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2014年度に発行された、気候変動に関する政府間パ
ネル（IPCC※1）の第5次評価報告書では、「気候システムの
温暖化については疑う余地がない」「20世紀以降の人為
的な起源の温室効果ガスの排出が温暖化の原因であった
ことが極めて高い」と報告されています。東芝キヤリアグ
ループでは、業務用エアコン、大形熱源機をはじめ、ヒート
ポンプサイクルを利用したさまざまな製品をお客さまに提
供していますが、これらの開発を進めるにあたり、地球温
暖化抑制に寄与できることが重要課題の一つと考えてい
ます。まず、使用時におけるCO2削減を図るためのさまざ
まな省エネ技術の向上や、地球温暖化係数の低い冷媒採
用を進めていくことで、地球温暖化の抑制に努めます。さ
らに、お客さまが設置している既存の設備から無駄に排熱
されている温冷熱を再利用し、トータルのCO2削減を図る
製品を提案していくことで、温暖化抑制に貢献できると考
えています。

東芝キヤリアグループは、省エネをはじめとする地球温
暖化抑制とともに、資源の有効活用や化学物質管理にお
いて、環境性能No.1やオンリーワンの製品を開発し、東
芝グループの「エクセレントECP」認定製品を継続的に創
出しています。2014年度には、認定製品は32製品群とな
り、その売上高比率は40％を超えました。一方、それらの
製造過程において発生する環境負荷についても、製造拠
点や開発拠点でたえず施策を考え最小化に取り組んでい
ます。2014年度の主な施策は、高効率な空調機器の導
入やLED照明の採用に加え、製造工程に合わせた熱源機
器を採用しました。化学物質管理でも、コンプレッサーの
紛体塗装化で導入前に比べて約42%のVOC※3削減を
実現しました。東芝キヤリアグループは、環境調和型製品
を各国でローカルフィットさせ、最小限の環境負荷で製造
したエクセレントECPを世界のお客さまにお届けします。

地球で事業活動を営む企業として、
地球温暖化抑制に貢献します

最小の環境負荷で「エクセレントECP※2」
を製造し、グローバルに提供します

東芝キヤリアグループは、国内2拠点、タイ2拠点、
中国1拠点で製造した環境調和型の高品質な
製品を、欧州、中国、アジアをはじめとする世界の
お客さまへスピーディーに提供し、地球温暖化抑制
に貢献しています。

We will globally expand our heat pump solution business, focusing on our commitment to environmental innovation 作为环境创造企业在全球拓展热泵解决方案事业

※1  IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change） ※2  ECP（Environmentally Conscious Product）P17参照
※3  VOC（Volatile Organic Compounds）

環境創造企業として、ヒートポンプソリ 
グローバルに発展させていきます

環境経営責任者メッセージ TOP COMMITMENT
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2010年の国際生物多様性年に先駆け、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
ある富士工場では、「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行い、工場内にはビ
オトープを設置しました。自然豊かな津山工場や掛川開発
センターでは、工場周辺にさまざまな生物が生息している
ことが確認されており、それぞれの拠点で絶滅危惧種を観
察・保護しながら、自然と調和した企業活動を推進していま
す。また、生物多様性を保全するために、環境活動における
多くの法規を遵守し、環境事故を未然に防止しています。
2011年度から2013年度にかけてタイで2拠点、中国で１
拠点が海外製造拠点としてスタートしましたが、最近は各
国の法規も複雑になり、短期間で更新されることがあるた
め、常に最新の情報を把握し、日本からの支援を継続しな
がら今後も遵守を徹底させていきます。

地域の大学生との協働による小学生環境イベントは、
2012年度以降毎年継続して行っています。4回目の今回
は、富士工場で実施しました。工場見学や環境学習の後は
工場敷地内のビオトープと安全公園で自然観察を行いま
した。そして、一人ひとりの心に残ったことを白いキャンバ
ス地のエコバッグに描いてもらいました。地域の子どもた
ちや大学生が企業の環境活動に興味を持ち、身近な環境
保全を考え、体験できるように工夫しました。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
力をお届けしていきたいと考えています。また、企業活動の
全ステージにおいて、提供する製品やサービスに関わる調
達取引先さまや販売店さまなど、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
環境調和型製品をグローバルに提供していきます。

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

次世代に環境活動を伝え、ステーク
ホルダーとの協調も大切にします

近藤弘和2015年9月
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化学物質リスクの最小化
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取り組み

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※3）への対応

Substance

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
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（2010年度比較）

化石燃料

大気汚染富栄養化

森林資源

温室効果
ガス

化学物質

水資源

資源

00
0.20.2
0.40.4
0.60.6
0.80.8
1.01.0

2010年度
2014年度

水資源消費の最小化

主な
取り組み

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

Water

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

主な
取り組み

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

Energy

社会・環境報告書の中期テーマを設定

　地球は、青く美しい星と言われます。水を湛え、豊かな自然を育
む地球に暮らす私たちは、知らず知らずに自然環境の恩恵を受け
ています。本報告書を作成するにあたり、美しい地球との永続的
な共生を思い描き、中期テーマを「Sustainable Society」（持続可
能な社会）に設定しました。
　一方、東芝グループは環境経営コンセプト「T-COMPASS※1」
を環境“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ています。それは、「E：エネルギー・気候変動
問題への対応」「W：水資源消費の最小化」「S：化学物質リスクの最
小化」「N：資源消費の最小化」です。
　今年度の報告書は、毎日の生活の中で最も身近に考えるべき
テーマであり、かつT-COMPASSの中で「E」のカテゴリーに相当す
る「地球温暖化」を取り上げ、トピックスや座談会を展開しました。
※1 T-COMPASS： Toshiba Comprehensive environmental database and its Practical 
 Application to Simplified and/or Streamlined LCA

※2  LCA: Life Cycle Assessment
※3  SAICM： Strategic Approach to International Chemicals Management 

T-COMPASSを利用して環境評価を実施

　T-COMPASSは、LCA※2による環境指標を独自のレーダーチャ
ートで表現します。主要4領域のほか、近年のトレンドであるカー
ボンフットプリントやウォーターフットプリントを包含した「環境フッ
トプリント」として、総合的な環境影響の削減を視覚的に示します。
さらに、軸と軸の間には関連性の高い環境指標を適切に配置し、
ライフサイクル影響評価の構造をチャートで簡易的に表現します。
主要4領域の代表的な環境指標だけでなく、8指標、12指標まで
環境指標を詳細化することができます。
　東芝キヤリアグループはT-COMPASSを利用し、2010年度の
環境負荷を1としたときの2014年度の環境負荷を8指標で比較
し、環境評価を実施しました。その結果、全項目で環境負荷を低減
することができました。

※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

たた
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6.0

過去の期間の
モデル結果

IPCC第5次評価報告書 WG1の資料をもとに作成
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RCP8.5シナリオ
何も対策をしない場合

RCP2.6シナリオ
対策を最大限実施した場合

地球は太陽からのエネルギーで温められています。そして、地表面
から放射される熱を温室効果ガスが吸収し、再放射して大気が温ま
ります。CO2などの温室効果ガスの大気中濃度が上昇すると、それ以
上に温室効果が強まり、地表面の温度がさらに上昇します。これが地
球温暖化のメカニズムです。地球の平均気温が以前に比べて急速に
上昇しているのは、私たち人間が産業を発達させ、大量の温室効果
ガスを長年にわたって排出してきたことが原因である可能性が極め
て高いのです。このようなメカニズムで起きる気温の上昇は、今では
「地球温暖化問題」と位置
付けられ、多くの国や地域、
そして社会生活にさまざま
な危険がおよぶようになっ
てきました。それらは8つの
主要リスクと呼ばれ、およぼ
す損失は計り知れません。

地球の年平均気温はどれくらいかご存じですか。年平均気温とは、
陸域における地表付近の気温と海面水温の平均ですが、それは現在
14℃前後と言われています。IPCC※1が発表した第5次評価報告書で
は、今世紀末の2081年から20年間の世界の平均地上気温は、1986
年から20年間の平均よりも最小で0.3°C、最大で4.8°C上昇すると予
測しています。0.3～4.8℃とい
う開きは、地球温暖化対策の
実施シナリオ（RCP※2）により
仮説が異なってくるためです
が、仮に、各国が行っている
CO2削減などの対策を今以上
に施さないと、最も温暖化が
進むというシナリオ（RCP8.5）
では、2.6～4.8℃の気温上昇
が予測されています。

地球が温まり、気候

あちらコチラで、地球が 

高校2年生のケイスケ君は、ボストンにホームステイして以来
マイケル君と大親友。マイケル君を通じて世界各国に友達も
増えました。また、タイのシンチャイさんとは、彼女が旅行で
日本を訪れた時に仲良くなり、ブラジルのカルロス君とは
いつもサッカーの話題に花が咲いています。

今世紀末までに平均気温は4.8℃も上がる？ 地球温暖化はこのようにして起こる

タイでは大雨に
見舞われてたいへん。
市街地も水に浸かり、
叔父さんが勤める工場も
稼働できないみたい。

タイからの部品が
入ってこないなど、
日本にも影響が
出ているらしいよ。

オーストラリアや
ブラジルで干ばつ被害が
ひどいらしいね。

お父さんのコーヒー農園は
大丈夫なの？

●1986年～20年間の平均に対する
　世界平均地上気温の変化

太 陽

地 球

宇宙空間へ
放出されるエネルギー

太陽からの
エネルギー

温室
効果
ガス

地球から
放出される
エネルギー

温室効果ガスに
よるエネルギー
の吸収と再放射

特集❶

地球温暖化

タイでは…

ブ

熱帯雨林気候の東南アジアでは、スコールは日常的な気象です。しかし、スコールの雨
とは違う「スーパー台風」が、近年東南アジアに襲来するようになりました。その被害
は甚大で、農耕地はもちろん、市街地にも大きな影響をおよぼしています。タイでは、
洪水の場合に備え、平野部分と高地の両方に水田を持つ農家がありますが、このよう
な知恵と工夫があっても、急激な気候変動に困っているようです。
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候がおかしくなってきた。

悲鳴をあげている！

インターネットのSNSでさまざまな情報のやり取りをしている彼らの最近の話題は、
それぞれの国の気候について。経験したことのないような気象が、自国で観測されているようです。
東南アジアを直撃する大型台風、ブラジルの干ばつによる穀物被害、北米をすっぽり包んだ大寒波、
そして日本でも珊瑚の白化で美しい海が危うくなり、ケイスケ君の胸騒ぎは日々エスカレート。
それぞれの国の気候が「なんか変だ」では済まされないような状況です。

The Earth is getting warmer, and our climate is changing. 地球变暖，气候已变得异常。

えっ、こんなに
リスクがいっぱい

あるの？

省エネでCO2排出抑制、
空調の冷媒にも工夫を〈8つの主要リスク〉 

1）海面上昇、沿岸での高潮
2）大都市部への洪水
3）極端な気象現象によるインフラ機能停止
4）熱波による死亡や疾病
5）気温上昇や干ばつによる食糧安全保障
6）水資源不足と農業生産減少
7）海洋生態系の損失
8）陸域と内水の生態系がもたらすサービスの損失

「温暖化」と聞くと「暑い」を想像しますが、逆に強烈な
寒波を引き起こす場合もあり、アメリカ東海岸の北部地方も大寒波に見舞われました。この
原因は、北極・南極上空にある極渦※が不安定になるためだと言われています。極渦の異常
の原因も地球温暖化と考えられ、温暖化による寒冷化が進んでいくのかもしれません。

驚いたよ、ケイスケ！
ナイアガラの滝が
凍ったんだって。
従兄弟のハリーが
見てきたらしいよ。

そのニュースは、
こっちでも衝撃的に

伝えられたね。それにしても、
アメリカ北東部の
寒波はすごいね。

ブラジルでは、過去にも
干ばつでコーヒー生豆が
不作の年があったけど、
2014年は過去60年で
最も厳しいという話が

出ているよ。

※極渦（きょくうず）：極域の成層圏で晩秋から春にかけて発生する強い西風に囲まれた巨大な低気圧性の渦のこと。

※1  IPCC（Intergovernmental Panel on Climate Change）国連気候変動に関する政府間パネル
※2  RCP（Representative Concentration Pathways）代表濃度経路シナリオ

環境省「STOP THE 温暖化2015」より

温室効果ガスの中でも特にCO2は、化石燃料の燃焼などに
よって膨大な量が人為的に排出されています。CO2削減のため
に、国、自治体、事業体など、ある程度大きな視点で取り組むべ
きことと、家庭や個人の身近な単位で取り組むべきこと、この両
方の視点で省エネに取り組んでいかなければなりません。世界
的には、車のエコ化や再生可能エネルギーの利用を促進する国
がたくさん出てきており、日本でも、会社や自治体が省エネ活動
を積極的に実施し、一般の家庭生活でも個人の省エネ意識はか
なり定着しています。
また、空調機器に使用される冷媒も地球温暖化に影響するこ

とから、地球温暖化係数の低い冷媒を使用するとともに、CO2を
大気中に排出させない取り組みが展開されています。

ブラジルといえばコーヒー生豆の生産量世界
第1位。日本も大量の豆を輸入しています。干
ばつになるとコーヒー生豆が不作になり、農

園の経営にダメージを与え
る事態になりかねません。
さらに、長期間にわたり雨
が異常に少ない状態が続く
と、土地が砂漠化する恐れ
もあります。このような深刻
な事態も地球温暖化が原因
と考えられています。

ラジルでは…

アメリカでは…

4東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2015は早寝して　輝く星空　明るい未来（関係会社／隊長）　に日中の光を集めた常夜灯（関係会社／かつ）



（出典：環境省）
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産業部門
482→418（13.4%減）

運輸部門（自動車・船舶など）
217→226（4.1%増）

家庭部門　127→203（59.7%増）

エネルギー転換部門（発電所など）　67.9→87.8（29.4%増）

業務その他部門
（商業・サービス・事業所など）
164→272（65.8%増）

482482

217217

164164

127127

67.967.9

418418

272272

226226

203203

87.887.8

8時 22時
経済産業省 資源エネルギー庁資料をもとに作成
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（
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気
の
需
用
量
）

電気需要平準化時間帯
全国一律で7～9月（夏期）および、12～3月（冬期）の
8～22時（土日祝日含む）のこと

シフト

地球温暖化を
なんとかして食い止めようと、

さまざまな法律も登場しているんだ。
それに合わせて、企業の生産活動にも

新たな展開が見られるね。

あっ、そう言えば
お父さんの会社は、
確か空調機器メーカー

だったな。

❶フロンメーカー

❷製造メーカー ❸ユーザー ❹充填回収業者

❺破壊業者、再生業者
つくる人、
使う人、
管理する人

※トップランナー方式： 省エネ型の製品を製造する際に基準値を設け、
　それをクリアするように課したエネルギー使用の合理化に関する省エネ法の措置。

環境省による「部門別エネルギー起源二酸化炭素排出量の推
移」の報告では、「家庭部門」や「業務その他部門」が、京都議定
書の基準年である1990年に比べ増加していることがわかりま
す。また「産業部門」は、13.4%削減しているものの、絶対量では

まだまだ大きな数値です。冷凍空調機器メーカーは、「産業部門」
「家庭部門」「業務その他部門」にCO2排出量が多い機器を提供
しているのが現状です。一方、政府の地球温暖化対策として、「改
正省エネ法」や「フロン排出抑制法」が施行されるなど、法規改正
面の充実がはかられてきました。
このような背景から、冷凍空調機器メーカーである東芝キヤリ
アは、地球温暖化防止に向けた取り組みを積極的に展開していま
す。業務用空調機器では、省エネトップランナー方式※対応の「ス
－パーエコゴールド」、低温暖化係数冷媒採用機種である「ウルト
ラパワーエコ」をそれぞれ2015年度から市場に投入しました。ま
た、電力平準化対応の提案として、「産業部門」では「熱回収型
CAONS」を半導体工場の熱再利用などに提供するなど、さまざま
な事業を展開しています。さらに家庭用では、デマンドコントロー
ルを搭載した「家庭用エコキュートプレミアム」も提供しています。

　　　　　　　　　　　改正省エネ法は、2010年度の届け出からエネルギー量
を事業者全体で集計し、原単位年平均1%以上の低減を努力目標に掲げていまし
たが、2014年度の実績を届け出るにあたり、電力のピークシフトを考えた平準化を
進めるため、7～9月の夏期、12～3月の冬期において、8～22時までの昼間電力を、
22～8時までの深夜電力の1.3倍で集計して報告することになりました。また、業務
用空調製品に関しても、2015年度から省エネトップランナー方式が採用されまし
た。これにより、省エネ性能の高い製品開発で、2015年4月以降の出荷分より加重
平均で目標基準値の達成が義務付けられるようになりました。

　　　　　　　　　　　2001年に制定された「フロン回収・破壊法」
が、2015年度から「フロン排出抑制法」として施行されています。以前のフ
ロン回収・破壊法では、機器の修理時や廃棄時にフロンを適正に回収して
破壊することを義務付けていましたが、フロン排出抑制法では、冷媒メー
カーは、地球温暖化係数の低い冷媒や自然冷媒に製造を転換し、機器
メーカーはそのような冷媒を使用した機器の開発を行うことが義務付け
られています。さらに、空調機器を使用するユーザーにも簡易点検や定期
点検の義務が課されるようになりました。このように、フロン排出抑制法
は、フロンをつくる人、使う人、管理する人それぞれの立場で、フロン類の
ライフサイクル全体を見直した内容になっています。

地球温暖化に関わる各種法改正について

改正省エネ法

フロン排出抑制法

特集❶
地球温暖化 冷凍空調機器メーカー

としての使命
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青藤）「温暖化」という言葉のとおり、毎年この時期に実感する夏の
暑さは異常だと思います。日中の気温は35℃が当たり前になり、夜の
気温もなかなか下がりません。昨年、デング熱が騒がれましたが、当社
の海外現法があるタイでよく耳にしていたこの病名を日本でも聞くと、と
うとう日本の気候も熱帯になったのかという感じがします。

吉田）私は仙台から東京に単身赴任していますので、夏の東京は初
めてです。噂には聞いていましたが、さすがに東北よりは暑さを感じます。
生まれ育った仙台では、20年くらい前と比べると降雪量が減ったと思
います。降雪と温暖化の因果関係はわかりませんが、気候が変わって
きていることは確かだと思いますね。

御手洗）確かに気候の変動はあると思います。私が特に感じるのは、

生き物の生態系の異変です。最近、身近に思うこととして、フグが北
海道近海で獲れたり、全国でウナギが獲れなくなったりしています。同
じことが野菜や果物にも言え、旬の味わいが温暖化によって変わって
きているのでしょう。これが、財布にも影響をおよぼしていますから余計
にたいへんです。

春山）私が府中事業所で環境担当に就いたのは2009年です。思
えば、その頃からゲリラ豪雨などの異常気象が多くなったように思い
ます。また、以前から蝶の標本づくりをしていたのですが、本来は鹿
児島県などもっと南の地方に生息
しているはずの蝶をこの辺りで見か
けるようになりました。最近では、奄
美大島にいるはずの「アカボシゴマ
ダラ」という蝶を事業所内でよく見
かけます。これも温暖化による生態
系の変化なのでしょう。

今、皆さんが実感している
地球温暖化についてお聞かせください。

地球温暖化防止に関する
さまざまな法改正を背景に、
それぞれの立場で話し合いました。

Given the amendment of various laws concerning global warming prevention, we shared our points of views with one another.
在修订了与防止地球变暖相关的各种法律的背景下，立足于各自的立场进行了讨论。

地球温暖化の進行が予測されています。それを受け、要因
の一つとされるフロン類の取り扱いについて、フロン排出
抑制法が施行されました。改正省エネ法の2013年度見直
しと合わせて、温暖化対策に向けた大きな転換期を迎えた
と言えます。フロン類使用機器を製造しているメーカーの立
場として、社内の関係部門の人が集まり、さらに我々の機器
のユーザーである株式会社 東芝の府中事業所の環境推進
担当者さまを交え、省エネやフロン類の取り扱いについて
意見交換を行いました。

特集❷

誌上座談会

府中事業所で採集された蝶の標本

（株）東芝 府中事業所正門前にて　参加者集合写真
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現在当社は、日本空調冷凍工業会（日冷工）の会長会社を務
めています。冷凍空調戦略推進室は、業界が直面するさま
ざまな課題の解決にあたっています。地球温暖化抑制のた
めのフロン類取り扱い量の削減や、省エネ普及に向けた日
冷工の取り組みに参画し、情報収集と社内への周知を行う
ほか、「環境とエネルギーに関する欧州協会」にも参加する
など、グローバルな情報収集活動を行っています。

東芝キヤリア株式会社　冷凍空調戦略推進室

空調設計部で主に店舗オフィス用の空調設計をして
います。2014年から2015年にかけて、省エネトップ
プランナー方式（P5参照）に対応した新しい製品を市
場に送り出し、地球温暖化対策に貢献しています。ま
た、法改正に対応した製品開発の必要性を受け、省
エネ性能のほか、地球温暖化係数の低い冷媒などの
検討で競争力のある製品づくりに取り組んでいます。

東芝キヤリア株式会社　富士工場 空調設計部

御手洗 孝志フロン類法規情報管理担当

青藤 誠哉製品開発担当

み た ら い　　たか　 し

せい　とう　　まさ　や

春山）私個人ができる温暖化対策と言えば、仕事の内容も含めて
省エネ活動の徹底ということになりますね。

御手洗）省エネ活動は、個人や会社でそれぞれ取り組むべきことが
あると思います。ペーパーレスの徹底、ごみの分別、電気機器のス
イッチをこまめに切る、公共交通機関の利用などがあると思います。
我々が取り扱っている空調機器も、特に夏になると節電と関連づけ
られるのですが、省エネの技術的な部分では、以前と比べてかなり
進化したと思いますよ。

青藤）そうですね。私たちが開発している業務用空調機器も、省エ
ネ性を主に追求していますが、新しく登場した製品には、快適性を
保って省エネに貢献するという制御方式を採用しました。言わば、
冷えすぎない空調です。また、温暖化に対応するため運転可能な
室外温度範囲を大幅に拡大させました。機器の開発者として、少
しでも地球温暖化が軽減できればと思っています。

御手洗）空調機器や冷蔵・冷凍機器で使用される冷媒について、
今年は法的な転換期になりました。フロン排出抑制法の施行によっ
て、有資格者による点検が義務付けられましたね。

吉田）その通りです。法律施行にともなって、我々サービス営業部は、
協力業者を含め有資格者を増やし、機器ユーザーさまに代わって
点検業務を行っています。

春山）空調冷凍機器を使用するユーザーの立場からすれば、一
口に点検と言ってもたいへんな作業です。ここ府中事業所には、フロ

ン類を使用している6,000台以上の機器があります。そのすべてを
点検するとなると、労力は計り知れません。とは言うものの、法律で義
務化された以上、なんとか対応したいと考えています。何か良い
サービスがあるならお聞きしたいですね。

吉田）そのようなお客さまの負担を少
しでも軽減できるように、機器ごとの
点検記録を簡単に残すことができる
「フロン類取扱い管理システム」を開
発しました。インターネットを利用し、ス
マートフォンなどで現場から点検記
録を残すことができる仕組みです。点
検機器リストをあらかじめ作ってしま
えば、作業の効率化を図ることがで
きると思います。

御手洗）この4月から施行されたフロン排出抑制法は、ユーザーさ
まが機器を点検し、漏えいを防ぐことの他、空調機器や冷蔵・冷凍
機器に使用されているフロン類の量を抑制する、あるいは、フロン類

皆さんが行っている温暖化対策が
どのようなものかお聞かせください。

温暖化対策に向けて行われた
法改正について、お仕事の立場から
お話をお聞かせください。

地球温暖化抑制に  

エクセレント

ECP

大形熱源機
空調から産業プロセス用途まで対応可能な熱源機です。業界初Xフ
レーム構造を採用し、スムーズな熱交換を実現します。設置面積は従来
機に比べ約40%削減し、最大で16台までモジュール連結が可能です。
吹き出しキャビネットに再生プラを採用。これは、プラ総使用量の36％
に相当します。

スーパーフレックスモジュールチラー（SFMC）

RUA-TBP0302H

「フロン類取扱い管理システム」画面

※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

基準機種（2000年）
TAG-C009を100としたとき※

51%
削減

46.1
t-CO2/年

特集❷
誌上座談会
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春山 信治機器ユーザー

吉田 健宏サービスソリューション担当

サービス営業部は、既設の空調冷凍機器の保守点検
サービスを行う部署で、機器を設置しているお客さま
と直接コミュニケーションをとる機会が多くなります。
このたび、フロン排出抑制法が施行されたことにとも
ない、お客さまの点検業務の効率化をはかるための
システムを開発しました。機器を熟知したプロの立場
で、お客さまの業務をサポートしています。

東芝キヤリア株式会社　サービス営業部

府中事業所では、地球温暖化対策、廃棄物処理、化
学物質管理など、環境活動におけるさまざまな対
応業務があります。また、ビオトープを造って生物
多様性保全活動の推進、見学のコーディネート、行
政関連の法令対応なども行っています。さらに、エ
ネルギー管理士として、省エネに関する行政への
定期報告なども行っています。

株式会社 東芝  社会インフラシステム社　府中事業所 技術・環境管理担当

よし　 だ　　 たけ  ひろ

はる　やま　　しん　じ

以外の物質や温室効果の低い冷媒に転換することを進めるため
に作られた法律です。フロン類の製造から廃棄までのライフサイクル
全体を捉えた対策として、それぞれの段階で事業者に法律を遵守
すること（P5参照）が求められています。

青藤）フロン排出抑制法の施行を受けて、製品開発で具体的に
対応したことはあまりありません。この法律の前身である「フロン回
収・破壊法」に以前より対応しており、その後は、新しい機能として
冷媒漏えい検知機能を織り込みました。既に組み込まれているセン
サーや駆動部品を使って情報を収集し、点検時に確認できるよう
な機能を付けています。

御手洗）地球温暖化防止には、このように温室効果ガスを減らすこ
とが効果的ですが、もう一つの方法は省エネです。

春山）規模の大きな事業所では機器の設置台数が多くなる分、ラ
ンニングコストも高くなります。省エネトップランナー方式（P5参照）を
採用している製品は、ランニングコストが低くなる分、設置時の費用
が高くなるのではありませんか。

青藤）業界トップを取り、その後、さらに上を目指すのは開発者として
はとても高いハードルに挑むことになります。当然、コストにも反映され
てしまいますね。お客さまは、省エネ性はもちろん、コストも重視して導
入を検討するのは当然でしょうから、私たちも努力を続けていきます。

春山）青藤さんのような開発者の努力によって、新製品の登場にも
期待が高まりますね。

青藤）今年発表したウルトラパワーエコシリーズは、従来使用され
ていたR410Aよりも地球温暖化係数の値を約1／3に抑えたR32と
いう新しい冷媒を使用しつつ、省エネ面でも業界トップの数字を付
けることができました。

御手洗）製品の開発では、開発部門と商品企画部門が連携して
省エネ性の向上を追求していると思いますが、私たちは、そのための
法律面の情報を提供しています。社外からの情報をなるべく早い
段階で入れることでフォローできると考えています。私が所属する部
門では、日冷工※の活動で得られた、最上流情報を事業活動に
反映することも大切な業務です。

吉田）サービス営業部にも、今回の情報は早い段階で入ってきまし
た。ユーザーさまに、より深い理解を促すために販売部門と連携し
て説明会などを実施しています。しかし、ユーザーさまとしては短い
期間での準備のうえ、同じ機器でも使用目的によって点検頻度が
異なるなど、内容が複雑なため、私たちとしても丁寧な説明が要求
されています。

御手洗）この法律の施行にあたって、運用の手引きがなかなか出
てこなかったので混乱しているのだと思います。一方、国際社会で
は国連が旗振り役として地球温暖化の対策を進め、規制の数値
目標を掲げています。日本、ヨーロッパ、アメリカでは、先進的な取り
組みを実践しているのに対し、アジアやアフリカなどの発展途上国
では、オゾン層を破壊するといわれるHCFCが使われており、新しい
冷媒に転換する必要がある状況です。

府中事業所11号棟屋上設置のSFMCを前に

貢献する当社の製品

※空調業界各社で組織する業界団体

エクセレント

ECP

店舗・オフィス用空調
業界トップクラスの省エネ性能と、業界トップの運転可能室外温度範囲※
を実現しました。また、従来の冷媒R410Aに比べて地球温暖化係数が約
1／3の新冷媒R32を採用しています。プロペラファンに再生プラを採用。
これは、プラ総使用量の5％に相当します。
※－27℃（暖房外気温）～52℃（冷房外気温）

ウルトラパワーエコ（UPE）

AIU-RP1401H/
ROA-RP1401HX

年間CO2排出量比較

基準機種（2000年）
AIU-1407H/ROA-J1406Hを

100としたとき

56%
削減

1.01
t-CO2/年

府中事業所の省エネに貢献する屋上設置のSFMC

8東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2015ぬ塗り替えよう　汚れた空を群青に（スタッフ／揚げひばり）　る瑠璃色の地球を守るeco運動（関係会社／サチコ）



春山）府中事業所では、空調設備の更新をはじめ、ガス暖房の電
力化、照明のLED化、太陽光パネルの設置など、多様な省エネ施
策と高効率機器の導入を進め、その結果、2010年から約6,000トン
のCO2を削減できました。このような取り組み内容を平成26年度地
球温暖化防止活動環境大臣表彰に応募したところ、環境大臣賞
をいただくことができました。今後は、さらに高効率の機器への更新を
進め、太陽光発電を活用した
取り組みにも力を入れていきたい
と思います。また敷地内で、期間
限定で飼育しているヤギによる
除草、ビオトープの充実や植樹
など、生物多様性保全活動や
地域社会への貢献活動も充実
させていきたいですね。

青藤）春山さんのお話は、地球温暖化を食い止める確かなビジョン
が感じられます。私の立場では、欧州でも省エネ規制が厳しくなり、
機器の省エネ性をさらに追求するのは明確ですから、それに沿った
製品開発が求められると思っています。業務用空調機器は開発後、
モデルチェンジまでの期間が長いため、将来の製品ラインアップを見
据えた技術開発を計画的に行うことが必要です。例えば、地球温
暖化係数が低い冷媒を使用した製品開発もテーマです。

吉田）これだけ夏も暑くなると、空調機器の稼働率も上がり、メンテナ
ンスの頻度も高まります。それをきっかけに、省エネ性の高い製品に更

新してもらうことが温暖化対策の一つであると思います。今回の法改
正を機に、空調機器をよく分かっている立場で、温暖化対策への有
効策を最適な形で提案していきたいと思います。

御手洗）温暖化抑制のために地球規模で活発な議論が行われて
おり、長期的視点で温暖化を進行させる人為的な行動を慎もうと
いう方向に向かっていると思います。私たちは日冷工の一員として、ア
ジア諸国に対して日本のような省エネ規制を作ってもらうよう働きか
けをする一方、欧米諸国とのバランスを取る努力をしています。

春山）私は、従業員にもっと温暖化防止や省エネの意識を高めても
らうPRが必要だと思います。例えば、eco検定※のような資格を通じ
て、意識付けの活動を取り入れていく工夫も大切なのではないでしょ
うか。また、設備面でも照明のLED化など、明らかに効果が見込め
る温暖化対策が定着しているのは事実です。空調機器も、温暖化
対策に強烈なインパクトのある省エネ機器が登場すれば、事業者
は飛びつくと思います。省エネ性の追求は永遠のテーマだと思いま
すが、技術面、サービス面ともに期待しています。

地球温暖化防止への今後の取り組みに
ついてお聞かせください。

「温暖化」を文字通り実感できる暑い
1日での開催でした。フロン類や省エネ

に関する法改正を中心に、メンバーそれぞれの立場からの意
見を共有すると同時に、メンバーの日常業務における地球温
暖化抑制への努力が伝わってきた内容でした。また、空調冷
凍機器を提供するメーカーとユーザーさまとで意見交換した
ことで、さらに当社の環境活動を充実していけると考えます。

　　　　　　　　　　東芝が次世代エネルギー事業
のテーマの一つとして位置付けるものに「水素社会の
実現」があります。今回の見学では、その内容について
もお話を聞くことができました。日本政府も水素事業
を積極的に後押ししていることもあり、府中事業所に
ある水素エネルギー開発センターはますます注目され
ると思います。多くの可能性を秘めた水素社会に、東
芝が牽引役として貢献できると思いました。

　　　　　　　　　当社の掛川開発センターにも大
規模なソーラー発電システムがありますが、府中事業
所内の建屋の屋上に設置されている太陽光パネルを
見学させていただき、その数に圧倒されました。二次
電池SCiB™と組み合わせることで発電出力の変動を
効果的に抑制するなど、独自の取り組みも参考になり
ました。現在のシステムをさらに拡大するとのことです
が、地球温暖化抑制にますます期待が高まりますね。

　　　　　　　　　事業所内を専用のバスで移動し
ていると、その敷地の広さに驚いてしまいます。東芝
キヤリアの空調冷凍機器を6,000台以上も設置して
いるとのことですが、フロン排出抑制法の施行でその
点検・管理業務はたいへんだろうと感じました。また、
敷地内の端にあるビオトープは、規模が小さいながら
も昆虫や植物が生息できるように整備されていると
思いました。

府中事業所入り口にあるスマート
ホームは、東芝の省エネ関連技術を
はじめ、高度なセンシング技術を結
集した実験棟です。この施設を皆さ
まに公開していることに加え、事業
所ではエネルギー管理、資源の有効
活用、節電対策、生物多様性保全活
動など、地球環境のことを考えた取
り組みを充実させています。このた
びは、府中事業所の環境活動をご理
解いただけてありがたく思います。

春山 信治

エコファクトリーとして、
今後も積極的な
環境活動を推進します。

まとめ

府中事業所の環境活動を見学させていただき、ありがとうございました。

御手洗 孝志 青藤 誠哉 吉田 健宏

ビオトープ屋上の太陽光発電システム

事業所内走行の電気自動車 スマートホーム外観 スマートホーム室内にて

除草で活躍する3頭のヤギ

※環境社会検定試験®

特集❷
誌上座談会
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MAP2206HT8P

車載用コールドボックス

RUA-SP331

エクセレント

ECP

空調から産業プロセス用途まで対応可能な熱源機です。新コンプ
レッサー搭載により、業界最高の省エネを実現しています。業界初の
電源高調波抑制機能（三相PWMコンバーター※）を標準搭載し、入
力力率を99％にすることで電源設備の省容量化にも貢献します。ま
た、待機電力については従来機種に比べ約38％削減しました。
※インバーターから発生する高調波電流を大幅に低減する装置

1つのモジュールユニットは、4つの独立した冷凍サイクルで構成さ
れ、さまざまなリスクを分散しています。24時間運転が必要なサー
バールームの空調や工場ラインなど、温度管理が重要な施設にも使
用され、稼働中でも保守点検が行えるためお客さまのご負担が最小
限になっています。

通用智能型X（USX）空调热源机
Universal Smart X (USX)

Super Module Multi（SMMS-e）中央空调系统
Super Module Multi Series (SMMS-e)

车载用冷藏盒 
Automotive Cold Boxes

ユニバーサルスマートX（USX）
大形熱源機

森本 浩由 高戸 俊幸

開発部門 サービス部門

海外向けマルチ空調システムです。モデル名に付いている「e」は、従
来機種からExpansion（仕様拡大）、Excellence（省エネ性能向
上）、Experience（高信頼性）を表現しています。この3つの「e」が各
国の市場から好評を得ています。

熱交換機の性能向上やファン形状の最適化などで、大幅に省エネ性能
が向上しました。新たに22HPの大容量室外機を開発し、従来機種に比
べ約20%の軽量化を図るとともに資源削減を実現しました。約200機
種のモデルを取り揃え、全世界でご利用いただくことができます。

スーパーモジュールマルチ（SMMS-e）
海外向けマルチ空調システム

北野 竜児三島 毅睦

開発部門商品企画部門

エクセレント

ECP

冷凍食品を運ぶ車載用移動式冷蔵（冷凍）庫です。保冷維持用ファン
モーターの駆動用電源に、東芝製二次電池「SCiBTM」を採用し、充電
時間を同種の製品と比べ、従来の1／4に短縮しました。これにより、
ボックスの回転率の向上が図れ、お客さまに喜ばれています。

真空断熱材の採用と冷凍サイクルの最適化により、庫内温度を維持
する時間を大幅に延長することができました。また、トラックやフォー
クリフトなどで運搬するため、振動や衝撃を吸収、緩和する技術を採
用しました。これにより、輸送をスムーズに行うことができます。

車載用コールドボックス
コールドチェーン機器

鈴木 崇史一柳 将孝

開発部門商品企画部門

We globally offer various environmentally friendly products     我们向全球提供各种各样的环保型产品

もり　もと　  ひろ  よし たか　と　　 とし　ゆき

み　しま　  たけ　ちか きた　の　　りゅう　じ

いち りゅう　 まさ  たか すず　き　　 たか  ふみ

さまざまな環境調和型製品をグローバルに提供しています

第18回 
Energy Winner Award
グリーン機器部門
Winner賞

エクセレント

ECP

60%
削減

60.9
t-CO2/年

年間CO2排出量比較

基準機種（2000年）
TAG-C009を100としたとき※
※新製品１台あたりの能力に

換算したときのCO2排出量を採用

48%
削減1.77

t-CO2/年

年間CO2排出量比較※

基準機種（2000年）
MJ2801HTを100としたとき
※10馬力同士で比較しています

年間CO2排出量比較

基準機種（2008年）
他社品を100としたとき

35%
削減

0.45
t-CO2/年
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製品紹介
Product Highlights   产品介绍

か家族がリビング集合で楽しい会話とエコモード（関係会社／いちご）　よ夜更かしを控える事で節電に！？（関係会社／ハナ）



CAONS700

SH-321DES

RDA-SPE5605HT

MMY-MH2501HC8-C

工場・大規模施設向け

ビル・店舗オフィス向け

熱回収型CAONS
エクセレント

ECP

3Faceインバーターショーケースシングルエース
エクセレント

ECP

スーパーパワーエコゴールド

CAONSシリーズ
エクセレント

ECP

SMMS（i、C、SHRMシリーズ）

AIU-AP1407H/ROA-AP1406HS

エクセレント

ECP
エクセレント

ECP

エクセレント

ECP

循環加温ヒートポンプ
冷媒を使用して空気中から熱を汲み上げ循環する水を90℃
まで加熱可能な熱源システムです。70℃以上の高温が求めら
れる加熱殺菌工程洗浄をはじめ、脱脂工程、溶解工程など、幅
広い生産工程で使用されています。

ビル用マルチ空調システム
室外機に複数の室内機を接続し、多数の部屋や空間を同時に空調
制御できるシリーズです。日本、中国、ヨーロッパなど、ワールドワイ
ドで使用されています。一部の製品では、吹き出しキャビネットに再
生プラを採用し、プラ総使用量のうち、48％使用しています。

店舗・オフィス用空調
室外機と室内機が一体化されたエアコンです。営業中でも保守・点
検、サービスができるので、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の空調に使用されています。

コールドチェーン機器
CO2冷媒、LED照明を採用し、業界トップレベルの省エネ性能を実
現しながら、冷媒業界初の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を配慮した製品です。スーパーやコンビ
ニエンスストアで使用されています。

店舗・オフィス用空調
「省エネ法２０１５年基準値」をクリアした、省エネ性に優れた普及機
タイプで、多様な室内機ラインアップ（床置形、天井埋込形、天井吊
形、壁掛形など）でお客さまのニーズにお応えします。

HWC-WH6701

热回收型CAONS
Heat Recovery Type Heat Pump CAONS

SINGLE ACE / SINGLE ACE

Super Power Eco Gold Series / Super Power Eco Gold 室外机

3-Face Inverter Showcases / 3Face变频器展柜

Super Module Multi Series / SMMS系列

CAONS Series / CAONS系列

その他の製品： ユニバーサルスマートX、スーパーフレックスモジュールチラー

その他の製品： ウルトラパワーエコ、ほっとパワーエコBIGⅢ、インバーター冷凍機、スーパーパワーエコキューブ

熱回収型ヒートポンプ
冷房システムや生産工程の冷却で発生する40℃以下の「低温熱」
の排熱を再利用し、乾燥、加熱工程で必要な50℃～85℃の「中・
高温熱」に変換し供給が可能です。従来機種（蒸気ボイラー）に対
して、年間CO2排出量を45%削減しました。

年間CO2排出量比較

基準機種（2000年）
蒸気ボイラーを100としたとき

31.6
t-CO2/年

45%
削減

年間CO2排出量比較

基準機種（2000年）
蒸気ボイラーを100としたとき

37.4
t-CO2/年

45%
削減

年間CO2排出量比較

基準機種（2000年）
MMY-MU2801HTを100としたとき

1.85
t-CO2/年

46%
削減

年間CO2排出量比較

基準機種（2000年）
RDA-SPA018Hを100としたとき

4.70
t-CO2/年

25%
削減

年間CO2排出量比較

基準機種（2000年）
SH-311DUSを100としたとき

1.77
t-CO2/年

30%
削減

年間CO2排出量比較

基準機種（2000年）
AIU-J1407H/ROA-J1406Hを

100としたとき

1.03
t-CO2/年

55%
削減
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製品紹介
Product Highlights   产品介绍

た誰かいる、ひと声かけてスイッチオフ（関係会社／トリちゃん）　れ冷蔵庫の整頓で電気も食材もムダなく使おう（関係会社／きぃ）



HWS-1404XWHM3-E/
HWS-1401H-E

MCY-MHP
1204HT8-C

DVP-TD14CLDT

HWH-FBX
463CG

海外向け

家庭用

Air-to-Water MiNi-SMMS

多室ダクト用換気扇
エクセレント

ECP

ESTIA プレミアムシリーズ
エクセレント

ECP

エクセレント

ECP
エクセレント

ECP

海外向けヒートポンプ給湯機
化石燃料を使用しないヒートポンプ方式で給湯および床暖房がで
きるシステムです。ヨーロッパを中心に使用されています。従来機
種（ガスボイラー）に対して、年間CO2排出量を51%削減しました。

海外向け小中規模ビル用マルチ空調システム
新興国向けに開発した横吹き出しタイプのマルチエアコンです。省
エネ性能トップクラスに加え、従来機種に比べ設置スペースを約
62％削減、重量も約49%削減することで、業界トップクラスの小形
軽量化を実現しました。

換気機器
一つの換気扇で多室を24時間同時換気できる換気扇です。業界トップ
クラスの低消費電力を実現し、ファンの上下を解放した「両吸入ファン」
の採用により、大風量化および低騒音化を実現しました。筺体部品の一
部に再生プラを採用し、プラ総使用量のうち、57％使用しています。

家庭用ヒートポンプ給湯機
業界トップクラスの年間給湯保温効率を実現しました。また、HEMS接続
することで、パソコンやタブレットを使用し、家庭内電力の見える化を実
現しました。各業界からも認められ各賞を受賞しています。（P18参照）

多室风管用换气扇
Multi-Room Duct Fans

Air-to-Water / Air-to-Water
MiNi-SMMS
MiNi-SMMS

ESTIA高级系列
ESTIA Premium Series 

その他の製品： ステーブルパワーインバーターシリーズ、インバーターマルチシステム

その他の製品： ハイブリッド換気システム、ルームエアコン

年間CO2排出量比較

基準機種（2004年）
ガスボイラーを100としたとき

3.47
t-CO2/年

51%
削減

年間CO2排出量比較

基準機種（2000年）
MMY-MJ2801HTを100としたとき

2.13
t-CO2/年

37%
削減

年間CO2排出量比較

基準機種（2002年）
DVP-G14CLT3を100としたとき

0.024
t-CO2/年

64%
削減

年間CO2排出量比較

基準機種（2004年）
ガス給湯器を100としたとき

0.50
t-CO2/年

56%
削減
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企業姿勢
Corporate Attitude   企业经营姿势

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。

東芝キヤリアグループ経営方針

経営ビジョン

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

経営監査部

東芝キヤリア株式会社のガバナンス体制

監査役
監査役会

2014年度　職場ミーティングテーマ一覧

第1回 不正取引（架空発注）

第2回 （1）「人権の尊重」　
（2）「職場における業務効率の向上」

2014年度　教育一覧

電気用品安全法 2015年 2月

東芝グループ行動基準 2014年 12月

（TCC）フロン排出抑制法 2014年 9月

メンタルヘルス 2014年 9月

ソーシャルメディアリスク教育 2014年 9月

みんなのCS（顧客満足） 2014年 8月

情報セキュリティと個人情報保護 2014年 7月

環境教育 2014年 7月

渉外監理 2014年 7月

東芝キヤリアグループの経営方針
Management Policy of the Toshiba Carrier Group / 东芝开利集团的经营方针

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。

東芝グループ行動基準
Toshiba Group Standards of Conduct / 东芝集团行动准则

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。2014年度
は2回の職場ミーティングを実施しました。

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

ガバナンス体制
Governance Organization / 公司治理体制

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。

法令遵守の取り組み
Legal Compliance Programs / 守法措施

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。

確固たる方針と体制で、企業価値向上を目指しています　　　 

ね寝る時は照明消して真っ暗に（関係会社／すー）　な生ごみを　活かして育てる　家庭菜園（スタッフ／四木三草）
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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 1,746名 326名
海外グループ会社　合計 1,233名 889名
グループ全体 2,979名 1,215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

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
2014年度 2名 9名 13名

※数値は2015年4月1日現在

「安全健康推進賞」代表・秋山 ひろみ（2014年12月10日）

「優良防火管理者表彰」津山工場　小林 正広
（2014年11月17日）

「優良製造所表彰」津山工場　村上 隆志
（2014年10月3日）

（公社）発明協会　関東地方発明表彰　受賞者一覧
年度 表彰名 登録番号 発明の名称 氏名

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　他

特許第4330347号 空調制御装置 山下 哲司／小林 壮寛

2014年度
静岡県発明協会 
会長賞 特許第4975168号 二次ポンプ方式熱源システム及び

二次ポンプ方式熱源制御方法
森田 健／松本 勇司／ 
築山 誠二／山本 学

発明奨励賞 特許第4906255号 冷凍機 杠 博之／佐野 肇

2014年度　特許出願・登録件数

特許出願件数
国内 118
外国※ 56
合計 174

特許登録件数
国内 24
外国※ 22
合計 46

※外国は中国実用新案を含む

グローバル化の推進に伴う多様性や人財育成
Diversity and Human Resource Development Programs Needed for Globalization / 随着全球化的推进带来的多样性及人才培养

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、活躍していただいています。その結
果、国内の東芝キヤリアグループでは、法定雇用率を上回る2.5％の雇用率
を達成しています。育児休暇制度など各種制度を整備し、従業員それぞれ
のライフステージに合わせた勤務制度を構築しています。国内の女性従業
員の比率は約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。

表彰
Commendation / 表彰

東芝グループ内の表彰としては、東芝キヤリアが「安全健康推進賞」を東
芝CSR大会で受賞しました。また社外からは、富士工場が「2015年度　
GOOD FACTORY賞ものづくり人材育成貢献賞」※（日本能率協会）、津
山工場が「平成26年度　優良防火管理者表彰」（津山圏域消防組合）、「優
良製造所表彰」（岡山県冷凍設備保安協会）をそれぞれ受賞しました。

※詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
http://www.jma.or.jp/mono/factory/award/2015/toushiba.html

各国際規格の取得
Obtaining Certification to Various International Standards / 各种国际标准的取得

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、労働衛生マネジメントシス
テムの国際的な認証規格OHSAS18001については、国内主要拠点は取
得済みです。今後は、海外拠点の取得を推進し、安全健康管理体制の継
続的な改善に努めていきます。

特許関連事項
Patents / 专利相关事项

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。
2014年度は国内外合わせて174件を特許出願し、新たに46件が登録とな
りました。省エネ関連技術を含め、国内出願のみならず広く外国出願にも
注力しています。また、職務発明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尊重し、事前調査を徹底しています。

 We are aiming to enhance our corporate value through a firm policy and initiatives
以牢固的方针与体制，力求提高企业价值

らランチ時はパソコン伏せて省休止（関係会社／モン８億）　む無理なく　無駄なく　少ない資源の再生利用！（関係会社／かっちゃん）



取締役社長

熊谷 登 ライトダウンキャンペーンの際の様子　消灯前（左）／消灯後（右）

マネージングディレクター

鶴 秀成

マネージングディレクター

大捕 雅彦 シラチャー市への空調機寄贈の様子

副総経理

本間 久憲 GMCC主催の「第1回グリーン家電サミットフォーラム」の様子（2014年11月）

近隣小学校での奉仕活動の様子

く ま が い 　 のぼる

つる　   ひで　なり

おお    とり　  まさ　ひこ

ほん　 ま　　 ひさ　のり

国内外関係会社は、さまざまな環境・社会貢献活動を展開して 

当社は、東芝キヤリア富士工場内でコンプレッ
サーや各種タンクなどを製造しています。製造し
ている主なコンプレッサーは、列車空調用や
ショーケースをはじめとする冷凍機器用です。製
造活動では、省エネ、資源の有効活用、廃棄物の
低減など環境に配慮したモノづくりと、CSR活動
を両輪とした経営に取り組んでいます。

環境配慮の製造活動とCSR活動の
両輪展開

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

当社は、従来機種の性能をさらに向上させた
新シリーズ「SMMS－e」の量産を開始しました。
欧州、アジア向け家庭用インバーターエアコンの
新製品も開発が進んでいます。また、工場の省エ
ネ化では、照明のLED化率が90%に到達しまし
た。さらに、近隣の学校との交流や、LED化で発
生した古い蛍光灯を政府機関に寄贈するなど、
さまざまな活動を展開しています。

新省エネ製品投入と工場省エネの推進東芝キヤリア タイ社（TCTC）
Toshiba Carrier (Thailand) Co., Ltd.

当社は、（株）富士通ゼネラルさまとの合弁によ
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、家庭用や業務用空調機器に
搭載され、省エネ化に貢献しています。また、
2014年度からは東芝総合環境監査を受査し、さ
らに環境活動を強化していきます。CSR活動とし
ては、シラチャー市に空調機を寄贈しました。

東芝総合環境監査を受けるなど
活動の強化を実施

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

当社は、2014年度実績で全世界に約2,600万
台のコンプレッサーを販売した、業界をリードする
トップメーカーです。「グリーン家電」というコンセ
プトを打ち出し、省エネ製品、環境にやさしい冷媒
対応をはじめ、生産性の向上、3Rの推進など、「モ
ノづくり」全般を通して、低炭素社会の実現に向け
て邁進しています。

「グリーン家電」のコンセプトで
低炭素社会の実現を

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
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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

うウォームビズ粋に着こなして省エネ活動（関係会社／省エネ節電衛門）　ゐいつまでも　きれいな海を子供たちに（スタッフ／マイヨール）



設立2周年の記念撮影 650名が参加した2015年販売パートナー大会（中国珠海）

（TCAC）および（TCSA）総経理

池上 聡
いけ　がみ　 さとし

国内外关联公司开展着各种各样的环境与社会贡献活动
Subsidiaries in and outside of Japan have conducted various environmental and social contribution activitiesいます

　各拠点の作業手順を統一するために、業務上使用する各国語で
の専門用語と、その意味を厳密に定義する必要があります。また、各
拠点の量産台数や検査検体の種類や数などもそれぞれ事情が違う
ので、それらを考慮しながらの立ち上げ作業でした。

海外拠点の分析室立ち上げや検査員養成は
どのように行いましたか。

　各拠点の検査体制を統括してレベルを合わせているのが、富士工
場のRoHS分析室です。RoHS分析の基本的なルールを定め、内容
を統一して検査分析作業を行っています。また、他の拠点が万一の

災害などで一時的に稼
働できなくなっても、カ
バーできるように体制を
整え、半年に1回のペー
スで各拠点に対する定
期的な指導を行っていま
す。

富士工場RoHS分析室の役割はどのようなものですか。

　この業務は品質保証部を中心に、調達、設計、製造など、各部門と
の連携になります。RoHS管理は一つの部門だけでは成り立たない
ので、製品をつくるうえでの上流部門から下流部門までの管理を徹
底する必要があります。スムーズな管理体制の構築こそ、品質向上
に結び付くと考えています。

品質部門やその他各部門との
連携について教えてください。

　不純物の混在が発生するリスクはないか、調達部材の販売元だ
けでなく製造元までしっかり把握して管理できているか、はんだ槽の
管理はできているかなど、
部品によってリスクの確認
点が違います。リスクを最
小限に抑えて最大の効果
を得るのが、RoHS管理を
はじめとする製品含有化学
物質管理に重要なことだと
考えています。

実際の業務で気を付けていることはありますか。

当社は、中国杭州でビル用と住宅用の空調機
器を製造しています。中国各地から工場見学に訪
れるお客さまに対し、「魅せる工場」をコンセプト
に、清潔で働きやすい製造ラインをご覧いただい
ています。見学コースにはヒートポンプ空調機の
原理やツインロータリーコンプレッサーを展示し、
省エネ性能に優れた製品をアピールしています。

「魅せる工場」で高品質と省エネ性能をアピール 

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、高品質で省エネ性に優れた空調機器
を多くのお客さまにご提供することで、世界一の
空調市場である中国の環境改善に貢献してきま
した。教育や文化の面では、老朽化した小学校
校舎を建て直す「希望小学校プロジェクト」に参
加。また、プロサッカーチーム「杭州緑城足球隊」
のメインスポンサーとして、中国サッカーを応援
しています。

中国の教育・文化・スポーツの
発展にも貢献

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

RoHS分析室 RoHS分析室
RoHS Lab

東芝キヤリアグループは、海外拠点拡大を進めていくなかで、各拠点でRoHS対象物質や
REACH禁止物質についての検査分析体制を整備し、グループ一体の製品含有化学物質管
理を強化しています。海外でのRoHS分析室立ち上げに携わった金さんに話を聞きました。

分析室メンバー　（左から）高橋 政綱、
森 和也、金 慶美、加藤 るみ子（TCAC）検査担当　金 徐进

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

分析担当  金 慶美
キム　 キョン  ミ

16東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2015の野ウサギが子ウサギ生んで心和む　掛川開発センター（スタッフ／みんみん）　



17 東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2015

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

東芝キヤリアグループ地球環境会議

環境経営責任者

法令遵守・リスク管理工場・開発センター

事業プロセス環境推進活動支社・支店・事務所

製品・サービス環境推進活動

環境コミュニケーション活動海外関係会社

環境経営

環境推進責任者 副責任者会議

国内関係会社

本 社

環境推進室

環境推進副責任者

売り上げ拡大

高い環境性能
（エコターゲット）

環境配慮の度合い

エクセレントECPの
売上高を4年で6倍に

2011年度 2015年度

主要環境性能
No.1を達成

ＥＣＰ基準
をクリア 

製品環境
アセスメント

エクセレントECP

ECP

ECP基準を満たさない製品
は原則として出荷しない

エクセレントECP創出拡大

※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＞： 9社…  東芝キヤリア（株）、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）、（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）、東芝キヤリア空調販売（上海）有限公司、東芝キヤリア タイ社、TCFGコンプレッサ（タイ）社 

Green of Product 指標
2014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 40％ 40.3％ ○
＋0.3％

新たに12製品が認定され、 
合計32製品となり、目標を達成しました。 42％

Green of Process 指標
2014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） 62％ 79％ ◎

＋17％
蒸気レス、高効率モータ導入、空調機・ 
冷凍機の高効率化、LED照明化など省エネ
改善を積極的に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） 28％ 44％ ◎

＋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 
1.0％未満 0.26％ ◎

－0.74％
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） 70％ 85％ ◎ 

＋15％
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
2014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％

○ 富士工場：調査／指標選定済 
津山工場：調査／指標選定済

測定実施率 
100％

2014年度東芝キヤリアグループ環境アクションプラン※1

環境活動体制と環境アクションプラン
Organizational Structure for Environmental Activities and Environmental Action Plan / 环境活动体制与环境行动计划

東芝キヤリアグループ環境基本方針を推進するために、環境経営責任者で
ある社長が、環境活動を統括している取締役を環境推進責任者として任命し、
職域ごとに環境推進副責任者（10名）を配した活動体制を取っています。半期
に一度の「東芝キヤリアグループ地球環境会議」において、海外拠点を含めて
環境活動の計画・目標を立案し、その実績をグループ内で確認しています。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」に基
づき、独自の目標を設定して環境活動を展開しています。2014年度の環境ア
クションプランは、下表の項目において目標を達成しました。

エクセレントECP※
Excellent ECP-Certified Products / Excellent ECP活动

東芝キヤリアグループでは、空調機や熱源機をはじめ、ヒートポンプ給湯
機器、換気機器、コールドチェーン機器を提供しています。これらの製品は、
「地球温暖化防止」「資源有効活用」「化学物質管理」という環境面の3要素に
対して基準を設けて、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、東芝グループで「エクセレントECP」として認定されてお
り、売上高比の拡大を推進しています。2014年度には、12製品群が新規認
定され（合計32製品群）、売上高比率40%を超えています。
※ ECP：Environmentally Conscious Product

※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/products/ecp_j.htm

事業グローバル化に伴い、環境活動をさらに強化していきます　

おお帰りのやさしく明るい家族の声、家庭で取り組むエコスタート（関係会社／やす）
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異常想定訓練の様子

環境監査の様子

環境教育の様子

平成26年度　省エネ大賞　省エネルギーセンター会長賞

東芝キヤリアecoスタイルリーダー認定証

環境監査
Environmental Audits / 环境监查

外部監査としては、国内3拠点、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。現在までに
サイト監査員11名、製品技術監査員13名が、東芝から認定されています。
※ 富士工場（富士冷熱工業（株）、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）を含む）／ 
津山工場（（株）キャリア総合サービスを含む）／掛川開発センター／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
Legal Compliance Management / 守法管理

環境に関する法規は多く、かつ改正を繰り返しています。東芝キヤリアグ
ループでは、それらの変化を把握し、グループ全社で遵法管理を実施してい
ます。製造拠点では、自主基準を設けて遵守に取り組んでおり、その一例と
して富士工場では、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たり、従業員による異常想定訓練を実施したりしていま
す。この活動を通して、問題の早期発見や解決に取り組んでいます。

環境教育
Environmental Education / 环境教育

東芝キヤリアグループでは、毎年1回共通の内容で全社教育を行うととも
に、新入社員、一般社員、役職者、技術者といったそれぞれの役割に応じた
階層別教育を行っています。社員全員が環境問題を認識し、職場や家庭にお
いて自身ができることを考え、日常における環境活動として織り込んでいくこ
とを目的にしています。

ecoスタイルリーダー
Eco-Style Leaders / eco Style Leader（环保风尚领导者）

環境活動の中心メンバーとなる従業員を育成するために環境関連の資格認
証を取得している従業員をecoスタイルリーダーに認定し、「ecoスタイルリー
ダー証」を発行しています。例えば、東芝キヤリアグループでは、環境関連の
基本的な資格として「環境社会検定試験Ⓡ（eco検定）※」を推奨しています。
2014年度時点でecoスタイルリーダーは37名が登録され、2017年度まで
に100名を目指しています。
※ 商工会議所主催の、環境問題に関する知識を広く問う試験

表彰
Commendation / 表彰

外部からの表彰は、国内では、家庭用ヒートポンプ給湯機「ESTIA プレミ
アムシリーズ」が「平成26年度　省エネ大賞　省エネルギーセンター会長賞」、
「平成27年度　デマンドサイドマネジメント表彰　一般財団法人ヒートポン
プ・蓄熱センター振興賞」をダブル受賞しました。また海外では、「ユニバーサ
ルスマートX2シリーズ」が「第18回 Energy Winner Award グリーン機器
部門 Winner賞（韓国、2015）」を受賞しました。

With increasing global presence, we will further promote environmental activities
随着事业全球化，将进一步强化环境活动

く車で行くより、足で省エネ、一石二鳥（関係会社／ネコ）　ややります！進めます！ゴミの分別省エネ活動（関係会社／純ちゃん）
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見学コース

❸❸
木
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正門

AIRS

安全公園ビオトープ

コンプレッサー
ライン

❶AIRSで環境調和型製品やコンプレッサーを見学
❷コンプレッサーの製造ラインと排水処理を見学
❸富士工場の自然を学習する勉強会
❹ビオトープと安全公園を2グループに分かれて見学

　小学生児童が参加する環境イベントは、今回で4回
目の実施となりました。「環境新聞づくり」「環境マップ
づくり」「環境絵日記づくり」と続いた過去3回は、皆の
力を合わせて作品に仕上げるものでしたが、今回は大
学生からのアイデアで、小学生一人ひとりがエコバッ
グづくりに挑戦しました。常葉大学富士キャンパスの
大学生5名と、富士市青葉台児童クラブの小学生17
名が参加し、富士工場での思い出を、エコバッグに描
いたユニークなイベントをご報告します。

　このイベントを富士工場で開催するのは今回で3回目になります。小学生
をサポートする大学生たちは、過去の経験から「思い出に残るもの」だけで
はなく、「実用性のあるもの」という切り口でアイデアを出し合いました。そ
の結果、作品として仕上げるものは、オリジナルエコバッグに決定しました。

　当日は、まずショールーム（AIRS）の見学からスタートです。工場内のコンプ
レッサー製造ラインを見学するのに先立ち、AIRSに展示してある東芝キヤリア
が製造したさまざまな空調機器や、機器の心臓部とも言えるコンプレッサーに
ついて説明を受けました。続いてコンプレッサー製造ラインの見学。ここでは、
主にコンプレッサーの塗装工程で発生する処理液の適切な処理方法について

担当者から話を聞きました。水
洗作業で使用する水の処理に
も、環境への細心の配慮を行
う取り組みに、小学生も大学生
も深い理解を示していました。

観察したこと、感
エコバッグは富士工

東芝キヤリアは、常葉大学 社会環境学部 杉山涼子研究室と協働で、 
冨士工場が舞台となった今年度は、工場見学、自然観察、そして思い出  

What children saw and felt inspired their creativity. Reusable shopping bags will  
将观察到的东西、感觉到的东西用于创作。环保袋是富士工厂美好回忆之袋。

小学生、大学生が
富士工場に集結

コンプレッサーの製造ラインを見学

AIRSで製品展示を見学 工場内でコンプレッサー製造ラインを見学

AOBADAI
TOSHIBA

特集❸
環境イベント
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ま窓の外緑のカーテン涼しいな（関係会社／もっちー）　けけちじゃない　勘違いもいいけれど　馬鹿にしないの　節電・節水（（D本）／せん）



　製造ラインで環境への取
り組みを実際に確認した後
は、工場内の自然観察です。
しかしその前に、参加した小
学生と大学生は観察の事前
知識を得るために、AIRSで
富士工場や工場周辺の自然

環境について学習しました。富士工場の概要や生息する動植物の解説を受け
てから再び屋外へと出発です。自然観察場所は、富士工場内の「安全公園」と
「ビオトープ」。二つのグループに分かれ、環境担当者がそれぞれ引率しました。
　ビオトープは、小形の太陽光発電を利用し、工場排水をポンプで汲み上げて
造ったものです。絶滅危惧種に指定されているメダカや、トンボの幼虫など、多数
の水生生物が生息しています。また、池の周囲には多数の植物が植栽されていて、
季節に応じて美しい花が咲きます。また、工場敷
地内の中央にある安全公園は、従業員の憩いの
スペースとして工場設立当初から利用されてき
ました。木立に囲まれているので、暑い夏でも涼
しさを感じることができます。小学生たちは、
木々にとまって鳴いているセミを捕まえたり、抜
け殻をたくさん集めたりして楽しんでいました。

　大きさ約40cm四方のバッグが、皆が描くキャンバスです。全面をビオトープの
池に見立て、その中で泳ぐメダカを描いたり、安全公園の木とセミをダイナミック
にレイアウトしたり、地元の富士山を背景にさまざまな自然をちりばめたり、夏休み
の富士工場の思い出を、大学生にサポートしてもらいながらエコバッグ上に表現し
ていました。マーカーやクレヨンを使う以外にも、切った布を貼り付けて立体的なエ
コバッグに仕上げる小学生もいました。エコバッグのもう片面は、二つに分かれた
それぞれのグループで、「TOSHIBA」「AOBADAI」を1文字ずつ描くという面白い
演出もありました。作品を完成させた後は、一日の感想と一人ひとりのエコバッグ
の発表です。小学生たちは、皆やり遂げた充実感に疲れを忘れていた様子でした。

じたことを創作に。
場の思い出バッグ。

小学生の環境イベントを実施しています。
に残るエコバッグづくりでした。

 be a memento of their visit to the Fuji Factory & Engineering Center.

マーカーとクレヨン片手に創作開始

環境学習の様子（水の浄化実験）

環境担当者による自然観察指導

環境勉強会を終えて、さあ、自然観察だ！

※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「木かげ」の前で

記念撮影
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水

建屋

太陽光発電により、
ポンプで排水溝から
水を汲み上げています。

ビオトープ

稲荷
神社

安全公園

ヒメシャガ
準絶滅危惧（環）、絶滅危惧ⅠB類（静）

カルガモの親子（2015年6月撮影）

メダカ
絶滅危惧Ⅱ類（環）、絶滅危惧Ⅱ類（静）

トキワマンサク
絶滅危惧Ⅱ類（環）、絶滅危惧Ⅱ類（静）

（環）： 環境省レッドリスト　（静）： 静岡県レッドリスト

エコバッグづづくりの感想

シジュウカラ セミの抜け殻 安全公園内の池の鯉

　東芝キヤリアグループと常葉大学が協働して企
画立案し、地域の小学生が参加する環境イベント

を行った富士工場は、当社では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、多様
な環境調和型製品を製造しています。敷地内には楠の大樹が
あり、「木かげ」の愛称で親しまれています。また、イベントの舞
台にもなった安全公園やビオトープでは、四季を通じてさまざ
まな植物や、鳥や昆虫などを観察することができます。
　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、シランなどを観察し保護
しています。2012年以来、初夏にはカルガモの親子を確認
し、その可愛らしい姿が従業員の癒やしにもなりました。また、

工場内から河川へ放流される水の調査（WET手法※1）でも、
4種の生物群※2の生態系に問題ないことが確認されました。

公園や池にはたくさんの
昆虫やメダカがいて、工場内の敷地なのに
ちゃんと生きていることがわかりました。エコ
バッグづくりでは、大学生のお兄さんたちがや
さしく手伝ってくれました。メダカ、セミ、トンボ
がたくさんいて、何を描いてみようか迷いまし
たが、お兄さんたちのアドバイスもあって、何
とか仕上げることができました。

メンバーで企画内容を話
し合っていたとき、自分たちで作ったものが日
常でも使えるともっと楽しいのではないかと
いう意見が出ました。子どもたちが真剣に絵
を描いている様子をそばで見ていると、こち
らも熱くなって、つい手伝ってしまいました。
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。

小学生　 大学生

富士工場環境担当

エコバッグづくりが行われた富士工場の生物多様性保全活動の紹介

富士工場でのイベント開催は今回で3回目に
なりました。適切な排水処理を行っていること
など、自然観察に出掛ける前に予備知識を学
習してもらうことで、子どもたちへの理解も深
まったと思います。ビオトープにはカルガモの
親子が訪れるなど、造園して以来、多様な生
態系が維持されています。今後も、富士工場
の環境保全活動が地域の皆さまにご理解い
ただければ幸いです。

特集❸
環境イベント

※1 WET（Whole Effluent Toxicity）： 生物応答を利用した排水管理手法
※2 藻類、甲殻類、魚類、発光バクテリア
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え遠慮は要らないエコ活動　積極的に環境活動（関係会社／ピエール）



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

津山工場外観 （環）： 環境省レッドリスト
（岡）： 岡山県レッドリスト

オオタカ
準絶滅危惧（環）、絶滅危惧Ⅱ類（岡）

コガネグモ
留意（岡）

イヌセンブリ
絶滅危惧Ⅱ類（環）、準絶滅危惧（岡）

サクラタデ（左）と移植の様子（下）
準絶滅危惧（岡）

清掃ボランティア活動の様子

津山工場

　津山工場は、大形熱源機の製造拠点です。岡山県津山市に位置
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。構内に
も雑木林や池、竹林を抱え、多くの生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。2013年6月から4回にわたり実施した生物
調査では、オオタカ、トノサマガエル、コガネグモなどのさまざまな
生物が生息していることがわかりました。工場では、サクラタデ、イ
ヌセンブリ、コガマを保護対象とし、また定期的な自然観察会を行
うなど、自然と共生しながら製造活動を行っています。

Tsuyama Factory
津山工厂

生物多様性保全活動の紹介および環境一斉アクション

自然豊かな環境で製造活動を実施

津山工場　環境一斉アクション

サクラタデを工場敷地内で別区域に移植
　津山工場では、希少種であるサクラタデの保護活動を行っています。サ
クラタデは湿地に生える多年草で、秋頃にサクラに似た小さな花をつけま
す。現在では生育に適した環境が減少していることから、あまり見られな
くなっています。工場敷地内のある湿地帯に群生していましたが、何らか
の環境の変化により絶滅の恐れがあるため、その危険を回避する意味で
工場内の別の湿地に10株ほど移植を行いました。移植後の生育は順調
で、20cmだった株は半年で1mを超える高さにまでに成長しました。今後、
さらなる繁殖も期待できそうです。

鶴山公園（津山城址）で清掃作業を実施
　津山工場では定期的に清掃ボランティアを実施しており、毎回工場長
をはじめとする各部門から多数が参加しています。これまでは工場周辺で
の活動でしたが、今回環境一斉アクションということで、国の遺跡にも指
定されている鶴山公園で実施しました。鶴山公園は、「日本さくら百選」に
も選ばれており、清掃活動当日の4月11日（土）は、頭上と足元の桜の花
を見ながらの作業になりました。

Environmental Action Plan of the Tsuyama Factory  /  津山工厂  环保一起行动

Biodiversity Preservation Activities and Environmental Action Plan / 介绍生物多样性保全活动及环保一起行动
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カブトムシの堆肥場ソーラーパネル

調整池

駐車場

シランを移植

浄
化
槽

ビオトープ予定地

掛川開発センター外観
（環）： 環境省レッドリスト
（静）： 静岡県レッドリスト

昨年の小学生イベントの様子 シラン
準絶滅危惧（環）（静）

ウサギ

木枠をつくり生育場所を整備する様子

グランプリ作品

撮影者 杉山 弘文（すぎやま ひろふみ）
開発センターの桜は、毎春きれいに咲き揃い
ます。機会がありましたらお越しください。製
品展示コーナー（HeaRTS）も開設しています。

生物多様性保全活動の紹介および環境一斉アクション

掛川開発センター

　掛川開発センターは、大形熱源機などの開発拠点です。敷地
内には、面積の約1／3を占める太陽光発電パネルが設置され、
発電量は一般家庭約700世帯分の消費電力量（2MW）に相
当します。また、生物調査の結果、タヌキやウサギなどの哺乳類
をはじめ、たくさんの昆虫類、準絶滅危惧種の植物であるシラ
ンが群生していることがわかりました。定期的な観察の他、赤
外線カメラを設置して、動物などの継続的な調査を続けていま
す。2014年度は、富士市の小学生を招いて環境調和型製品の
見学と自然観察を行うイベントを開催しました。

Kakegawa Engineering Center
挂川开发中心

敷地内の生態系を赤外線カメラで継続観察

カブトムシの幼虫の生育環境を整備
　掛川開発センターでは、刈り取った芝草の集積が腐葉土となり、カブト
ムシの幼虫に適した生育環境となっています。育った幼虫を近隣保育園
に寄贈し、地域の皆さまとの交流に役立てています。しかし、最近は雑草
の繁茂と水没で、産卵数が減少傾向にあることから整備に着手しました。
まず、従業員から有志を募り、堆肥集積場所を管理しやすい場所へ移動し
て生育区画をつくりました。また、雨水が溜まるのを防ぐため、傾斜を付け
て排水路を掘り、生育環境を整えました。

「桜と掛川開発センター」の写真コンテストを開催
　掛川開発センターの周囲には約80本の桜の木が植えられており、毎年、
年度が変わる時期には美しい花を咲かせます。「掛川事業所」から「掛川
開発センター」へ名称変更したのを機に、改めて周囲の豊かな自然を見つ
め直そうとの想いで「桜と掛川開発センター」をテーマとしたフォトコンテ
ストを開催しました。応募作品はロビーに展示し、全従業員のお気に入り
投票によってグランプリを決定しました。今後も開発センターとそれをと
りまく環境を大切にしていきます。

掛川開発センター　環境一斉アクション
Environmental Action Plan of the Kakegawa Engineering Center / 挂川开发中心  环保一起行动
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環境一斉アクション

親子で植樹活動

参加した新入社員

清掃活動の様子

節電実施中のオフィス

コンテストの入賞者

介绍生物多样性保全活动及环保一起行动
Biodiversity Preservation Activities and Environmental Action Plan

4月から約2ヵ月間を実施期間と定め、世界20ヵ国において環境活動を実施しました。
東芝キヤリアグループも参加し、富士工場、津山工場、掛川開発センター、富士冷熱工業（株）、東芝キヤリア タイ社
でさまざまな取り組みを行いました。

Environmental Action Plan / 环保一起行动

東芝グループ環境一斉アクション

※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/global_env_action/index_j.htm

富士山の植林活動に家族で参加（富士工場）
　当社は、静岡県富士市が主催する「富士山麓ブナ林創造事業」に協賛
し、毎年植樹活動に参加しています。22回目の開催となった2015年度
は「東芝環境一斉アクション」の期間に実施され、富士工場からはecoス
タイルリーダーとその家族が参加しました。

富士山こどもの国の植樹下草刈り（富士工場）
　当社は静岡県および富士市との「しずおか未来の森サポーター」協定
を締結し、「富士山こどもの国」での森づくり活動を実施しています。今
年は2015年度の新入社員を中心としたメンバーが苗木の下草刈りを
行い、豊かな自然と資源の大切さを学びました。

富士市の岩本山公園を皆で清掃（FRC）
　富士山の絶景を背景にした桜の姿や、四季折々の花で名所となって
いる岩本山公園は、憩いの場所として近隣の人々に親しまれています。
この素晴らしい景観を保全するため、5月の新緑の季節に従業員とその
家族で清掃活動を行いました。

環境デーに家族と過ごす時間でオフィスの節電（TCTC）
　「世界環境デー」と「東芝環境一斉アクション」の活動として、6月5日を
「エネルギー節約及び家族の日」と定め、従業員が家族との時間を過ご
すために定時退社を実施、そして退社後の時間、事務所内の空調と照明
を使用しないようにしました。

家庭の電気料金削減を競う節電コンテスト（TCTC）
　従業員の家庭で、節電を推進するイベントを実施しました。おのおの
の家庭で4月と5月の電気料金をどれくらい削減できたかを競い、また家
庭でできる節電策について意見交換しました。参加者には空気をきれい
にする木の苗などを贈呈しました。
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事业过程的环境活动
Environmental Activities in Business Processes事業プロセスにおける環境活動

※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

地球变暖对策
Mitigation of Climate Change地球温暖化対策

资源有效利用
Effective Use of Resources資源有効活用

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

　東芝キヤリアグループは、国内外の拠点で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。2014年度は、事業の拡大に伴う開
発試験設備の増設などで、エネルギー使用が増加傾向でしたが、高効率空調・冷凍機器への更新や、LED照明を採用するなどの削減施策
を実施し、エネルギー起源CO2排出量※1の増加を最小限に抑えました。CO2排出量原単位※2は、1990年度比で約72%削減となりました。

　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※比で約
66％削減しました。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、2014年度の目標値0.5％未満に対し0.26％
で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0.57%であることから、今後は海外拠点の改善を進めていきます。

　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。2014年度は、排出量で基準年度比85%の削減となりました。また、製造拠点の土壌・
地下水汚染状況を調査して浄化活動を行っています。過去に汚染が確認された富士工場と津山工場では、浄化とモニタリングを徹底しています。

CO2総排出量

40,316
t-CO2

廃棄物総発生量

6,381 t

化学物質排出量

23.3 t

富士工場 53.2%
(21,442 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
22.5%(9,077 t-CO2)

津山工場 5.3%
(2,143 t-CO2)
・（株）キャリア総合サービス

掛川開発センター 
5.0%(2,035 t-CO2)

TCFGコンプレッサ
（タイ）社
12.7%(5,115 t-CO2)

富士冷熱工業(株) 0.4%
(153 t-CO2)

その他非製造拠点 0.9%
(351 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

富士冷熱工業(株) 0.2%(15 t)

TCFGコンプレッサ
（タイ）社
5.4%(343 t)

掛川開発センター
0.5% (30 t)

富士工場 41.6%(2,654 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）

津山工場  21.1%
(1,348 t)
・（株）キャリア総合サービス

その他非製造拠点 0.6%(39 t)
・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 30.6%
(1,952 t)

富士冷熱工業（株） 4.3%(1.0 t)

掛川開発センター 
0.04% (0.01 t)

富士工場 70.9%
(16.5 t)

津山工場 7.5%
(1.8 t)

TCFGコンプレッサ
（タイ）社 
12.8%(3.0 t)

東芝キヤリア タイ社 
4.4%(1.0 t)

157.1157.1
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47.747.7
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34.034.0

2009

41.541.5

2010

32.232.2

2011

26.226.2

2013

23.323.3

2014

24.324.3

2012 （年度）

100
排出量(t)

30.4

21.6
26.5

20.5
16.7 14.915.5

基準年との比較（％）

11,467
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9,488

2008

8,055

2009

8,334

2010

6,710

2012

7,242

2011

6,548 6,381

20142013 （年度）

廃棄物総発生量（t）基準年との原単位比較（％）

100

55.7 49.0 43.8 37.2 35.139.3 33.8

1990 2008 2009 2010 2011 （年度）201420132012

75,951

エネルギー起源CO2排出量(t-CO2)

エネルギー起源でない
温室効果ガス排出量(t-CO2)

エネルギー起源CO2排出量
基準年との原単位比較（％）

41,450

5,717

34,887

6,353 5,368

35,403

4,950 3,477

40,316

3,992

37,807

6,257

37,78538,197

100

32.2
28.5

24.3 27.4 28.326.827.8
※3

※1 電気使用量からのCO2排出量算出は2014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。　※3 温室効果ガス排出量の測定は、2000年から行っています。

※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。

温室効果ガス総発生量の推移/
エネルギー起源CO2排出量原単位の推移

2014年度エネルギー使用量（CO2換算）

廃棄物総発生量と原単位※の推移2014年度総発生量の内訳

化学物質排出量の推移2014年度拠点別排出量
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①東芝キヤリアの熱源機

②塗装前処理工程用熱源機

CAONS700
USXUSX

CAONS140CAONS140

①排水処理装置

②リーク試験装置

②電気式フォークリフト

③TCFGの洗浄機

活动事例
Examples of Activities活動例

活动事例
Examples of Activities活動例

活动事例
Examples of Activities活動例

①グループ全社における空調・照明設備の省エネ対応
工場内空調・照明設備の更新では、熱源機USXやLED照明などを導入し、消費エネルギーの削減を図っ
ています。富士工場では、作業空間の温熱を保つ蒸気エアカーテンの熱源にCAONS700を採用しまし
た。このような施策により、CO2を約1,593t-CO2/年（▲4%）削減することができました。

②製造設備の熱源変更（富士工場）
コンプレッサーの塗装前処理および部品の加工や洗浄工程で、加熱や乾燥のための熱源にボイラーを
使用していましたが、CAONSシリーズに変更しました。その結果、CO2を約599t-CO2/年削減するこ
とができました。

③エアコン中央コントロールシステム（TCTC）
構内の空調使用状況を機器単位で確認して制御しています。このシステムの導入により、空調管理の効
率化と電力消費を抑制できます。その結果、CO2換算で約89t-CO2/年削減することができました。

④板金加工方式の変更（津山工場）
板金加工機を高圧レーザー加工方式から、打ち抜き加工（ターレットパンチプレス）方式に変更しました。
これにより約255t-CO2/年（▲96％）という大幅な削減ができました。

①廃棄物総発生量の削減（FRC）　
FRC事業所を富士工場内に移動したことに伴い、FRCが外部の業者に委託していた廃液処理を、富士
工場内の排水処理装置で行うことができるようになりました。このような施策により、FRCから排出され
る廃棄物を約28t（▲65％）削減することができました。

②水の再利用と使用量削減（富士工場／FRC）
富士工場では、過去の土壌汚染を浄化した地下水をこれまで河川に放流していましたが、製造ラインで
再利用することで、工場外から受け入れる工業用水を全廃しました。またFRCでは、コンプレッサーの溶
接不良を発見する試験（リーク試験）に使う給水量を削減しました。装置に適量センサーを取り付け、最
小限の水だけ補給することで、約2,702t（▲57%）の水を削減しました。

③エコ事業所認定（津山工場）
津山工場から排出される廃棄物は、すべて燃料や原材料として再利用されます。最終的に埋め立て処分
場で処理されるものはないことから、「ゼロエミッション」を達成しています。これが評価され、岡山県より、
循環型社会形成に寄与したとして、岡山エコ事業所に認定されました。

①コンプレッサー粉体塗装化（富士工場）
コンプレッサーの塗装工程は、従来は有機塗料に浸漬する一般的な方式でしたが、新たに粉体塗装装置
を導入し、溶剤を含まない粉体塗料の吹き付け塗装に切り替えました。これにより、年間で約6.4t
（▲42%）のVOC削減に成功しました。

②ガソリン式フォークリフトの廃止（富士工場）
工場内で使用していた自社と構内外注業者すべてのガソリン式フォークリフトを原則廃止し、電気式
フォークリフトに切り替えました。これにより、富士工場内で生産にかかわるガソリンの使用量をゼロに
することができました。

③洗浄機の集約と濃度管理（TCFG）
改善前はコンプレッサーケースの仕上げ洗浄機3台が稼働していましたが、2台で運用できるよう工夫し
ました。これにより薬品使用量を約2t（▲21%）削減することができました。
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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

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

各拠点や支社・支店で地域貢献活動を継続

①ライトダウン
Lights Down / 熄灯

各工場、開発センター、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。2014年度
は、全体で約62,000kWhの節電になりました。

②トーシバデー
Toshiba Day / 东芝义务劳动日

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。各拠点合わせて約120名の参
加があり、地域の美観向上に貢献しています。

③献血
Blood Donation / 员工献血

富士工場、掛川開発センター、九州支社などで継続
的に献血活動を行っています。2014年度は、延べ178
名が参加しました。

④寄附
Donations / 捐赠

東芝キヤリアグループは、さまざまな形で寄附を行っ
ています。富士市福祉基金の寄附活動では、富士市長
から感謝状をいただきました。

④ 小長井富士市長から（労組）芹澤委員長
に感謝状の授与

① 東北支社のライトダウン実施の様子　消灯前（左）／消灯後（右）

②津山工場の清掃活動

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

お客さまと向き合うさまざまな活動が展開

①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

東芝キヤリアの製品について、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
対応と合わせて営業サポート体制を整備しています。

②ショールーム
Showroom / 产品展示中心

東芝キヤリアの下記各施設では、会社概要の説明や
製品の紹介をしています。
●AIRS（富士工場内）2014年度来場者実績 約4,600名
●HeaRTS（掛川開発センター内）来場者実績 約450名

③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。東芝グループ環境展をはじめ、2014年度
は国内外合わせて117件に参加しました。

④販売店さまとのコミュニケーション
Relationships with Shop Owners / 与销售店的沟通

東芝キヤリアグループでは、各国内拠点や中国の関
係会社で、販売店さまとのコミュニケーションの場を設け
ています。

④中国でのパートナー会議の様子②HeaRTSでの小学生見学会の様子

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、2015年8月31日現在で411,048台
（78.1％）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

ゑゑ、こんなに！　HEMSで見える無駄遣い（（D本）／R.K.）　も「もったいない！」いつも唱えてエコライフ（関係会社／佐藤 しのぶ）
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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

情報交換と連携強化をコンセプトに活動を実施

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。2014年度は説明
会を2回実施し、315社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の
ほか、調達取引先さまに「グリーン調達ガイドライン」を
配布し、製品含有化学物質の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）

②2014年度　品質管理優良企業表彰

③ グリーン調達 
ガイドライン

①事業方針説明会の様子

②品質管理優良企業表彰の様子

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

従業員が参加するさまざまな活動が展開

①対話会
Dialogues / 对话会

2014年度の各階層対話会は、社長による部課長や主
務クラスとの対話会を6回、各本部長による対話会を221
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、東芝グループより
表彰を行っています。
●東芝社長表彰　特別表彰 功績賞：温品 治信（ぬくしな はるのぶ）
 技能賞：江藤 裕司（えとう ゆうじ）

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。2014年度は、「機械検査」「溶接」部門に13
名が出場して9名が入賞しました。

④スポーツ参戦
Athletic Meet / 体育参与

TCFGでは、ビジネスパートナーである富士通グルー
プ工場と共同でスポーツ大会を実施しています。

②富士工場　温品さんによる記念講演

④スポーツ大会の様子

②富士工場　温品さん（左）、江藤さん（右）

③コンテストの挑戦者集合

表彰 表彰企業（当日出席者）

最優秀賞 株式会社佐藤工機
代表取締役　佐藤 憲和様

優秀賞

西山工業株式会社
代表取締役　小林 公一様

三和工業株式会社
取締役社長　小林 弘明様

松本ESテック株式会社
取締役社長　岩原 康平様

株式会社富士根産業
代表取締役　鈴木 清文様

※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/social/procure.htm#conflict_minerals

せセンサー付けムダをなくしてエコライフ（関係会社／佐藤 達之）　す少し節電、毎日続けば大きな省エネ（関係会社／としちゃん）



　松尾先生、内容全体にわたっての第三者所見をありがとうございます。中期テーマを「Sustainable 
Society」として、今年度は「地球温暖化」を取り上げました。「地球温暖化」の指標であるCO2排出量は、エ

ネルギーに起因するものと、温暖化ガスに起因するものがあります。弊社は、ヒートポンプ技術を応用した空調機器や熱源機を最小の環
境負荷で提供しております。機器を開発するにあたり、「使用時の省エネルギー」と「冷媒の選定」については、特にCO2の排出が大きく
かかわり、地球温暖化抑制につながる重要な事項です。今回はこれらに焦点をあて、報告書を通じて環境活動を紹介させていただきまし
た。また、「Sustainable Society」の実現のためには、楽しく学習しながら生物多様性保全などの活動を通じて、環境活動を次世代に伝
えていくことも重要だと考えており、今後も工夫を取り入れながら活動を続けたいと考えています。松尾先生の研究は地球温暖化抑制
に貢献する内容で、これからも産官学民のうち、産学連携として、弊社の製品開発においてもご意見ご指導いただけると幸いです。

松尾 廣伸 (まつお ひろのぶ)
静岡大学大学院総合科学技術研究科
工学専攻電気電子工学コース　助教

●プロフィール
豊橋技術科学大学大学院 工学研究科修士課程 電気･電子工学専攻修了
豊橋技術科学大学大学院 工学研究科博士後期課程 総合エネルギー工学専攻修了 博士（工学）
現在、住宅における再生可能エネルギーの高効率利用、施設園芸における省エネルギー・低コスト化、
住宅・建築物（キャンパス）における省エネルギー化と温熱環境などに関する研究に従事

東芝キヤリア 環境推進室 室長　社会・環境報告書2015　企画・編集長　佐々木 美弥

　この報告書では、省エネ、温室効果ガスや有害物質の排出抑制、
生物多様性保全など、多様な分野を一冊の中でわかりやすく編集
し、幅広い層に読んでいただきたい意図が反映されています。数値
面では、約42％のVOC削減の報告に驚かされ、東芝グループ環境
“羅針盤”「T-COMPASS」の評価でも、環境影響が大幅に削減され
ていることが視覚的にわかります。地球温暖化が引き起こす気候変
動や、フロン類の排出抑制などについて、たくさんの人たちが認識す
ることを期待しつつ、以下の主な記載内容を中心に第三者所見を述
べさせていただきます。
特集①②について
　日本でも各地で大雨による洪水被害が発生しています。このよう
な事態を単なる天災だと思っている方が多いのではないでしょうか。
特集①では、地球温暖化と気候変動が深い関係にあり、世界的連
鎖におよんでいることがわかりやすく説明されています。一つひとつ
の影響は小さくても、積み重なることで大きな影響をおよぼす地球
温暖化は、人間に例えると生活習慣病のようなものです。自分にも
環境にも節度ある生活（LOHAS：Lifestyles of Health and 
Sustainability）を目指しましょう。
　空調機器は、電力消費面や温室効果ガスの排出面で悪者扱いさ
れがちです。しかし、ヒートポンプ方式は、消費電力の何倍もの熱量
を移動させることができる非常に優れた技術であることから、今後、
さらに温暖化が進むことを考えると悪者扱いするのではなく、「上手
に使う」「より良い製品を使う」ことを積極的に選択しなければなりま
せん。わずかな性能差でも、長期間の使用でエネルギーやコストの大
きなメリットを生み出します。特集②の座談会では、単に省エネトップ
ランナー方式ではなく、さらに進んだ製品開発を目指す東芝キヤリア
の姿がわかる内容になっています。世界的に見ても空調機器の需要

は高まるでしょうから、消費者は、LCCO2（Life Cycle CO2）も判断
して製品を購入する意識を高めてほしいと思います。販売網を通じて
消費者の意識改革を進めることができればすばらしいと思います。
　また、特集①②を通じて、私も含め、多くの方が認識していなかっ
たフロン排出抑制法施行による、空調機器の簡易・定期点検の義務
化についての理解も深まり、充実した内容構成だと思いました。
製品紹介について
　多くの製品で省エネ性が進んでいることがわかりやすく示されて
います。省エネ性に優れた製品が、幅広い分野や用途でより多くの
人が使用できるように、今後も開発だけではなく、使用段階において
も斬新なアイデアを積極的に取り入れ、新しいコラボレーション体制
を構築していただければと思います。例えば、「Air-to-Water」の需
要は、海外のみならず国内にも多くあると思います。また、このような
「エクセレントECP」の供給比率を、国内外ともに今後もますます高め
ていくことを期待します。
環境活動報告について
　特集③として、地域の小学生が工場見学や、ビオトープなどの自
然観察を行い、エコバッグを作る環境イベントが取り上げられていま
す。夏休みを利用して行うこの企画はレギュラー化しているようです
が、出張授業なども取り入れ、各地の活動へと展開すれば充実度も
高まると思います。次世代を担う子どもたちが自然に触れる機会が
減少している今、身近な自然に接して「気付き」を与えることはとても
大切です。継続を前提に、都市部も含め、できるだけ多くの地域でこ
の企画を育む工夫を考えてはいかがでしょうか。

　最後に、中期テーマに設定した「Sustainable Society」に基軸を
おいた来年度以降の報告書を楽しみにしております。

多くの人に読んでいただきたい報告書として、今後もさらなる内容の充実に期待します。

第三者による
所見を受けて
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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



●報告書の目的
この報告書は、東芝キヤリアグループの企業活動の基盤であ
るCSR活動を含め環境活動を中心に、正確に分かりやすく報告
することを心がけています。これを通じて、ステークホルダーの
皆さまとのコミュニケーションを図り、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の基本的な
概念、現在までの取り組み、2014年度実績と、一部2015年度の
活動情報を掲載しています。環境項目については、環境省の「環
境報告書ガイドライン（2007年度）」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、あわせてご覧ください。

企画・編集長 ： 佐々木 美弥
編　集　員 ： 山中 訓
 市丸 雅浩
 狩野 照一
 室田 恵介

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

《 環境負荷にかかわる諸データ 》
東芝キヤリアグループ ： 9社
・東芝キヤリア（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
・TCFGコンプレッサ(タイ)社
・東芝キヤリア中国社

《 その他の項目 》
上記9社に加え、以下の会社を対象としています。
・広東美芝制冷設備有限公司

CONTENTS

●報告対象期間　2014年4月1日～2015年3月31日
●発行元　東芝キヤリア株式会社 環境推進室　

●報告対象組織

http://www.toshiba-carrier.co.jp/company/csr/
communication/index_j.htm

※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。

編集にあたって

製品紹介.................................................................... 10

企業姿勢.................................................................... 13

各拠点・関係会社の紹介 ....................... 15

環境活動報告 ...................................................... 17

特集❸ 環境イベント .................................................... 19
観察したこと、感じたことを創作に。
エコバッグは富士工場の思い出バッグ。
生物多様性保全活動の紹介および
環境一斉アクション.................................................... 22
事業プロセスにおける環境活動.......................... 25

ステークホルダーとの
コミュニケーション ...................................... 27

社会・環境報告書に対する
第三者所見............................................................. 29

第三者による所見を受けて

環境経営責任者メッセージ ................................................ 1

特集❶ 地球温暖化 .................................................................... 3
地球が温まり、気候がおかしくなってきた。
特集❷ 誌上座談会 .................................................................... 6
地球温暖化防止に関するさまざまな法改正を
背景に、それぞれの立場で話し合いました。

労働慣行

人　権

コミュニティ参画
および開発

消費者課題

公正な
事業慣行

組織統治

環　境

ISO26000
7つの中核主題に対する取り組み

外国籍従業員や障がい者の雇用状
況、男女別の従業員数を紹介すると
ともに、経営幹部と従業員との対話
会の実施状況を紹介しています。

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。

地域の小学生や大学生を招いての
環境イベントや、環境とCSRに関する
各拠点のコミュニケーションの様子
を紹介しています。

国内外のお客さまや、地域社会との
かかわり、生活のさまざまな場面で
活躍している製品やサービスなどを
紹介しています。

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。

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。

環境調和型製品の紹介、製造工程に
おける環境の取り組み、生物多様性
保全活動、地球温暖化をテーマにし
たトピックスや座談会などを紹介し
ています。
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初版　2015年9月発行

いろはかるた
Iroha-Karuta 伊吕波纸牌

省エネ月間（2月）の「節電いろはかるた」と、
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！

http://www.tcckankyo.com/
pc/iroha_login.htm

PCからアクセス

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。

ケータイは
こちらから
アクセス！
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1972（S47） 水質測定室新設（社内自主分析）
1989（S64） （株）東芝 富士工場に環境担当発足
1993（H5） 省エネ大賞通商産業大臣賞受賞（ルームエアコンTWINDD）

以降H24までに全24件受賞
(http://www.toshiba-carrier.co.jp/company/csr/product/energy.htm)

1997（H9） （株）東芝 富士工場がISO14001を取得
1998（H10） 当年を初年度に省エネ大賞11年連続受賞
1999（H11） （株）東芝と米国キヤリア社合弁で東芝キヤリア（株）設立
2000（H12） オゾン層保護大賞優秀賞受賞
2002（H14） フロン回収・破壊法の事業者登録
2003（H15） 「環境報告書」初発行
2004（H16） 本社環境組織として環境推進室発足
2005（H17） 環境経営情報システム活用開始
2006（H18） 東洋キヤリア工業（株）津山事業所がISO14001を取得

「東芝キヤリアグリーン調達ガイドライン2006年版」発行
「環境会計」開始

2007（H19） 富士事業所、津山事業所がエネルギー管理優良工場として、
それぞれ関東経済産業局長賞、中国経済産業局長賞を受賞
東洋キヤリア工業（株）が掛川事業所を加えて、ISO14001を拡大認証取得
製品化学物質管理システム「グリーン調達システム（G-sys）」稼働
製品化学物質分析センター発足
「しずおか未来の森サポーター」協定を静岡県と締結

2008（H20） 東芝キヤリア(株)、東芝キヤリア空調システムズ（株）、東洋キヤリア工業（株）が
三社統合して新生東芝キヤリア（株）設立
エクセレントECP第一号登録　「スーパーパワーエコキューブ」

2009（H21） 環境活動部門を環境推進室から環境・CSR本部に移行
生物多様性保全WG（富士事業所、津山事業所、掛川事業所）発足

2010（H22） REACH調査システム　「eco-Soccet」稼働
改正省エネ法　東芝キヤリア（株）として第一回報告
環境省「ライトダウン」参加開始

2011（H23） 「フロン見える化パートナー」活動に参画
「東芝キヤリアグリーン調達ガイドライン2011年版」発行

2012（H24） 常葉大学と協働で「夏休み小学生イベント」開始
2013（H25） USXシリーズが「地球温暖化防活動環境大臣表彰」を受賞

津山事業所が「岡山エコ事業所」に認定
東芝環境一斉アクション開始
津山事業所敷地内生物調査実施

2014（H26） 事業系化学物質管理システム「TOCACHEFU」稼働
環境活動部門を環境・CSR本部から環境推進室へ移行
ecoスタイルリーダー募集開始

2015（H27） フロン排出抑制法施行開始　東芝キヤリア各拠点で対応開始
※現在の富士工場・津山工場・掛川開発センターは、1999年度から2014年度まで事業所体制をとっていました

会社概要
社 名：東芝キヤリア株式会社
営業開始： と部業事備設・調空 芝東）株（ 月4年9991

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
富士工場／静岡県富士市蓼原336番地
掛川開発センター／静岡県菊川市加茂1300番地の3
津山工場／岡山県津山市国分寺555番地
他、全国各地に営業拠点49ヵ所

代 表 者：取締役社長　近藤 弘和
資 本 金：115億1,000万円（2015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2015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

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

環境活動のあゆみ
History of Our Environmental Activities 环境活动的历程

 

 
 

 

●国内関係会社
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

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。


