泰希
営業部門

換気機器担当

砂川 明

住宅の自然の換気力を生かしながら、過不足
を風量センサーで検出。不足分を機械換気で
補い、最小限の年間消費電力で運転します。
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ゐ今、一人一人の考えで救える未来がある。（関係会社／GPMリスペクターズ証券）



エコキュート『ESTIA』
ESTIA EcoCute Heat Pump / 小巧环保型热水器[ESTIA]

エクセレント

ECP

スーパーパワーエコキューブ（SPE）
Super Power ECO Cube / 超能环保立方体

スーパーモジュールマルチi 冷暖フレックス
（SMMS-i 冷暖フレックス）

Super Heat Recovery Multi/ 超级热回收多模块

AIU-J566HG/
ROA-J564HT
（基準機種）

AIU-AP565H/
ROA-AP565HS
（開発機種）

2.00

1.00

0

（t-CO2/年）
年間CO2排出量比較

1.59

0.65

59%削減

エクセレント

ECP

（t-CO2/年）

TAG-C009※
（基準機種）

RUA-TBP0302H
（開発機種）

100.0

50.0

0

年間CO2排出量比較

51%削減
94.4

46.1

スーパーフレックス
モジュールチラー（SFMC）
Super Flex Module-Chiller / 超级节能模块式冷风冷水机

※新製品1台あたりの能力に換算したときのCO2排出量

エクセレント

ECP

価値ファクター 2.11
環境影響低減ファクター 1.99

ファクター4.21（2008/2000）

価値ファクター 2.32
環境影響低減ファクター 1.91

ファクター4.41（2013/2000）

価値ファクター 1.94
環境影響低減ファクター 2.40

ファクター4.66（2008/1997）

価値ファクター 2.13
環境影響低減ファクター 1.91

ファクター4.08（2012/1994）

インバーターショーケース
Inverter Showcases / 变频式陈列柜

（t-CO2/年）

SF-453DN-TSN-SA
（基準機種）

SF-453DP-LSN-SA
（開発機種）

4.00

2.00

0

1.00

3.00
3.05

1.43

年間CO2排出量比較

53%削減

エクセレント

ECP

価値ファクター 1.96
環境影響低減ファクター 2.13

ファクター4.17（2010/2000）

ハイブリッド換気システム
（積水ハウスさま共同開発品）

Hybrid Ventilation System / 混合型排气系统

（t-CO2/年）

VSY-18K
（基準機種）

VSY-20T
（開発機種）

0.10

0.08

0.04

0

0.02

0.06

0.085

0.016

年間CO2排出量比較

81%削減

エクセレント

ECP

価値ファクター 1.72
環境影響低減ファクター 4.96

ファクター8.52（2012/2000）

56.4%削減

ガス給湯機
（基準機種）

HWH-FBH373CG
（開発機種）

2.00

1.00

0

（t-CO2/年） 年間CO2排出量比較

1.17

0.51

（t-CO2/年）

MAR-FJ2801HTM
（基準機種）

MMY-MAP2804F
（開発機種）

4.00

2.00

0

1.00

3.00

3.39

1.77

年間CO2排出量比較

48%削減

City & House
私たちの生活には、東芝キヤリアグループの環境調和型製
品が活躍しています。大規模な施設ではスーパーフレックスモ
ジュールチラー、店舗やオフィスなど、比較的中小規模スペース
ではスーパーパワーエコキューブシリーズやスーパーモジュー
ルマルチi　冷暖フレックスが注目を集めています。また、
コンビニエンスストア、スーパーや飲食店などの店舗、
さらに家庭にもさまざまな技術を生かした環境調和型
製品が普及しています。

身近な生活の場面で、
さまざまな環境調和型製品を提供

城市和家庭用环保型产品的介绍
Environment Conscious Products Found in Cities and Houses街と家庭で使う環境調和型製品の紹介

店舗・オフィス用のエアコンです。
室内機は、アクア樹脂コーティング
でセルフクリーン機能があり、省エ
ネが持続します。

商品企画部門
空調機器担当

酒井 康貴

冷暖房同時運転では、熱回収しな
がら高効率運転できるビル用マル
チエアコンです。吹き出しキャビ
ネットは再生材を使用しています。

技術部門
空調機器開発担当

稲田 裕治

業界初Xフレーム採用で、設置スペースを取ら
ないスタイリッシュな熱源機です。比較的大規
模な空間で活躍しています。

営業部門
東北支社

田村 一也

電力消費が少ない夜間の時間帯にお湯をつくり
ます。使ったお湯の量や電力量など、各種省エネ
情報で、ご家庭での省エネ意識を高めます。

営業部門
企画担当

天明 比香留

インバーター搭載で、業界トップクラスの省エ
ネ性を実現。照明にはLEDを採用し、コンビニ
などで活躍しています。

営業部門
冷凍冷蔵機器担当

荒川 泰希
営業部門

換気機器担当

砂川 明

住宅の自然の換気力を生かしながら、過不足
を風量センサーで検出。不足分を機械換気で
補い、最小限の年間消費電力で運転します。
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の飲んだあと　空きカン空きビン　リサイクル（関係会社／内藤 勝身）　お温暖化　皆で一緒に考えよう（関係会社／太田 繁）



価値ファクター 2.55
環境影響低減ファクター 1.60

ファクター4.07（2012/2000）

価値ファクター 2.59
環境影響低減ファクター 1.46

ファクター3.78（2012/2000）

価値ファクター 2.19
環境影響低減ファクター 2.49

ファクター5.47（2010/2000）

価値ファクター 2.91
環境影響低減ファクター 1.41

ファクター4.10（2012/2002）

MiNi-SMMS
MiNi-SMMS / MiNi-SMMS

ステーブルパワーインバーター（ＳＰＩ）
Stable Power Inverter / 稳定的逆变电源（SPI）

インバーター冷凍機
Inverter Control Condensing Unit /  变频式制冷机

（t-CO2/年）/年）

ＲＡＶ-４６５Ａ８
（基準機種）

ＲＡＶ-TＥ１２５１Ａ8
（開発機種）

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

1.00
0

年間CO2排出量比較

32%削減5.40

3.70

（t-CO2/年）/年）

MMY
-MJ2801HT
（基準機種）

MCY-
MHP1204HT8-C
（開発機種）

2.00

3.00

4.00

1.00

0

年間CO2排出量比較

37%削減3.39

2.13

エクセレント

ECP

（t-CO2/年）

TAG-C009※1
（基準機種）

RUA-SP331
（開発機種）

200.0

150.0

100.0

50.0

年間CO2排出量比較

60%削減152.3

60.9

（t-CO2/年）

TAM100XM-S
（基準機種）

TAM131AM-SV
（開発機種）

0.80

0.20

0.40

0.60

0

年間CO2排出量比較

29%削減0.76

0.54

ユニバーサルスマート
エックス（USX）
Universal Smart X (USX) / 通用智能型X（USX）空调热源机

CAONS
CAONS / CAONS

（t-CO2/年）

電気ヒーター
（基準機種）

ＨＷＣ－Ｈ４５１Ｈ
（開発機種）

10.00

5.00

0

年間CO2排出量比較

54%削減7.47

3.43

※2 ファクター値は、CAONS45のデータ

〈45〉

〈140〉

〈700〉

エクセレント

ECP

エクセレント

ECP
エクセレント

ECP

エクセレント

ECP

エクセレント

ECP

価値ファクター 1.86
環境影響低減ファクター 2.17

ファクター4.04※2
（2011/2000）

※1 新製品1台あたりの能力に換算したときのCO2排出量

エクセレント

ECP

新興国向けの横吹き型のマルチエアコンです。
従来機種よりも設置スペースを50％削減し、
業界トップクラスの省エネ性を実現しました。

技術部門
空調機器開発担当

山内 裕文

新興国向けにリーズナブルな価格でインバー
ターを搭載した冷房専用機です。インド、タイ、
シンガポールなどで活躍しています。

営業部門
アジア担当

鈴木 祐美

インバーターツインロータリーコンプレッサー
搭載で、高COP6.3を実現しました。最大96
台まで連結し、統一コントロールが可能です。

営業部門
販促担当

武田 卓之

システム設計者の用途に応じて簡単に選べる4
つのモードを標準装備。インバーター搭載で業
界トップクラスの省エネ性を実現しています。

技術部門
CC機器開発担当

内田 俊介

工場や農業で使用されている電気ヒーターや
ボイラーに代わる熱源機器シリーズです。最
大温度90℃（140と700）でさまざまな用途に
対応します。

営業部門
関西支社

狩野 智郁

Factory
大規模スペースと事務所などの小規模ス

ペースが混在する工場の空調では、ユニバーサ
ルスマートエックスシリーズや、スーパーフレッ
クスモジュールチラーシリーズ（P17で紹介）な
どを組み合わせ、快適空間を提供しています。
ほかにもCAONSやインバーター冷凍機などの
環境調和型製品が活躍しています。CAONSシ
リーズは、工場だけではなく農業分野にも用途
を広げています。

工場内の空調、熱源転換などに
環境調和型製品が活躍

工場で使う環境調和型製品の紹介 工厂用环保型产品的介绍
Environment Conscious Products Found in Factories

新興国向け環境調和型製品の紹介
アジア市場を中心にニーズに応じた新製品を提供
アジアを中心とした新興国の住宅事情や商業施設環境は飛躍的に進歩し、安定的な運転を実現する空調機器の需要が高

まっています。東芝キヤリアグループは、「小形・高効率」をコンセプトに、各種環境調和型製品を提供しています。

面向新兴国家的环保型产品的介绍
Environment Conscious Products Found in Emerging Countries
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く車は今日　休みの日　パパは自転車通勤（関係会社／須藤 安彦）　や約束ね、自分のゴミは持ち帰る（製造部門／ゆきっぺ）
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37%削減3.39

2.13
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TAM131AM-SV
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0.60

0

年間CO2排出量比較

29%削減0.76
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Universal Smart X (USX) / 通用智能型X（USX）空调热源机
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※1 新製品1台あたりの能力に換算したときのCO2排出量

エクセレント

ECP

新興国向けの横吹き型のマルチエアコンです。
従来機種よりも設置スペースを50％削減し、
業界トップクラスの省エネ性を実現しました。

技術部門
空調機器開発担当

山内 裕文

新興国向けにリーズナブルな価格でインバー
ターを搭載した冷房専用機です。インド、タイ、
シンガポールなどで活躍しています。

営業部門
アジア担当

鈴木 祐美

インバーターツインロータリーコンプレッサー
搭載で、高COP6.3を実現しました。最大96
台まで連結し、統一コントロールが可能です。

営業部門
販促担当

武田 卓之

システム設計者の用途に応じて簡単に選べる4
つのモードを標準装備。インバーター搭載で業
界トップクラスの省エネ性を実現しています。

技術部門
CC機器開発担当

内田 俊介

工場や農業で使用されている電気ヒーターや
ボイラーに代わる熱源機器シリーズです。最
大温度90℃（140と700）でさまざまな用途に
対応します。

営業部門
関西支社

狩野 智郁

Factory
大規模スペースと事務所などの小規模ス

ペースが混在する工場の空調では、ユニバーサ
ルスマートエックスシリーズや、スーパーフレッ
クスモジュールチラーシリーズ（P17で紹介）な
どを組み合わせ、快適空間を提供しています。
ほかにもCAONSやインバーター冷凍機などの
環境調和型製品が活躍しています。CAONSシ
リーズは、工場だけではなく農業分野にも用途
を広げています。

工場内の空調、熱源転換などに
環境調和型製品が活躍

工場で使う環境調和型製品の紹介 工厂用环保型产品的介绍
Environment Conscious Products Found in Factories

新興国向け環境調和型製品の紹介
アジア市場を中心にニーズに応じた新製品を提供
アジアを中心とした新興国の住宅事情や商業施設環境は飛躍的に進歩し、安定的な運転を実現する空調機器の需要が高

まっています。東芝キヤリアグループは、「小形・高効率」をコンセプトに、各種環境調和型製品を提供しています。

面向新兴国家的环保型产品的介绍
Environment Conscious Products Found in Emerging Countries
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まマーク見て、つぶして洗って、リサイクル（営業部門／せん）　け蛍光灯1段下げても、よく見える（関係会社／GOGOちゃん）



コンプレッサー部品の洗浄工程 排水処理についての説明

　
最終放流口についての説明

安全公園では温度計で水温をチェック（左）。また夏でも冷たい水の中で泳いでいるコイを観察（右）。

ビオトープでは、メダカ・トンボ捕りに熱中

東芝キヤリアグループの環境・CSR活動として、昨年度の環境
新聞づくりに引き続き、本年度は生物多様性をテーマにした環境
マップづくりを行いました。富士事業所内の環境活動と、事業所
内の小動物や植物の生育状況を自分の目で確かめ、オリジナル
の環境マップをつくるという企画です。今年は、常葉大学社会環
境学部 下田路子ゼミの学生7名と、青葉台児童クラブの小学生
18名が参加しました。
東京ドーム約5個分の広大な敷地をもつ富士事業所は、工場建
屋や事務棟のほかに、工場排水を浄化する施設や、従業員が休憩
時間に利用する安全公園、また、2012年11月に完成したビオトー
プがあります。事業と環境活動における生態系の関係について、
夏休みの暑い一日を利用した観察イベントが実施されました。

大学生は、本番の2週間前に見学・観察コースを下見した上で、
本番当日に臨みました。当日は、学生と児童がそれぞれ2つのグ
ループに分かれて観察活動を行いました。AIRS（P26参照）で空
調機器の心臓部であるコンプレッサーの説明を受け、その後、製
造ラインへ移動しました。ここでは、製造時に汚れた水が廃液とし
てラインから排出されることを見学しました。次に、排出された水
が適切に処理されている説明を受け、最終放流口へ移動しまし
た。さらに、工場排水を処理した水が、新しくできたビオトープに流
れていることも見学しました。また、ビオトープの近くに位置する
安全公園では、陽射しの厳しい日中でも、木立に囲まれた環境で
は体感温度が周囲と比べて涼しく感じられることも体験しました。

夏のこの時期は、事業所内でもさまざまな動植物を見かけること
ができます。最終放流口では、小魚、モクズガニ、トカゲを発見。安全
公園には、この夏を生きたたくさんのセミの抜け殻があり、中央の池
ではコイが飼育されています。敷地内の道路を挟んで向かいにある
ビオトープでは、以前にカルガモの親子が確認されました。また、たく
さんのメダカやアメンボも泳いでおり、ヒメシャガやシランなどの植物
も生息しています。このように、同じ事業所内でも、水温や気温の違
う場所では生息する動植物が違うことを確かめることができました。
AIRSに戻っての環境マップづくりは、時間との闘いです。大学生

たちの指導のもと、用意された事業所見取り図に、思い思いの自然
とのふれあいを感想文にしたためたり、セミの抜け殻を貼り付けて
コメントを書き添えたりして、カラフルな環境マップを仕上げました。
最後に、児童たちが一日の体験を振り返った時に見せた、貴重な夏
の思い出づくりに満足した笑顔が印象的でした。

東芝キヤリアの敷地の中は、工場ばかりだと
思っていましたが、安全公園やビオトープなどの自然があって、
とても環境に優しい会社だと思いました。ビオトープの池には、
たくさんのメダカがいて、トンボも飛んできて、工場の中とは思
えませんでした。大学生のお兄さんたちが優しく教えてくれたの
で、マップづくりもうまくいきました。

昨年の新聞づくりの時もそうでしたが、事
前に事業所を把握しておくのが大切でした。テーマが生物多
様性なので、環境マップづくりも動植物の生育が中心になり
ます。場所によって温度の違いがある事業所内で、温度計で
数値を確認しながら、自然と生物の関係を児童たちに理解し
てもらいました。マップを作成している時の児童たちの真剣
なまなざしには感動しました。

昨年11月につくったビオトープ
は、カルガモの親子が訪れたこと

で社内でも話題になりました。初めは数匹のメダカを放流しただけ
でしたが、その後あっという間に数百匹まで増え、メダカ捕りに熱
中する児童たちを見て、自然環境の維持の大切
さをあらためて実感しました。メダカの雄雌の見
分け方を教えると、驚いていたことも印象的でし
た。参加した皆さんには富士市の自然の一部を、
事業所の中にも発見していただけたと思います。

暑い夏の一日、児童たちの目は自然に釘づけ 生態系を確認し、マップづくりへ2班に分かれて見学と観察
環境マップづくりの感想

小学生　

大学生

富士事業所説明員

環境工務 森谷 徹

青葉台児童クラブの小学生と常葉大学社会環境学部  下田路子ゼミの学生が、富士事業所の環境マップづくりに挑戦

Creation of environment map to get close to nature 制作接触大自然的环境贴图

特集　③

自然とふれあう環境マップづくりがんばっ
た！

木
か
げ

正門

❹❹

❺❺
❺❺

❷❷
❶❶

〈見学コース〉 ※敷地内はバス移動
❶AIRSにてコンプレッサーの
　展示見学
❷コンプレッサー部品の洗浄の
　様子を見学
❸排水処理設備を見学
❹事業所外の河川につながる
　最終放流口の見学
❺安全公園／ビオトープの見学

AIRS

安全公園

最終放流口

❸❸
排水処理設備

ビオトープ

コンプレッサー
ライン
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ふフロンガス　大気放出ダメ絶対　品質良くして守ろうオゾン層（製造部門／山下 尚志）



コンプレッサー部品の洗浄工程 排水処理についての説明

　
最終放流口についての説明

安全公園では温度計で水温をチェック（左）。また夏でも冷たい水の中で泳いでいるコイを観察（右）。

ビオトープでは、メダカ・トンボ捕りに熱中

東芝キヤリアグループの環境・CSR活動として、昨年度の環境
新聞づくりに引き続き、本年度は生物多様性をテーマにした環境
マップづくりを行いました。富士事業所内の環境活動と、事業所
内の小動物や植物の生育状況を自分の目で確かめ、オリジナル
の環境マップをつくるという企画です。今年は、常葉大学社会環
境学部 下田路子ゼミの学生7名と、青葉台児童クラブの小学生
18名が参加しました。
東京ドーム約5個分の広大な敷地をもつ富士事業所は、工場建
屋や事務棟のほかに、工場排水を浄化する施設や、従業員が休憩
時間に利用する安全公園、また、2012年11月に完成したビオトー
プがあります。事業と環境活動における生態系の関係について、
夏休みの暑い一日を利用した観察イベントが実施されました。

大学生は、本番の2週間前に見学・観察コースを下見した上で、
本番当日に臨みました。当日は、学生と児童がそれぞれ2つのグ
ループに分かれて観察活動を行いました。AIRS（P26参照）で空
調機器の心臓部であるコンプレッサーの説明を受け、その後、製
造ラインへ移動しました。ここでは、製造時に汚れた水が廃液とし
てラインから排出されることを見学しました。次に、排出された水
が適切に処理されている説明を受け、最終放流口へ移動しまし
た。さらに、工場排水を処理した水が、新しくできたビオトープに流
れていることも見学しました。また、ビオトープの近くに位置する
安全公園では、陽射しの厳しい日中でも、木立に囲まれた環境で
は体感温度が周囲と比べて涼しく感じられることも体験しました。

夏のこの時期は、事業所内でもさまざまな動植物を見かけること
ができます。最終放流口では、小魚、モクズガニ、トカゲを発見。安全
公園には、この夏を生きたたくさんのセミの抜け殻があり、中央の池
ではコイが飼育されています。敷地内の道路を挟んで向かいにある
ビオトープでは、以前にカルガモの親子が確認されました。また、たく
さんのメダカやアメンボも泳いでおり、ヒメシャガやシランなどの植物
も生息しています。このように、同じ事業所内でも、水温や気温の違
う場所では生息する動植物が違うことを確かめることができました。
AIRSに戻っての環境マップづくりは、時間との闘いです。大学生

たちの指導のもと、用意された事業所見取り図に、思い思いの自然
とのふれあいを感想文にしたためたり、セミの抜け殻を貼り付けて
コメントを書き添えたりして、カラフルな環境マップを仕上げました。
最後に、児童たちが一日の体験を振り返った時に見せた、貴重な夏
の思い出づくりに満足した笑顔が印象的でした。

東芝キヤリアの敷地の中は、工場ばかりだと
思っていましたが、安全公園やビオトープなどの自然があって、
とても環境に優しい会社だと思いました。ビオトープの池には、
たくさんのメダカがいて、トンボも飛んできて、工場の中とは思
えませんでした。大学生のお兄さんたちが優しく教えてくれたの
で、マップづくりもうまくいきました。

昨年の新聞づくりの時もそうでしたが、事
前に事業所を把握しておくのが大切でした。テーマが生物多
様性なので、環境マップづくりも動植物の生育が中心になり
ます。場所によって温度の違いがある事業所内で、温度計で
数値を確認しながら、自然と生物の関係を児童たちに理解し
てもらいました。マップを作成している時の児童たちの真剣
なまなざしには感動しました。

昨年11月につくったビオトープ
は、カルガモの親子が訪れたこと

で社内でも話題になりました。初めは数匹のメダカを放流しただけ
でしたが、その後あっという間に数百匹まで増え、メダカ捕りに熱
中する児童たちを見て、自然環境の維持の大切
さをあらためて実感しました。メダカの雄雌の見
分け方を教えると、驚いていたことも印象的でし
た。参加した皆さんには富士市の自然の一部を、
事業所の中にも発見していただけたと思います。

暑い夏の一日、児童たちの目は自然に釘づけ 生態系を確認し、マップづくりへ2班に分かれて見学と観察
環境マップづくりの感想

小学生　

大学生

富士事業所説明員

環境工務 森谷 徹

青葉台児童クラブの小学生と常葉大学社会環境学部  下田路子ゼミの学生が、富士事業所の環境マップづくりに挑戦

Creation of environment map to get close to nature 制作接触大自然的环境贴图

特集　③

自然とふれあう環境マップづくりがんばっ
た！
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〈見学コース〉 ※敷地内はバス移動
❶AIRSにてコンプレッサーの
　展示見学
❷コンプレッサー部品の洗浄の
　様子を見学
❸排水処理設備を見学
❹事業所外の河川につながる
　最終放流口の見学
❺安全公園／ビオトープの見学

AIRS

安全公園

最終放流口

❸❸
排水処理設備

ビオトープ

コンプレッサー
ライン
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ここまめにスイッチ　オンオフで　家計も環境もエコな生活（関係会社／望月 宏昌）　

※詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
http://www.toshiba-carrier.co.jp/company/csr/index_j.htm



津山事業所外観

掛川事業所外観

トノサマガエル コガネグモ メダカ 自然観察会の様子

幼稚園・保育園へカブトムシを贈呈シランを中庭へ移植

絶滅危惧種の動物たち

ハラビロトンボ トカゲ 野ウサギ シラン

豊かな自然のなかのさまざまな動植物たち

津山、掛川両事業所で生態系保護活動を実践
生物多様性活動

●津山事業所
津山事業所は、大形の熱源機を製造する拠点です。岡山県津山市北部に
位置し、周囲を山で囲まれた自然豊かな環境に立地しています。池、竹林、
雑木林を保有し、多様な動植物が生息するビオトープが形成されています。
2010年度にアカマツを植樹後、生物多様性保護にかかわる活動をしてき
ました。2012年度は、専門家の指導による自然観察を実施し、岡山県絶滅
危惧種のオオタカが付近に生息していることが判明しました。また、生物調
査を2013年６月と7月に実施し、トノサマガエル（環境省 レッドリスト 準絶
滅危惧種）、メダカ（環境省 レッドリスト 絶滅危惧Ⅱ類）などをはじめとする
さまざまな生物が生息していることが分かりました。今後は、保護対象の絶
滅危惧種を選定し、保護に努めていきます。

Kakegawa Operation Center
挂川工厂●掛川事業所

掛川事業所は、大形の熱源機を開発する拠点です。静岡県菊川市にあ
り、事業所には森林が隣接しています。果樹の植栽と、事業所内のカブト
ムシの産卵場所（堆肥場）を保護する活動を行っています。カブトムシの幼
虫を近隣の幼稚園や保育園に贈呈し、園児たちに喜ばれています。現在、
遊休地に２MW級の太陽光発電設備を設置するための準備中※です。設
置作業が生物の活動を極力邪魔しないよう、2013年1月と6月に生物調
査を実施しました。その結果、タヌキやウサギなどの哺乳類のほか、シラン
（環境省 レッドリスト 準絶滅危惧種）が多数自生していることが分かり、建
設場所から移植し保護しています。今後も、赤外線カメラを設置して、事業
所内の生物調査を継続していきたいと考えています。また、太陽光発電設
置後は、お客さまの見学コースとして、環境調和型の大形の熱源機、太陽
光発電設備、シランが美しく映えるビオトープを提供していきます。

生物多样性活动
Biodiversity Activities

Tsuyama Operation Center
津山工厂

※2013年10月以降発電予定

果
樹
園

カブトムシの堆肥場メガソーラー建設

調整池

駐車場

シランを移植
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化
槽

ため池

植栽活動

竹林

トノサマガエル
コガネグモ

メダカ

●
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ビオトープ予定地
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3 環境活動報告
Environment Activity Report   环保活动报告3

え叡智を集めて地球を治療　子孫に残そう青い地球（製造部門／渡辺 敏昭）　て停車時はエンジン止めて省エネで（製造部門／KAIZEN）
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あ諦めたら未来はないよ！！ 始めようエコ活動！！（製造部門／としピン）　さ里山の　清き流れを照らし出す　淡き蛍　命の輝き。（技術部門／髙橋 政綱）

事業プロセス環境活動 Environmental activities in business process
业务流程中的环境活动

環境保護のためのさまざまな管理を緻密に展開

●化学物質管理 Chemical Substance Management
化学物质管理

東芝キヤリアグループは、化学物質について「できるだけ使用しない」「可能な限り削減・代替を進める」「適正な管理を行
う」という考えのもとに、取扱量および排出量の両方で大幅な削減を図ってきました。2012年度は、排出量で基準年度比約
84%の削減となりました。また、事業所の土壌・地下水汚染状況を把握し、浄化活動を行っています。過去に汚染が確認さ
れた富士事業所と津山事業所では、行政と連携して汚染の浄化とモニタリングを実施しています。

化学物質排出量の推移
100 PRTR対象

排出量(t)

PRTR対象外
排出量(t)

28.728.7

101.3101.3

2000
9.49.4

53.553.5

48.4

2005
10.710.7

36.236.2

36.1

2006
8.68.6

33.233.2

32.2

2007
9.29.2

30.330.3

30.4

2008
6.26.2
21.921.9

21.6

2009
7.97.9

26.526.5

26.5

2010
6.36.3
13.813.8

15.5

2012
6.86.8
19.919.9

20.5

2011 （年度）

基準年との比較（％）

2012年度拠点別排出量
富士冷熱工業（株） 8.7%

(1.8 t)

津山事業所 9.2%
(1.8 t)

8.7%
(1.8 t)

9.2%
化学物質排出量

20.1 t
富士事業所 82.1%

(16.5 t)

●エネルギー管理 Energy Management
能源管理

東芝キヤリアグループは、国内製造拠点の富士事業所、津山事業所、富士冷熱工業（株）を中心に、それぞれの目標に向
けてエネルギーの削減活動に取り組んでいます。2012年度は、負荷が最大である富士事業所で省エネ診断を実施し、さ
まざまな施策を実行しました。エネルギー起源CO2排出量※1は、前年度比絶対量で約4％の減少となり、原単位※2は、京
都議定書の基準年である1990年度比で約73%削減となりました。

エネルギー起源CO2排出量と原単位の推移

CO2排出量(t-CO2)　

基準年との原単位比較（％）

1990

100

48,230

2005

50.4

31,850

2006

30,804

43.1

2007

33,635

39.5

2008

27,280

37.0

2009

23,290

34.3

2010

22,594

27.4

（年度）2012

19,490

26.5

2011

20,221

26.1

2012年度エネルギー使用量（CO2換算）

CO2総排出量

19,490
t-CO2 富士事業所 78.0%

(15,194 t-CO2)
・東芝キヤリアエンジニアリング（株）
・富士東芝キヤリアプロダクツ（株）
・東芝キヤリアリビングサービス（株）

津山事業所 12.0%
(2,343 t-CO2)
・（株）キャリア総合サービス

掛川事業所 7.5%
(1,467 t-CO2)

富士冷熱工業(株) 0.6%
(116 t-CO2) その他非製造拠点 1.9%

(370 t-CO2)
・品川本社
・5支社（30名以上）
・東芝キヤリア空調サービス（株）
・東芝開利空調販売（上海）有限公司

※1  電気使用量からのCO2排出量算出は2012年経団連提示（電事連データ）の受電端係数を使用しています。
※2  原単位は、実質生産高（＝生産高/日銀企業物価指数（電気機器）の比較年との比）を採用しています。

●廃棄物管理 Waste Management
废弃物管理

東芝キヤリアグループは、徹底した分別を実施し、廃棄物のリサイクル率向上を目指しています。総発生量は、2000年
度基準の原単位※比で約59%削減しています。今後もさらなる削減に向けて低減活動を推進していきます。埋め立てごみ
を最小限にするためのゼロエミッション率は、自社で管理可能な製造3拠点と、開発1拠点で取り組んだ結果、2012年度
は、目標値0.5%未満に対し0.07%となり大幅に目標を達成しました。

廃棄物総発生量と原単位の推移

廃棄物総発生量（t）
6,357

100

2000

5,817

72.4

2005

5,869

64.6

2006

6,053

55.9

2007

5,362

57.1

2008

4,552

52.8

2009

基準年との原単位比較（％）

4,093

41.6

2011

4,711

44.9

2010

3,792

40.6

2012（年度）

2012年度拠点別総発生量 ［事業所別］

富士事業所 67.8%
(2,571 t)

その他非製造拠点 2.1%
(77 t)

富士冷熱工業(株) 1.6%
(61 t)

掛川事業所 1.1%
(43 t)

廃棄物総発生量

3,792 t
・東芝キヤリアエンジニアリング（株）
・富士東芝キヤリアプロダクツ（株）
・東芝キヤリアリビングサービス（株）

津山事業所 27.4%
(1,040 t)
・（株）キャリア総合サービス

・品川本社
・5支社（30名以上）
・東芝キヤリア空調サービス（株）
・東芝開利空調販売（上海）有限公司

※原単位は、実質生産高（＝生産高/日銀企業物価指数（電気機器）の比較年との比）を採用しています。

※詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
http://www.toshiba-carrier.co.jp/company/csr/index_j.htm
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4 ステークホルダーとのコミュニケーション
Communication with Stakeholders   与企业所有相关人员的交流4

ききっとできる。エコな暮らし。（スタッフ／青木 俊樹）　ゆゆったりと　考えてみようよ　環境活動（技術部門／さすらいの環境人）

調達取引先さまとのかかわり Relationship with Suppliers
公司与供应商的关系

調達先さまとの連携強化へ向けた各種取り組みを実施

●紛争鉱物対応 Countermeasures Against Conflict Minerals
争议矿产资源的对应方针

各種の紛争鉱物を使わない方針
東芝キヤリアグループは「東芝グループ紛争鉱物対応方針」に基づき、人道的な観点からコンゴ民主共和国およびその

近隣周辺で産出された非人道的行為にかかわる紛争鉱物の金、タンタル、タングステン、錫（すず）を原料として使用しな
い方針です。

※詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
http://www.toshiba.co.jp/csr/jp/performance/human_rights/supply_chain.htm#KOUBUTSU

●事業方針説明会 Business Policy Explanation Meeting
事业方针说明会

法令遵守や環境配慮などの方針説明会に大勢の参加
東芝キヤリアでは、独占禁止法や下請法などの法令を遵守し、

公正な取引を通じて取引先さまとの健全なパートナーシップの構築
に努めています。また、取引先さまに対しても法令遵守、環境配
慮、品質確保、適正価格での提供、安定供給などの調達方針につ
いて、グリーン調達ガイドラインなどの冊子の配布や事業方針説
明会などで協力を依頼しています。2012年度は、春秋2回の事業
方針説明会を実施し、延べ317社317名の参加がありました。取
引先環境保全調査※の結果、環境配慮や環境マネジメント体制の
優れた取引先さまの割合が全生産材調達先の98％でした。
※グリーン調達ガイドラインに調査票を設けています。

グリーン調達ガイドライン
（2011年11月発行）

説明会の様子

●品質管理優良企業表彰 Citation of Excellent QC Company
表彰质量管理方面出色的优秀企业

自社製品の品質向上のため、調達取引先さまの表彰制度を実施
東芝キヤリアは、1989年（当時：（株）東芝）から毎年、年間を通じて、品

質に関して特に優れた調達取引先さまに対して、「品質管理優良企業表彰」
を行っています。2012年度の最優秀賞は株式会社 八幡さま、優秀賞は以
下の4社となりました。これからも、調達取引先さまと連携し、東芝キヤリア
製品のさらなる品質向上に努めていきます。

表彰式の集合写真

2012年度　品質管理優良企業表彰
表彰 被　表　彰　企　業 （敬　称　略）

最優秀賞 株式会社 八幡　
優秀賞 三栄工業 株式会社／株式会社 中村製作所／株式会社 佐藤工機／上海西工圧縮机配件有限公司

●製品含有化学物質管理 Management of Chemical Substances in Products
产品化学物质含有量的管理

グループ一体となって製品含有化学物質管理を実施
欧州をはじめ、さまざまな国で製品含有化学物質の規制が広がっています。東芝キヤリア

では、RoHS指令対応の管理システム（G-sys）に加え、REACH規制対応のシステムを
JAMP-GPに接続し、調達先さまと協力して含有情報を収集しています。RoHS対象物質6
物質とREACHの禁止物質2物質に対しては、新規開発時に部品の分析を実施していま
す。また、RoHS指令については、内外の監査のほか、抜き取り検査を実施しています。グ
ループ傘下の東芝キヤリア タイ社に対しても製品化学物質の分析技術を教育し、グルー
プ一体の化学物質管理を実施しています。

東芝キヤリアエンジニアリング（株）
分析担当　金 慶美（左）
東芝キヤリア タイ社
研修生　Siriporn Prasongsuk（右）
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め目に見えない所で進める省エネ節電（関係会社／す）　み未来ある　子供のために　エコ活動（関係会社／つよぽん）　

お客さまとのかかわり Relationship with Customers
公司与顾客的关系

お客さま目線で取り組むさまざまな活動を展開中

●空調遠隔監視システム Remote Monitoring System for Air Conditioners
空调远程监控网络体系

遠隔操作で24時間体制の保守サービスを実現
東芝キヤリアグループでは、SFMC（スーパーフレックスモジュールチラー）シ

リーズ、USX（ユニバーサルスマートエックス）シリーズを設置したお客さまに、
「空調遠隔監視システム」による24時間監視・保守サービスを提案しています。
このシステムは、通常の訪問による点検ではなく、連結された個々のモジュー
ルに設置してあるセンサーを用い、運転状況をインターネットで把握します。万
一、運転エラーが生じた場合でも、直前までの運転状態の経過を確認でき、原
因解析と対応をいち早く行うことができます。また、接続工事も機器の無線化
などで比較的安価に短納期で対応できます。私たちは、機器の維持管理によ
って得た膨大なデータを蓄積し、メンテナンスの品質向上に役立てています。

●東芝キヤリア技術コンタクトセンター Toshiba Carrier Technical Contact Center
东芝开利技术咨询中心

業務用空調機器の専門お問い合わせ対応を実践
東芝キヤリアグループでは、業務用空調機の取り扱いについて、さまざまな疑

問に専任の担当者が対応しています。販売工事店、設計会社、設備会社など、
空調機をお取り扱いいただくプロのお客さまから、ビル用マルチ、店舗用のパッ
ケージエアコンの商品仕様、設置方法、修理サービスなどのお問い合わせを年
間約40,000件受け付けています。エアコンを中心とした一般のお客さま向けの
東芝エアコン空調換気ご相談センターと合わせて、ビジネス顧客向けの空調シ
ステムに関するどのようなことにも対応する営業サポート体制を整備しています。

東芝キヤリア技術コンタクトセンター
受付時間 月～金 9：00 ～ 20：00
 土 9：00 ～ 17：00
フリーダイヤル 0120-646-143（携帯・PHS可）
受付内容 商品仕様　使い方　
 その他　各種お問い合わせ
対象商品 業務用空調機器　ハウジングエアコン
 冷凍機器　など

技術コンタクト
センターの様子

●製品の安全確保 Ensuring Product Safety
确保产品的安全性

家庭用エアコンLDR／YDRをご使用の方へのお願い
東芝キヤリアは、安心・安全な製品をお客さまに提供することを第一に考えて

います。また、関連法規制を遵守し、情報開示を迅速かつ積極的に行っています。
2004年8月に行った家庭用エアコンLDR／YDRシリーズのリコール（526,445
台）では、9年を経過した現在も地方自治体広報誌へのお知らせ掲載などを行い、
2013年8月31日現在で399,769台（75.9％）の改修が終了しました。

※詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
http://www.toshiba-carrier.co.jp/company/oshirase/index_j.htm

1998年9月～2002年1月に製造した
LDRシリーズ、YDRシリーズをはじめと
する45機種（OEM製品を含む）につき
まして、エアコン洗浄液などを使用した
場合、複合要因によって室内機の発
煙・発火に至ることがあります。安心し
てお使いいただけるよう改修させてい
ただいております。

お問い合わせ先  
 0120-444-899

リコール対象製品

ファイアウォール

MDF盤

スーパーフレックス
モジュールチラー

ADSL
モデム

ローカルサーバー
DBサーバー

データセンター
お客さま側

WEB／APLサーバー

遠隔監視センター サービスセンター

WAN
インターネット

遠隔監視システム例

●AIRS（空調システムセンター） Air Conditioning System Center “AIRS”
空调系统展示中心“AIRS”

幅広く、皆さまの充実したコミュニケーションスペースへ
富士事業所内のAIRSは、2011年10月にリニューアルオープンして以来、地

域の小学生や海外からのお客さまの展示場見学、生産プロセスの熱源転換を
実現した現場プラント見学会が急増し、2012年度実績で、延べ6,000名の方
にご来館いただいています。東芝キヤリアグループの環境活動を紹介するほ
か、エアコンの心臓部ともいわれるコンプレッサーの歴史展示や、ヒートポンプ
技術を活用した環境・省エネ・節電商品を数多く紹介しています。また、各種研
修を行うことができるスペースも用意するなど、お客さまに対する課題の解決策
を提案しながら、さらに充実したコミュニケーションスペースを目指します。 コンプレッサー展示コーナーでの見学の様子
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し知らず知らずの　エアー漏れ　直して儲ける　省エネ活動（関係会社／エコノミクス）

地域社会とのかかわり Relationship with Local Community
公司与地区社会的关系

献血活動や清掃活動を継続実施中

●ライトダウン Lights Down
熄灯

環境省のライトダウンキャンペーンに参加
環境省では、地球温暖化防止のため、ライトアップ施設や家庭の照明を

消すよう呼び掛ける「CO2削減／ライトダウンキャンペーン」を実施してい
ます。2012年度は、6月21日から7月7日まで「ライトダウンジャパン
2012」を実施しました。期間の最初、6月21日の夏至と、最後の7月7日
の七夕はクールアース・デーと位置づけ、20時から22時までの2時間を
特別実施日としました。東芝キヤリアグループは、各事業所、支社・支店、
関係会社が毎年本キャンペーンに参加しています。グループ全体で約
66,000kWhの節電となりました。

品川本社
消灯前

消灯後

●しずおか未来の森サポーター Shizuoka Green Belt Movement Support
静冈未来的绿色森林支援

森林の成長に寄与する活動を展開中
植　樹
東芝キヤリアグループは、「東芝150万本の森づくり」の一環として2007年に「しず

おか未来の森サポーター」協定を締結し、植林、育林の費用負担やボランティア活動を
実施しています。現在までに「富士山こどもの国」に約3,500本の広葉樹を植樹し、そ
の育林のための下刈り作業を継続して実施しています。従業員および家族の環境教育
の場としても活用し、この活動を通じて自然や地球環境保全の大切さを理解してもら
い、自然を愛する人づくりを進めていきます。

ふじのくに森の町内会
「しずおか未来の森サポーター」活動の一環として、2010年度から使
用している「ふじのくに森の町内会」の紙は、紙代の一部を間伐の費用と
して運用しています。植樹だけではなく、間伐を行うことにより、森林は
大きく育ちます。また、間伐材も紙などとして有効利用されています。
2012年度までに、累計3,828kgの使用実績となりました。 ふじのくに森の町内会ロゴ

しずおか未来の森サポーター
認定証

下刈り作業の様子

●フロン見える化活動 “Visualize Freon !” Activity
氯氟化碳(Freon)可视化活动

「フロン見える化」シール、冷凍空調機器への貼付活動を実施
経済産業省の委託で、一般社団法人フロン回収推進産業協議会

（INFREP）が推進している「フロン見える化パートナー」参加企業に登
録しています。この活動の目的は、フロン類の大気中への排出抑制
と回収率の向上です。フロンの充填量に、地球温暖化係数（GWP）
を乗じた数値をCO2排出量としてシールに表示し、各冷凍空調機器
に貼付します。機器の中に入っているフロンを外に漏らすと、地球温
暖化を加速させることを伝えています。東芝キヤリアグループは、ま
ず、各拠点に設置している冷凍空調機器にシールを貼付し、次に、
工事やサービス時にお客さまの承諾を得てシール貼付する活動を進
めています。今回、東芝キヤリア商品の設置工事を請け負う会社で
構成する安全衛生協会の全国安全大会（8拠点で開催）で、「フロン
見える化活動」を紹介し、協力を求めました。

室内機用シール

室外機用シール 全国安全大会の様子

全国安全大会開催リスト
地区 開催地 地区 開催地
首都圏 東京 東北 仙台
九州 福岡 中国 広島
中部 名古屋、富士 四国 高知
関西 大阪
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ゑエコバッグ　少し小さめ　家計もエコに（スタッフ／キミコデラックス）　ひ冷やし過ぎ　暖め過ぎはムダのもと（製造部門／阿部 賢二）

地域社会とのかかわり
献血活動や清掃活動を継続実施中

●各種展博 Various Exhibitions
各种展览交易会

国内外の展博を通じて環境活動や環境調和型製品のPR
東芝キヤリアグループでは、年間を通じて全国の支社や

拠点などで展示会に参加しています。2012年度は国内
582件（うち大規模な展示会は7件）、海外1件に参加しま
した。環境関連の展示会では国内最大級のエコプロダク
ツ展（期間：2012年12月13日～15日、来場者数：
178,501名／3日間）では、東芝グループブース内に
「CAONSシリーズ」を出展しました。また、2013年2月7
日～8日に開催された東芝グループ環境展では、「産業用
循環加温ヒートポンプ『CAONS』と活用例」「冷暖房同時
タイプ ビル用マルチ空調システム」のほか、環境セミナー
として「ヒートポンプ活用による産業用途向け熱ソリューシ
ョン」を実施しました。

環境展
セミナーの様子

環境展
説明の様子

●献血 Blood Donation
员工献血

各事業所で積極的に献血活動を実施
東芝キヤリアグループでは、毎年、献血活動を行ってい

ます。なかでも富士事業所は、1965年度から継続的に行
い、累計実施回数85回、延べ12,803名が参加していま
す。2012年度は、右表のとおり各地の拠点で献血活動を
行っており、今後も積極的に活動していく予定です。

2012年度　各事業所の献血実績
拠点 実施日 参加人数 貢献先

掛川事業所 9月 7日 16名 静岡県浜松赤十字血液センター
富士事業所 9月 10日 59名 静岡県赤十字血液センター
富士事業所 9月 21日 22名 静岡県赤十字血液センター
九州支社 9月 18日 12名 福岡県赤十字血液センター
富士事業所 3月 5日 57名 静岡県赤十字血液センター
富士事業所 3月 14日 24名 静岡県赤十字血液センター
掛川事業所 3月 22日 12名 静岡県浜松赤十字血液センター

●トーシバデー Toshiba Day
东芝义务劳动日

「トーシバデー」に近隣の清掃活動を実施
東芝キヤリア本社（品川）と富士事業所では、毎月10日を「トーシバデー」とし

て、近隣道路のゴミ拾い活動を行っています。この活動は、2005年5月に従業
員有志が開始し、回を重ねるごとに参加者も増え、毎回本社と合わせて150名
前後の従業員が参加しています。これからも毎月活動を続け、街の美観向上に微
力ながら貢献していきます。 トーシバデーに参加する従業員（富士事業所）

●事業所見学 Factory Tour
参观工厂

近隣地域の児童から学生まで、多数の見学者が来所
富士事業所では、毎年、近隣地域の学生の見学を受け入れ、当社の概要や植

樹活動などを紹介するとともに、AIRS（空調システムセンター）、空調機の製造ラ
イン、コンプレッサー組み立てラインなどを案内しています。また、環境に優しい
省エネ製品の開発や、廃棄物のゼロエミッションなども皆さんに見学していただ
いています。今後もこれらの活動から、環境への関心をさらに深めていただきた
いと考えています。2012年度は、小・中学生6件、高校生2件、大学生3件、計
377名が富士事業所を訪れました。 親子エコ教室の様子
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ももったいない！　限りある資源大切に（関係会社／デニーロ）　せ節電で守れる地球とかわいいシロクマ（製造部門／一平）

●対話会 Dialogues
对话会

社長と各階層社員とのコミュニケーション強化
東芝キヤリアでは、組織力を発揮させるためにはコミュニケーションが重要との認識から、各階層で対話会を開催していま

す。2012年度は、井上社長と部課長や主務クラスとの対話会を29回（205名参加）、各本部長によるチャンピオン対話会で
は他部門の人を含めた対話会168回（1,004名参加）を実施し、経営方針や課題の共有とモチベーションアップを図りました。

従業員とのかかわり Relationship with Employees
公司与员工的关系

対話会や従業員のクラブ活動も活発に実施

●東芝グループテクニカルコンテスト Toshiba Group Technical Contest
东芝集团技能竞赛

自身のスキルアップを目指し、コンテストに参加
東芝キヤリアグループでは、東芝グループが製造教育の一環として実施

している「テクニカルコンテスト」に毎年参加しています。コンテストの参加
は、メーカーの要である「モノづくり」を継承し、製造に従事する社員のスキ
ルアップを目指すとともに、その成果が表彰されることで各自の励みになっ
ています。2012年度（11月21日～22日開催）は、「機械検査」「溶接」につ
いて東芝キヤリアグループから13名が出場しました。そのうち、8名が「優
秀賞」「優良賞」「努力賞」に入賞しました。

2012年度　表彰結果
第39回　機械検査（スタンダード）
優秀賞 藤島 晴之
第61回　溶接
TIG溶接 努力賞 渡辺 健二
ろう付 優良賞 井上 岳、杉澤 隆史

努力賞 高山 雄司、鈴木 俊夫、唐 宣寿（GMRA）、
Wira Phonmsathes（TCTC）

優秀賞
藤島 晴之

●健康づくり知事褒章 Medal from Governor for Health Promotion
增进健康知事表彰

従業員の積極的な健康増進への取り組みが評価
富士事業所は、従業員の健康づくりのために、積極的な取り組みを行っているとして、静岡県

より知事褒章を受章しました。本褒章は、企業の職場での健康づくりを応援するため、2012年
度から新たに創設された制度で、従業員の健康づくりに取り組む姿勢と、今後もその活動が期待
でき、他の模範と認められる企業に対して授与されるものです。2月2日に行われた授章式では、
富士事業所の秋山産業医が事例発表を行いました。

授章式の様子
（表彰を受ける安全・保険担当
グループ　菅原グループ長）

●日本機械学会表彰 Japan Society of Mechanical Engineers Award
日本机械学会表彰

コンプレッサー開発の先進技術が高く評価
当社はコンプレッサーの技術において、一般社団法人日本機械学会より「2012年度

日本機械学会賞（技術）」を受賞しました。本賞は、「日本の機械工学・工業の発展を奨
励する」ことを目的として、1958年に設けられた歴史ある賞です。今回の受賞対象は、
当社独自のデュアルコンプレッサーにおいて、その機構を根本的に見直したもので、効
率の高さ、省資源・省スペースなどのメリットに加え、オンリーワン技術である可変気筒
技術に、さらなる進化を追求している点などが高く評価されての受賞となりました。

左から
コンプレッサー開発担当　古根村、
平野、平山（代表）と川辺技監

●スポーツ参戦 Participation in Sport Tournament
参加体育运动竞赛

スキーを通じて地域のスポーツ振興にも貢献
スキークラブの所属メンバーは42名（現役26名、 
OB16名）で、指導員からノルディックスキーの達人ま
で、多彩なメンバーが揃っています。40年前に東芝富士
山岳部から分かれて創設し、現在は、静岡県スキー連盟
に理事を派遣したり、国体（国民体育大会）や東海大会に
選手や監督として出場したりしています。また、富士市ス
キー協会とともにスキー大会やスキー教室の企画・運営
を通して地域のスポーツ振興にも貢献しています。

静岡県県民スポーツ祭スキー大会
に参加、急斜面に果敢に挑む

富士市スポーツ祭スキー大会にて

主な活動内容
行事 日程 結果

国体予選 2013年1月 －

東海社会人スキー大会 2013年1月 －

富士市スポーツ祭 2013年1月 成年1位

オール東芝スキー大会 2013年2月 団体4位

静岡県県民スポーツ祭 2013年3月 G部9位

東海マスターズ大会 2013年3月 －
※ その他、国体や中部日本大会には、アルペンとクロスカン
トリーの監督を派遣
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すすばやく取ってすばやく閉めろ！ 時間と戦え　冷蔵庫（技術部門／勝又 康宏）

社会・環境報告書に対する第三者所見 Observation by Third Party on Our CSR Report 
第三方对社会· 环境报告书的意见

（株）インターリスク総研
マネージャー・主任研究員
原口 真

●プロフィール
東京大学大学院農学系修士課程修了
企業と生物多様性イニシアティブ（JBIB）顧問
現在、企業や自治体の生物多様性戦略策定に数多く関与

この2013年度版社会・環境報告書によって、昨年の社長
メッセージである「地球内企業として自然と調和した企業活動
を推進します」が、より分かりやすく具体的に伝えられていま
す。このメッセージは、2010年の生物多様性条約第10回締
約国会議（COP10）で採択された愛知目標に沿ったものとい
えます。また、この報告書は、社内外に対する生物多様性の
CEPA（広報・教育・普及啓発）※のツールとして活用できるも
のです。
生物多様性は、余力のある企業が取り組む社会貢献のよ

うなものだという理解が、いまだ主流だと感じます。こうした
中で、東芝キヤリアの生物多様性に取り組む姿勢は、グロー
バルな社会の課題に誠実に向き合い、積極的に責任を果た
すというインテグリティの追求の表れといえます。
京都議定書に基づく自主行動計画という目標が示された

気候変動と異なり、生物多様性と企業の関係はまさに多様で
あるため、さまざまなステークホルダーの意見に耳を傾けな
がら、自ら、方針と責任範囲を定め、目標を立てる必要があ
ります。

生物多様性に関する多くの問題は、われわれ人間が生活や
経済活動のために土地をどのように利用し、そこから生み出さ
れる資源をどのように使うかということに帰結します。したが
って、東芝キヤリアのように、事業所の土地利用について目標
を立てて活動を始めることは、適切な取り組みといえます。
また、生物多様性を回復するためには、さまざまな主体が協
働することが効果的であると考えられています。今回、大学生
と小学生が一緒に行った環境マップづくりや、生物多様性を
テーマにした座談会を通じて、地域社会と連携を始めたこと
は、とても良いアプローチです。今後、地元行政などとも連携
した街づくりに発展することを期待いたします。
さらに、東芝キヤリアの環境調和型製品（ECP）による環境影
響低減は、生物多様性保全にも貢献しています。今後、バリュー
チェーン全体を生物多様性との関係で見直すことによって環境
影響低減ファクターをさらに向上させ、また、バイオミミクリ（生
物模倣）の視点で画期的なソリューションを開発することを期待
いたします。
※CEPAは愛知目標の第1

生物多様性への取り組みが、各方面で今後ますます活発化することを期待します

原口先生、生物多様性セミナーでは貴重なお話をいただ
き、また、このたびの第三者所見、ありがとうございます。
今回、富士事業所の新しいビオトープを紹介しながら、「生

物多様性」をテーマに、本報告書をまとめました。東芝キヤリ
アグループは、お客さまのニーズに合わせた商品を、環境影
響の少ない環境調和型製品として創出し、社会に貢献するこ
とを考えながら事業活動を進めています。また、その製品を
製造する際の環境負荷を最小限に抑えることは、地球内で活
動している企業として必須です。生物多様性保全活動は、最
小限とはいえ地球に負担をかける企業活動に対して、人を含
む生物が快適に過ごす環境を保護しながら、少しでも地球環
境への負荷を低減するものと考えています。しかし、生物多
様性保全の具体的な活動については絶対的なものはなく、ま

た、一企業だけで実現できることではない難しさも理解して
います。「今、自分たちが取り組むべき活動は何か」を考えた
時、希少な動植物の保全や事業所を中心とした生態系ネット
ワークの構築、近隣の企業との連携、次世代への生物多様
性保全の継承などを実践できると思いました。一歩ずつです
が、これらの活動を進めていくことが重要だと考えています。
バイオミミクリ（生物模倣）は難しい課題ですが、製品と融合
できれば、人と人以外の生物の自然な連携を感じることがで
きると考えます。生物多様性活動に対する専門家のご意見
は、方向性を間違えないためにとても重要だと考えています。
今後ともご教授よろしくお願いいたします。

企画・編集長　佐々木 美弥

第三者による所見を受けて



初版　2013年9月発行

ＶＯＣ（揮発性有機化合物）成分ゼロの環境に
配慮した100%植物油インキを使用しました。

有機物質を含んだ廃液が少ない、
水なし印刷方式で作成しました。

東芝キヤリアは、静岡県の豊かな森
づくりをサポートしています。この
『ふじのくに森の町内会』の紙には、
林地に捨てられる間伐材を資源とし
て活用する費用が含まれています。

いろはかるた

http://www.tcckankyo.com/pc/iroha_login.htm
PCからアクセス

Iroha-Karuta 伊吕波纸牌

応募者全員に粗品を差し上げます。応募方法は、下記URL
またはQRコードからアクセスし、回答を入力してください。

環境月間（6月）の「環境いろはかるた」の
作品のうち、各文字1点を本報告書の各
ページ下段に掲載しています。お気に入り
の3点を選んで投票してください！

ケータイは
こちらから
アクセス！
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東芝キヤリアグループの概要
Introduction of Toshiba Carrier Group   东芝开利集团的简介

会社概要
社　　名：東芝キヤリア株式会社

営業開始： 1999年4月 （株）東芝 空調・設備事業部と
キヤリア社の合弁会社として東芝キヤリア（株）発足

所  在  地：本社事務所／ 東京都港区高輪3丁目23番17号
品川センタービルディング

富士事業所／静岡県富士市蓼原336番地
掛川事業所／静岡県菊川市加茂1300番地の3
津山事業所／岡山県津山市国分寺555番地

代  表  者：取締役社長　井上 章
資  本  金： 115億1,000万円（2013年3月現在）
従業員数：約2,100名（2013年3月現在）（グループ約2,400名）
株　　主：東芝コンシューマエレクトロニクス・ホールディングス 60％、

Carrier HVACR Investments, B. V. 40%
主要品目： 1） 業務用空調機（店舗・オフィス用エアコン、ビル用マルチ、

パッケージエアコン、チラー）
2） ヒートポンプ給湯機
3） 循環加温ヒートポンプ
４）列車用空調装置
５）コールドチェーン機器（ショーケース、冷凍機、クーリングユニット）
６）換気扇
７）コンプレッサー

●国内主要関係会社
東芝キヤリア空調サービス株式会社
空調設備の保守サービス

東芝キヤリアエンジニアリング株式会社
空調機器、冷凍機器の開発、設計、
製造、販売

富士東芝キヤリアプロダクツ株式会社
空調機器、冷凍機器、換気扇などの製造

東芝キヤリアリビングサービス株式会社
物品販売、福利厚生施設の管理・運営

富士冷熱工業株式会社
冷凍車用冷凍装置、コンプレッサー、
空調用部品の製造

株式会社キャリア総合サービス
空調機器および部品の製造、梱包、
出荷、販売およびサービス

東芝テクノシステム株式会社
空調設備機器などの修理、保守

●海外主要関係会社
東芝キヤリア タイ社
空調機器の設計、製造、販売

TCFGコンプレッサ（タイ）社
空調機器用のツインロータリーコン
プレッサーの製造、販売

東芝キヤリア 英国社
空調機器の販売

広東美芝制冷設備有限公司
ロータリーコンプレッサーの製造、販売

広東美芝精密製造有限公司
ロータリーコンプレッサーの製造

広東美的制冷設備有限公司
空調機器の開発、設計、製造、販売

広東美的商用空調設備有限公司
業務用空調機器の開発、設計、
製造、販売、据付

広東美的集団蕪湖制冷設備有限公司
空調機器の製造

美的集団武漢制冷設備有限公司
空調機器の製造

東芝開利空調販売（上海）有限公司
空調機器の販売

東芝開利空調（中国）有限公司
業務用空調機器の製造、販売
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