
初版　2014年10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。

環境いろはかるた

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

Environment Iroha-Karuta 环保伊吕波纸牌

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

TOSHIBA CARRIER GROUP



東日本大震災以降、エネルギー供給手段の最適化を考
えることに加え、需要側においても限られたエネルギーを
効率よく運用することで、CO2削減につなげることが必須
となりました。東芝キヤリアグループでは、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、CO2削減を
推進することが重要な課題と考えています。さまざまな技
術開発を進め、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、廃熱を最適に利
用し、最小限のエネルギーで運転する製品やサービスを、
最高品質で提供しています。お客さまのさまざまなご要望
にお応えし、環境創造企業として、社会ならびに地球環境
に貢献できるコミュニティ・ソリューション事業をグローバ
ルに発展させていきます。

東芝キヤリアグループでは、省エネ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開発し、東芝の「エクセ
レントECP」認定製品を継続的に創出しています。2013
年度には、認定製品は20製品群となり、その売上高比率
は35％を超えました。一方、それらの製品の製造過程にお
いて発生する環境負荷についても、国内および海外の製
造拠点でたえず施策を考え最少化を検討しています。
2013年9月に生産拠点として設立した東芝キヤリア中国
社では、高効率な空調機やLED照明を積極的に採用しま
した。日本国内での需要に加え、世界各地の需要に適応し
た製品をエクセレントECP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。
※P16参照

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」の植樹や「富士山ブナ林創造事業」への参加を継
続的に実施する一方、事業所内に設置したビオトープ
でメダカなどの絶滅危惧種を保護しています。また、自
然豊かな津山事業所では、工場周辺にさまざまな生物
が生息し、これまでに行った4回の生物調査で希少な生
物が確認されました。掛川事業所では、遊休地に約2メ
ガワット級の太陽光システムを設置し、700世帯以上に
相当する電力を創成しています。この建設にあたっては
十分な生物調査を実施し、自然との共生を図っていま
す。自然を恵みとし、観察保護しながら各事業所が生物
多様性保全に適した活動を実施することで、地球で事
業を営む企業として、自然と調和した企業活動を推進し
ます。

　東芝キヤリアグループは、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したいと考えています。例
えば、地域の小学生が当社の環境活動に興味をもち、そ
のうえで身近な環境の保全を考える機会として、毎年夏
に大学生との協働イベントを開催しています。今年度は、
掛川事業所での「環境絵日記づくり」を企画しました。
　また、当社の企業活動では、開発、設計、調達、製造、
販売、サービスすべての段階において環境負荷を最小
限にすることを目標としています。そのため、お客さまは
もちろん、調達取引先さまや販売店さまなど、多くの皆さ
まにご協力をいただいています。今後もグループ全員が
一丸となって、より良い環境調和型製品を提供し続けて
いきます。

October, 2014

Since October 2013, Toshiba Group consists of five business segments. As 
a member of the Community Solutions segment, Toshiba Carrier Group 
manufactures and sells air conditioners, water heaters and other equipment 
and provides related services worldwide.

Toshiba Carrier Group offers heat pumps and other products that 
contribute to society and the global environmental conservation.
Since the Great East Japan Earthquake, it has become increasingly 
important to reduce CO2 emissions. While optimizing the energy structure is 
essential, energy consumers should also do their part to use limited energy 
more efficiently. Toshiba Carrier Group considers that our mission is not only 
to provide efficient and comfortable air-conditioning solutions but also to 
help reduce CO2 emissions in all sectors in which energy is used, including 
manufacturing and agriculture and so on. We are endeavoring to fulfill 
diverse customer needs and expand its community solutions business 
worldwide in order to contribute to society and the global environmental 
conservation.

Toshiba Carrier Group aims to increase the sales of “Excellent ECPs” 
manufactured with minimal environmental impact.
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 global warming, 
efficient use of natural resources, and management of hazardous chemical 
substances. Furthermore, we are also committed to minimizing 
environmental impact produced from our manufacturing activities, both in 
and outside of Japan. We will continue to deliver “Excellent ECPs” targeting 
Japanese market as well as those tailored to local needs and preferences 
around the world in order to contribute to reducing global environmental 
impact.

Toshiba Carrier Group conducts business operations 
harmonized with nature by the biodiversity conservation.
Since 2009, three factories of Toshiba Carrier Group have been engaged in 
biodiversity conservation activities. At the Fuji Operation Center, our largest 
manufacturing base in Japan, we participate in local tree-planting events 
every year and preserve medaka and other endangered species at a biotope 
within its premises. The Tsuyama Operation Center is richly endowed with 
nature, surrounded by forests that abound with various forms of life forming 
biotopes; rare species have been found as a result of a bioassessment. The 
Kakegawa Operation Center conducted a thorough bioassessment before 
installing a solar power system with approximately 2-MW output within its 
premises. We will continually observe the natural environment in order to 
preserve the blessings of nature. At all our operation centers, we will value 
biodiversity in conducting business and work in harmony with nature. This is 
a grave responsibility for a corporation based on the Earth.

Toshiba Carrier Group keeps on producing ECPs with extending 
ring of the environmental activities in the local society.
Toshiba Carrier Group wishes to send vitality to local people through our 
business operations. In 2014, we cooperate at local university to hold “the 
picture diary event” for elementary school children at Kakegawa Operatin. 
On the other hand, we make minimize of environmental loads producing our 
products at all the stage. 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 and services to those who need them.

ヒートポンプ技術を軸に、社会と
地球環境保全に貢献する製品を提供します

環境負荷を最小限で製造した
「エクセレントＥＣＰ※」の売上を拡大します

生物多様性保全を通じて、
自然と調和した企業活動を推進します

地域社会に環境活動の輪を広げるとともに、
環境調和型製品の提供を継続します

Committed to the environment, 
we aim to expand our community solutions 
business worldwide
作为环境创造企业在全球拓展社区解决方案事业

President & CEO Toshiba Carrier Corporation  Hirokazu Kondo
東芝キヤリア株式会社　取締役社長  近藤 弘和

こんどう　　 ひろかず

2014年10月

環境経営責任者メッセージ TOP COMMITMENT

環境創造企業として、コミュニティ・ソリューシ ョン事業をグローバルに発展させていきます

東芝グループは、2013年10月から5つの事業グループ

による事業活動を進めています。われわれ東芝キヤリア

グループは、コミュニティ・ソリューション事業グループ

の一員で、空調機器や給湯機器をはじめとする製品・

サービスをグローバルに提供してまいります。
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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。

●特集／節電② 誌上座談会
●企業姿勢／
　東芝キヤリアグループの経営方針
●企業姿勢／ガバナンス体制

●各拠点、関係会社の紹介
●環境活動報告／環境活動体制
●東芝キヤリアグループの概要

人　権
東芝キヤリアグループが、東芝グルー
プの行動基準に基づいて事業活動を
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
●企業姿勢／グローバル化の推進に伴う多様性推進や人財育成
●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／東芝グループ行動基準
●企業姿勢／グローバル化の推進に伴う多様性推進や人財育成
●企業姿勢／特許関連事項
●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

環境調和型製品の紹介や、製造工程
における環境への取り組み、事業所
単位で実施している生物多様性保全
活動や、節電をテーマにした座談会
などを紹介しています。

●特集／節電①
●特集／節電② 誌上座談会
●各拠点、関係会社の紹介
●環境活動報告／環境活動体制
●環境活動報告／環境監査
●環境活動報告／遵法管理
●環境活動報告／
　東芝グループ第5次環境アクションプラン
●環境活動報告／エクセレントECP
●環境活動報告／表彰および認定
●環境活動報告／T-COMPASS

●環境活動報告／製品紹介①②③
●環境活動報告／特集 環境絵日記づくり
●環境活動報告／生物多様性保全活動
●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／
　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／
　調達取引先さまとのかかわり
●その他／事業プロセス環境活動
●環境いろはかるた

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絵
日記をつくる活動や、フロンの見える
化活動などを紹介しています。

●特集／節電①
●特集／節電② 誌上座談会
●各拠点、関係会社の紹介
●環境活動報告／
　東芝グループ第5次環境アクションプラン
●環境活動報告／表彰および認定
●環境活動報告／特集 環境絵日記づくり
●環境活動報告／生物多様性保全活動

●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／
　お客さまとのかかわり
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消費者課題
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生活のさまざまな場面で活躍してい
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　調達取引先さまとのかかわり
●その他／事業プロセス環境活動
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掛川事業所での一日を思い出に。
みんなで手づくり、環境絵日記。

●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企業活動について、基

本的な概念、現在までの取り組み、そして2013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、2014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がけ、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。
※ステークホルダーとのコミュニケーションの詳細につきましては
下記URLをご覧ください。　　　　　　　　　　　　　　　　
http://www.toshiba-carrier.co.jp/company/csr/communication/in
dex_j.htm

●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
 2013年4月1日～2014年3月31日

●発行元
 東芝キヤリア株式会社 
 環境推進室　

編集にあたって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）活動を企業活動の基
盤と位置付けています。法の遵守はもちろん、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こと
が必須であると考え、すべての事業活動において実践して
います。当年度の社会・環境報告書に掲載した取り組みに
ついては、ISO26000にあるCSR活動の7つの中核主題
に分類し、下表でまとめるとともに、各掲載項目にそれぞれ
のマークを付記しました。

東芝キヤリアグループは、すべての製造拠点で環境規
格ISO14001、品質規格ISO9001を取得しています。
さらに、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も取得し、安全健康管理体制
の継続的な改善に努めています。

企画・編集長 ： 佐々木 美弥
編　集　員 ： 市丸 雅浩
 今村 真也
 狩野 照一
 鈴木 健一

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） ： タナカ ユリ

STAFF

東芝キヤリアグループのCSR活動

《 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）
・富士冷熱工業(株)
・富士東芝キヤリアプロダクツ（株）
・東芝キヤリアエンジニアリング＆ライフサポート（株）
・（株）キャリア総合サービス
・東芝キヤリア タイ社
・東芝キヤリア空調販売（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。
・TCFGコンプレッサ（タイ）社
・東芝キヤリア中国社
・広東美芝制冷設備有限公司
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各国際規格の取得

3 東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2014 いいつも省エネ　エコ活動（関係会社／KIO）　ろローソクの明かりで過ごすライトダウン（スタッフ／狩野 照一）
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紹介しています。
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掛川事業所での一日を思い出に。
みんなで手づくり、環境絵日記。

●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企業活動について、基

本的な概念、現在までの取り組み、そして2013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、2014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がけ、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。
※ステークホルダーとのコミュニケーションの詳細につきましては
下記URLをご覧ください。　　　　　　　　　　　　　　　　
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dex_j.htm

●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
 2013年4月1日～2014年3月31日

●発行元
 東芝キヤリア株式会社 
 環境推進室　

編集にあたって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）活動を企業活動の基
盤と位置付けています。法の遵守はもちろん、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こと
が必須であると考え、すべての事業活動において実践して
います。当年度の社会・環境報告書に掲載した取り組みに
ついては、ISO26000にあるCSR活動の7つの中核主題
に分類し、下表でまとめるとともに、各掲載項目にそれぞれ
のマークを付記しました。

東芝キヤリアグループは、すべての製造拠点で環境規
格ISO14001、品質規格ISO9001を取得しています。
さらに、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も取得し、安全健康管理体制
の継続的な改善に努めています。

企画・編集長 ： 佐々木 美弥
編　集　員 ： 市丸 雅浩
 今村 真也
 狩野 照一
 鈴木 健一
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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） ： タナカ ユリ
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東芝キヤリアグループのCSR活動

《 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）
・富士冷熱工業(株)
・富士東芝キヤリアプロダクツ（株）
・東芝キヤリアエンジニアリング＆ライフサポート（株）
・（株）キャリア総合サービス
・東芝キヤリア タイ社
・東芝キヤリア空調販売（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。
・TCFGコンプレッサ（タイ）社
・東芝キヤリア中国社
・広東美芝制冷設備有限公司
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各国際規格の取得

4は早起きで　電灯いらず　健康日和（技術部門／キャベツ）　



　エネルギーの節約は、
　地球温暖化を防ぎます。
“節電”こそ、手軽にできる予防策。

宇宙ステーションから地球を映したテレビの映像に見入るケンイチ君。大陸別に映し出される夜の地球の姿を目にし、
あぜんとしています。電気エネルギーが多く使われている大都市部が煌 （々こうこう）と輝いているのに対し、アフリカや
中国大陸内部などは、まるで闇の世界。そして我が国日本は、その列島の形をクッキリと表していました。

ケンイチ君は、使っていない電気製品のスイッチをこまめに切ることで、
かなりの節電になることを学校で教わりました。さっそくそのことを
お母さんに伝え、自分の家でも実行しています。

ケンイチ君は、夜の地球が暗い部分と、電気の明かりで照らされ明る

く輝く部分に分かれていることに驚きました。列島の輝きからも分かる

ように、日本は世界でも有数の電気エネルギー消費大国といってよいで

しょう。しかし日本は、電気を起こすエネルギー資源の大半を海外から輸

入しているのが実状です。「エネルギーの自給率」とは、自国内で使用する

エネルギーのうち、自国の資源からつくり出されるものの割合で、日本は

わずか５％程度にすぎず、石油、石炭、天然ガスなどのエネルギー資源を

世界の資源産出国からの輸入に依存しています。日本は、発電に必要な

資源が乏しいため、他の国に頼らざるを得ないのです。

エネルギーの「自給率」って、ナニ？

日本が他国から輸入している石油、石炭、天然ガスなど、人が加工せず、

自然の中に存在する状態で利用できるエネルギーを「一次エネルギー」と呼

んでいます。その他に、水力なども一次エネルギーに含まれます。

それに対して、一次エネルギーを使える形に加工したガソリン、ガスなど

を「二次エネルギー」と呼んでいます。夜の日本列島を明るく照らすための

電気も二次エネルギーです。電気をつくる仕組みは、一次エネルギーを燃

やす火力発電、水の勢いをエネルギーに変える水力発電などさまざまで

す。火力発電は、「燃やす」行為が大気中にＣＯ２を排出することにつながる

ので、ＣＯ２の排出をできるだけ少なくする工夫が各方面で進んでいます。

一方で、「燃やす」ではなく、自然界の力を利用した発電スタイルもしだい

に暮らしに定着してきました。風の力で巨大な風車を回して発電する風力

発電や、太陽の光や熱を利用する発電は、環境にやさしい発電形態として

これからますます暮らしに定着していくことでしょう。

一次エネルギーと二次エネルギー

地球には無限に一次エネルギーが存在しているわけではありません。

例えば、日本でも石炭の採掘が盛んだった時代がありましたが、当時採

掘されていた炭坑では今は石炭がほとんど採れなくなりました。世界で

も同じことが言えます。採り続けることで資源は減り、最後には無く

なってしまう可能性があることを認識しておかなければなりません。

一次エネルギーを輸入に頼り、二次エネルギーに転換している日本で暮

らす私たちは、特にエネルギーの節約を真剣に考えています。「節約」とい

う熟語に使われる「節」の字には「限度を超えないように制限する」「無駄

を省いて切り詰める」の意味が含まれ、このような考え方が他の国の見

本にもなるように、自分自身にある種のルールを設け、節度あるエネル

ギーの使用に取り組んでいます。

限られた資源をいかに活用するか

●主要国のエネルギー自給率

出典 ： IEA「ENERGY BALANCE OF OECD COUNTRIES（2013 Edition）」/
 「ENERGY BALANCE OF NON-OECD COUNTRIES（2013 Edition）」

一人ひとりが資源に限りがあることを自覚し、エネルギーの節約を真剣に考えなければいけない時代です。
そこで「節電」。ビジネスや暮らしで無駄に使われている電気を見直し、エネルギーの節約に取り組みましょう。
節電はCO2の排出を抑えることにもつながり、手軽にできる地球温暖化対策です。

僕たちは、電気に不自由しない

暮らしを毎日おくっているけど、世

界には電気を満足に使えない人

たちがたくさんいるんだ。もっと、

電気を大切に使うようにしよう。

パソコンやテレビの主電源を

切ったり、日中、部屋の明かりを

つけずにいたりすることで、電力

消費はだいぶ抑えられるみたい

だよ。ウチでも実行しようよ。

宇宙ステーションから　

夜の地球を見ると、光ってい

る地域が電気をたくさん使っ

ているのがよく分かるね。

特集 節電①
save electricity

Save energy to curb global warming. It is an easy way that we can all help.

节约能源防止地球温暖化。“节电”正是简单易行的预防措施。
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自給率5%

※使用済みのウラン燃料は再
処理することで再び燃料とし
て使用することができます。
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　エネルギーの節約は、
　地球温暖化を防ぎます。
“節電”こそ、手軽にできる予防策。

宇宙ステーションから地球を映したテレビの映像に見入るケンイチ君。大陸別に映し出される夜の地球の姿を目にし、
あぜんとしています。電気エネルギーが多く使われている大都市部が煌 （々こうこう）と輝いているのに対し、アフリカや
中国大陸内部などは、まるで闇の世界。そして我が国日本は、その列島の形をクッキリと表していました。

ケンイチ君は、使っていない電気製品のスイッチをこまめに切ることで、
かなりの節電になることを学校で教わりました。さっそくそのことを
お母さんに伝え、自分の家でも実行しています。

ケンイチ君は、夜の地球が暗い部分と、電気の明かりで照らされ明る

く輝く部分に分かれていることに驚きました。列島の輝きからも分かる

ように、日本は世界でも有数の電気エネルギー消費大国といってよいで

しょう。しかし日本は、電気を起こすエネルギー資源の大半を海外から輸

入しているのが実状です。「エネルギーの自給率」とは、自国内で使用する

エネルギーのうち、自国の資源からつくり出されるものの割合で、日本は

わずか５％程度にすぎず、石油、石炭、天然ガスなどのエネルギー資源を

世界の資源産出国からの輸入に依存しています。日本は、発電に必要な

資源が乏しいため、他の国に頼らざるを得ないのです。

エネルギーの「自給率」って、ナニ？

日本が他国から輸入している石油、石炭、天然ガスなど、人が加工せず、

自然の中に存在する状態で利用できるエネルギーを「一次エネルギー」と呼

んでいます。その他に、水力なども一次エネルギーに含まれます。

それに対して、一次エネルギーを使える形に加工したガソリン、ガスなど

を「二次エネルギー」と呼んでいます。夜の日本列島を明るく照らすための

電気も二次エネルギーです。電気をつくる仕組みは、一次エネルギーを燃

やす火力発電、水の勢いをエネルギーに変える水力発電などさまざまで

す。火力発電は、「燃やす」行為が大気中にＣＯ２を排出することにつながる

ので、ＣＯ２の排出をできるだけ少なくする工夫が各方面で進んでいます。

一方で、「燃やす」ではなく、自然界の力を利用した発電スタイルもしだい

に暮らしに定着してきました。風の力で巨大な風車を回して発電する風力

発電や、太陽の光や熱を利用する発電は、環境にやさしい発電形態として

これからますます暮らしに定着していくことでしょう。

一次エネルギーと二次エネルギー

地球には無限に一次エネルギーが存在しているわけではありません。

例えば、日本でも石炭の採掘が盛んだった時代がありましたが、当時採

掘されていた炭坑では今は石炭がほとんど採れなくなりました。世界で

も同じことが言えます。採り続けることで資源は減り、最後には無く

なってしまう可能性があることを認識しておかなければなりません。

一次エネルギーを輸入に頼り、二次エネルギーに転換している日本で暮

らす私たちは、特にエネルギーの節約を真剣に考えています。「節約」とい

う熟語に使われる「節」の字には「限度を超えないように制限する」「無駄

を省いて切り詰める」の意味が含まれ、このような考え方が他の国の見

本にもなるように、自分自身にある種のルールを設け、節度あるエネル

ギーの使用に取り組んでいます。

限られた資源をいかに活用するか

●主要国のエネルギー自給率

出典 ： IEA「ENERGY BALANCE OF OECD COUNTRIES（2013 Edition）」/
 「ENERGY BALANCE OF NON-OECD COUNTRIES（2013 Edition）」

一人ひとりが資源に限りがあることを自覚し、エネルギーの節約を真剣に考えなければいけない時代です。
そこで「節電」。ビジネスや暮らしで無駄に使われている電気を見直し、エネルギーの節約に取り組みましょう。
節電はCO2の排出を抑えることにもつながり、手軽にできる地球温暖化対策です。

僕たちは、電気に不自由しない

暮らしを毎日おくっているけど、世

界には電気を満足に使えない人

たちがたくさんいるんだ。もっと、

電気を大切に使うようにしよう。

パソコンやテレビの主電源を

切ったり、日中、部屋の明かりを

つけずにいたりすることで、電力

消費はだいぶ抑えられるみたい

だよ。ウチでも実行しようよ。

宇宙ステーションから　

夜の地球を見ると、光ってい

る地域が電気をたくさん使っ

ているのがよく分かるね。

特集 節電①
save electricity

Save energy to curb global warming. It is an easy way that we can all help.

节约能源防止地球温暖化。“节电”正是简单易行的预防措施。
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お母さん、

うちでも

「環境家計簿」を

つけてみようよ。

そうね、

我が家の未来も大切

だけど、地球の未来も

大切だからね。

東芝 コミュニティ・ソリューション社は、都市イ
ンフラを支える各種ソリューションや、環境面
でも優れた昇降機、照明、空調などのビルソ
リューションを中心に、スマートコミュニティの
実現を推進します。環境問題の解決に向けた
社会のスマート化に貢献し、製造プロセスに
おける環境負荷の低減、地域社会に貢献する
CSR活動に注力しています。

東芝エレベータは、安全・安心な昇降機事業
で社会への貢献を目指しています。ビル・マ
ンションの運用におけるコスト抑制、環境負
荷低減など、省エネが重要なテーマになっ
ています。昇降機における省エネ化をはじ
めとして、各種省エネ設備への更新、ビル・
マンション全体の省エネ化の提案を行って
います。

東芝ライテックは、環境負荷低減を実現す
るLED照明を提供しています。商品開発計
画から材料開発、調達、製造、流通、使用、廃
棄までのライフサイクル全体で環境負荷低
減を図り、3R活動で資源の有効活用を実践。
各地の工場や事業所では、希少植物の保護
など、自然再生への積極的な取り組みを
行っています。

東芝キヤリアは、温暖化対策、資源の有効活
用、化学物質管理などを推進し、環境性能に
優れた空調機器を提供しています。先進国は
もちろん、環境負荷の増大が懸念される新興
国向けにもニーズに合った製品の展開を推
進。また、各製造・開発拠点では、エネルギー
の削減活動に取り組むとともに、積極的な生
物多様性保全活動を展開しています。

唐澤 由紀子 村上 浩 河野 光義 綿引 王世呂条胤（おせろじよういん）

東芝 コミュニティ・ソリューション社
生産企画部 環境担当

東芝エレベータ株式会社
安全環境センター 環境グループ

東芝ライテック株式会社
環境推進部

東芝キヤリア株式会社
技術企画部 技術管理担当

館内設置のエレベーターは、省
エネ性能を追求。また、利用者の
混雑度に応じて待ち時間を短縮
するなどの制御を行っています。

東芝エレベータ株式会社

スマートBEMS（Building Ener-
gy Management System）で、
昇降機・照明・空調をはじめとし
た設備の連携で省エネを実現し
ます。

東芝 コミュニティ・ソリューション社 館内の天井用LED照明と画像
センサーを組み合わせ、全館の
照明をコントロールしています。

東芝ライテック株式会社

館内は、高効率の空調機器で、
外気温や室内負荷などの条件
の変化に左右されずに、省エネ
性と快適性を両立しています。

東芝キヤリア株式会社

普段の生活では、なかなか節電を実行できませんが、
節電への取り組みを強く意識する出来事に遭遇すると
考え方にも変化が出てきます。

「環境家計簿」の存在を偶然知ったケンイチ君。
自分の家の環境負荷がどれくらいなのか興味津々です。

ケンイチ君の家庭でも始まったように、エネルギーの節約で私たちが

最も身近に取り組むことができるのが「節電」です。日本に暮らす誰もが

「節電」を真剣に考えたのは、まだ記憶に新しい東日本大震災直後の夏

でしょう。「計画停電」という言葉を皆が耳にし、会社、学校、駅、娯楽施

設、工場など、街のいたる所で必要以上に電気を使わない取り組みが行

われるようになりました。

「節電」は、最も多くの電力を使用する時間帯（ピーク時）の電力使用

を、極力抑えることをいいます。例えば、夏、暑さのピークを迎える午後の

時間帯の室内温度を適切に保つため、比較的電力の消費が少ない午前

中に室内を冷やしておいたり、深夜の電力を利用してお湯を沸かしておく

など、さまざまな工夫で節電効果が高まります。

ピーク時間を意識して取り組む活動が「節電」なら、時間帯に関係なく、

電気や熱などの合計エネルギーの総消費量を削減し、ＣＯ２の排出量を減

らすことが「省エネ」です。技術の進歩とともに、最近では、私たちの身の

回りにたくさんの省エネ製品が登場しています。家の中を見回しただけ

でも、エアコン、給湯機器、照明器具など、「省エネ」がコンセプトの製品が

数多く登場しています。家庭ばかりではありません。ビルや工場などの大

型施設でも、省エネタイプの昇降機や空調設備が活躍し、照明もＬＥＤ化

が進んでいます。これらの機器や器具を使う人は、より「節電」を意識し、

開発する製品メーカーは「省エネ」をさらに追求することで、地球温暖化

防止につながっていきます。

身近な行動で「節電」、技術の進化で「省エネ」

環境家計簿は、私たちの日常生活が、地球環境にどれくらいの負荷

を与えているかを知る方法です。電気、ガス、水道、ガソリンなど、さまざ

まなエネルギー消費項目をＣＯ２の重さに換算して計算し、環境への負荷

を数値で把握することができます。項目ごとに家庭での数値を算出し、

毎月の消費量を把握できれば、日々の節電にも役立つでしょう。

ケンイチ君を見習って「環境家計簿」を
つけてみよう!

2013年10月、東芝 コミュニティ・ソリューション事業グループが誕生し、
その中で「昇降機、照明、空調」の各社が、新たに協力体制をスタートさせました。

事業活動ではもちろん、環境活動でも相乗効果を出していきます。

節電、省エネ、生物多様性を
テーマに、環境活動の紹介と
将来の協力を話し合う。

Discussing today’s and future environmental activities with a focus on energy saving and biodiversity.

以节电、节能、生物多样性为主题，对环保活动的现状和未来合作进行对话。

特集 節電②

誌上座談会

save
 elec

tricit
y

※詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
http://www.eco-family.jpn.com/top/index.html

特集 節電①
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お母さん、

うちでも

「環境家計簿」を

つけてみようよ。

そうね、

我が家の未来も大切

だけど、地球の未来も

大切だからね。

東芝 コミュニティ・ソリューション社は、都市イ
ンフラを支える各種ソリューションや、環境面
でも優れた昇降機、照明、空調などのビルソ
リューションを中心に、スマートコミュニティの
実現を推進します。環境問題の解決に向けた
社会のスマート化に貢献し、製造プロセスに
おける環境負荷の低減、地域社会に貢献する
CSR活動に注力しています。

東芝エレベータは、安全・安心な昇降機事業
で社会への貢献を目指しています。ビル・マ
ンションの運用におけるコスト抑制、環境負
荷低減など、省エネが重要なテーマになっ
ています。昇降機における省エネ化をはじ
めとして、各種省エネ設備への更新、ビル・
マンション全体の省エネ化の提案を行って
います。

東芝ライテックは、環境負荷低減を実現す
るLED照明を提供しています。商品開発計
画から材料開発、調達、製造、流通、使用、廃
棄までのライフサイクル全体で環境負荷低
減を図り、3R活動で資源の有効活用を実践。
各地の工場や事業所では、希少植物の保護
など、自然再生への積極的な取り組みを
行っています。

東芝キヤリアは、温暖化対策、資源の有効活
用、化学物質管理などを推進し、環境性能に
優れた空調機器を提供しています。先進国は
もちろん、環境負荷の増大が懸念される新興
国向けにもニーズに合った製品の展開を推
進。また、各製造・開発拠点では、エネルギー
の削減活動に取り組むとともに、積極的な生
物多様性保全活動を展開しています。

唐澤 由紀子 村上 浩 河野 光義 綿引 王世呂条胤（おせろじよういん）

東芝 コミュニティ・ソリューション社
生産企画部 環境担当

東芝エレベータ株式会社
安全環境センター 環境グループ

東芝ライテック株式会社
環境推進部

東芝キヤリア株式会社
技術企画部 技術管理担当

館内設置のエレベーターは、省
エネ性能を追求。また、利用者の
混雑度に応じて待ち時間を短縮
するなどの制御を行っています。

東芝エレベータ株式会社

スマートBEMS（Building Ener-
gy Management System）で、
昇降機・照明・空調をはじめとし
た設備の連携で省エネを実現し
ます。

東芝 コミュニティ・ソリューション社 館内の天井用LED照明と画像
センサーを組み合わせ、全館の
照明をコントロールしています。

東芝ライテック株式会社

館内は、高効率の空調機器で、
外気温や室内負荷などの条件
の変化に左右されずに、省エネ
性と快適性を両立しています。

東芝キヤリア株式会社

普段の生活では、なかなか節電を実行できませんが、
節電への取り組みを強く意識する出来事に遭遇すると
考え方にも変化が出てきます。

「環境家計簿」の存在を偶然知ったケンイチ君。
自分の家の環境負荷がどれくらいなのか興味津々です。

ケンイチ君の家庭でも始まったように、エネルギーの節約で私たちが

最も身近に取り組むことができるのが「節電」です。日本に暮らす誰もが

「節電」を真剣に考えたのは、まだ記憶に新しい東日本大震災直後の夏

でしょう。「計画停電」という言葉を皆が耳にし、会社、学校、駅、娯楽施

設、工場など、街のいたる所で必要以上に電気を使わない取り組みが行

われるようになりました。

「節電」は、最も多くの電力を使用する時間帯（ピーク時）の電力使用

を、極力抑えることをいいます。例えば、夏、暑さのピークを迎える午後の

時間帯の室内温度を適切に保つため、比較的電力の消費が少ない午前

中に室内を冷やしておいたり、深夜の電力を利用してお湯を沸かしておく

など、さまざまな工夫で節電効果が高まります。

ピーク時間を意識して取り組む活動が「節電」なら、時間帯に関係なく、

電気や熱などの合計エネルギーの総消費量を削減し、ＣＯ２の排出量を減

らすことが「省エネ」です。技術の進歩とともに、最近では、私たちの身の

回りにたくさんの省エネ製品が登場しています。家の中を見回しただけ

でも、エアコン、給湯機器、照明器具など、「省エネ」がコンセプトの製品が

数多く登場しています。家庭ばかりではありません。ビルや工場などの大

型施設でも、省エネタイプの昇降機や空調設備が活躍し、照明もＬＥＤ化

が進んでいます。これらの機器や器具を使う人は、より「節電」を意識し、

開発する製品メーカーは「省エネ」をさらに追求することで、地球温暖化

防止につながっていきます。

身近な行動で「節電」、技術の進化で「省エネ」

環境家計簿は、私たちの日常生活が、地球環境にどれくらいの負荷

を与えているかを知る方法です。電気、ガス、水道、ガソリンなど、さまざ

まなエネルギー消費項目をＣＯ２の重さに換算して計算し、環境への負荷

を数値で把握することができます。項目ごとに家庭での数値を算出し、

毎月の消費量を把握できれば、日々の節電にも役立つでしょう。

ケンイチ君を見習って「環境家計簿」を
つけてみよう!

2013年10月、東芝 コミュニティ・ソリューション事業グループが誕生し、
その中で「昇降機、照明、空調」の各社が、新たに協力体制をスタートさせました。

事業活動ではもちろん、環境活動でも相乗効果を出していきます。

節電、省エネ、生物多様性を
テーマに、環境活動の紹介と
将来の協力を話し合う。

Discussing today’s and future environmental activities with a focus on energy saving and biodiversity.

以节电、节能、生物多样性为主题，对环保活动的现状和未来合作进行对话。

特集 節電②

誌上座談会

save
 elec

tricit
y

※詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
http://www.eco-family.jpn.com/top/index.html

特集 節電①
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唐澤）「スマートコミュニティで社会の環境課題を解決していく」という使
命から発足した東芝 コミュニティ・ソリューション社（以下、CS社）のグルー
プメンバーで、こうして「環境座談会」ができるのは嬉しいですね。CS社の
事業には、ビルファシリティや道路システムなどのコミュニティ・ソリューション
事業、上下水道やリサイクルなどの水・環境事業があり、昇降機、照明、
空調の各グループ企業が新社屋（川崎スマートコミュニティセンター）に
集結し、協力体制が整いました。

村上）照明や空調は省エネを実感しやすいですが、昇降機の省エネという
とピンとこないかもしれません。実は、当社が開発したエレベーターは、省エネ
率最大50%を実現しています。新設のエレベーターでこの数字以上の省
エネを実現するのはハードルが高いと思います。昇降機の省エネについて
はビル管理者が望んでいますが、利用者側は省エネより使いやすさや安
全・安心を求めていると思います。

綿引）その点、空調機器は省エネや節電を訴求しやすいですね。しかも、
利用者にとって一番メリットになるところかもしれません。しかし、競合他社も
同じように省エネを訴求するので、「省エネNo.1」をうたいつつ、他のメリッ
トを加味していく必要があります。

河野）賃貸の住宅に住んでいると、オーナーさまの意向もあり勝手にエアコ
ンを省エネタイプに付け替えることは難しいですね。しかし、今の時代は電球を
LEDに替えることができます。トイレ、お風呂、洗面所などで使用していた白熱
電球を、LEDに替えることによって70%くらいの節電効果があるのです。たとえ
イニシャルコストが高くても、白熱電球からの交換はメリットが大きいと思います。

唐澤）皆さんご存じのように、このビルには当社が開発した「スマート
BEMS」が導入されています。昇降機、照明、空調など、それぞれの機器自
体は省エネですが、それらを効率よく使うことが大切になります。最先端のセ
ンサー技術や制御技術などを応用したBEMSで、ビル全体のエネルギー
使用量を削減するようにしています。自分たちの日常からデータを取り、より良
いエネルギー効率を求めて実証検証を続けているということですね。

村上）新社屋ではそのようなエネルギー管理ができるようになりましたが、私た
ちは以前から昼休みに事務所の消灯を行い、節電対策をしています。移転後
数ヵ月の実績ですが、旧本社ビルと比べ、3分の1くらいまで電力消費量が下
がったようです。当社では全国規模で昼休みの消灯を行っています。また、この
新社屋にも50%の省エネを達成したエレベーターが2基導入されています。

河野）当社は老朽化した設備を見直すときに、省エネタイプへの交換を徹
底しています。また、村上さんが言われたように、事務所内の不要な照明や
OA機器の電源を切ることを習慣づけています。製造工程でも、2010年に
白熱電球の製造をやめてLEDに切り替えた際、当初、火力を使って白熱
電球製造を行っていたころから比べると、組み立て製造中心のLEDは、工
程における省エネにも貢献していることになります。

綿引）私が勤務している富士事業所では、業務用で使用される大形空
調機器の開発がメインで、試験の工程で多くのエネルギーを使います。新し
い設備を導入するときは、省エネ技術が進んだものを積極的に取り入れるよ
うにしています。皆さん同様、事務所の消灯も富士事業所だけではなく、全
国の各事業所で実施しており、節電をはじめとする環境対策効果は着実
に上がってきているようです。また、環境活動の一環として、富士事業所には
小規模なビオトープが完成しました。これは、生物多様性保全活動の取り
組みとして以前から計画し、完成後はメダカが生息したり、カルガモ親子が
訪れたり、季節の植物が咲いたりしています。

河野）当社でも、生物多様性保全活動には積極的です。各地の工場で
身近な活動を行っています。その一つが希少生物の保護です。静岡県の
沼津工場では、植生調査で自生植物のキンラン、ギンラン、タシロランなど
が見つかりました。その後の保全活動により、順調に株数を増やしています。
そのほか、栃木県の鹿沼工場でもオオチゴユリの自生が見つかり、保護を
開始したところです。横須賀本社事務所では、三浦半島の小網代に自
生するハマカンゾウの生息域外保全や、愛媛県の今治事業所ではデン
ジソウ、絶滅宣言が出たトチカガミが見つかり、保護を開始しています。

村上）当社も各事業所の環境担当や植物好きの人が中心となり、生物多
様性マップをつくるなどの活動を行っています。しかし、それ以上に活発なの
は海外での活動です。中国では地元の野生動物保護のNPOに薬を寄付
し、多くの野鳥を保護したことが地元のマスコミにも取り上げられました。その
NPOの協力を得て、事業所内で国家指定保護動物のハヤブサを保護す
る活動も行っています。このような活動は、日本でも見習うべきだと思います。

唐澤）府中事業所では、北端にビオトープをつくっています。ビオトープ自体
は小さな池ですが、モニタリングに力を入れているところが特徴です。府中事
業所にいる自然観察指導員の資格をもった人が、モニタリングメンバーに
なっています。府中事業所には自然観察指導員の資格取得者が多く在籍
していることから、そのメンバーが月に一度のペースで集まり、事業所内の生
態系調査活動を行っています。また、調査結果を東芝公式Facebookや
ホームページで公開し、地域全体の生物多様性保全活動に役立てるなど、
情報発信に力を入れています。

河野）なるほど、それは素敵なアイデアだと思います。「春、こんな花が咲きまし
た」「秋、トンボを見かけました」。このような四季折 の々自然情報や、モニタリン
グで得たデータがFacebookで公開されれば地域の人たちもきっと喜ぶでしょ
うね。これはCSR的な観点で、地元地域はもちろん、さらに広いコミュニティとつ
ながり、素晴らしいコミュニケーションツールとして発展していくような気がします。

綿引）私も時代にマッチした環境活動の進化形のようで、新鮮でおもしろいと
思いました。企業としての環境保全活動だけではなく、個人が今取り組んでいる
ことや、これから取り組んでいきたいことも情報発信する時代なのかもしれませんね。

綿引）私は特に東日本大震災以降、エアコンを使うときの温度設定に気を
配るようになりました。また、扇風機とエアコンを上手に組み合わせて、個人の
節電を心掛けています。

村上）確かに東日本大震災直後の夏は、誰もが強く節電を意識したと思いま
す。計画停電という聞き慣れない言葉が登場し、電車の本数も減り、駅や娯楽
施設でも必要最小限の電力でまかなっていましたね。私の住まいでも計画停電
で照明が消え、エレベーターも止まり、11階の自室まで階段利用を経験しました。
今、節電の大切さを、身をもって知らされたことを思い出しました。また、私は個人
の環境活動をネットワークで共有化した方がよいと思っています。住まいのある

地域の市民環境会議に参加しようと思っているところです。そこでの内容は、子
どもたちへの教育や啓発活動、実際の生物多様性保全活動も体験できます。

河野）3.11の震災当時、私は四国に勤務していたので、その切迫感は皆さんほ
どではありませんが、東京出張の際「今日の電力使用量」が車内表示されてい
たのが印象的でした。電車やエレベーターが止まらないか、心配しましたね。

唐澤）コミュニティやその中の一人ひとりが、環境についてもっと考えなければ
ならない状況です。私は、CS社、そしてCS社を構成する各社が協力してやら
なければならないこと、協力してできることがたくさんあると思います。

河野）「エネルギーの見える化」をよく耳にしますが、「見えた次は管理す
る」ことが大切でしょう。われわれCS社グループは、個 に々素晴らしい製品
を送り出しています。今までは、それらがどのように使われているか見えればよ
かったのですが、これからは、「管理や制御」を絡めた製品価値をしっかり
と利用者に伝え、省エネに貢献していくべきだと思います。それを実践できる
のがCS社グループではないでしょうか。

綿引）そうですね。空調システムだけでも「管理や制御」が可能ですが、ほかの
製品と合わせてトータルに制御していくことで、全体として効果的な省エネを追
求するべきだと思います。これからは、それがテーマになることは間違いないでしょう。

村上）当社は2種類の「キャラバンカー」を所有しています。マンションやビルを
リニューアルするプランのデモを行うものと、次世代のビルマネジメントを体感で
きるものです。これを皆さんの会社の製品を絡めた訴求に活用していければと
思いました。CS社がリードし、3社協同で行えば相乗効果が出ると思います。

唐澤）まったく違う事業を行っている各社がせっかく一緒になったので、CS
社としてもシナジー効果を出せるように施策を考えているところです。スマートコ
ミュニティもここ数年の実証実験を終え、次の段階に移行しているところです
から、環境的な観点をしっかり踏まえた事業連携を加速させていきましょう。そ
して、実行した成果を広くお伝えできればよいと思います。

各社の製品がエネルギーの節約にどのような形で
貢献しているかをお聞かせください。

仕事において普段から心掛けている
節電への取り組みをお聞かせください。

他3社の生物多様性保全活動はいかがでしょうか。

東芝エレベータでは、ビルマネジメントの
未来を体感できるキャラバンカーを開発し
ました。創エネ・蓄エネからセキュリティま
で、次世代のビルマネジメントを分かりや
すく専用トラックに搭載。次世代のビルマ
ネジメントの臨場感をお客さまにデモンス
トレーションしています。

業務用エアコンを中心に開発・製造を行う国
内最大拠点の富士事業所では、「電力の見える
化」を進めています。お客さまの消費電力を最
小限に抑える省エネ製品を開発し、試験を実
施しています。大きなエネルギーを把握した
り、製造時の無駄な電力を監視したりするため
に、「電力の見える化」は重要なシステムです。

東芝ライテックでは、三浦半島小網代の谷
で盗掘被害が多かったハマカンゾウを、
2012年5月、横須賀事業所に28株移植し
ました。移植して数ヵ月で2株が開花し、
2014年5月には100株まで増やすことに
成功。小網代の谷に返還した後は、順調に
野生回復しています。

東芝の府中事業所およびその周辺は、今で
もたくさんの自然とふれあうことができま
す。また、事業所内にあるビオトープには鳥
や昆虫が訪れ、四季を通じてさまざまな草
花を観察することができます。このような
情報を随時Facebookで公開し、生物多様
性保全活動の情報交換の場としています。

府中事業所の生物多様性保全活動の取り組み ビルマネジメントの未来を体感できる「未来キャラバン」

「電力の見える化」の推進小網代の谷から希少植物のハマカンゾウを移植

東芝 コミュニティ･ソリューション社

東芝ライテック（株）

東芝エレベータ（株）

東芝キヤリア（株）

個人的な節電対策や、これから各社で
協力できることについてお聞かせください。

東芝公式Facebook

ハマカンゾウを工場内緑地に移植

ビルファシリティ　未来キャラバン

「電力の見える化」確認中

左から、唐澤、綿引、村上、河野（敬称略）

昇降機、照明、空調、それぞれの分野で先進性を
追求する各グループ会社。そして、コミュニティ

の中でエネルギーの在り方などを提案していくCS社。皆が、コミュ
ニティ・ソリューション事業を通じて役割を認識し、それぞれの強み
を発揮できる体制が整いました。環境面でも協力体制を充実させ、
これからの活動に反映させていく意気込みが感じられました。

まとめ

特集 節電② 誌上座談会
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唐澤）「スマートコミュニティで社会の環境課題を解決していく」という使
命から発足した東芝 コミュニティ・ソリューション社（以下、CS社）のグルー
プメンバーで、こうして「環境座談会」ができるのは嬉しいですね。CS社の
事業には、ビルファシリティや道路システムなどのコミュニティ・ソリューション
事業、上下水道やリサイクルなどの水・環境事業があり、昇降機、照明、
空調の各グループ企業が新社屋（川崎スマートコミュニティセンター）に
集結し、協力体制が整いました。

村上）照明や空調は省エネを実感しやすいですが、昇降機の省エネという
とピンとこないかもしれません。実は、当社が開発したエレベーターは、省エネ
率最大50%を実現しています。新設のエレベーターでこの数字以上の省
エネを実現するのはハードルが高いと思います。昇降機の省エネについて
はビル管理者が望んでいますが、利用者側は省エネより使いやすさや安
全・安心を求めていると思います。

綿引）その点、空調機器は省エネや節電を訴求しやすいですね。しかも、
利用者にとって一番メリットになるところかもしれません。しかし、競合他社も
同じように省エネを訴求するので、「省エネNo.1」をうたいつつ、他のメリッ
トを加味していく必要があります。

河野）賃貸の住宅に住んでいると、オーナーさまの意向もあり勝手にエアコ
ンを省エネタイプに付け替えることは難しいですね。しかし、今の時代は電球を
LEDに替えることができます。トイレ、お風呂、洗面所などで使用していた白熱
電球を、LEDに替えることによって70%くらいの節電効果があるのです。たとえ
イニシャルコストが高くても、白熱電球からの交換はメリットが大きいと思います。

唐澤）皆さんご存じのように、このビルには当社が開発した「スマート
BEMS」が導入されています。昇降機、照明、空調など、それぞれの機器自
体は省エネですが、それらを効率よく使うことが大切になります。最先端のセ
ンサー技術や制御技術などを応用したBEMSで、ビル全体のエネルギー
使用量を削減するようにしています。自分たちの日常からデータを取り、より良
いエネルギー効率を求めて実証検証を続けているということですね。

村上）新社屋ではそのようなエネルギー管理ができるようになりましたが、私た
ちは以前から昼休みに事務所の消灯を行い、節電対策をしています。移転後
数ヵ月の実績ですが、旧本社ビルと比べ、3分の1くらいまで電力消費量が下
がったようです。当社では全国規模で昼休みの消灯を行っています。また、この
新社屋にも50%の省エネを達成したエレベーターが2基導入されています。

河野）当社は老朽化した設備を見直すときに、省エネタイプへの交換を徹
底しています。また、村上さんが言われたように、事務所内の不要な照明や
OA機器の電源を切ることを習慣づけています。製造工程でも、2010年に
白熱電球の製造をやめてLEDに切り替えた際、当初、火力を使って白熱
電球製造を行っていたころから比べると、組み立て製造中心のLEDは、工
程における省エネにも貢献していることになります。

綿引）私が勤務している富士事業所では、業務用で使用される大形空
調機器の開発がメインで、試験の工程で多くのエネルギーを使います。新し
い設備を導入するときは、省エネ技術が進んだものを積極的に取り入れるよ
うにしています。皆さん同様、事務所の消灯も富士事業所だけではなく、全
国の各事業所で実施しており、節電をはじめとする環境対策効果は着実
に上がってきているようです。また、環境活動の一環として、富士事業所には
小規模なビオトープが完成しました。これは、生物多様性保全活動の取り
組みとして以前から計画し、完成後はメダカが生息したり、カルガモ親子が
訪れたり、季節の植物が咲いたりしています。

河野）当社でも、生物多様性保全活動には積極的です。各地の工場で
身近な活動を行っています。その一つが希少生物の保護です。静岡県の
沼津工場では、植生調査で自生植物のキンラン、ギンラン、タシロランなど
が見つかりました。その後の保全活動により、順調に株数を増やしています。
そのほか、栃木県の鹿沼工場でもオオチゴユリの自生が見つかり、保護を
開始したところです。横須賀本社事務所では、三浦半島の小網代に自
生するハマカンゾウの生息域外保全や、愛媛県の今治事業所ではデン
ジソウ、絶滅宣言が出たトチカガミが見つかり、保護を開始しています。

村上）当社も各事業所の環境担当や植物好きの人が中心となり、生物多
様性マップをつくるなどの活動を行っています。しかし、それ以上に活発なの
は海外での活動です。中国では地元の野生動物保護のNPOに薬を寄付
し、多くの野鳥を保護したことが地元のマスコミにも取り上げられました。その
NPOの協力を得て、事業所内で国家指定保護動物のハヤブサを保護す
る活動も行っています。このような活動は、日本でも見習うべきだと思います。

唐澤）府中事業所では、北端にビオトープをつくっています。ビオトープ自体
は小さな池ですが、モニタリングに力を入れているところが特徴です。府中事
業所にいる自然観察指導員の資格をもった人が、モニタリングメンバーに
なっています。府中事業所には自然観察指導員の資格取得者が多く在籍
していることから、そのメンバーが月に一度のペースで集まり、事業所内の生
態系調査活動を行っています。また、調査結果を東芝公式Facebookや
ホームページで公開し、地域全体の生物多様性保全活動に役立てるなど、
情報発信に力を入れています。

河野）なるほど、それは素敵なアイデアだと思います。「春、こんな花が咲きまし
た」「秋、トンボを見かけました」。このような四季折 の々自然情報や、モニタリン
グで得たデータがFacebookで公開されれば地域の人たちもきっと喜ぶでしょ
うね。これはCSR的な観点で、地元地域はもちろん、さらに広いコミュニティとつ
ながり、素晴らしいコミュニケーションツールとして発展していくような気がします。

綿引）私も時代にマッチした環境活動の進化形のようで、新鮮でおもしろいと
思いました。企業としての環境保全活動だけではなく、個人が今取り組んでいる
ことや、これから取り組んでいきたいことも情報発信する時代なのかもしれませんね。

綿引）私は特に東日本大震災以降、エアコンを使うときの温度設定に気を
配るようになりました。また、扇風機とエアコンを上手に組み合わせて、個人の
節電を心掛けています。

村上）確かに東日本大震災直後の夏は、誰もが強く節電を意識したと思いま
す。計画停電という聞き慣れない言葉が登場し、電車の本数も減り、駅や娯楽
施設でも必要最小限の電力でまかなっていましたね。私の住まいでも計画停電
で照明が消え、エレベーターも止まり、11階の自室まで階段利用を経験しました。
今、節電の大切さを、身をもって知らされたことを思い出しました。また、私は個人
の環境活動をネットワークで共有化した方がよいと思っています。住まいのある

地域の市民環境会議に参加しようと思っているところです。そこでの内容は、子
どもたちへの教育や啓発活動、実際の生物多様性保全活動も体験できます。

河野）3.11の震災当時、私は四国に勤務していたので、その切迫感は皆さんほ
どではありませんが、東京出張の際「今日の電力使用量」が車内表示されてい
たのが印象的でした。電車やエレベーターが止まらないか、心配しましたね。

唐澤）コミュニティやその中の一人ひとりが、環境についてもっと考えなければ
ならない状況です。私は、CS社、そしてCS社を構成する各社が協力してやら
なければならないこと、協力してできることがたくさんあると思います。

河野）「エネルギーの見える化」をよく耳にしますが、「見えた次は管理す
る」ことが大切でしょう。われわれCS社グループは、個 に々素晴らしい製品
を送り出しています。今までは、それらがどのように使われているか見えればよ
かったのですが、これからは、「管理や制御」を絡めた製品価値をしっかり
と利用者に伝え、省エネに貢献していくべきだと思います。それを実践できる
のがCS社グループではないでしょうか。

綿引）そうですね。空調システムだけでも「管理や制御」が可能ですが、ほかの
製品と合わせてトータルに制御していくことで、全体として効果的な省エネを追
求するべきだと思います。これからは、それがテーマになることは間違いないでしょう。

村上）当社は2種類の「キャラバンカー」を所有しています。マンションやビルを
リニューアルするプランのデモを行うものと、次世代のビルマネジメントを体感で
きるものです。これを皆さんの会社の製品を絡めた訴求に活用していければと
思いました。CS社がリードし、3社協同で行えば相乗効果が出ると思います。

唐澤）まったく違う事業を行っている各社がせっかく一緒になったので、CS
社としてもシナジー効果を出せるように施策を考えているところです。スマートコ
ミュニティもここ数年の実証実験を終え、次の段階に移行しているところです
から、環境的な観点をしっかり踏まえた事業連携を加速させていきましょう。そ
して、実行した成果を広くお伝えできればよいと思います。

各社の製品がエネルギーの節約にどのような形で
貢献しているかをお聞かせください。

仕事において普段から心掛けている
節電への取り組みをお聞かせください。

他3社の生物多様性保全活動はいかがでしょうか。

東芝エレベータでは、ビルマネジメントの
未来を体感できるキャラバンカーを開発し
ました。創エネ・蓄エネからセキュリティま
で、次世代のビルマネジメントを分かりや
すく専用トラックに搭載。次世代のビルマ
ネジメントの臨場感をお客さまにデモンス
トレーションしています。

業務用エアコンを中心に開発・製造を行う国
内最大拠点の富士事業所では、「電力の見える
化」を進めています。お客さまの消費電力を最
小限に抑える省エネ製品を開発し、試験を実
施しています。大きなエネルギーを把握した
り、製造時の無駄な電力を監視したりするため
に、「電力の見える化」は重要なシステムです。

東芝ライテックでは、三浦半島小網代の谷
で盗掘被害が多かったハマカンゾウを、
2012年5月、横須賀事業所に28株移植し
ました。移植して数ヵ月で2株が開花し、
2014年5月には100株まで増やすことに
成功。小網代の谷に返還した後は、順調に
野生回復しています。

東芝の府中事業所およびその周辺は、今で
もたくさんの自然とふれあうことができま
す。また、事業所内にあるビオトープには鳥
や昆虫が訪れ、四季を通じてさまざまな草
花を観察することができます。このような
情報を随時Facebookで公開し、生物多様
性保全活動の情報交換の場としています。

府中事業所の生物多様性保全活動の取り組み ビルマネジメントの未来を体感できる「未来キャラバン」

「電力の見える化」の推進小網代の谷から希少植物のハマカンゾウを移植

東芝 コミュニティ･ソリューション社

東芝ライテック（株）

東芝エレベータ（株）

東芝キヤリア（株）

個人的な節電対策や、これから各社で
協力できることについてお聞かせください。

東芝公式Facebook

ハマカンゾウを工場内緑地に移植

ビルファシリティ　未来キャラバン

「電力の見える化」確認中

左から、唐澤、綿引、村上、河野（敬称略）

昇降機、照明、空調、それぞれの分野で先進性を
追求する各グループ会社。そして、コミュニティ

の中でエネルギーの在り方などを提案していくCS社。皆が、コミュ
ニティ・ソリューション事業を通じて役割を認識し、それぞれの強み
を発揮できる体制が整いました。環境面でも協力体制を充実させ、
これからの活動に反映させていく意気込みが感じられました。

まとめ

特集 節電② 誌上座談会

10東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2014かカーテンは夏はいつでもゴーヤかな（関係会社／ユキ）　よ夜更かしの電気代もったいない心掛けよう早寝早起き（関係会社／くみっきー）　
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1 企業姿勢
Corporate Attitude   企业经营姿势

た太陽も風も波も大きなエネルギー　活かしてつなぐ　未来の財産（生産部門／ザキヤマ）

新たな企業スローガンのもと、コンプライアンスをさらに強化し、  積極的な企業活動を実践します We will enhance our legal compliance and take proactive action under a new slogan
在新的企业口号下，强化法令遵守的监察力度，积极地实践企业活动

東芝キヤリアグループは、「東芝グループ行動基準」にのっとった事業を行い、遵法の徹底、雇用における多様性の　尊重、知的財産権保護など、健全な企業活動に取り組んでいます。

東芝キヤリアグループの経営方針
東芝キヤリアグループは、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」を経営理
念としています。また、経営ビジョンは「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」を掲げています。今年度からは“Open the next 
chapter of Global Growth & Solution !”をスローガン
として、さらなる成長へ向けた企業活動を実践しています。

東芝グループ行動基準
東芝キヤリアグループは、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CSR経営を追求し、CSR、生
命・安全、コンプライアンス（法令、企業倫理、社会規範を
守ること）の意識を従業員一人ひとりの気持ちに根付くよう
に働きかけ、法律や社会のルールを誠実に守って行動する
よう徹底しています。

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

ガバナンス体制
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。

2013年度　CSRミーティング・教育テーマ

不正取引（架空発注） 2013年 6月

CSR（企業の社会的責任）とは
2013年 11月

身近な人権について考える

ワーク・スタイル・イノベーション（WSI）③ 
（介護両立支援編） 2014年 2月
「物品購入取引の適正化」の2テーマ

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

Open the next chapter of Global Growth & Solution !
Think B2B & Global ! から実行・変革そして成長へ

スローガン

東芝キヤリアグループ経営方針

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。

「国連グローバル・コンパクト」の10原則

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

東芝キヤリア株式会社のガバナンス体制
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1 企業姿勢
Corporate Attitude   企业经营姿势

れ冷蔵庫の開け閉めは短めに食材は詰め込みすぎず電力控えめに（関係会社／あーちゃん）　そ“そのうち”“あとで”はケガの元（関係会社／丹羽 善明）

新たな企業スローガンのもと、コンプライアンスをさらに強化し、  積極的な企業活動を実践します We will enhance our legal compliance and take proactive action under a new slogan
在新的企业口号下，强化法令遵守的监察力度，积极地实践企业活动

東芝キヤリアグループは、「東芝グループ行動基準」にのっとった事業を行い、遵法の徹底、雇用における多様性の　尊重、知的財産権保護など、健全な企業活動に取り組んでいます。

法令遵守の取り組み
事業にかかわるすべての法令を確認し、社内通知による

法令の周知や従業員教育の実施などを通じ、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は、基本方針、体制、活動
計画などを審議し、遵守状況を確認しています。さらに、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。

グローバル化の推進に伴う 
多様性や人財育成

多国籍の従業員を毎年採用しています。
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、国内グ
ループ会社では、法定雇用率を上回る2.27％の雇用率を達
成しています。

また、母性保護のための各種制度を整備し、女性従業員
それぞれのライフステージに合わせた制度を構築していま
す。国内グループ会社では、女性従業員の比率は15％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。

特許関連事項
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。2013年度は、国内外で152件を特許出願し、そ
のうち134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。

（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

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

2013年度 発明奨励賞 
特許第4343627号 ロータリ式密閉形圧縮機および

冷凍サイクル装置
川辺 功／望月 和男／ 
北市 昌一郎／平野 浩二／ 
高島 和／小野田 泉

特許第4330347号 空調制御装置 山下 哲司／小林 壮寛

2013年度　特許出願・登録件数

特許出願件数

国内 79

外国※ 73

合計 152

特許登録件数

国内 99

外国※ 35

合計 134
※外国は中国実用新案を含む。

2013年度　遵法教育一覧

教育名 実施時期

環境教育一般コース 2013年 7月

情報セキュリティと個人情報保護 2013年 7月

下請法教育 2013年 8月

ソーシャルメディアリスク教育 2013年 8月

メンタルヘルス 2013年 9月

著作権 2014年 2月

営業リスクコンプライアンス 2014年 2月

電気用品安全法 2014年 2月

東芝グループ行動基準 2014年 3月

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 1,710名 304名

海外グループ会社　合計 1,097名 777名

グループ全体 2,807名 1,081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年度 2名 5名 7名

※数値は2014年4月1日現在



取締役社長

熊谷 登

各作業者をスポットで空調（シングルエース）

マネージング
ディレクター

小坂 明生
開業当時メンバーの集合写真（工場玄関前)

社員旅行でのチームビルディング（海南島三亜）

マネージング
ディレクター

大捕 雅彦

会社周辺歩道のゴミ拾いの様子

副総経理

本間 久憲

上海での中国家電博覧会出展の様子（2014年3月）

TCACおよびTCSA
総裁

池上 聡

※人文字で「TOSHIBA」をつくっています。

河川の堤防での植樹活動

当社は、空調・冷凍機器用のレシプロ、スクロールコンプレッサー、空調機
器用タンクなどを製造しています。これらの製造では、環境負荷の高い設
備の利用や工程も多くあるため、2013年2月の東芝キヤリア富士事業所
内への移転を機に、東芝キヤリアグループのファクトリーソリューションの
一つであるシングルエース（空調用）、CAONS（部品洗浄）を導入しました。
生産活動における環境負荷の低減に配慮し、来社されるお客さまに対し、
最新の環境調和型製品を実感していただいています。

環境配慮型のモデル工場を目指した取り組みを推進中

1 富士冷熱工業株式会社（FRC）
Fuji Reinetsu Industrial Corporation

当社は、全世界市場をターゲットとする東芝キヤリアグループの生産拠点
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を生産し、世
界各地へ販売しています。2013年5月に完成した新製造プラントは、最新の
空調・照明設備を導入し、生産能力を大幅に増強するとともに、エコフレンド
リーな側面も兼ね備えています。また、2014年度からは製品ラインアップの
中に、環境負荷の低い新冷媒（R32）を使用した製品を順次投入し、2015年
度までに切り替えを完了する予定です。さらにCSR活動として、近隣の学校と
の交流や、現地の東芝グループ会社と協働で植樹活動などを行っています。
※1 LC（Light Commercial）：店舗やオフィス用空調システム　
※2 VRF（Variable Refrigerant Flow）：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

新エコファクトリーが軌道に乗り、CSR活動も充実

2 東芝キヤリア タイ社（TCTC）
Toshiba Carrier (Thailand) Co., Ltd.

当社は、中国における高品質で省エネ性に優れたインバーター
空調機器の開発・生産拠点として、2013年9月、浙江省杭州市に
設立されました。翌2014年2月から生産を開始し、以来順調に推
移しています。従業員数も9月には250名を超えました。今後は販
売会社のTCSAと力を合わせ、中国市場のニーズにマッチした商
品を開発・生産してまいります。たくさんのお客さまに東芝ブラン
ドの省エネエアコンを提供することで、中国の経済発展と環境保
全に貢献していきます。

中国市場のニーズをとらえた製品の開発と生産を展開

4 東芝キヤリア中国社（TCAC）
Toshiba Carrier Air Conditioning (China) Co., Ltd. 东芝开利空调（中国）有限公司

当社は、経済発展著しい中国で、高品質で省エネ性に優れた日
本製のインバーター空調機器を提供してきました。今後はTCAC
製の商品を加え、お客さまのさまざまなご要望にお応えしながら
販売の拡充に努めていきます。教育・文化支援活動では、東芝中
国社と連携して、老朽化した小学校の校舎を再建する「希望小学
校支援」に参加しています。また、TCACの地元、杭州市の中国プ
ロサッカースーパーリーグに所属する「杭州緑城」のメインスポン
サーになっています。これからも中国の教育、文化、スポーツの発
展に貢献していきます。

中国の教育・文化・スポーツの発展にも貢献

5 東芝キヤリア空調販売（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

当社は、2012年11月に（株）富士通ゼネラルとの合弁により設立された、
空調用コンプレッサーの製造会社です。当社の製品は、空調機器の省エネ
性能向上に大きく貢献しています。今年度も生産体制を拡充していく計画
で、世界の省エネに貢献する気持ちで従業員一同頑張っています。環境面と
しては、すでに昨年度ISOを取得しているほか、2014年度からは東芝グ
ループの環境監査を受査する予定で、全社での取り組みを強化しています。

コンプレッサーの生産拡大で省エネ化に貢献

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

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2,400万台を販売し、業界
トップメーカーの地位を確保しました。本年度は、「全球每三台空调、
就有一台使用GMCC压缩机」をスローガンに、ブランド力強化のPR
を積極的に行っています。また、インバーター機種や多種の冷媒用機種
をはじめ、高効率・高性能機種のグローバル展開や、空調機器メーカー
との連携から省エネ、CO2削減に努めています。

「全球每三台空调、就有一台使用GMCC压缩机」をスローガンに　

6 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

コンプレッサーの世界シェア 3 割獲得

当社の生産活動の多くが、周囲の自然環境に影響を及ぼす恐れがあることから、環境保全活動には十分に配慮しています。EHS（環境・衛生・安全）部
門が社内の環境管理の事務局として機能し、廃棄物管理、化学物質管理の重要達成指標である温室効果ガス、化学物質、水、廃棄物などについて毎年
目標を立て管理しています。また、従業員の環境意識を高めるため、社内広報、各種会議、内部監査、従業員教育、各種社内行事なども展開しています。

環境担当からのコメント

安全・環境グループ長　Ms.Srirattana Vanichadisak（シラタナ）
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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

つ使う工夫と抑える努力、知恵をしぼって省エネライフ（関係会社／くまさん）

国内外の関係会社からのメッセージ Messages from Subsidiaries in and outside of Japan
国内外关连公司的信息

アジア地域や国内の関係会社で、製造工程における環境負荷の低減など、さまざまな環境活動が展開されています。



取締役社長

熊谷 登

各作業者をスポットで空調（シングルエース）

マネージング
ディレクター

小坂 明生
開業当時メンバーの集合写真（工場玄関前)

社員旅行でのチームビルディング（海南島三亜）

マネージング
ディレクター

大捕 雅彦

会社周辺歩道のゴミ拾いの様子

副総経理

本間 久憲

上海での中国家電博覧会出展の様子（2014年3月）

TCACおよびTCSA
総裁

池上 聡

※人文字で「TOSHIBA」をつくっています。

河川の堤防での植樹活動

当社は、空調・冷凍機器用のレシプロ、スクロールコンプレッサー、空調機
器用タンクなどを製造しています。これらの製造では、環境負荷の高い設
備の利用や工程も多くあるため、2013年2月の東芝キヤリア富士事業所
内への移転を機に、東芝キヤリアグループのファクトリーソリューションの
一つであるシングルエース（空調用）、CAONS（部品洗浄）を導入しました。
生産活動における環境負荷の低減に配慮し、来社されるお客さまに対し、
最新の環境調和型製品を実感していただいています。

環境配慮型のモデル工場を目指した取り組みを推進中

1 富士冷熱工業株式会社（FRC）
Fuji Reinetsu Industrial Corporation

当社は、全世界市場をターゲットとする東芝キヤリアグループの生産拠点
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を生産し、世
界各地へ販売しています。2013年5月に完成した新製造プラントは、最新の
空調・照明設備を導入し、生産能力を大幅に増強するとともに、エコフレンド
リーな側面も兼ね備えています。また、2014年度からは製品ラインアップの
中に、環境負荷の低い新冷媒（R32）を使用した製品を順次投入し、2015年
度までに切り替えを完了する予定です。さらにCSR活動として、近隣の学校と
の交流や、現地の東芝グループ会社と協働で植樹活動などを行っています。
※1 LC（Light Commercial）：店舗やオフィス用空調システム　
※2 VRF（Variable Refrigerant Flow）：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

新エコファクトリーが軌道に乗り、CSR活動も充実

2 東芝キヤリア タイ社（TCTC）
Toshiba Carrier (Thailand) Co., Ltd.

当社は、中国における高品質で省エネ性に優れたインバーター
空調機器の開発・生産拠点として、2013年9月、浙江省杭州市に
設立されました。翌2014年2月から生産を開始し、以来順調に推
移しています。従業員数も9月には250名を超えました。今後は販
売会社のTCSAと力を合わせ、中国市場のニーズにマッチした商
品を開発・生産してまいります。たくさんのお客さまに東芝ブラン
ドの省エネエアコンを提供することで、中国の経済発展と環境保
全に貢献していきます。

中国市場のニーズをとらえた製品の開発と生産を展開

4 東芝キヤリア中国社（TCAC）
Toshiba Carrier Air Conditioning (China) Co., Ltd. 东芝开利空调（中国）有限公司

当社は、経済発展著しい中国で、高品質で省エネ性に優れた日
本製のインバーター空調機器を提供してきました。今後はTCAC
製の商品を加え、お客さまのさまざまなご要望にお応えしながら
販売の拡充に努めていきます。教育・文化支援活動では、東芝中
国社と連携して、老朽化した小学校の校舎を再建する「希望小学
校支援」に参加しています。また、TCACの地元、杭州市の中国プ
ロサッカースーパーリーグに所属する「杭州緑城」のメインスポン
サーになっています。これからも中国の教育、文化、スポーツの発
展に貢献していきます。

中国の教育・文化・スポーツの発展にも貢献

5 東芝キヤリア空調販売（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

当社は、2012年11月に（株）富士通ゼネラルとの合弁により設立された、
空調用コンプレッサーの製造会社です。当社の製品は、空調機器の省エネ
性能向上に大きく貢献しています。今年度も生産体制を拡充していく計画
で、世界の省エネに貢献する気持ちで従業員一同頑張っています。環境面と
しては、すでに昨年度ISOを取得しているほか、2014年度からは東芝グ
ループの環境監査を受査する予定で、全社での取り組みを強化しています。

コンプレッサーの生産拡大で省エネ化に貢献

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

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2,400万台を販売し、業界
トップメーカーの地位を確保しました。本年度は、「全球每三台空调、
就有一台使用GMCC压缩机」をスローガンに、ブランド力強化のPR
を積極的に行っています。また、インバーター機種や多種の冷媒用機種
をはじめ、高効率・高性能機種のグローバル展開や、空調機器メーカー
との連携から省エネ、CO2削減に努めています。

「全球每三台空调、就有一台使用GMCC压缩机」をスローガンに　

6 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

コンプレッサーの世界シェア 3 割獲得

当社の生産活動の多くが、周囲の自然環境に影響を及ぼす恐れがあることから、環境保全活動には十分に配慮しています。EHS（環境・衛生・安全）部
門が社内の環境管理の事務局として機能し、廃棄物管理、化学物質管理の重要達成指標である温室効果ガス、化学物質、水、廃棄物などについて毎年
目標を立て管理しています。また、従業員の環境意識を高めるため、社内広報、各種会議、内部監査、従業員教育、各種社内行事なども展開しています。

環境担当からのコメント

安全・環境グループ長　Ms.Srirattana Vanichadisak（シラタナ）
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2

ね寝る時は　エアコン切って　アイス枕（関係会社／トリプルA）　な生ごみは　ひと手間かけて　しっかり水切り　忘れずに（関係会社／山崎 かおる）

国内外の関係会社からのメッセージ Messages from Subsidiaries in and outside of Japan
国内外关连公司的信息

アジア地域や国内の関係会社で、製造工程における環境負荷の低減など、さまざまな環境活動が展開されています。
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3 環境活動報告
Environment Activity Report   环保活动报告

ら乱獲から　守って増やそう　ハマカンゾウ（スタッフ／ジャック・ニコルソン）　む無駄な照明気づいて消してエコ活動（販売部門／井上 浩二）

Green�of�Product 指標
2013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 35％ 37％ ○
＋2％

新たに4製品群が認定され、
目標を達成しました。 50％

Green�of�Process※1 指標
2013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年度基準） ６０％ ６４％ ○

＋４％
空調機・冷凍機の高効率化や 
LED照明など省エネ改善を 
推進し目標を達成しました。

６７％

資源の有効活用

廃棄物総発生量削減
（２０００年度基準） ２６％ ４２％ ◎

＋１６％
廃棄物抑制施策や発生源管理強化などで

総発生量が削減されました。 ３０％

廃棄物最終処分率※２ グループ合計で
0.5％未満 ０.１２％ ◎

−0.３８％
廃棄物総発生量の削減や再資源化施策 

により目標を達成しました。
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） ６５％ ８３％ ◎

＋１８％
塗装工程生産性向上および不良率 

削減施策により排出量削減を実施しました。 ７８％

Green�Management 指標
2013年度 2015年度�

達成目標目標 実績 評価 まとめ

生物多様性保全 調査／指標選定／測定実施
調査実施率

100％
指標選定率

50％

調査実施率
100％

指標選定率
100％

○ 富士：調査／指標選定済
津山：調査／指標選定済

測定実施率
100％

※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 事業に伴い生じる副産物やその他の発生するすべて（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）、東芝キヤリア空調サービス（株）、富士冷熱工業（株）、富士東芝キヤリアプロダクツ（株）、東芝キヤリアエンジニアリング＆ライフサポート（株）、 
（株）キャリア総合サービス、東芝キヤリア タイ社、東芝キヤリア空調販売（上海）有限公司

国内各事業所や海外拠点の環境活動はますます充実しています Our offices and factories, both in and outside of Japan, are carrying out environmental activities more actively
国内各事业所和海外网点的环境活动越来越充实

東芝キヤリアグループは、社長を環境経営責任者とした組織体制で環境活動に取り組んでいます。また、東芝グループの環境  アクションプランを基盤に独自の展開を図り、新たな指標「T-COMPASS」を取り入れた活動を実践しています。

環境活動体制
環境経営責任者である社長のもと、環境活動を統括している取締

役が環境推進責任者として任命され、職域ごとに環境推進副責任者
（9名）を設定した活動体制を取っています。半期に一度、「東芝キヤリ
アグループ地球環境会議」を開催し、実績報告や計画・目標をグルー
プ内で確認しています。

環境監査
外部監査としては、国内3拠点および海外3拠点※でISO14001の

認証を取得しています。また、内部監査としては、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。
※ 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／ 

東芝キヤリア中国社

遵法管理
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回の環境パトロー
ルを実施し、問題の早期発見や解決に取り組んでいます。また、従業
員による緊急時対応訓練や職能別の環境教育も実施しています。

東芝グループ第5次環境アクションプラン
東芝グループが2012年度から推進している「第5次環境アクショ

ンプラン」について、東芝キヤリアグループは独自の目標を設定して
展開中です。また、「東芝グループ環境一斉アクション」には、グロー
バル環境活動について「TOSHIBA BATONでつなぐ」をコンセプト
に、富士事業所、津山事業所、掛川事業所が参加しました。

東芝キヤリアグループ地球環境会議
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

東芝キヤリアグループ地球環境会議

環境・CSR本部環境推進室

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

地球環境会議の様子

緊急時対応訓練の様子
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3 環境活動報告
Environment Activity Report   环保活动报告

う裏紙使って　紙の削減　徹底的に（関係会社／伊藤 知美）　ゐいらないよ　レジでの一言　地球思い（事務局／オーメン）

国内各事業所や海外拠点の環境活動はますます充実しています Our offices and factories, both in and outside of Japan, are carrying out environmental activities more actively
国内各事业所和海外网点的环境活动越来越充实

東芝キヤリアグループは、社長を環境経営責任者とした組織体制で環境活動に取り組んでいます。また、東芝グループの環境  アクションプランを基盤に独自の展開を図り、新たな指標「T-COMPASS」を取り入れた活動を実践しています。

エクセレントECP※
東芝キヤリアグループでは、店舗・オフィス・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。これらの製品は、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
素を基準に開発しています。また、業界No.1の製品、または
オンリーワンの製品は、東芝でエクセレントECPとして認定さ
れています。2013年度には4製品群が新規認定され、合計
20製品群が認定され、売上高比35%を超えています。
※ECP： Environmental Conscious Product

表彰および認定
2013年度の外部からの表彰および認定は、製品関係では

「地球温暖化防止活動環境大臣表彰」を受賞、拠点関係では
津山事業所が「岡山エコ事業所」として認定されました。

T-COMPASS※
T-COMPASSは、東芝グループの環境“羅針盤”として、環

境貢献すべき領域を4つに定め、“東西南北”のシンボルで表
現したものです。今後、「資源消費の最小化」「エネルギー・気
候変動問題への対応」「水資源消費の最小化」「化学物質リス
クの最小化」の4つの視点で環境対策を強化していきます。
※ T-COMPASS： Toshiba Comprehensive environmental database and its Practical 

Application to Simplified and／or Streamlined LCA

ECPの
3要素

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

●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

地球温暖化防止活動環境大臣表彰の様子 岡山エコ事業所認定証

ライフサイクル管理の強化

東芝グループ環境“羅針盤”
T-COMPASS

LCA・ファクターTの知見を活用
製品だけでなく、サプライチェーン・組織に
対象範囲を拡大

地域性を考慮
地域による環境課題・影響の違いを考慮し、
地域戦略の立案

生物多様性影響の最小化
持続可能な生産と消費

自然生息域の
損失低減普及・啓発活動

資源消費の最小化
2020年欧州資源効率政策への対応
グリーン成長の加速

省資源No.1製品創出、資源循環
の拡大、高効率モノづくり

主な
取り組み

主な
取り組み

主な
取り組み

主な
取り組み

エネルギー・気候変動問題への対応
2020年温室効果ガス削減目標への対応

省エネNo.1製品創出、再生可能
エネルギー推進、スコープ３対応

水資源消費の最小化

水インフラ・ソリューション拡大、
水ストレス地域の管理強化

水資源の影響評価（ウォーターフットプリント）の
確立

化学物質リスクの最小化

グローバル法規制の先取り、
グリーン調達の着実な実施

2020年国際的な化学物質管理のための
戦略的アプローチ（SAICM※）への対応

Substance

Water Energy

Natural resource

N

W

E

S

Energy

Substance

Water

Natural resource

※ SAICM（Strategic Approach to International Chemicals Management）： 国際的な化学物質管理のための戦略的アプローチ

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



ターボ冷凍機で大気中に放熱されていた冷却系統の
廃熱を回収して温水を生成

食品工場における加熱・殺菌工程の加温を冷却工程の
排水から熱回収（冷熱・温熱が同時に発生するプロセス）

かけ流し温泉の熱回収により、冷泉の加温やシャワーに利用

廃熱を回収したエネルギー利用設置例1

食品工場における利用設置例2

温泉施設における利用設置例3

エクセレント

ECP

ユニバーサルスマートX（USX）

水族館（イメージ） USX開発メンバー

スーパーフレックスモジュールチラー（SFMC）

エクセレント

ECP

エクセレント

ECP

CAONS45
(64℃までの機種です。）

CAONS140 CAONS700

溶かされたチョコレート（イメージ） 開発メンバーとご協力いただいた
メロン農家さま

熱回収型CAONS

開発リーダー
室井 邦雄

（t-CO2/年）

蒸気ボイラー
（基準機種）

HWC-WH6701
（開発機種）

20.0

40.0

60.0

0

45%削減57.8

31.6

（t-CO2/年）

ボイラー
（基準機種）

CAONS７００
（開発機種）

40.0

60.0

80.0

20.0

0

45%削減67.5

37.4

（t-CO2/年）

TAG-C009※
（基準機種）

RUA-SP331（USX）
（開発機種）

200.0

150.0

100.0

50.0

0

年間CO2排出量比較

年間CO2排出量比較

60%削減152.3

60.9

※ 新製品1台あたりの能力に
 換算したときのCO2排出量

年間CO2排出量比較

热源机
Heaters

東芝キヤリアでは、いろいろなタイプの熱源機を提供しています。これらの製品は、工場などでの使用時にエネルギー　の削減に貢献し、東芝グループで「エクセレントECP」として認定・登録されています。
熱源機

ユニバーサルスマートＸ（ＵＳＸ）／スーパーフレックスモジュールチラー（SFMC）

ＵＳＸやＳＦＭＣは、Ｘ形のフレームが特徴のある
大形の熱源機器で、工場やショッピングセン
ターの空調機器として使用されているほか、水
族館や動物園などにも設置されています。当社
は大形熱源機器業界で、約40%の国内シェア※

を占めています。
※2013年度実績による

熱回収型CAONS
Heat Recovery Type Heat Pump CAONS / 热回收型CAONS

Q： 熱回収型CAONSの特長を教えてください。
A： 小形モジュール設計で、回収できる廃熱の大きさと、

回収した熱利用の大きさのバランスを容易に確立
し、温水最高温度85℃まで対応できます。

Q： どんなところで利用できますか。
A： 右の設置例にあるように、さまざまな用途で利用で

きます。
Q： 本製品を設置することによってどのような効果があ

りますか。
A： 設置例1では、製造装置の冷却プロセスで排出され

た熱を回収し、洗浄工程へ高温熱を供給していま
す。従来システムと比べて52％のランニングコスト
削減と48％のCO2排出量の削減を実現しました。

Q： 対応可能な規模はどれくらいですか。
A： 負荷に応じて最大１２８台まで連結制御可能です。ま

た、従来の水冷チラーに対し設置面積を２０％削減し
ましたので、９人乗りのエレベーターでの搬入が可能 
となり、施工性の向上を実現しました。

冷房や生産工程の冷却時に出る廃熱
を利用し、廃熱の量や温度の実状に合
わせて熱を回収して利用できる熱回収
型ヒートポンプを開発しました。開発
リーダーの室井グループ長に話を聞き
ました。

CAONS
CAONS / CAONS

90℃までのお湯をつくることができるため、工
場内でのお湯を使う洗浄工程や、お湯の熱を利
用した乾燥工程などで活躍しています。チョコ
レートを溶かす工程や、メロンやイチゴ農家の
ビニールハウスにも使われています。お客さま
の要求に応じたさまざまな用途で使用できる可
能性が広がっています。

大形熱源機器
Universal Smart X (USX)･Super Flex Module-Chiller (SFMC) / 通用智能型X（USX）空调热源机･超级节能模块式冷风冷水机（SFMC）

Q&A
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3 環境活動報告 製品紹介①
Environment Activity Report (Product Highlights)   环保活动报告（产品介绍）

ののんびりドライブ燃費よし、環境よし（技術部門／ぴーまん）　お思いやりで大きく減らせる　環境破壊！（関係会社／ユ－ミン）



ターボ冷凍機で大気中に放熱されていた冷却系統の
廃熱を回収して温水を生成

食品工場における加熱・殺菌工程の加温を冷却工程の
排水から熱回収（冷熱・温熱が同時に発生するプロセス）

かけ流し温泉の熱回収により、冷泉の加温やシャワーに利用

廃熱を回収したエネルギー利用設置例1

食品工場における利用設置例2

温泉施設における利用設置例3

エクセレント

ECP

ユニバーサルスマートX（USX）

水族館（イメージ） USX開発メンバー

スーパーフレックスモジュールチラー（SFMC）

エクセレント

ECP

エクセレント

ECP

CAONS45
(64℃までの機種です。）

CAONS140 CAONS700

溶かされたチョコレート（イメージ） 開発メンバーとご協力いただいた
メロン農家さま

熱回収型CAONS

開発リーダー
室井 邦雄

（t-CO2/年）

蒸気ボイラー
（基準機種）

HWC-WH6701
（開発機種）

20.0

40.0

60.0

0

45%削減57.8

31.6

（t-CO2/年）

ボイラー
（基準機種）

CAONS７００
（開発機種）

40.0

60.0

80.0

20.0

0

45%削減67.5

37.4

（t-CO2/年）

TAG-C009※
（基準機種）

RUA-SP331（USX）
（開発機種）

200.0

150.0

100.0

50.0

0

年間CO2排出量比較

年間CO2排出量比較

60%削減152.3

60.9

※ 新製品1台あたりの能力に
 換算したときのCO2排出量

年間CO2排出量比較

热源机
Heaters

東芝キヤリアでは、いろいろなタイプの熱源機を提供しています。これらの製品は、工場などでの使用時にエネルギー　の削減に貢献し、東芝グループで「エクセレントECP」として認定・登録されています。
熱源機

ユニバーサルスマートＸ（ＵＳＸ）／スーパーフレックスモジュールチラー（SFMC）

ＵＳＸやＳＦＭＣは、Ｘ形のフレームが特徴のある
大形の熱源機器で、工場やショッピングセン
ターの空調機器として使用されているほか、水
族館や動物園などにも設置されています。当社
は大形熱源機器業界で、約40%の国内シェア※

を占めています。
※2013年度実績による

熱回収型CAONS
Heat Recovery Type Heat Pump CAONS / 热回收型CAONS

Q： 熱回収型CAONSの特長を教えてください。
A： 小形モジュール設計で、回収できる廃熱の大きさと、

回収した熱利用の大きさのバランスを容易に確立
し、温水最高温度85℃まで対応できます。

Q： どんなところで利用できますか。
A： 右の設置例にあるように、さまざまな用途で利用で

きます。
Q： 本製品を設置することによってどのような効果があ

りますか。
A： 設置例1では、製造装置の冷却プロセスで排出され

た熱を回収し、洗浄工程へ高温熱を供給していま
す。従来システムと比べて52％のランニングコスト
削減と48％のCO2排出量の削減を実現しました。

Q： 対応可能な規模はどれくらいですか。
A： 負荷に応じて最大１２８台まで連結制御可能です。ま

た、従来の水冷チラーに対し設置面積を２０％削減し
ましたので、９人乗りのエレベーターでの搬入が可能 
となり、施工性の向上を実現しました。

冷房や生産工程の冷却時に出る廃熱
を利用し、廃熱の量や温度の実状に合
わせて熱を回収して利用できる熱回収
型ヒートポンプを開発しました。開発
リーダーの室井グループ長に話を聞き
ました。

CAONS
CAONS / CAONS

90℃までのお湯をつくることができるため、工
場内でのお湯を使う洗浄工程や、お湯の熱を利
用した乾燥工程などで活躍しています。チョコ
レートを溶かす工程や、メロンやイチゴ農家の
ビニールハウスにも使われています。お客さま
の要求に応じたさまざまな用途で使用できる可
能性が広がっています。

大形熱源機器
Universal Smart X (USX)･Super Flex Module-Chiller (SFMC) / 通用智能型X（USX）空调热源机･超级节能模块式冷风冷水机（SFMC）

Q&A
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く暗くても　ムダな電気は　小まめに消そう　明るい未来が　見えてくる（関係会社／佐野 雅彦）



SMMS-C

Air-to-Water
SPI MiNi-SMMS

香港向け列車空調
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ＳＭＭＳ（i、C、SHRMシリーズ）
Super Module Multi Series / SMMS系列

面向全球的产品提供
Worldwide Product Offering

東芝キヤリアグループでは、世界各国が求めるニーズに合わせ、グローバルで活躍する製品を提供しています。
グローバルでの製品提供

シングルエース

列車空調
Train Air-Conditioners / 列车空调

新幹線をはじめとして、各鉄道車両用の空調を提供してい
ます。移動中の列車の中で、お客さまに快適に過ごしてい
ただくために、より過酷な試験を実施し品質を保証してい
ます。海外では、香港向け地下鉄でインバーターを搭載し
た省エネタイプの列車空調の技術が採用されています。

シングルエース
SINGLE ACE / SINGLE ACE

シングルエースは、室外機と室内機が一体になったエアコンで
す。一体型にすることで、室内工事を行わずに設置が可能にな
りました。そのため、24時間営業のコンビニエンスストアや
ファミリーレストランなどにも多く使われています。

室外機に複数の室内機をつなぎ、多数の部屋や空間を同時に
空調できるシリーズです。室外機自身も連結でき、ビルなどの
比較的大きな空間で利用されています。日本国内はもちろん、
高い省エネ性が評価され、世界各地のさまざまな施設で利用
されています。

MiNi-SMMS
MiNi-SMMS / MiNi-SMMS

新興国向けに開発した横吹きタイプのマルチエアコンで
す。従来機種では、室外機をマンションに設置する場合、
ベランダの設置空間を多く使用していました。しかし本機
種は、設置スペースを約50%削減し、業界トップクラスの
省エネ性を実現しました。

SPI
SPI / SPI

新興国向けにリーズナブルな価格での提供を可能にした
インバーター搭載の冷房専用機です。インド、タイなどで活
躍しています。従来機種よりもCO2の排出量は約32％削
減できます。ローカルフィットの商品として、2013年度にエ
クセレントECPに認定されました。

Air-to-Water
Air-to-Water / Air-to-Water

化石燃料を使わず、ヒートポンプで給湯および床暖房がで
きるシステムで、広くヨーロッパを中心に利用されていま
す。従来から同様の用途で使用されているガスボイラーと
比較し、CO2排出量は約51%削減を実現しました。

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
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3 環境活動報告 製品紹介②
Environment Activity Report (Product Highlights)   环保活动报告（产品介绍）

や山の木々　増やして減らそう　二酸化炭素（スタッフ／マリオ・バロテッリ）　



SMMS-C

Air-to-Water
SPI MiNi-SMMS

香港向け列車空調
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（基準機種） （開発機種）
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年間CO2排出量比較
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10.7
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RDA-SPA018H
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RDA-SPE5605HT
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2.00
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6.00
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MMY-MJ2801HT
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MMY-MH2501HC8-C
（開発機種）

2.00
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4.00
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年間CO2排出量比較

46%削減3.39

1.85
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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

（t-CO2/年）

ガスボイラー
（基準機種）

HWS-1404XWHM3-E/
HWS-1404H-E
（開発機種）

4.00

6.00

0

年間CO2排出量比較

51%削減

3.47

2.00

8.00
（t-CO2/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

7.01

ＳＭＭＳ（i、C、SHRMシリーズ）
Super Module Multi Series / SMMS系列

面向全球的产品提供
Worldwide Product Offering

東芝キヤリアグループでは、世界各国が求めるニーズに合わせ、グローバルで活躍する製品を提供しています。
グローバルでの製品提供

シングルエース

列車空調
Train Air-Conditioners / 列车空调

新幹線をはじめとして、各鉄道車両用の空調を提供してい
ます。移動中の列車の中で、お客さまに快適に過ごしてい
ただくために、より過酷な試験を実施し品質を保証してい
ます。海外では、香港向け地下鉄でインバーターを搭載し
た省エネタイプの列車空調の技術が採用されています。

シングルエース
SINGLE ACE / SINGLE ACE

シングルエースは、室外機と室内機が一体になったエアコンで
す。一体型にすることで、室内工事を行わずに設置が可能にな
りました。そのため、24時間営業のコンビニエンスストアや
ファミリーレストランなどにも多く使われています。

室外機に複数の室内機をつなぎ、多数の部屋や空間を同時に
空調できるシリーズです。室外機自身も連結でき、ビルなどの
比較的大きな空間で利用されています。日本国内はもちろん、
高い省エネ性が評価され、世界各地のさまざまな施設で利用
されています。

MiNi-SMMS
MiNi-SMMS / MiNi-SMMS

新興国向けに開発した横吹きタイプのマルチエアコンで
す。従来機種では、室外機をマンションに設置する場合、
ベランダの設置空間を多く使用していました。しかし本機
種は、設置スペースを約50%削減し、業界トップクラスの
省エネ性を実現しました。

SPI
SPI / SPI

新興国向けにリーズナブルな価格での提供を可能にした
インバーター搭載の冷房専用機です。インド、タイなどで活
躍しています。従来機種よりもCO2の排出量は約32％削
減できます。ローカルフィットの商品として、2013年度にエ
クセレントECPに認定されました。

Air-to-Water
Air-to-Water / Air-to-Water

化石燃料を使わず、ヒートポンプで給湯および床暖房がで
きるシステムで、広くヨーロッパを中心に利用されていま
す。従来から同様の用途で使用されているガスボイラーと
比較し、CO2排出量は約51%削減を実現しました。

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
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まマイバッグ・マイバスケットで地球にやさしいお買い物（技術部門／大虎つぎパル）　



①高温のお湯が常にある上部を効果的に断熱し、保温性能を
　向上させた「ウォームキャップ保温」
②「キープ・リユースシステム」で膨張水の熱ロス削減（キープ制御）、
　中温水の再利用（リユース制御）を行い、熱の利用効率を向上させた

①モータ効率を向上させた新コンプレッサー
②電流抑制と最適チューニングした新インバーター
③冷媒管を細径多パス化した新水熱交換器
④新伝熱管、2列化により空気熱交を性能向上

貯湯ユニットの熱利用効率向上新技術1

HPユニットの加熱効率向上新技術2

ウォームキャップ保温 リユース制御
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年間CO2排出量比較
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ガス給湯器
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（開発機種）

0.50

1.00
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年間CO2排出量比較

56%削減1.13

0.50

エクセレント

ECP

ESTIA プレミアムシリーズ

３Faceインバーターショーケース

多室ダクト用換気扇

※東芝ライテック(株)クラウド型HEMSサービス

エクセレント

ECP

（t-CO2/年）

DVP-G14CLT3
（基準機種）

DVP-TD14CLDT
（開発機種）

0.02

0.04

0.06

0

年間CO2排出量比較

64%削減
0.067

0.024

多室ダクト用換気扇

エクセレント

ECP

USX用コンプレッサー
家庭用デュアル
コンプレッサー

※デュアルコンプレッサー DA136A1FD-30Nを家庭用エアコンに
搭載したときの結果

台所リモコン 浴室リモコン

在日常生活中发挥作用的产品
Products Used in Our Daily Lives

東芝キヤリアグループでは、家庭をはじめ、日常生活で活躍する製品を提供しています。いずれも、省エネ性向上や環境　負荷低減のための工夫を取り入れています。
身近なところで活躍する製品

コールドチェーン機器
Cold Chain Equipment / 冷链设备

多くの冷蔵・冷凍商品を取り扱っているスーパーやコンビニ
エンスストアでは、東芝キヤリアの製品が大活躍していま
す。ショーケースや冷凍機には、それぞれインバーターを搭
載し、業界トップクラスの省エネ性で節電に貢献しています。
2013年度にエクセレントECPとして登録された3Faceイン
バーターショーケースは、LED照明を採用し水銀レス化を実
現。自然冷媒のCO2を採用しています。また、レジ前ショー
ケースとしては、業界初の3方向から陳列商品が取り出し可
能な構造で、お客さまの使い勝手も考慮した製品です。

換気機器
Ventilators / 通风设备

換気機器は、一般住宅や集合住宅に欠かせません。2013
年度にエクセレントECPに認定された多室ダクト用換気扇
は、24時間連続の換気システムとして省エネを求められて
います。業界トップ※1の消費電力6.6Wで、両吸込ファンの
採用による大風量化と低騒音化を実現しました。また、包装
容積も業界最小※2で従来製品の28%減を達成しました。ま
た、樹脂部分に再生プラスチック（PP）を使用しています。

コンプレッサー
Compressors / 压缩机

東芝キヤリアでは、各種コンプレッサーを開発し、世界の市
場で販売しています。USX用では、世界最大容量クラスの
インバーター駆動ロータリーコンプレッサーを開発しまし
た。また、業務用エアコン用では、業界トップクラスの高効
率機種、家庭用では、小さい負荷で使用するときにも高効
率になるよう、デュアルコンプレッサーをラインアップしてい
ます。その他、給湯用としてCO2冷媒用コンプレッサーや、
コールドチェーン用の低温用途で活躍するコンプレッサー
を取り揃えています。

家庭用エコキュート　ＥＳＴＩＡ　プレミアムシリーズ
ESTIA EcoCute Heat Pump Premium Series / 家用小巧环保型热水器 ESTIA高级系列

※１ 2014年3月当社調べの160m3／h換気時
※2 2014年3月当社調べ

家庭用エコキュート プレミアムシリーズ
は、節電をはじめとする環境対応のた
め、さまざまな工夫が施されています。
開発リーダーの佐藤グループ長に話を
聞きました。

開発リーダー
佐藤 全秋

Q： 貯湯ユニットには、どのような工夫が取り入れられ
ていますか。

A： 高温のお湯が常にある上部を効果的に断熱し、保温
性能を向上させたり、機構上これまで捨てざるを得
なかった一部のお湯を再利用することにより、熱の
利用効率を向上させました。

Q： ヒートポンプユニットの工夫はどのようなもので
すか。

A： 右の新技術2で示すように、主要機能4部品を性能
向上させることで、加熱効率の向上を図りました。

Q： どの程度の効果がありましたか。
A： 年間給湯保温効率（JIS）：3.6で、省エネトップラン

ナー基準達成率・109%（2012年自社同クラス製品
比16％アップ）となりました。またCO2排出量は、電
気温水機の約1/4、従来型ガス給湯器の約1/2であ
り、大幅に削減できます。

Q： その他に取り入れた工夫がありますか。
A： 業界初の光タッチリモコンで、水の使用量の「見える

化」を実現しました。お客さまが目標を設定し、楽しく
エコチャレンジできるようにしました。また、HEMS接
続で見える化を強化。さらに「フェミニティ倶楽部※」
の利用で、太陽光発電を有効活用できます。

Q&A

21 東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2014

3 環境活動報告 製品紹介③
Environment Activity Report (Product Highlights)   环保活动报告（产品介绍）

け消し忘れ　気づいた時点で　即消灯！（事務局／マキ）　ふ普段から　分別リサイクル　こころがけ（技術部門／おなかパンパン）



①高温のお湯が常にある上部を効果的に断熱し、保温性能を
　向上させた「ウォームキャップ保温」
②「キープ・リユースシステム」で膨張水の熱ロス削減（キープ制御）、
　中温水の再利用（リユース制御）を行い、熱の利用効率を向上させた

①モータ効率を向上させた新コンプレッサー
②電流抑制と最適チューニングした新インバーター
③冷媒管を細径多パス化した新水熱交換器
④新伝熱管、2列化により空気熱交を性能向上

貯湯ユニットの熱利用効率向上新技術1

HPユニットの加熱効率向上新技術2

ウォームキャップ保温 リユース制御
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0
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ガス給湯器
（基準機種）

HWH-FBX463SCG
（開発機種）

0.50
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1.50

0

年間CO2排出量比較

56%削減1.13

0.50

エクセレント

ECP

ESTIA プレミアムシリーズ

３Faceインバーターショーケース

多室ダクト用換気扇

※東芝ライテック(株)クラウド型HEMSサービス
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DVP-G14CLT3
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DVP-TD14CLDT
（開発機種）
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多室ダクト用換気扇

多室ダクト用換気扇

多室ダクト用換気扇

エクセレント

ECP

USX用コンプレッサー
家庭用デュアル
コンプレッサー

※デュアルコンプレッサー DA136A1FD-30Nを家庭用エアコンに
搭載したときの結果

台所リモコン 浴室リモコン

在日常生活中发挥作用的产品
Products Used in Our Daily Lives

東芝キヤリアグループでは、家庭をはじめ、日常生活で活躍する製品を提供しています。いずれも、省エネ性向上や環境　負荷低減のための工夫を取り入れています。
身近なところで活躍する製品

コールドチェーン機器
Cold Chain Equipment / 冷链设备

多くの冷蔵・冷凍商品を取り扱っているスーパーやコンビニ
エンスストアでは、東芝キヤリアの製品が大活躍していま
す。ショーケースや冷凍機には、それぞれインバーターを搭
載し、業界トップクラスの省エネ性で節電に貢献しています。
2013年度にエクセレントECPとして登録された3Faceイン
バーターショーケースは、LED照明を採用し水銀レス化を実
現。自然冷媒のCO2を採用しています。また、レジ前ショー
ケースとしては、業界初の3方向から陳列商品が取り出し可
能な構造で、お客さまの使い勝手も考慮した製品です。

換気機器
Ventilators / 通风设备

換気機器は、一般住宅や集合住宅に欠かせません。2013
年度にエクセレントECPに認定された多室ダクト用換気扇
は、24時間連続の換気システムとして省エネを求められて
います。業界トップ※1の消費電力6.6Wで、両吸込ファンの
採用による大風量化と低騒音化を実現しました。また、包装
容積も業界最小※2で従来製品の28%減を達成しました。ま
た、樹脂部分に再生プラスチック（PP）を使用しています。

コンプレッサー
Compressors / 压缩机

東芝キヤリアでは、各種コンプレッサーを開発し、世界の市
場で販売しています。USX用では、世界最大容量クラスの
インバーター駆動ロータリーコンプレッサーを開発しまし
た。また、業務用エアコン用では、業界トップクラスの高効
率機種、家庭用では、小さい負荷で使用するときにも高効
率になるよう、デュアルコンプレッサーをラインアップしてい
ます。その他、給湯用としてCO2冷媒用コンプレッサーや、
コールドチェーン用の低温用途で活躍するコンプレッサー
を取り揃えています。

家庭用エコキュート　ＥＳＴＩＡ　プレミアムシリーズ
ESTIA EcoCute Heat Pump Premium Series / 家用小巧环保型热水器 ESTIA高级系列

※１ 2014年3月当社調べの160m3／h換気時
※2 2014年3月当社調べ

家庭用エコキュート プレミアムシリーズ
は、節電をはじめとする環境対応のた
め、さまざまな工夫が施されています。
開発リーダーの佐藤グループ長に話を
聞きました。

開発リーダー
佐藤 全秋

Q： 貯湯ユニットには、どのような工夫が取り入れられ
ていますか。

A： 高温のお湯が常にある上部を効果的に断熱し、保温
性能を向上させたり、機構上これまで捨てざるを得
なかった一部のお湯を再利用することにより、熱の
利用効率を向上させました。

Q： ヒートポンプユニットの工夫はどのようなもので
すか。

A： 右の新技術2で示すように、主要機能4部品を性能
向上させることで、加熱効率の向上を図りました。

Q： どの程度の効果がありましたか。
A： 年間給湯保温効率（JIS）：3.6で、省エネトップラン

ナー基準達成率・109%（2012年自社同クラス製品
比16％アップ）となりました。またCO2排出量は、電
気温水機の約1/4、従来型ガス給湯器の約1/2であ
り、大幅に削減できます。

Q： その他に取り入れた工夫がありますか。
A： 業界初の光タッチリモコンで、水の使用量の「見える

化」を実現しました。お客さまが目標を設定し、楽しく
エコチャレンジできるようにしました。また、HEMS接
続で見える化を強化。さらに「フェミニティ倶楽部※」
の利用で、太陽光発電を有効活用できます。

Q&A
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ここつこつと毎日分別リサイクル、皆でやれば大きな資源（関係会社／ひょう）　えエアコンの設定温度見直そう（関係会社／ガラスのハート）



　「小学生と大学生の事業所体験イベント」は今回で3回目とな
り、活動内容もますます充実してきました。2年続いた富士事業
所内の見学は、1回目が「環境新聞づくり」、2回目が生物多様性
をテーマにした「環境マップづくり」でした。その流れを引き継ぎ、
3回目の今回は見学場所を掛川事業所に移して、小学生と大学
生による「環境絵日記づくり」
に挑戦しました。常葉大学社会
環境学部 杉山涼子研究室の大
学生7名と、富士市青葉台児童
クラブの小学生16名が参加し
ました。

　8月11日のイベント実施にあたり、大学生の代表が事前に掛川
事業所を訪れ、見学コースを下見して計画を立案。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見学を実施しました。開
発拠点である同事業所は、東京ドームの約2倍の敷地面積があり、
業務用空調機器が設置されるさまざまな条件を想定した研究開
発・設計を行っています。今回の見学では、「フロンの見える化」
DVDでフロンが及ぼす地球環境への影響を学習したり、当社の製
品がどのような場所に設置され、どのような機能を発揮している
かを、展示コーナーで実機やパネルを見ながら説明を受けました。

掛川事業所の環境活動を体験

製品開発と自然エネルギー利用を見学

事業所の生態系を観察し、さあ、絵日記づくり！
　見学の後半は事業所敷地内の生態系
観察です。夏の時期は、事業所内でさま
ざまな動植物を見かけることができま
す。掛川事業所では、生物多様性保全活
動の一環として、定期的な生態系調査を
実施しています。また、敷地内に高感度カ
メラを設置し、日々動物の活動もチェックしています。大学生と児童たちは、
観察に出かける前にそのDVD映像を視聴し、タヌキ、野ウサギ、ヘビなどが
実際に生息している自然豊かな環境に驚いていました。夏の暑さの中にも
少しだけ秋の気配を感じる時期、草むらではバッタやトンボをたくさん見る
ことができます。また、6～7月頃にカブトムシの幼虫がふ化する場所を観
察したときには、機会があればその体験もしたいという声が聞かれました。
　「環境絵日記づくり」は、「環境調和型製品と試験設備／生物多様性保全
活動／太陽光発電システム」のテーマで、一枚の大きな台紙に一人ひとり
が作成したはがき大の小さな絵日記を何枚も貼付していきます。大学生の

指導のもと、一日の思い出が綴られ
た用紙で台紙は埋め尽くされ、2つの
グループの大型絵日記が完成しまし
た。最後に、それぞれの児童たちが貴
重な一日の体験を振り返り、発表会
を行いました。

また、屋内外の環境条件をつくり出して製品評価を行う研究施設や
音響試験室を見学。さらに、敷地全体の約半分のスペースに、
8,736枚のソーラーパネルを敷き詰めた太陽光発電システムを見
学し、自然エネルギーを有効利用した発電の仕組みを見学しました。

掛川事業所に行くバスの中から、大
学生のお兄さんやお姉さんと楽しいお話ができました。
大きなエアコンの試験設備を見てびっくりしました。広い
敷地にはたくさんの太陽光パネルがあり、発電の様子が
分かりました。草むらでの虫捕りや、みんなで絵日記づく
りをしたことが楽しかったです。

環境調和型製品や太陽光発電に関し
ては、小学生には少し難しい内容もありましたが、ちゃんと
理解していたことに驚きました。絵日記作成は、最初はピッ
チが上がらずどうしようかと悩んでいましたが、次第にみ
んなが真剣になり、立派な作品に仕上がったと思います。
小学生の皆さんと仲良くなれて、とても楽しい一日でした。

昨年７月の太陽光発電施
設着工を機に、生態系調

査を行いました。事業所の敷地の中に野ウサギやタヌキの
巣、準絶滅危惧種動植物の生息など、私たちも知らなかった
新たな発見がありました。掛川の生物多様性保全活動は、
恵まれた環境を生かして今後も積極
的な取り組みをしていきます。今回の
イベントで、バッタやトンボを懸命に追
いかけていた児童の皆さんも「最新テ
クノロジーと自然環境は共存できる！」
と実感していただけたと思います。

「環境絵日記づくり」の感想

環境担当 松永 剛幸

小学生　

大学生

掛川事業所説明員

青葉台児童クラブの小学生16名と、常葉大学富士キャンパスの　学生が、掛川事業所の各施設を見学。暑い夏の日に環境絵日記づくりを体験。

掛川事業所での 一日を思い出に。
 みんなで手づく り、環境絵日記。

As a memento of their time at the Kakegawa Operation Center, children drew a picture diary. 在挂川工厂渡过的一天将成为美好回忆。大家亲手制作了环境绘本日记。

特集

果
樹
園

カブトムシの産卵場所

ソーラーパネル

駐車場

シランを移植

ビオトープ予定地

〈見学コース〉
❶事業所内展示コーナーにて環境調

和型製品を見学
❷製品開発に使用する試験設備を見学
❸敷地内の太陽光発電システムを見学
❹敷地内の自然観察やビオトープ予

定地を見学

❶❶

❷❷
❸❸

❹❹

掛川事業所外観

「フロンの見える化」DVDの視聴 試験設備についての説明

事業所内に生息する野ウサギやトカゲ

バッタやトンボ捕りに夢中の子どもたち
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て手洗いの　水の出しすぎ　使いすぎ（関係会社／たるかはろい）



　「小学生と大学生の事業所体験イベント」は今回で3回目とな
り、活動内容もますます充実してきました。2年続いた富士事業
所内の見学は、1回目が「環境新聞づくり」、2回目が生物多様性
をテーマにした「環境マップづくり」でした。その流れを引き継ぎ、
3回目の今回は見学場所を掛川事業所に移して、小学生と大学
生による「環境絵日記づくり」
に挑戦しました。常葉大学社会
環境学部 杉山涼子研究室の大
学生7名と、富士市青葉台児童
クラブの小学生16名が参加し
ました。

　8月11日のイベント実施にあたり、大学生の代表が事前に掛川
事業所を訪れ、見学コースを下見して計画を立案。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見学を実施しました。開
発拠点である同事業所は、東京ドームの約2倍の敷地面積があり、
業務用空調機器が設置されるさまざまな条件を想定した研究開
発・設計を行っています。今回の見学では、「フロンの見える化」
DVDでフロンが及ぼす地球環境への影響を学習したり、当社の製
品がどのような場所に設置され、どのような機能を発揮している
かを、展示コーナーで実機やパネルを見ながら説明を受けました。

掛川事業所の環境活動を体験

製品開発と自然エネルギー利用を見学

事業所の生態系を観察し、さあ、絵日記づくり！
　見学の後半は事業所敷地内の生態系
観察です。夏の時期は、事業所内でさま
ざまな動植物を見かけることができま
す。掛川事業所では、生物多様性保全活
動の一環として、定期的な生態系調査を
実施しています。また、敷地内に高感度カ
メラを設置し、日々動物の活動もチェックしています。大学生と児童たちは、
観察に出かける前にそのDVD映像を視聴し、タヌキ、野ウサギ、ヘビなどが
実際に生息している自然豊かな環境に驚いていました。夏の暑さの中にも
少しだけ秋の気配を感じる時期、草むらではバッタやトンボをたくさん見る
ことができます。また、6～7月頃にカブトムシの幼虫がふ化する場所を観
察したときには、機会があればその体験もしたいという声が聞かれました。
　「環境絵日記づくり」は、「環境調和型製品と試験設備／生物多様性保全
活動／太陽光発電システム」のテーマで、一枚の大きな台紙に一人ひとり
が作成したはがき大の小さな絵日記を何枚も貼付していきます。大学生の

指導のもと、一日の思い出が綴られ
た用紙で台紙は埋め尽くされ、2つの
グループの大型絵日記が完成しまし
た。最後に、それぞれの児童たちが貴
重な一日の体験を振り返り、発表会
を行いました。

また、屋内外の環境条件をつくり出して製品評価を行う研究施設や
音響試験室を見学。さらに、敷地全体の約半分のスペースに、
8,736枚のソーラーパネルを敷き詰めた太陽光発電システムを見
学し、自然エネルギーを有効利用した発電の仕組みを見学しました。

掛川事業所に行くバスの中から、大
学生のお兄さんやお姉さんと楽しいお話ができました。
大きなエアコンの試験設備を見てびっくりしました。広い
敷地にはたくさんの太陽光パネルがあり、発電の様子が
分かりました。草むらでの虫捕りや、みんなで絵日記づく
りをしたことが楽しかったです。

環境調和型製品や太陽光発電に関し
ては、小学生には少し難しい内容もありましたが、ちゃんと
理解していたことに驚きました。絵日記作成は、最初はピッ
チが上がらずどうしようかと悩んでいましたが、次第にみ
んなが真剣になり、立派な作品に仕上がったと思います。
小学生の皆さんと仲良くなれて、とても楽しい一日でした。

昨年７月の太陽光発電施
設着工を機に、生態系調

査を行いました。事業所の敷地の中に野ウサギやタヌキの
巣、準絶滅危惧種動植物の生息など、私たちも知らなかった
新たな発見がありました。掛川の生物多様性保全活動は、
恵まれた環境を生かして今後も積極
的な取り組みをしていきます。今回の
イベントで、バッタやトンボを懸命に追
いかけていた児童の皆さんも「最新テ
クノロジーと自然環境は共存できる！」
と実感していただけたと思います。

「環境絵日記づくり」の感想

環境担当 松永 剛幸

小学生　

大学生

掛川事業所説明員

青葉台児童クラブの小学生16名と、常葉大学富士キャンパスの　学生が、掛川事業所の各施設を見学。暑い夏の日に環境絵日記づくりを体験。

掛川事業所での 一日を思い出に。
 みんなで手づく り、環境絵日記。

As a memento of their time at the Kakegawa Operation Center, children drew a picture diary. 在挂川工厂渡过的一天将成为美好回忆。大家亲手制作了环境绘本日记。
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カブトムシの産卵場所

ソーラーパネル

駐車場

シランを移植

ビオトープ予定地

〈見学コース〉
❶事業所内展示コーナーにて環境調

和型製品を見学
❷製品開発に使用する試験設備を見学
❸敷地内の太陽光発電システムを見学
❹敷地内の自然観察やビオトープ予

定地を見学

❶❶

❷❷
❸❸

❹❹

掛川事業所外観

「フロンの見える化」DVDの視聴 試験設備についての説明

事業所内に生息する野ウサギやトカゲ

バッタやトンボ捕りに夢中の子どもたち
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あ雨水を　ためてまいたら　涼しげな　アスファルトのうえ自然のエアコン（営業部門／せん）　

※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 自然観察会の様子

シンボルツリー「木かげ」 「安全公園」の池の水の温度をチェック

カルガモの親子

生物観察の様子（ビオトープにて） 「富士山こどもの国」での下刈り作業の様子

御三池

植栽活動

竹林

トノサマガエル コガネグモ

ヤマトアシナガバチ

オオタカ

ノスリ

コガムシ

マダラコガシラ
ミズムシ
スジヒラタガムシ

メダカ

ガムシ

木
か
げ

正門

❹❹

❷❷❶❶

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

メダカ
ヒメシャガ
トキワマンサク
シラン

東芝キヤリアグループでは、Ｐ23・24で紹介した掛川事業所の活動のほか、富士事業所や津山事業所でも、地域の　生物多様性保全活動を積極的に実施しています。
生物多様性保全活動

津山事業所
津山事業所は、大形熱源機の製造拠点です。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、生物多様性保全にかかわる
活動を実施してきました。2012年度から2014年度まで3回に
わたり、専門家の指導による自然観察会を実施し、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。普段なに
げなく仕事をしている事業所周辺には、豊かな自然がたくさん
残っていることを、参加者一同があらためて認識しました。

2013年6月から4回にわたり実施した生物調査（表参照）では、
トノサマガエル、コガネグモ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。また、御三池（おさんいけ）や
調整池には、外来生物法で「特定外来生物」に指定されているウ
シガエル（両生類）、「要注意外来生物」に指定されているミシシッ
ピアカミミガメ（爬虫類）、アメリカザリガニ（甲殻類）を確認し、持
ち去りなどがないよう注意をはらっています。今後は、保護対象
をサクラタデ、イヌセンブリ、コガマとし、保護に努めていきます。

保护生物多样性的活动
Biodiversity Conservation Activity

Tsuyama Operation Center
津山工厂富士事業所

富士事業所は、東芝キヤリアグループ最大の製造拠点で
す。富士山の麓、美しい自然の中に位置し、店舗やオフィス
向け空調設備、冷蔵・冷凍機器、換気システム、コンプレッ
サーなどを製造しています。事業所正門右手には、シンボル
ツリーである楠の木の「木かげ」があります。また、事業所内
には「安全公園」の名で親しまれている中庭と、ビオトープ
があり、四季を通じてさまざまな植物を見ることができ、鳥
や昆虫などが訪れる環境になっています。

生物多様性保全活動として、ビオトープ内で絶滅危惧種
のメダカ、ヒメシャガ、トキワマンサク、シランを観察し保護
しています。また、春にはカルガモのつがいが水浴びをする
姿が観察できました。2013年度にはコガモがふ化し、その
可愛らしい姿が従業員の癒やしにもなりました。2014年度
は、カラスの攻撃を避けて屋上の水たまりにコガモがふ化
しましたが、残念ながら見つかってしまったようです。

そのほか、2013年度は地元小学生の夏休みのイベントと
して、富士事業所見学と生物観察を行い、「環境マップづく
り」を実施しました。2014年度は、「東芝グループ環境一斉
アクション」として、毎年実施している「富士山こどもの国」下
刈りや富士市の「富士ブナ林創造事業」に参加しています。

Fuji Operation Center
富士工厂

①メダカ

②トキワマンサク（樹木）

③ヒメシャガ（草本類）

④シラン（草本類）

指標生物 指標生物の希少性
静岡県レッドリスト 絶滅危惧Ⅱ類（VU）　

静岡県レッドリスト 絶滅危惧ⅠB類（ＥＮ）

静岡県レッドリスト 絶滅危惧ⅠB類（ＥＮ）

静岡県レッドリスト 準絶滅危惧(NT)

対象生物

調査日

絶滅危惧種

（岡）岡山県
（環）環境省

第1回目　6月5日 第2回目　7月10日 第3回目　10月10日 第4回目　12月25日

動物、植物 昆虫 秋季植物 冬動物（昆虫除く）

●コガネグモ
留意（岡）

その他：情報なし
●コガムシ ●ヤマトアシナガバチ

●コガマ
準絶滅危惧（岡）

●トノサマガエル
留意（岡）
準絶滅危惧（環）

●マダラコガシラミズムシ
絶滅危惧種Ⅱ類（環）

●サクラタデ
準絶滅危惧（岡）

●オオタカ
絶滅危惧Ⅱ類（岡）
準絶滅危惧種（環）

●メダカ
留意（岡）
絶滅危惧種Ⅱ類

●スジヒラタガムシ
準絶滅危惧種（環）

●イヌセンブリ
準絶滅危惧（岡）
絶滅危惧Ⅱ類（環）

●ノスリ
準絶滅危惧（岡）

確認生物 動物： ３動物門 ９綱 28目 51科 61種
植物： 74科 222種 ８目 37科 62種 34科 81種 ２動物門 ４綱 11目 22科 33種
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3 環境活動報告
Environment Activity Report   环保活动报告

さ再利用　ゴミにださない！　考えて！　資源を大事に使いましょう（生産部門／みっさー）　き気がついたら消そう　余分な電気（関係会社／上田 昌義）



津山事業所外観 自然観察会の様子

シンボルツリー「木かげ」 「安全公園」の池の水の温度をチェック

カルガモの親子

生物観察の様子（ビオトープにて） 「富士山こどもの国」での下刈り作業の様子

御三池

植栽活動

竹林

トノサマガエル コガネグモ

ヤマトアシナガバチ

オオタカ

ノスリ

コガムシ

マダラコガシラ
ミズムシ
スジヒラタガムシ

メダカ

ガムシ

木
か
げ

正門

❹❹

❷❷❶❶

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

メダカ
ヒメシャガ
トキワマンサク
シラン

東芝キヤリアグループでは、Ｐ23・24で紹介した掛川事業所の活動のほか、富士事業所や津山事業所でも、地域の　生物多様性保全活動を積極的に実施しています。
生物多様性保全活動

津山事業所
津山事業所は、大形熱源機の製造拠点です。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、生物多様性保全にかかわる
活動を実施してきました。2012年度から2014年度まで3回に
わたり、専門家の指導による自然観察会を実施し、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。普段なに
げなく仕事をしている事業所周辺には、豊かな自然がたくさん
残っていることを、参加者一同があらためて認識しました。

2013年6月から4回にわたり実施した生物調査（表参照）では、
トノサマガエル、コガネグモ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。また、御三池（おさんいけ）や
調整池には、外来生物法で「特定外来生物」に指定されているウ
シガエル（両生類）、「要注意外来生物」に指定されているミシシッ
ピアカミミガメ（爬虫類）、アメリカザリガニ（甲殻類）を確認し、持
ち去りなどがないよう注意をはらっています。今後は、保護対象
をサクラタデ、イヌセンブリ、コガマとし、保護に努めていきます。

保护生物多样性的活动
Biodiversity Conservation Activity

Tsuyama Operation Center
津山工厂富士事業所

富士事業所は、東芝キヤリアグループ最大の製造拠点で
す。富士山の麓、美しい自然の中に位置し、店舗やオフィス
向け空調設備、冷蔵・冷凍機器、換気システム、コンプレッ
サーなどを製造しています。事業所正門右手には、シンボル
ツリーである楠の木の「木かげ」があります。また、事業所内
には「安全公園」の名で親しまれている中庭と、ビオトープ
があり、四季を通じてさまざまな植物を見ることができ、鳥
や昆虫などが訪れる環境になっています。

生物多様性保全活動として、ビオトープ内で絶滅危惧種
のメダカ、ヒメシャガ、トキワマンサク、シランを観察し保護
しています。また、春にはカルガモのつがいが水浴びをする
姿が観察できました。2013年度にはコガモがふ化し、その
可愛らしい姿が従業員の癒やしにもなりました。2014年度
は、カラスの攻撃を避けて屋上の水たまりにコガモがふ化
しましたが、残念ながら見つかってしまったようです。

そのほか、2013年度は地元小学生の夏休みのイベントと
して、富士事業所見学と生物観察を行い、「環境マップづく
り」を実施しました。2014年度は、「東芝グループ環境一斉
アクション」として、毎年実施している「富士山こどもの国」下
刈りや富士市の「富士ブナ林創造事業」に参加しています。

Fuji Operation Center
富士工厂

①メダカ

②トキワマンサク（樹木）

③ヒメシャガ（草本類）

④シラン（草本類）

指標生物 指標生物の希少性
静岡県レッドリスト 絶滅危惧Ⅱ類（VU）　

静岡県レッドリスト 絶滅危惧ⅠB類（ＥＮ）

静岡県レッドリスト 絶滅危惧ⅠB類（ＥＮ）

静岡県レッドリスト 準絶滅危惧(NT)

対象生物

調査日

絶滅危惧種

（岡）岡山県
（環）環境省

第1回目　6月5日 第2回目　7月10日 第3回目　10月10日 第4回目　12月25日

動物、植物 昆虫 秋季植物 冬動物（昆虫除く）

●コガネグモ
留意（岡）

その他：情報なし
●コガムシ ●ヤマトアシナガバチ

●コガマ
準絶滅危惧（岡）

●トノサマガエル
留意（岡）
準絶滅危惧（環）

●マダラコガシラミズムシ
絶滅危惧種Ⅱ類（環）

●サクラタデ
準絶滅危惧（岡）

●オオタカ
絶滅危惧Ⅱ類（岡）
準絶滅危惧種（環）

●メダカ
留意（岡）
絶滅危惧種Ⅱ類

●スジヒラタガムシ
準絶滅危惧種（環）

●イヌセンブリ
準絶滅危惧（岡）
絶滅危惧Ⅱ類（環）

●ノスリ
準絶滅危惧（岡）

確認生物 動物： ３動物門 ９綱 28目 51科 61種
植物： 74科 222種 ８目 37科 62種 34科 81種 ２動物門 ４綱 11目 22科 33種

26東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2014

3 環境活動報告
Environment Activity Report   环保活动报告

ゆUSXで省エネし削減しようCO2（スタッフ／狩野 照一）　め面倒くさい　気持ちを抑えて　アイドリングストップ（スタッフ／秋元・康）



27 東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2014

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

みみんなで進める環境改善、まずは身近な所から（関係会社／す）　し将来のためにみんなでリサイクル（関係会社／富士川）

①ライトダウン
Lights Down / 熄灯

各事業所、支社・支店、関係会社が毎年ライトダウンキ
ャンペーンに参加しています。2013年度は、グループ全
体で約63,000kWhの節電となりました。

②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

2007年から静岡県富士市との間で「しずおか未来の森サ
ポーター」協定を締結し、植林・育林活動に参加しています。

③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」を各拠点にある冷凍空調機器
へ貼付しています。また、お客さまの承諾のもと、この
シールを納入先の製品にも貼らせていただき、全国へ活
動の輪を広げています。

④トーシバデー・献血
Toshiba Day and Blood Donation / 东芝义务劳动日和员工献血

毎月10日を「トーシバデー」として、近隣道路のゴミ拾
いを行っています。また、献血にも積極的に協力し、富士
事業所では毎年多数の従業員が参加しています。

②「富士山こどもの国」での植林活動

④富士事業所近くでの活動③「フロン見える化シール」（右上）貼付の
様子

地域社会とのかかわり Relationship with Local Community
公司与社区的关系

事業所や支社・支店が地域ごとの活動を継続中

①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

本システムは、24時間体制で大形熱源機の運転情報
を遠隔監視しています。蓄積したデータをもとに、保守業
務の品質向上に役立てています。

②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

当社の製品について、年間約40,000件の問い合わせ
を受け付けているほか、一般のお客さま向けの対応と併
せて、営業サポート体制を整備しています。

③ショールーム
Showroom / 产品展示中心

各施設では会社概要の説明や製品の紹介をしています。
◦AIRS（富士事業所） 2013年度来場者実績約4,500名
◦掛川ソリューションセンター（掛川事業所内） 2014年8月設立

④各種展博
Various Exhibitions / 各种展览交易会

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。環境関連のエコプロダクツ展をはじめ、2013
年度は国内外合わせて13件に参加しました。

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

①遠隔監視システム例 ③AIRSでの小学生の訪問受け入れ

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

①（TCSC）本社　消灯前（上）／消灯後（下）

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45機種（OEM製品を含む）のリコ
ール（526,445台）では、2014年9月30日現在で406,505台

（77.2％）の改修が終了しました。事故の危険を防ぐため、対象
製品を発見した場合には、窓口までご連絡いただきますようお
願いいたします。
 お問い合わせ先 　 0120-444-899

家庭用エアコンLDR／YDRをご使用の方へのお願いリコール
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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

ゑエコ活動　口より先に　体から（関係会社／村上 浩）　ひ一人一人の節電が　未来へつながる環境エコ（関係会社／鈴木 俊明）

①事業方針説明会
Business Policy Explanation Meeting / 事业方针说明会

調達取引先さまに対して、説明会を通じてさまざまな調
達方針の協力依頼を行っています。2013年度は2回の説
明会を実施し、延べ321社321名の参加がありました。

②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

毎年品質管理優良企業を表彰しています。今後も連携
を強化し、さらなる品質向上に努めていきます。

③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

RoHS対象物質とREACHの禁止物質は部品の分析を
行い、RoHS指令については、抜き取り検査を実施。グ
ループ一体の化学物質管理を強化しています。

④紛争鉱物対応
Countermeasures Against Conflict Minerals / 争议矿产资源的对应方针

「東芝グループ紛争鉱物対応指針」に基づき、コンゴ民主
共和国およびその近隣で産出された紛争鉱物※を原料とし
て使用しない方針です。
※非人道的行為にかかわる金、タンタル、タングステン、錫（すず）

③REACH対応講習会（TCTC）

①事業方針説明会の様子（金澤取締役）

③RoHS対応訓練の様子（TCAC）

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

日ごろから情報交換を密にし、連携を強化した各種取り組みを実施

①対話会
Dialogues / 对话会

2013年度の各階層対話会は、社長と部課長や主務ク
ラスの対話会を19回、各本部長による対話会を210回行
い、その他部門ごとの対話会なども実施しました。

②表彰
Commendation / 表彰

優れた業績をあげた従業員に対し、当社やCS社グルー
プ、および（株）東芝による各種表彰を行っています。

③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

コンテストへの参加は、「モノづくり力」の強化に役立っ
ています。2013年度は、「機械検査」「溶接」部門に12名
が出場し10名が入賞しました。

④スポーツ参戦
Athletic Meet / 体育参与

東芝キヤリア タイ社はサッカーが盛んで、社内に約20
のチームがあります。新しくできたグラウンドでは、毎日
のように従業員が汗を流し、社内外の大会に参加してい
ます。

②CS社グループ　イノベーションアワード

④社内大会での表彰式の様子

②（株）東芝社長表彰　功績賞　川辺 功

③優秀賞「機械検査」部門　増田 拓也

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

社内外を問わず、従業員の各種活動が活発に展開

※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

②2013年度　品質管理優良企業表彰

表彰 表彰企業（当日出席者）

最優秀賞 三栄工業株式会社 
代表取締役　鯨岡 廣文様

優秀賞

西山工業株式会社 
代表取締役　小林 公一様
株式会社NSM 
代表取締役社長　佐藤 憲和様
松田精工株式会社 
専務取締役　黒田 蔵元様
中山精工株式会社 
代表取締役社長　中山 啓様
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5 その他 各種環境データ
Others (Various Environmental Data)   其他(各种环境数据)

ももったいない！　気持ち忘れず、エコ活動（関係会社／アヤ）　せ説明書　何でもかんでも　分厚すぎ！（読まずにゴミになります）（スタッフ／こいけ）

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

各分野で設定した数値目標に向けた取り組みを実施

⃝エネルギー管理 Energy Management
能源管理

東芝キヤリアグループは、国内は富士事業所、津山事業所、富士冷熱工業（株）、そのほか海外は東芝キヤリア タイ社を中
心に、それぞれ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。2013年度は、各拠点で高効率空調・冷凍機器へ
の更新や、LED照明の採用などを実行しました。エネルギー起源CO2排出量※1は、前年度比絶対量で増減はなかったものの、
CO2排出量原単位※2は、京都議定書の基準年である1990年度比で約72%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（％）
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42.6
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37.6
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35.1
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32.7

2009

31,270

30.3
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30,971

25.8

（年度）20132012

32,92432,909

28.129.1

2011

33,155

28.6

2006

38,784

2013年度エネルギー使用量（CO2換算）

CO2総排出量

32,924
t-CO2 富士事業所 62.2%

(20,490 t-CO2)
・東芝キヤリアエンジニアリング＆
ライフサポート（株）

・富士東芝キヤリアプロダクツ（株）

東芝キヤリア タイ社 24.2%
(7,980 t-CO2)

津山事業所 7.5%
(2,463 t-CO2)
・（株）キャリア総合サービス

掛川事業所 4.1%
(1,351 t-CO2)

富士冷熱工業(株) 0.6%
(181 t-CO2) その他非製造拠点 1.4%

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

※1 電気使用量からのCO2排出量算出は2013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、徹底した分別で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64%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ます。ゼロエミッション率は、2013年度の
目標値0.5%未満に対し0.12%となり、目標を達成しました。しかし、国内拠点の実績0.08%に対し、海外拠点は0.18%にな
っているので、今後は海外においてさらに改善を進めていきます。

廃棄物総発生量と原単位の推移

廃棄物総発生量（t）
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57.8 56.4
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40.0 38.0
44.4
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2013年度拠点別総発生量�［事業所別］

その他非製造拠点 1.0%
(64 t)

富士冷熱工業(株) 0.8%
(48 t)

掛川事業所 0.4%
(22 t)

富士事業所 38.9%
(2,427 t)
・東芝キヤリアエンジニアリング＆
ライフサポート（株）

・富士東芝キヤリアプロダクツ（株）

津山事業所 18.3%
(1,139 t)
・（株）キャリア総合サービス

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

東芝キヤリア タイ社 40.6%
(2,534 t)

廃棄物総発生量

6,234 t

※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。

⃝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。2013年度は、排出量で基準年度比83%
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、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
8.28.2

28.028.0

26.5

2010
6.56.5
14.714.7

15.5

2012
7.47.4
15.515.5

16.7

2013
7.07.0
21.121.1

20.5

2011 （年度）

基準年との比較（％）

2013年度拠点別排出量
富士冷熱工業（株） 5.7%
(1.3 t)

東芝キヤリア タイ社 5.0%
(1.1 t)

津山事業所 8.4%
(1.9 t) 化学物質排出量

22.9 t
富士事業所 80.9%
(18.6 t)

※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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5 その他 各種環境データ
Others (Various Environmental Data)   其他(各种环境数据)

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· 环保报告书的意见

す捨てる前に　考えるゴミの分別　リサイクル（関係会社／米田 隆行）

東芝ライテック（株） 
環境推進部　部長
田村 暢宏

●プロフィール
横浜国立大学　材料化学科卒
中央環境審議会　水銀に関する水俣条約対応検討小委員会 委員
産業構造審議会  化学物質政策小委員会 
制度構築ワーキンググループ 委員
湘南工科大学　特任講師
横浜市地球温暖化対策推進協議会 幹事
日本照明工業会　光源デバイス環境対策小委員会 主査

東芝キヤリアグループの「社会・環境報告書2014」を拝読させ
ていただきました。私は東芝ライテック（株）の環境推進部長で、
東芝キヤリアグループとは兄弟会社になりますので、日ごろから
東芝キヤリアグループの活動についてお聞きしています。東芝グ
ループ全体としての環境活動方針を念頭に置きながら、「節電」
をテーマに構成した本報告書について、第三者の立場から所見
を述べさせていただきます。

製品分野における環境活動について
東芝キヤリアグループが製造している大形空調設備は、ヒート

ポンプを使用し、空気中の熱を集めて効率よく冷暖房するもの
です。多くの省エネ大賞受賞実績もあり、今、注目されている技
術です。しかし、世界的にはヒートポンプはまだまだ普及の余地
があると思います。本報告書では、ヒートポンプの利点が分かり
やすく書かれており、空調設備だけではなく、多くの応用商品を
紹介するとともに、グローバル展開についても記載しています。
本報告書が多くのステークホルダーの目に触れ、技術の普及が
進むことを期待するとともに、省エネや節電のさらなる意識の浸
透につながればよいと思います。

工場での生産活動について
事業系の活動は、「東芝グループ第5次環境アクションプラン」

にのっとった目標と実績の公開、そして別ページには推移も含め
たグラフが記載されており、重要な指標について分かりやすく書
かれています。さらに詳しく確認したい方のために、ホームペー

ジ上で詳細情報も報告していますので、リンクなどの記載を分か
りやすくするとよいと思います。また、各事業所や関連拠点につ
いての情報も、別ページに分かりやすく紹介されています。

小学生・大学生イベントと生物多様性保全活動について
富士市の大学生と小学生が、一緒に事業所の環境活動を見

学するイベントは今回で3回目となり、すっかり定着した印象を
受けました。掛川事業所で行った今年の「環境絵日記づくり」は、
大学生と小学生が協調し、環境調和型製品の理解を深めるだけ
ではなく、事業所内の生物多様性保全活動や自然エネルギー利
用を自分の目で確かめる環境教育として、たいへん有意義だっ
たと思います。掛川以外の富士・津山両事業所の生物多様性保
全活動の紹介でも、絶滅危惧種の観察・保護、生物調査の実態
などがよく分かります。

全体として
東芝キヤリアグループは、しっかりとした環境活動ならびに各

種コミュニケーション活動を活発に行っていることが理解できま
す。昨年10月に新しく発足したCS社グループ各社の環境担当
者で行った座談会にもあるように、これからは各社の協力体制も
重要であり、そのビジョンが伝わってきました。その中で東芝キ
ヤリアグループは、本業そのものの推進が環境負荷を減らすこと
に直結するため、環境経営に本業の推進をさらに組み込み、製
品を通じて今後ますます世界のCO2削減に貢献していくことを期
待します。

世界のCO2削減に貢献する製品を、継続して開発していくことを期待します。

田村さま、第三者所見の執筆、ありがとうございました。今年度
の報告書は、「節電」をテーマに構成しました。田村さまのご指摘の
通り、東芝キヤリアはヒートポンプ技術を軸に、最小限のエネル
ギーで運転できる環境調和型製品をお客さまにお届けし、節電を
はじめとする地球温暖化防止に努めています。私たちが製造する
製品をグローバル市場で使っていただくことも念頭に、次々と立ち
上げた海外の製造3拠点では、環境調和型製品の製造でも環境負
荷が最小限になるよう、「地球温暖化防止」「資源有効活用」「化学
物質管理」を中心に目標を掲げた活動を行っています。

また、地球環境から生態系サービスをたえず受けている私たち
は、生物多様性保全活動を通じて生物との共生を重視しています。

そのため、今回で3回目となり、定着してきた地域の大学と協働で
行う小学生イベントでも、事業所内に生息する生物とふれあう機
会をつくりました。さらに、CS社グループ各社の環境担当をメン
バーとする座談会を実現させ、環境活動面の連携で共通認識がで
きました。

東芝キヤリアグループは、これからも世界各地で省エネ製品を
拡販し、CO2削減に貢献していきたいと考えています。今後ともよ
ろしくお願いいたします。

 東芝キヤリア　環境推進室　室長 
 社会・環境報告書2014　企画・編集長 佐々木 美弥

第三者による所見を受けて
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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。

環境いろはかるた

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

Environment Iroha-Karuta 环保伊吕波纸牌

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
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東芝キヤリアグループ

TOSHIBA CARRIER GROUP

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／ 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34  

ラゾーナ川崎東芝ビル
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
他、全国各地に営業拠点43ヵ所

代 表 者：取締役社長　近藤 弘和
資 本 金：115億1,000万円（2014年3月現在）
従業員数：約2,100名（単独）、約3,800名（連結）　 

（いずれも2014年3月現在）
株 主：株式会社 東芝 60％、

キヤリア HVACR インベストメンツ 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
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

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、換気扇等の製造

東芝キヤリアエンジニアリング＆ 
ライフサポート株式会社

開発・設計・品質関連の業務支援、 
従業員への生活関連物品の販売、 
厚生施設管理・運営

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
空調設備機器等の修理、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
コンプレッサーの製造、販売

東芝キヤリア空調販売（上海）有限公司
空調機器の販売

東芝キヤリア中国社
業務用空調機器の製造、販売

広東美芝制冷設備有限公司
コンプレッサーの製造・販売

広東美芝精密製造有限公司
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

東芝キヤリア英国社
業務用カスタムエアコンの販売
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