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Have Fun with an Eco Quiz! 挑战eco小测验！

□□□□□答えがわかったら、
マス目をうめましょう。

1　　　2　　　3　　　4　　　5

津山工場で生息が確認されている準絶滅危惧種の鳥類とは？
（ヒントはP21） →答え： □2□タカ

東芝キヤリアグループで削減努力をしている｢PVC｣とは何？
（ヒントはP9） →答え： ポリ塩化□1□□

大形熱源機に搭載されている冷媒を圧縮する機器とは？
（ヒントはP15） →答え： コン□5□□サー

「地球温暖化抑制」「資源有効活用」「化学物質管理」という
3つの観点で、業界トップの主要環境性能を持ち、
（株）東芝から認定された製品を何と名付けているか？
（ヒントはP12） →答え： □□□□□□3ECP

2016年環境イベントを行った、東芝キヤリアの製品開発拠点はどこ？
（ヒントはP19～20） →答え： □□開発セン□□4

ecoクイズ にチャレンジ！

2016年度版「社会・環境報告書」はいかがでしたか？東芝キヤリアグループの環境活動について、少しでも親しんでいただけたら
幸いです。さて、本報告書の締めくくりは「ecoクイズ」です。全問正解目指して頑張ってください！

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

PCからアクセス

解答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、
解答を入力してください。

ケータイは
こちらから
アクセス！

1972（S47） 水質測定室新設（社内自主分析）
1989（S64） 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H27までに全26件受賞
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
 (http://www.toshiba-carrier.co.jp/company/csr/product/energy.htm)
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
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） 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） 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
 「環境いろはかるた」募集開始
2011（H23） 「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「地球温暖化防止活動環境大臣表彰」を受賞
 津山事業所が「岡山エコ事業所」に認定
 津山事業所敷地内生物調査実施
 東芝環境一斉アクション開始
2014（H26） 事業系 化学物質管理システム「TOCACHEF」稼働
 「ecoスタイルリーダー」登録開始
2015（H27） フロン排出抑制法対応「REMAC」運用開始
 「東芝キヤリアグリーン調達ガイドライン 2015年度版」発行
 空調機器への新冷媒（R32）採用
2016（H28） 新グリーン調達システム「G-sysⅡ」稼働
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東芝キヤリアグループ

社会・環境報告書2016
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
ほか、全国各地に製造・開発・営業拠点50ヵ所 

代　表　者：取締役社長　近藤 弘和

資　本　金：115億1,000万円（2016年6月現在）

従 業 員 数：約2,200名（単独）、約4,200名（連結）
（いずれも2016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%

関 係 会 社：国内に4社、海外に13社

主 要 品 目：1）業務用エアコン
2）大形熱源機器
3）給湯機器
4）列車用空調機器
5）コールドチェーン機器
6）換気機器
7）コンプレッサー

※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

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。



2015年12月に行われた気候変動枠組み条約第21回締
約国会議（COP21）で締結された「パリ協定」では、地球温暖
化を抑制するために、日本を含む世界各国が温室効果ガス
排出削減目標を定め、ともに努力していくことを宣言してい
ます。日本は、2030年に向けて2013年度比で26%のCO2

削減を目指しており、各業界で対応を進めています。東芝キ
ヤリアグループは、エクセレントECP※1をはじめとする環境調
和型製品をグローバルに提供することにより、最小限のエネ
ルギー使用で地球全体の温暖化を緩和するだけでなく、それ
らを製造する際の環境負荷も最小限に抑えることを目指して
います。また、地球温暖化係数の低い冷媒を使用した空調機
器、給湯機器、コールドチェーン機器の開発を進める一方で、
お客さまが設置している既存の設備から廃熱される冷温熱
を再利用できる熱回収型の機器を開発、提供していくこと
で、地球温暖化抑制に貢献します。

東芝キヤリアグループでは、国内拠点はもとより、海外拠
点でも「地球温暖化抑制」「資源有効活用」「化学物質管理」
を念頭に、環境負荷を最小限に抑えた「モノづくり」を進め
ています。2015年度は、「地球温暖化抑制」に寄与する施
策として、各拠点の「空調設備の高効率化」「LED照明への
転換」に加え、「エネルギーの見える化」や、自社のCAONS
シリーズを活用し、ボイラーから転換することでCO2を削減
しました。「資源有効活用」では、廃棄物のリサイクルとして、
発泡スチロールを溶融し、その後固形燃料に成形して売却
することで、熱エネルギーとして再利用をしています。また

「化学物質管理」では、コンプレッサーや筐体の塗装工程に
「粉体塗装技術」を取り入れ、VOC※2の大幅な削減を図りま
した。それぞれの拠点が情報を共有することで、効果のある
施策をお互いに取り入れ、環境負荷の低い事業活動を推進
しています。

2010年に名古屋市で開催された生物多様性条約第10
回締約国会議（COP10）では、「愛知目標」が採択されまし
た。ここでは、2020年までの短期目標として、“生物多様性の
損失を止めるための行動を起こすこと”を掲げています。生物
多様性保全によって、人はその恩恵を受け、未来の地球を豊
かにします。東芝キヤリアグループでは、2009年度から国内
の3拠点で「生物調査」「ビオトープ構築による絶滅危惧種の
保護」「自然観察会開催」などの生物多様性保全活動を行っ
てきましたが、2015年度からは、海外の拠点でも近隣の企
業とともに小学校で環境イベントを開催したり、マングローブ
などの絶滅危惧種の植樹をしたりするなど、身近でできるこ
とを模索しながら活動を進めています。また、生物多様性保
全のためには、グループ従業員が環境法規を遵守し、環境事
故を起こさないことも必須と考えており、日々改正される環
境法規の情報をいち早く取り入れ、確実に対応しています。

地域の大学生との協働による小学生環境イベントは、今
年度で5年連続の実施となりました。今回は、掛川開発セン
ターで環境保全にかかわる施設を見学したり、生物観察を
行ったりした後、「エコ・フラッグ（旗）づくり」を開催しました。
小学生2チームが、それぞれの旗のもと、環境活動を通じて
心を一つにするという企画です。一方、グループ内では、

「ecoスタイルリーダー」を2017年度までに100名養成する
ことを目指しています。「ecoスタイルリーダー」の活動は、自
然観察や「東芝グループ環境展」の見学を通じて他社の環
境活動を体感するなど、環境意識の醸成を図るものです。

最後になりますが、事業活動を通じて、東芝キヤリアグ
ループを支えていただいている調達取引先さまや販売店さ
まをはじめとするステークホルダーの皆さまとともに、環境
活動の輪を広げながら、グループ一丸となって、より付加価
値の高い環境調和型製品をグローバルに提供していきたい
と考えています。

さまざまな施策で、事業活動での
環境負荷を最小限にします

地球内企業として、「パリ協定」批准を
踏まえた環境調和型製品を提供します

未来の地球のために「愛知目標」を睨んだ
生物多様性保全活動を展開します

環境活動の輪を広げながら、グループ
一丸となって企業活動を展開します

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

In keeping with our total commitment to environmental innovation, we will contribute to society and the global environment and provide environmentally conscious products worldwide
作为环境创造企业，为社会与地球环境做贡献，并向全球提供有价值的环保型产品

環境創造企業として、社会ならびに地球環 境に貢献し、価値のある環境調和型製品を
グローバルに提供していきます

環境経営責任者メッセージ TOP COMMITMENT

東芝キヤリアグループは、

お客さまのご要望にお応えする高品質な

環境調和型製品をより環境負荷の

少ないモノづくりでグローバルに提供し、

地球環境保全に貢献します。

※1 ECP: Environmentally Conscious Product（P12参照）
※2 VOC: Volatile Organic Compounds（揮発性有機化合物）

東芝グループ環境“羅針盤”
T-COMPASS

Substance

Water Energy

Natural resource

N

W

E

S

化学物質リスクの最小化

主な
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※4）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

主な
取り組み

Natural
resource

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2016年度のテーマは「化学物質管理」

　私たちが暮らしている地球は、青く美しい星です。この美しい
地球との永続的な共生を思い描き、「社会・環境報告書2015年
度版」より、4年間の中期テーマとして「Sustainable Society

（持続可能な社会）」を設定しています。また、単年度のテーマと
しては、東芝グループ環境経営コンセプト「T-COMPASS※1」の
羅針盤に示す4つのシンボルから、昨年度は「E：エネルギー・気
候変動問題への対応」にあたる「地球温暖化」を設定しました。
それに続く今年度は、「S：化学物質リスクの最小化」の「化学物
質管理」としました。「化学物質管理」は、製品を製造する企業に
とって重要なテーマであり、製品に含有される化学物質の管理
と、製品を製造する際に使用する化学物質の選定、取扱量、排
出量の管理が必要になります。それら双方の管理システム（製
品系：「G-sysⅡ※2」、事業系：「TOCACHEF※3」）の立ち上げ完了
のタイミングであることから、このテーマを選定しました。通常
は、あまり表舞台に出ないテーマですが、トピックスや座談会を
通じ、社内外の皆さまに「化学物質管理」の重要性を考える機会
となれば幸甚です。
※1 T-COMPASS： Toshiba Comprehensive environmental database and its Practical Application to Simplified and/or Streamlined LCA
※2 G-sysⅡ： Green Procurement System Ⅱ（製品系化学物質管理システム）
※3 TOCACHEF： Toshiba Carrier Chemiｃal Management System Fuji（事業系化学物質管理システム）　※4 SAICM： Strategic Approach to International Chemicals Management 

T-COMPASSについて

　東芝グループは、環境経営コン
セプト「T-COMPASS」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。

※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

web
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小学生2チームが、それぞれの旗のもと、環境活動を通じて
心を一つにするという企画です。一方、グループ内では、

「ecoスタイルリーダー」を2017年度までに100名養成する
ことを目指しています。「ecoスタイルリーダー」の活動は、自
然観察や「東芝グループ環境展」の見学を通じて他社の環
境活動を体感するなど、環境意識の醸成を図るものです。

最後になりますが、事業活動を通じて、東芝キヤリアグ
ループを支えていただいている調達取引先さまや販売店さ
まをはじめとするステークホルダーの皆さまとともに、環境
活動の輪を広げながら、グループ一丸となって、より付加価
値の高い環境調和型製品をグローバルに提供していきたい
と考えています。

さまざまな施策で、事業活動での
環境負荷を最小限にします

地球内企業として、「パリ協定」批准を
踏まえた環境調和型製品を提供します

未来の地球のために「愛知目標」を睨んだ
生物多様性保全活動を展開します

環境活動の輪を広げながら、グループ
一丸となって企業活動を展開します

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

In keeping with our total commitment to environmental innovation, we will contribute to society and the global environment and provide environmentally conscious products worldwide
作为环境创造企业，为社会与地球环境做贡献，并向全球提供有价值的环保型产品

環境創造企業として、社会ならびに地球環 境に貢献し、価値のある環境調和型製品を
グローバルに提供していきます

環境経営責任者メッセージ TOP COMMITMENT

東芝キヤリアグループは、

お客さまのご要望にお応えする高品質な

環境調和型製品をより環境負荷の

少ないモノづくりでグローバルに提供し、

地球環境保全に貢献します。

※1 ECP: Environmentally Conscious Product（P12参照）
※2 VOC: Volatile Organic Compounds（揮発性有機化合物）
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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※4）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

主な
取り組み

Natural
resource

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2016年度のテーマは「化学物質管理」

　私たちが暮らしている地球は、青く美しい星です。この美しい
地球との永続的な共生を思い描き、「社会・環境報告書2015年
度版」より、4年間の中期テーマとして「Sustainable Society

（持続可能な社会）」を設定しています。また、単年度のテーマと
しては、東芝グループ環境経営コンセプト「T-COMPASS※1」の
羅針盤に示す4つのシンボルから、昨年度は「E：エネルギー・気
候変動問題への対応」にあたる「地球温暖化」を設定しました。
それに続く今年度は、「S：化学物質リスクの最小化」の「化学物
質管理」としました。「化学物質管理」は、製品を製造する企業に
とって重要なテーマであり、製品に含有される化学物質の管理
と、製品を製造する際に使用する化学物質の選定、取扱量、排
出量の管理が必要になります。それら双方の管理システム（製
品系：「G-sysⅡ※2」、事業系：「TOCACHEF※3」）の立ち上げ完了
のタイミングであることから、このテーマを選定しました。通常
は、あまり表舞台に出ないテーマですが、トピックスや座談会を
通じ、社内外の皆さまに「化学物質管理」の重要性を考える機会
となれば幸甚です。
※1 T-COMPASS： Toshiba Comprehensive environmental database and its Practical Application to Simplified and/or Streamlined LCA
※2 G-sysⅡ： Green Procurement System Ⅱ（製品系化学物質管理システム）
※3 TOCACHEF： Toshiba Carrier Chemiｃal Management System Fuji（事業系化学物質管理システム）　※4 SAICM： Strategic Approach to International Chemicals Management 

T-COMPASSについて

　東芝グループは、環境経営コン
セプト「T-COMPASS」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。

※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

web
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「モノに含まれる化学物質」や「モノをつくる過
程の化学物質」など、人間はさまざまな化学物
質とかかわっていることを紹介しました。次の
「学習の巻」では、化学物質のリスク削減のた
めの管理方法について紹介しています。

高次消費者

消費者

生産者

分解者

ヒト・
肉食動物

など

草食動物・
昆虫など

植物

細菌・
バクテリア

壊れかけている
生態系

ピラミッド

地球や人間に深く かかわる
化学物質との関係を学びましょう。ヒント博士の

「なるほど環境絵巻塾」
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特集❶

モノに含まれる化学物質の巻

モノをつくる過程の化学物質の巻

　できあがった製品自体はもちろん、それをつくる工程にも化学物質がかか
わっていることを理解しましょう。例えば、空調機器を製造する場合では、部品
の洗浄、塗装、冷媒の封入など、化学物質がかかわる場面は少なくありませ
ん。過去に私たち人間は、管理体制の不備や使用時の不注意により、環境破
壊や健康被害、さらに生命維持の危険にまで及んだ事故を数多く経験してき
ました。その過ちを繰り返さないためにも、化学物質を確実に管理すること
が、製品をつくる事業者に求められています。

　人間は、飲み水に川や湖の水、地下水を利用しています。化学物質リスクが知られてい
なかった時代には、製造工程で使用された化学物質が川などに流出・汚染し、そこに生息
する魚を食べた人間が病気を発症する事件がありました。また、化学物質が地面から地
下に浸透したり、農業用水に混入したりして、畑や水田を汚染する土壌被害もありまし
た。このような公害問題は、環境破壊をともなうだけではなく、長年の健康被害に加え、
ほとんどの場合が長期にわたる訴訟になり、住民を苦しめる結果になっています。

1878年、鉱毒が渡良瀬川に流
出した足尾銅山鉱毒事件が、日
本初の公害事件といわれていま
す。以降、富山県神通川に鉱山
のカドミウムが流れたイタイイタ
イ病（1922年）や、化学会社が
熊本県水俣湾に流した廃液で水
が水銀汚染した水俣病（1956
年）など、深刻な水質・土壌にか
かわる公害が発生しました。

化学物質による水や土壌の汚染

　私たちの身の周りに存在するさまざまな「モノ」は、化学物
質で構成されています。例えば、食卓にかかわることでいえ
ば、食器用洗剤に化学物質が含まれていることは広く知られ
ていますが、皿、スプーン、箸など食器そのものも化学物質で
構成されています。衣食住すべての場面で、化学物質が口か
ら侵入する場合や、直接製品と接触することによって皮膚から
侵入する場合が考えられます。基準を超えた量を身体に取り
込んだ場合、健康を害することがあります。したがって、製品
をつくる事業者は、製品を提供するにあたり、化学物質にかか
わる安全性に責任を持たなければなりません。

　化学物質が直接人間の健康に影響を及ぼ
す場合だけではありません。空調機器などに
使用されるフロン類は、「地球温暖化」や「オゾ
ン層の破壊」といった現象の原因の一つと考
えられています。これらの現象が、生態系ピラ
ミッドに影響を及ぼし、食物連鎖が阻害され、
人間が食生活や製薬・創薬などにおいて、間
接的に影響を受けることがあります。今、適切
な回収や排出抑制で、大気中への放出を少な
くする動きが活発化しています。

生態系崩壊による
生活への影響

※揮発性有機化合物（VOC： Volatile Organic Compounds）。日本住宅性能表示基準として、
　ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン、アセトアルデヒドの6物質が
　定められています。

　現代人を悩ます健康被害の一つにシックハウス症候群があります。こ
れは、新築家屋やリフォームしたばかりの家に居住していて、目のかゆ
み、頭痛、めまい、吐き気、喉の痛みなどを発症するものです。この原因と
考えられるのが、ホルムアルデヒドという化学物質などのVOC※です。こ
れらの化学物質の発生源は、住宅に使われる接着剤、防腐剤、塗料など
で、部屋の壁紙、断熱材、カーペットやカーテンにも使用されています。今
では、住宅の高気密化とともに、VOCの濃度が上がりがちでしたが、24
時間の機械換気の導入により、問題ないレベルまで解消されています。

シックハウス症候群は化学物質が原因例えば

例えば

例えば

例えば

　化学物質をきちんと保管していたつもりでも、管理者の知識不足などで大きな事故
が起きる場合もあります。2015年に中国天津市の危険物専用倉庫が大爆発し、保管
されていた約700トンのシアン化ナトリウム（NaCN）の一部が流出しました。この事故
では、水などと反応すると、人体に有害で引火しやすいガスを発生させるシアン化ナト
リウムの危険情報を十分に理解していない消防隊員が消火にあたったことも指摘され
ています。また、爆発現場から広範囲にわたる地域で深刻な土壌汚染の懸念もあると
考えられ、復旧まで長い時間を要するといわれています。

保管場所での事故による環境や人への被害
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私たちの暮らしは、たくさんの化学物質に囲ま
れています。電気製品、住宅、自動車はもちろ
ん、さまざまな加工食品などの生活必需品に
は、必ずといってよいほど化学物質が含まれて
います。製品自体だけではなく、人間は製品を
つくる過程でも化学物質と接しています。人々
の暮らしが便利になるにつれ、化学物質の取り
扱いを誤ったために大きな問題を引き起こした
経験を、数多くしてきたのも事実です。
今、日本国内はもちろん、世界中で化学物質を
適正に管理する動きが強まっています。地球や
人間に対し、メリットだけではなく、一歩間違え
ば大きな問題を引き起こしかねない化学物質
の姿をしっかり学んでいきましょう。

Let’s learn that chemical substances have a significant bearing on the Earth and humanity.
让我们学习一下与和地球及人类密切相关的化学物质的关系吧。
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「モノに含まれる化学物質」や「モノをつくる過
程の化学物質」など、人間はさまざまな化学物
質とかかわっていることを紹介しました。次の
「学習の巻」では、化学物質のリスク削減のた
めの管理方法について紹介しています。

高次消費者

消費者

生産者

分解者

ヒト・
肉食動物

など

草食動物・
昆虫など

植物

細菌・
バクテリア

壊れかけている
生態系

ピラミッド

地球や人間に深く かかわる
化学物質との関係を学びましょう。ヒント博士の

「なるほど環境絵巻塾」

一
、
 
製
品
に
含
ま
れ
る
化
学
物
質
が
、

 私
た
ち
の
便
利
な
暮
ら
し
を

 助
け
て
い
る
こ
と
を

 忘
れ
る
べ
か
ら
ず

一
、
 化学
物
質
の
管
理
を
怠
る
と
、

 人
間
は
自
分
の
首
を

 絞
め
か
ね
な
い
こ
と
を

 忘
れ
る
べ
か
ら
ず

一
、
 
地
球
の
た
め
に
、人
間
自
身
の
た
め
に
、

 化
学
物
質
と
の
良
好
な
関
係
を

 維
持
す
る
努
力
を
永
遠
に

 続
け
る
こ
と
を
忘
れ
る
べ
か
ら
ず

特集❶

モノに含まれる化学物質の巻

モノをつくる過程の化学物質の巻

　できあがった製品自体はもちろん、それをつくる工程にも化学物質がかか
わっていることを理解しましょう。例えば、空調機器を製造する場合では、部品
の洗浄、塗装、冷媒の封入など、化学物質がかかわる場面は少なくありませ
ん。過去に私たち人間は、管理体制の不備や使用時の不注意により、環境破
壊や健康被害、さらに生命維持の危険にまで及んだ事故を数多く経験してき
ました。その過ちを繰り返さないためにも、化学物質を確実に管理すること
が、製品をつくる事業者に求められています。

　人間は、飲み水に川や湖の水、地下水を利用しています。化学物質リスクが知られてい
なかった時代には、製造工程で使用された化学物質が川などに流出・汚染し、そこに生息
する魚を食べた人間が病気を発症する事件がありました。また、化学物質が地面から地
下に浸透したり、農業用水に混入したりして、畑や水田を汚染する土壌被害もありまし
た。このような公害問題は、環境破壊をともなうだけではなく、長年の健康被害に加え、
ほとんどの場合が長期にわたる訴訟になり、住民を苦しめる結果になっています。

1878年、鉱毒が渡良瀬川に流
出した足尾銅山鉱毒事件が、日
本初の公害事件といわれていま
す。以降、富山県神通川に鉱山
のカドミウムが流れたイタイイタ
イ病（1922年）や、化学会社が
熊本県水俣湾に流した廃液で水
が水銀汚染した水俣病（1956
年）など、深刻な水質・土壌にか
かわる公害が発生しました。

化学物質による水や土壌の汚染

　私たちの身の周りに存在するさまざまな「モノ」は、化学物
質で構成されています。例えば、食卓にかかわることでいえ
ば、食器用洗剤に化学物質が含まれていることは広く知られ
ていますが、皿、スプーン、箸など食器そのものも化学物質で
構成されています。衣食住すべての場面で、化学物質が口か
ら侵入する場合や、直接製品と接触することによって皮膚から
侵入する場合が考えられます。基準を超えた量を身体に取り
込んだ場合、健康を害することがあります。したがって、製品
をつくる事業者は、製品を提供するにあたり、化学物質にかか
わる安全性に責任を持たなければなりません。

　化学物質が直接人間の健康に影響を及ぼ
す場合だけではありません。空調機器などに
使用されるフロン類は、「地球温暖化」や「オゾ
ン層の破壊」といった現象の原因の一つと考
えられています。これらの現象が、生態系ピラ
ミッドに影響を及ぼし、食物連鎖が阻害され、
人間が食生活や製薬・創薬などにおいて、間
接的に影響を受けることがあります。今、適切
な回収や排出抑制で、大気中への放出を少な
くする動きが活発化しています。

生態系崩壊による
生活への影響

※揮発性有機化合物（VOC： Volatile Organic Compounds）。日本住宅性能表示基準として、
　ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン、アセトアルデヒドの6物質が
　定められています。

　現代人を悩ます健康被害の一つにシックハウス症候群があります。こ
れは、新築家屋やリフォームしたばかりの家に居住していて、目のかゆ
み、頭痛、めまい、吐き気、喉の痛みなどを発症するものです。この原因と
考えられるのが、ホルムアルデヒドという化学物質などのVOC※です。こ
れらの化学物質の発生源は、住宅に使われる接着剤、防腐剤、塗料など
で、部屋の壁紙、断熱材、カーペットやカーテンにも使用されています。今
では、住宅の高気密化とともに、VOCの濃度が上がりがちでしたが、24
時間の機械換気の導入により、問題ないレベルまで解消されています。

シックハウス症候群は化学物質が原因例えば

例えば

例えば

例えば

　化学物質をきちんと保管していたつもりでも、管理者の知識不足などで大きな事故
が起きる場合もあります。2015年に中国天津市の危険物専用倉庫が大爆発し、保管
されていた約700トンのシアン化ナトリウム（NaCN）の一部が流出しました。この事故
では、水などと反応すると、人体に有害で引火しやすいガスを発生させるシアン化ナト
リウムの危険情報を十分に理解していない消防隊員が消火にあたったことも指摘され
ています。また、爆発現場から広範囲にわたる地域で深刻な土壌汚染の懸念もあると
考えられ、復旧まで長い時間を要するといわれています。

保管場所での事故による環境や人への被害
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私たちの暮らしは、たくさんの化学物質に囲ま
れています。電気製品、住宅、自動車はもちろ
ん、さまざまな加工食品などの生活必需品に
は、必ずといってよいほど化学物質が含まれて
います。製品自体だけではなく、人間は製品を
つくる過程でも化学物質と接しています。人々
の暮らしが便利になるにつれ、化学物質の取り
扱いを誤ったために大きな問題を引き起こした
経験を、数多くしてきたのも事実です。
今、日本国内はもちろん、世界中で化学物質を
適正に管理する動きが強まっています。地球や
人間に対し、メリットだけではなく、一歩間違え
ば大きな問題を引き起こしかねない化学物質
の姿をしっかり学んでいきましょう。

Let’s learn that chemical substances have a significant bearing on the Earth and humanity.
让我们学习一下与和地球及人类密切相关的化学物质的关系吧。

3 東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2016 4は廃棄物 分別すれば 優良資源（関係会社／すどう）　に入浴中に電球切れて大慌て、今度はLEDに替えたからもう安心。（富士／トマト）



2019年7月：欧州改正RoHS
フタル酸エステル4物質の禁止
開始（カテゴリー1-7, 10）。

2016年7月：中国改正RoHS
表示マークの白物家電等への拡大。
今後一部製品(TV、PCなど)の
有害物質含有禁止。

2015年1月：韓国REACH
韓国において欧州と同様の
化学物質の登録届出制を開始。

2016年（予定）：ロシア3国同盟RoHS
ロシア・ベラルーシ・カザフスタンの
３国同盟において、RoHS適用。

2013年10月：カリフォルニア州
Safer Consumer Product Regulations
懸念化学物質の指定および
代替製品の評価。

2017年(予定)：シンガポールRoHS
欧州と同様に技術文書の作成・保管。
適合宣言書の輸入時提示。

2014年5月：インドRoHS
一部製品（TV、PC、冷蔵庫、洗濯機
など）の有害物質含有禁止。

2017年（予定）：UEA RoHS
欧州と同様に技術文書の
作成・保管。

世界各国の含有化学物質に関する規制動向の一例

PRTRの仕組み

大枠分類
構造部品

冷媒系統部品
圧縮機

電気・電子部品
冷媒

付属品

Pb
○

除外項目
除外項目
除外項目

○
除外項目

Hg
○
○
○
○
○
○

Cr（VI）
○
○
○
○
○
○

PBB
○
○
○
○
○
○

PBDE
○
○
○
○
○
○

Cd
○
○
○

除外項目
○
○

「○」は含有規制未満、「除外項目」は除外項目の含有あり

J-Mossの情報開示例

排出量、移動量などの
情報を国に提出

（都道府県経由）

営業秘密に
かかわる情報は　
直接国に提出　　

管理状況に
対する評価

個別事業所データの開示請求
データ開示

物質別、業種別、地域別
個別事業所データなどの

集計結果を公表

事業者

国民国

都道府県

オゾン層保護法

RoHS指令

私たちの暮らしにかかわる製品や、その製造段階でも化学物質が使われていることが分かりました。
日常たくさんの化学物質に囲まれているなかで、私たちはさまざまな化学物質にかかわるリスクと
正面から向き合い、「どんな化学物質が人体に影響があるか」「環境への影響は大丈夫か」など、適正な
化学物質に関する情報を把握することが大切です。

一方、製品をつくる事業者は、提供する製品そのものやその製造工程で、
よりリスクの少ない化学物質を選定し、使用を削減することはもちろん、
製品使用後の廃棄やリサイクルの段階で、化学物質リスクを無くすため
の適正な情報を開示することがこれからの時代に求められます。

化学物質ごとに人体や自然環境に及ぼす影響が異なります

世界にはさまざまな化学物質にかかわる規制があります

　化学物質は、人体や自然環境など、影響する
ターゲットによって、さまざまな管理基準が設
けられています。そのような基準は、技術の進
歩によって新たに使用されるようになった化
学物質のリスクや、既存の化学物質で新たに
確認されたリスクによって、日本はもちろん世
界で各種法令や規制に反映されています。

　東芝キヤリアグループが提供している業務用空調機器をはじめとする製品や、その製造工程でも多くの化学物
質とのかかわりがあります。例えば、ヒートポンプを利用した業務用空調機器には、熱エネルギーを運ぶ役割の冷媒
が使用されます。冷媒は、液体が気化する時に周りの熱を奪う性質を利用して冷温熱をコントロールするもので、製
品内で循環している時はリスクはありませんが、配管の劣化や廃
棄時の不適正な回収によって大気に放出された場合、オゾン層破
壊係数や地球温暖化係数の大きいものは、オゾン層破壊や地球温
暖化を引き起こす原因となるため、フロン排出抑制法で厳しく規制
されています。また、欧州のRoHS指令では、業務用空調機器の一
部は大型家庭用電気製品に分類されており、RoHS禁止6物質※8
に加え、新たに2019年からは、フタル酸エステル4物質の禁止とな
ります。このため、これらの物質が含有していないか、含有している
場合、除外項目※9に該当しているかなどを確認し、欧州に出荷する
際には、指令を遵守するための厳しいチェックが必要です。

私たちがお届けする製品においては、製品そのものにおいても、
製造するプロセスにおいても、化学物質との関係がなくなること
はありません。だからこそ、地球環境保全の将来を見据えた取り
組みが大切であると認識し、地球内にある事業者としての使命を
果たしていきたいと思います。

化学物質によるリスクを減らす　　  さまざまな取り組みがあります。

製品にかかわるすべての化学物質規制の遵守が必須です

化学物質を管理する仕組みが必要です
　化学物質の規制は、従来は個別の物質ごとに規制を設けていました。しかし、産官民それぞれの立場から環境リ
スクを把握し、化学物質の排出削減に取り組んでいく必要が出てきました。つまり、化学物質の種類、発生源や発生
量などを情報共有することが重要になり、同時に対策の効果を把握したり、化学物質の排出状況を定期的に追跡、

評価したりすることが必要になりました。そ
のための新しい化学物質管理手法として
PRTR※６という制度が誕生しました。PRTR
は、有害性化学物質の発生源や大気中に排
出された量、さらに、廃棄物に含まれて事業
所外に運び出されたかをデータとして集計し
公表する仕組みです。日本では1999年、化
管法※7により制度化されました。

学習の巻

日本版RoHS指令「J-Moss」

法令によって
定められた

有害化学物質が
たくさんあるね。

RoHS指令が特定化学物質の使用を制限するもの
であるのに対し、J-MossはRoHS禁止6物質の含有
状況の明示を義務づけています。

いろんな国が
化学物質の規制に
取り組んでいるね。

いろんな
化学物質が
使われて

いるんだなぁ～。

ヒント博士、
｢PRTR｣って
何ですか？

労働安全衛生法

六価クロム

ニッケル化合物

水質汚濁防止法

ヒント博士の
「なるほど環境絵巻塾」

トリクロロエチレン

ま
と
め
の
巻

　WSSD※1の目標達成に向けて、化学物質管理の強化に向けた取り組みが各国で進められています。EUでは、
2006年12月に化学物質の登録、評価、認可、制限に関するREACH※2規則が成立しました。またRoHS指令※3
が2006年7月1日に施行されました。アメリカでは2009年に「TSCA※4／有害物質規制法」改正のための基本
原則が公表され、カナダでも2006年に新たな「CMP※5／化学物質管理計画」が発表されました。アジア地域で
も、中国の「新規化学物質環境管理弁法」が2010年に改正され、「危険化学品環境管理登記弁法」が2013年に
施行されています。その後、下図で示すように世界各国で順次新しい規制が施行されています。

特集❶

Various initiatives are underway to minimize the risk of chemical substances. 有各种各样减少化学物质所带来风险的措施。

一の巻

二の巻

三の巻

四の巻

※1 WSSD: World Summit on Sustainable Development
※2 REACH: Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of 

Chemicals
※3 RoHS: Directive on the Restriction of the use of certain 

Hazardous Substances in electrical equipment
※4 TSCA： Toxic Substances Control Act
※5 CMP: Chemicals Management Plan

※6 化学物質排出移動量届出制度 ： Pollutant Release and Transfer Register
※7 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律
※8 鉛(Pb)、水銀(Hg)、カドミウム(Cd)、六価クロム(CrⅥ)、ポリブロモビフェニル

（PBB）、ポリブロモジフェニルエーテル（PBDE）で、水銀100ppm以上、そのほ
かの物質1000ppm以上を禁止している

※9 物質の用途によって除外される項目
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フタル酸エステル4物質の禁止
開始（カテゴリー1-7, 10）。

2016年7月：中国改正RoHS
表示マークの白物家電等への拡大。
今後一部製品(TV、PCなど)の
有害物質含有禁止。

2015年1月：韓国REACH
韓国において欧州と同様の
化学物質の登録届出制を開始。

2016年（予定）：ロシア3国同盟RoHS
ロシア・ベラルーシ・カザフスタンの
３国同盟において、RoHS適用。

2013年10月：カリフォルニア州
Safer Consumer Product Regulations
懸念化学物質の指定および
代替製品の評価。

2017年(予定)：シンガポールRoHS
欧州と同様に技術文書の作成・保管。
適合宣言書の輸入時提示。

2014年5月：インドRoHS
一部製品（TV、PC、冷蔵庫、洗濯機
など）の有害物質含有禁止。

2017年（予定）：UEA RoHS
欧州と同様に技術文書の
作成・保管。

世界各国の含有化学物質に関する規制動向の一例
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「○」は含有規制未満、「除外項目」は除外項目の含有あり
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私たちの暮らしにかかわる製品や、その製造段階でも化学物質が使われていることが分かりました。
日常たくさんの化学物質に囲まれているなかで、私たちはさまざまな化学物質にかかわるリスクと
正面から向き合い、「どんな化学物質が人体に影響があるか」「環境への影響は大丈夫か」など、適正な
化学物質に関する情報を把握することが大切です。

一方、製品をつくる事業者は、提供する製品そのものやその製造工程で、
よりリスクの少ない化学物質を選定し、使用を削減することはもちろん、
製品使用後の廃棄やリサイクルの段階で、化学物質リスクを無くすため
の適正な情報を開示することがこれからの時代に求められます。

化学物質ごとに人体や自然環境に及ぼす影響が異なります

世界にはさまざまな化学物質にかかわる規制があります

　化学物質は、人体や自然環境など、影響する
ターゲットによって、さまざまな管理基準が設
けられています。そのような基準は、技術の進
歩によって新たに使用されるようになった化
学物質のリスクや、既存の化学物質で新たに
確認されたリスクによって、日本はもちろん世
界で各種法令や規制に反映されています。

　東芝キヤリアグループが提供している業務用空調機器をはじめとする製品や、その製造工程でも多くの化学物
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はありません。だからこそ、地球環境保全の将来を見据えた取り
組みが大切であると認識し、地球内にある事業者としての使命を
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化学物質を管理する仕組みが必要です
　化学物質の規制は、従来は個別の物質ごとに規制を設けていました。しかし、産官民それぞれの立場から環境リ
スクを把握し、化学物質の排出削減に取り組んでいく必要が出てきました。つまり、化学物質の種類、発生源や発生
量などを情報共有することが重要になり、同時に対策の効果を把握したり、化学物質の排出状況を定期的に追跡、

評価したりすることが必要になりました。そ
のための新しい化学物質管理手法として
PRTR※６という制度が誕生しました。PRTR
は、有害性化学物質の発生源や大気中に排
出された量、さらに、廃棄物に含まれて事業
所外に運び出されたかをデータとして集計し
公表する仕組みです。日本では1999年、化
管法※7により制度化されました。
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　WSSD※1の目標達成に向けて、化学物質管理の強化に向けた取り組みが各国で進められています。EUでは、
2006年12月に化学物質の登録、評価、認可、制限に関するREACH※2規則が成立しました。またRoHS指令※3
が2006年7月1日に施行されました。アメリカでは2009年に「TSCA※4／有害物質規制法」改正のための基本
原則が公表され、カナダでも2006年に新たな「CMP※5／化学物質管理計画」が発表されました。アジア地域で
も、中国の「新規化学物質環境管理弁法」が2010年に改正され、「危険化学品環境管理登記弁法」が2013年に
施行されています。その後、下図で示すように世界各国で順次新しい規制が施行されています。

特集❶

Various initiatives are underway to minimize the risk of chemical substances. 有各种各样减少化学物质所带来风险的措施。

一の巻

二の巻
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四の巻

※1 WSSD: World Summit on Sustainable Development
※2 REACH: Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of 

Chemicals
※3 RoHS: Directive on the Restriction of the use of certain 

Hazardous Substances in electrical equipment
※4 TSCA： Toxic Substances Control Act
※5 CMP: Chemicals Management Plan

※6 化学物質排出移動量届出制度 ： Pollutant Release and Transfer Register
※7 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律
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（PBB）、ポリブロモジフェニルエーテル（PBDE）で、水銀100ppm以上、そのほ
かの物質1000ppm以上を禁止している

※9 物質の用途によって除外される項目

5 東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2016 6



輸出先の国などに関係なく、すべての化学物質データを管理すること
ができるようにしています。
市丸）欧州でも同じような取り組みを実践している企業はあるのでしょ
うか。
池田）欧州では、大企業になればなるほど調達取引先をビジネス
パートナーと見なし、規制にしっかり対応するために要求を的確に伝え、
管理しています。また、欧州域内の企業が中国など別の地域まで出
向いて監査を行うケースも多いようです。

金）そうですか。でも、監査では単な
る紙に書かれた情報を見ているだ
けなので、現物と合致しているかま
での確認はできないのではありませ
んか。実際に製造された部品の分
析までしているのでしょうか。先ほど
ご覧いただいた富士工場の、
「RoHS分析室」では、さまざまな工
夫を取り入れ、また、最先端の分析
装置を使用して徹底的に分析作
業を行っています。
池田）分析室を訪問した時、金さ

んが日頃行っている作業の緻密さが理解できました。欧州では、部品
の調達取引先にあらかじめ質問状を出
し、監査専門の会社とともに出向いてい
ることも多いようです。いわゆる「餅は餅
屋」で、厳しい目を持つ専門家による
チェック体制も導入している訳ですが、
部品を調達した企業自身がどこまで責
任を持つのか難しいところです。

市丸）製品を構成する部品の化学物質含有量をチェックして管理
することが、日本でも海外でも厳しい基準で行われていることがわかりま
した。そのほかに製品をつくるプロセスでも化学物質を使用する訳です
から、メーカーとしてきちんとした管理をしなければなりません。
池田）先ほど、富士工場内のコ
ンプレッサーの粉体塗装工程
や水処理施設を見学させてい
ただきました。塗料をVOCを含
むものから含まない粉体塗装用
のものに替えることで、大幅な
VOC削減（富士工場内で42％
削減）になることに正直申しまして
驚きです。また、工場内ではしっ
かりとした排水浄化のシステムが
確立されているなど、東芝キヤリ
アさんが空調機器製品をつくる
うえで、化学物質管理を徹底していることがわかりました。
市丸）環境調和型の製品を市場に提供するにあたり、製品自体には
含まれていなくても、製造プロセスで有害な物質が使われていては本末
転倒です。ご覧いただいたように、粉体塗装工程でVOCを削減するな
ど、化学物質の排出量の把握や、管理・改善を実行していくために、当
社では「TOCACHEF※2」というシステムを取り入れています。
井上）私が進めている調達取引先さまからの調達品を徹底管理す
ることとは別に、製造工程における管理でも進んだ取り組みが行われ
ています。当社は、製品そのものと事業プロセスの両輪で化学物質管

池田）化学物質管理は、さまざまな規制や法律のもとで行われるもの
です。最近では、日本も欧州のように規制が厳しくなっていることは間違
いないでしょう。そうした背景から国際的にはSAICM（＝サイカム※1）が
主流といってよいですね。環境先進国の欧州各国は、いち早くそれを
取り入れています。法規制では、欧州は「やるべきこと」を決めて合意
したうえで、「どのように」の部分は各自が決めていくことを欧州駐在中
に強く感じました。自社の主張をきちんと述べられない企業は、基本的
にNGというのが欧州の考え方です。
市丸）まず、法規制定についてフレームづくりから始めるのが欧州なら
ば、日本は「できることの積み上げ式」ということで、つまり、日本は行政
が産業界の意見を聞き、その範疇で規制に仕上げていくようなイメー
ジですね。
井上）将来は、日本も欧州のようになっていくのでしょうか。これには一
長一短あると思います。リスク低減を追求する一方で、経済的な側面
も考えなければなりませんから、両立は非常に難しいと思います。
金）規制ということでは、電子・電気機器の特定有害物質の使用制
限を定めたRoHS指令がEUで施行されたのが、2006年7月です。そ
の頃から私は、東芝キヤリアで製造する製品に使われている物質の

分析をしています。日本企業の多くは欧州をマーケットにしているので、
欧州発のRoHS指令に準拠することが求められ、化学物質の法規制
という点では日々 緊張感を持って仕事をしています。
池田）日本は日本という独自の市場がありますが、一歩外へ出て世界
の基準に目を向けると、変わらざるを得なくなると思います。金さんは、そ
の点、日々 変わっていく法規のなかで、毎日が世界を意識した仕事な
のですね。

井上）金さんは、完成した製品について細部にわたる分析を行うのに
対し、私は調達取引先さまからの調達段階で化学物質を管理する
システムの開発を進めています。当社では、複雑で膨大な化学物
質情報を、以前はRoHS指令の6物質を含む東芝管理物質と、
REACH規則に関する化学物質の管理の二元で行っていました。
金）最近では、RoHS指令対象の化学物質が増えるなど、業界として
化学物質管理へのニーズが高まってきていて、より対応が厳しくなっ
ていますよね。
井上）そのとおりです。そこで、双方の機能を併せ持つ管理システム
「G-sysⅡ」を立ち上げ、調達取引先さまからの情報を一元的に集約
したデータで化学物質管理を行うようにしました。このシステムにより、

事業活動にかかわる化学物質管理の 難しさや法規制などの、
現状と将来について座談会を開催し ました。

理を実践していることになりますね。
市丸）TOCACHEF導入の目的の一つは化管法（PRTR法）※3対
応です。新しい物質を製造プロセスで採用しようとした場合、禁止物
質が入っていないか、公害につながることはないか、安全に使えるかな
どを判断することができます。もし、使用できない物質があることが判明
した時は、ほかの拠点にも情報共有します。また、法改正で新たな禁
止物質が定められた場合にも迅速に対応することができます。
池田）環境の保全だけでなく人の安全も考えた取り組みですね。この
ようなIT化では、承認フローがあるのですか。
市丸）もちろんです。承認フローのなかには、環境担当者だけでなく、
安全担当者や産業医の方にも入っていただいています。
金）事業プロセスでの化学物質管理では、TOCACHEFの導入は
心強いですね。一方、私がかかわっている製品の化学物質管理では、
G-sysⅡの調達面や工程面での管理機能が、分析作業に加え、
RoHS指令やREACH規則の遵守対応を大きくサポートしてくれます。
池田）皆さんの話を伺っていると、化学物質と向き合うということは、最
終セットメーカーだけの問題ではなく、ビジネスパートナーである調達
取引先さまも一緒に取り組まないといけないことがよくわかります。

井上）化学物質管理は、電気・電子や自動車製造業の分野で特に
厳しくなっていると思います。これが、住宅・建設業界や上下水道の業
界では大きな違いがあるようです。東芝グループでは、PVC※4削減の
方針が打ち出されていますが、そのほかの業界では特に制限なく使わ
れています。例えば、配管にPVCが使われていた例がありました。

金）確かに、水用配管の塗装物質のなかに鉛が含まれていることが
ありました。そのメーカーと話をしたところ、日本の消防署で使っている

のになぜ東芝グループはだめなの
か、といわれました。空調機器や換
気扇などは、住宅メーカーや配管
メーカーと同じ部品を扱っている
調達取引先さまがたくさんあります。
RoHS指令の物質がこれからどん
どん増えると、管理の範囲をどこま

で広げるのか不安になります。まだまだ国や業界で差があるので、
ワールドワイドな基準ができれば問題が解消されると思います。
池田）欧州はREACH規則で規制されている分、進んでいると思い
ますが、グローバルで見れば地域・
業界ごとに差があると思います。東
芝グループとしては、基本的な考
え方としてはSAICMのようにリスク
を抑えていくためにできる限りのこと
をする、という方向で進んでいます。
市丸）製品系の化学物質管理は
業界で差があるようですが、事業系では、メーカーの努力もあり、全
体的に良い方向に向かっている気がします。TOCACHEFでは、化
管法で規制されていない物質までも含め、約700種の化学物質を管
理していますが、富士工場に最初に採用したTOCACHEFを、現
在では国内の全製造開発拠点で採用し、今後はアジアの拠点にも
展開していく方針です。

国内外の法規制や化学物質管理の基準で、
皆さんが思うことをお聞かせください。

製品そのものに含まれる化学物質管理に
ついて、その取り組みをお聞かせください。

化学物質管理は、環境の保全と人の安全を考えるうえでの重要なテーマです。RoHS指令の対象物質と
REACH規則における禁止物質を製品に含有させないだけではなく、製品をつくる過程で使用される化学
物質を管理しなければなりません。富士山の麓に位置する当社富士工場にて、当社内の担当者と、株式会
社東芝の有識者の方とで、化学物質にかかわる施設を見学した後、座談会を行いました。　

※1 Strategic Approach to International Chemicals Management : 「化学物質が、人の健康と環境にもたらす悪影響を最小化する方法で使用、
　　生産されることを2020年までに達成する」という2002年のサミット合意を実現するための戦略や取り組みを取りまとめた国際的な合意文書。 ※2 事業系化学物質管理システム ： Toshiba Carrier Chemiｃal Management System Fuji

製品をつくるプロセスの化学物質管理に
ついて、その取り組みをお聞かせください。

富士工場内RoHS分析作業の様子

独自考案の分析用キット

座談会

特集❷

We had a discussion on the as-is and to-be states of chemical management across all business operations and legal regulations.
举办了有关事业活动相关化学物质管理的难度及法律法规等的现状与的座谈会。

株式会社 東芝の環境推進室で製品の環境対応の統括
をしています。2016年3月まで、規制情報を収集・分析し
て伝える業務で、5年間ドイツに駐在していました。座談
会の前にコンプレッサー塗装ラインを見学させていただ
き、VOCをゼロにするための粉体塗装に思い切って転
換した東芝キヤリア様の取り組みに感銘を受けました。

株式会社 東芝
環境推進室池田 理夫

いけ　だ　　 みち　お

環境分野に限らず、技術部門のなかで新しいシステムを
つくる部門ですが、調達取引先さまから入ってくる部品
などの化学物質管理システムを立ち上げました。以前
は環境部門の担当を兼務し、また幼少期を過ごした地
域の近隣で公害訴訟が起こったこともあり、化学物質と
環境への意識や関心は強い方だと思います。

東芝キヤリア株式会社
技術システム・プロセス担当井上 常俊

いの  うえ　　つね　とし

富士工場に勤務し始めたのが2006年です。ちょうど
RoHS指令が始まった時で、その頃から富士工場で製品含
有化学物質の分析を行っています。当時、小学校に入学し
たばかりの子どもが今では高校生になり、一つの歴史を
感じます。海外各拠点のRoHS分析室の立ち上げでは各
国語の専門用語統一など、多くの苦労を経験しました。

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

きむ　　きよんみ

社会・環境報告書をはじめとする環境関連のコミュニ
ケーションを担当しています。また、事業系の化学物質管
理システム「TOCACHEF」を各拠点で立ち上げる仕事も
しています。産業用ロボットを使った粉体塗装は「東芝環
境展」にも出展し、当社のVOCゼロを目指す取り組みに
対するお客さまからの反響も大きかったように思います。

東芝キヤリア株式会社
本社環境担当市丸 雅浩

いち  まる　  まさ　ひろ

製造部門深澤さんによる、塗装ライン、
塗装前処理におけるVOCとCO2削減の説明

ロボットアームによるコンプレッサーの粉体塗装

7 東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2016 8東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2016ととなり近所のゴミ、朝夕拾い、すがすがしいかな愛犬散歩（富士／ロビン）　ちちゃんと分別綺麗な地球をつくろう（関係会社／杉山 美絵）



輸出先の国などに関係なく、すべての化学物質データを管理すること
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金）規制ということでは、電子・電気機器の特定有害物質の使用制
限を定めたRoHS指令がEUで施行されたのが、2006年7月です。そ
の頃から私は、東芝キヤリアで製造する製品に使われている物質の

分析をしています。日本企業の多くは欧州をマーケットにしているので、
欧州発のRoHS指令に準拠することが求められ、化学物質の法規制
という点では日々 緊張感を持って仕事をしています。
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終セットメーカーだけの問題ではなく、ビジネスパートナーである調達
取引先さまも一緒に取り組まないといけないことがよくわかります。

井上）化学物質管理は、電気・電子や自動車製造業の分野で特に
厳しくなっていると思います。これが、住宅・建設業界や上下水道の業
界では大きな違いがあるようです。東芝グループでは、PVC※4削減の
方針が打ち出されていますが、そのほかの業界では特に制限なく使わ
れています。例えば、配管にPVCが使われていた例がありました。

金）確かに、水用配管の塗装物質のなかに鉛が含まれていることが
ありました。そのメーカーと話をしたところ、日本の消防署で使っている

のになぜ東芝グループはだめなの
か、といわれました。空調機器や換
気扇などは、住宅メーカーや配管
メーカーと同じ部品を扱っている
調達取引先さまがたくさんあります。
RoHS指令の物質がこれからどん
どん増えると、管理の範囲をどこま

で広げるのか不安になります。まだまだ国や業界で差があるので、
ワールドワイドな基準ができれば問題が解消されると思います。
池田）欧州はREACH規則で規制されている分、進んでいると思い
ますが、グローバルで見れば地域・
業界ごとに差があると思います。東
芝グループとしては、基本的な考
え方としてはSAICMのようにリスク
を抑えていくためにできる限りのこと
をする、という方向で進んでいます。
市丸）製品系の化学物質管理は
業界で差があるようですが、事業系では、メーカーの努力もあり、全
体的に良い方向に向かっている気がします。TOCACHEFでは、化
管法で規制されていない物質までも含め、約700種の化学物質を管
理していますが、富士工場に最初に採用したTOCACHEFを、現
在では国内の全製造開発拠点で採用し、今後はアジアの拠点にも
展開していく方針です。

国内外の法規制や化学物質管理の基準で、
皆さんが思うことをお聞かせください。

製品そのものに含まれる化学物質管理に
ついて、その取り組みをお聞かせください。

化学物質管理は、環境の保全と人の安全を考えるうえでの重要なテーマです。RoHS指令の対象物質と
REACH規則における禁止物質を製品に含有させないだけではなく、製品をつくる過程で使用される化学
物質を管理しなければなりません。富士山の麓に位置する当社富士工場にて、当社内の担当者と、株式会
社東芝の有識者の方とで、化学物質にかかわる施設を見学した後、座談会を行いました。　

※1 Strategic Approach to International Chemicals Management : 「化学物質が、人の健康と環境にもたらす悪影響を最小化する方法で使用、
　　生産されることを2020年までに達成する」という2002年のサミット合意を実現するための戦略や取り組みを取りまとめた国際的な合意文書。 ※2 事業系化学物質管理システム ： Toshiba Carrier Chemiｃal Management System Fuji

製品をつくるプロセスの化学物質管理に
ついて、その取り組みをお聞かせください。

富士工場内RoHS分析作業の様子

独自考案の分析用キット

座談会

特集❷

We had a discussion on the as-is and to-be states of chemical management across all business operations and legal regulations.
举办了有关事业活动相关化学物质管理的难度及法律法规等的现状与的座谈会。

株式会社 東芝の環境推進室で製品の環境対応の統括
をしています。2016年3月まで、規制情報を収集・分析し
て伝える業務で、5年間ドイツに駐在していました。座談
会の前にコンプレッサー塗装ラインを見学させていただ
き、VOCをゼロにするための粉体塗装に思い切って転
換した東芝キヤリア様の取り組みに感銘を受けました。

株式会社 東芝
環境推進室池田 理夫

いけ　だ　　 みち　お

環境分野に限らず、技術部門のなかで新しいシステムを
つくる部門ですが、調達取引先さまから入ってくる部品
などの化学物質管理システムを立ち上げました。以前
は環境部門の担当を兼務し、また幼少期を過ごした地
域の近隣で公害訴訟が起こったこともあり、化学物質と
環境への意識や関心は強い方だと思います。

東芝キヤリア株式会社
技術システム・プロセス担当井上 常俊

いの  うえ　　つね　とし

富士工場に勤務し始めたのが2006年です。ちょうど
RoHS指令が始まった時で、その頃から富士工場で製品含
有化学物質の分析を行っています。当時、小学校に入学し
たばかりの子どもが今では高校生になり、一つの歴史を
感じます。海外各拠点のRoHS分析室の立ち上げでは各
国語の専門用語統一など、多くの苦労を経験しました。

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

きむ　　きよんみ

社会・環境報告書をはじめとする環境関連のコミュニ
ケーションを担当しています。また、事業系の化学物質管
理システム「TOCACHEF」を各拠点で立ち上げる仕事も
しています。産業用ロボットを使った粉体塗装は「東芝環
境展」にも出展し、当社のVOCゼロを目指す取り組みに
対するお客さまからの反響も大きかったように思います。

東芝キヤリア株式会社
本社環境担当市丸 雅浩

いち  まる　  まさ　ひろ

製造部門深澤さんによる、塗装ライン、
塗装前処理におけるVOCとCO2削減の説明

ロボットアームによるコンプレッサーの粉体塗装
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輸出先の国などに関係なく、すべての化学物質データを管理すること
ができるようにしています。
市丸）欧州でも同じような取り組みを実践している企業はあるのでしょ
うか。
池田）欧州では、大企業になればなるほど調達取引先をビジネス
パートナーと見なし、規制にしっかり対応するために要求を的確に伝え、
管理しています。また、欧州域内の企業が中国など別の地域まで出
向いて監査を行うケースも多いようです。

金）そうですか。でも、監査では単な
る紙に書かれた情報を見ているだ
けなので、現物と合致しているかま
での確認はできないのではありませ
んか。実際に製造された部品の分
析までしているのでしょうか。先ほど
ご覧いただいた富士工場の、
「RoHS分析室」では、さまざまな工
夫を取り入れ、また、最先端の分析
装置を使用して徹底的に分析作
業を行っています。
池田）分析室を訪問した時、金さ

んが日頃行っている作業の緻密さが理解できました。欧州では、部品
の調達取引先にあらかじめ質問状を出
し、監査専門の会社とともに出向いてい
ることも多いようです。いわゆる「餅は餅
屋」で、厳しい目を持つ専門家による
チェック体制も導入している訳ですが、
部品を調達した企業自身がどこまで責
任を持つのか難しいところです。

市丸）製品を構成する部品の化学物質含有量をチェックして管理
することが、日本でも海外でも厳しい基準で行われていることがわかりま
した。そのほかに製品をつくるプロセスでも化学物質を使用する訳です
から、メーカーとしてきちんとした管理をしなければなりません。
池田）先ほど、富士工場内のコ
ンプレッサーの粉体塗装工程
や水処理施設を見学させてい
ただきました。塗料をVOCを含
むものから含まない粉体塗装用
のものに替えることで、大幅な
VOC削減（富士工場内で42％
削減）になることに正直申しまして
驚きです。また、工場内ではしっ
かりとした排水浄化のシステムが
確立されているなど、東芝キヤリ
アさんが空調機器製品をつくる
うえで、化学物質管理を徹底していることがわかりました。
市丸）環境調和型の製品を市場に提供するにあたり、製品自体には
含まれていなくても、製造プロセスで有害な物質が使われていては本末
転倒です。ご覧いただいたように、粉体塗装工程でVOCを削減するな
ど、化学物質の排出量の把握や、管理・改善を実行していくために、当
社では「TOCACHEF※2」というシステムを取り入れています。
井上）私が進めている調達取引先さまからの調達品を徹底管理す
ることとは別に、製造工程における管理でも進んだ取り組みが行われ
ています。当社は、製品そのものと事業プロセスの両輪で化学物質管

池田）化学物質管理は、さまざまな規制や法律のもとで行われるもの
です。最近では、日本も欧州のように規制が厳しくなっていることは間違
いないでしょう。そうした背景から国際的にはSAICM（＝サイカム※1）が
主流といってよいですね。環境先進国の欧州各国は、いち早くそれを
取り入れています。法規制では、欧州は「やるべきこと」を決めて合意
したうえで、「どのように」の部分は各自が決めていくことを欧州駐在中
に強く感じました。自社の主張をきちんと述べられない企業は、基本的
にNGというのが欧州の考え方です。
市丸）まず、法規制定についてフレームづくりから始めるのが欧州なら
ば、日本は「できることの積み上げ式」ということで、つまり、日本は行政
が産業界の意見を聞き、その範疇で規制に仕上げていくようなイメー
ジですね。
井上）将来は、日本も欧州のようになっていくのでしょうか。これには一
長一短あると思います。リスク低減を追求する一方で、経済的な側面
も考えなければなりませんから、両立は非常に難しいと思います。
金）規制ということでは、電子・電気機器の特定有害物質の使用制
限を定めたRoHS指令がEUで施行されたのが、2006年7月です。そ
の頃から私は、東芝キヤリアで製造する製品に使われている物質の

分析をしています。日本企業の多くは欧州をマーケットにしているので、
欧州発のRoHS指令に準拠することが求められ、化学物質の法規制
という点では日々 緊張感を持って仕事をしています。
池田）日本は日本という独自の市場がありますが、一歩外へ出て世界
の基準に目を向けると、変わらざるを得なくなると思います。金さんは、そ
の点、日々 変わっていく法規のなかで、毎日が世界を意識した仕事な
のですね。

井上）金さんは、完成した製品について細部にわたる分析を行うのに
対し、私は調達取引先さまからの調達段階で化学物質を管理する
システムの開発を進めています。当社では、複雑で膨大な化学物
質情報を、以前はRoHS指令の6物質を含む東芝管理物質と、
REACH規則に関する化学物質の管理の二元で行っていました。
金）最近では、RoHS指令対象の化学物質が増えるなど、業界として
化学物質管理へのニーズが高まってきていて、より対応が厳しくなっ
ていますよね。
井上）そのとおりです。そこで、双方の機能を併せ持つ管理システム
「G-sysⅡ」を立ち上げ、調達取引先さまからの情報を一元的に集約
したデータで化学物質管理を行うようにしました。このシステムにより、

理を実践していることになりますね。
市丸）TOCACHEF導入の目的の一つは化管法（PRTR法）※3対
応です。新しい物質を製造プロセスで採用しようとした場合、禁止物
質が入っていないか、公害につながることはないか、安全に使えるかな
どを判断することができます。もし、使用できない物質があることが判明
した時は、ほかの拠点にも情報共有します。また、法改正で新たな禁
止物質が定められた場合にも迅速に対応することができます。
池田）環境の保全だけでなく人の安全も考えた取り組みですね。この
ようなIT化では、承認フローがあるのですか。
市丸）もちろんです。承認フローのなかには、環境担当者だけでなく、
安全担当者や産業医の方にも入っていただいています。
金）事業プロセスでの化学物質管理では、TOCACHEFの導入は
心強いですね。一方、私がかかわっている製品の化学物質管理では、
G-sysⅡの調達面や工程面での管理機能が、分析作業に加え、
RoHS指令やREACH規則の遵守対応を大きくサポートしてくれます。
池田）皆さんの話を伺っていると、化学物質と向き合うということは、最
終セットメーカーだけの問題ではなく、ビジネスパートナーである調達
取引先さまも一緒に取り組まないといけないことがよくわかります。

井上）化学物質管理は、電気・電子や自動車製造業の分野で特に
厳しくなっていると思います。これが、住宅・建設業界や上下水道の業
界では大きな違いがあるようです。東芝グループでは、PVC※4削減の
方針が打ち出されていますが、そのほかの業界では特に制限なく使わ
れています。例えば、配管にPVCが使われていた例がありました。

金）確かに、水用配管の塗装物質のなかに鉛が含まれていることが
ありました。そのメーカーと話をしたところ、日本の消防署で使っている

のになぜ東芝グループはだめなの
か、といわれました。空調機器や換
気扇などは、住宅メーカーや配管
メーカーと同じ部品を扱っている
調達取引先さまがたくさんあります。
RoHS指令の物質がこれからどん
どん増えると、管理の範囲をどこま

で広げるのか不安になります。まだまだ国や業界で差があるので、
ワールドワイドな基準ができれば問題が解消されると思います。
池田）欧州はREACH規則で規制されている分、進んでいると思い
ますが、グローバルで見れば地域・
業界ごとに差があると思います。東
芝グループとしては、基本的な考
え方としてはSAICMのようにリスク
を抑えていくためにできる限りのこと
をする、という方向で進んでいます。
市丸）製品系の化学物質管理は
業界で差があるようですが、事業系では、メーカーの努力もあり、全
体的に良い方向に向かっている気がします。TOCACHEFでは、化
管法で規制されていない物質までも含め、約700種の化学物質を管
理していますが、富士工場に最初に採用したTOCACHEFを、現
在では国内の全製造開発拠点で採用し、今後はアジアの拠点にも
展開していく方針です。

今後、化学物質管理は
どのように変化していくと思いますか。
皆さんの考えをお聞かせください。

RoHS指令の施行から10年の節目にあたる時期
に行ったこの座談会では、将来の化学物質管理を
見据えた議論が展開しました。東芝キヤリアとし

て、また、東芝グループとして、化学物質管理のビジョンを再
確認し、次の10年に向けて着実に足跡を残していくことがで
きれば、「持続可能な社会」の形成に貢献できるはずです。そ
の一歩を踏み出すきっかけになった座談会でした。

事業系化学物質管理システム
「TOCACHEF」

TOCACHEFは、製品の製造工程で使用する化学
物質を管理するシステムで、2014年度に運用を
開始しています。原則として、各拠点内で承認ワー
クフローを実行するようになっており、新たに使用
したい製品のMSDS※5情報を元に、その含有物質
が東芝グループの管理対象物質でないか、安全上
問題ないかなどを、各分野の担当責任者が判断し、
その承認過程を記録するシステムです。

※5 Material Safety Data Sheet ： 安全データシート

※3 化学物質排出把握管理促進法　　※4 ポリ塩化ビニル（Polyvinyl Chloride）

G-sysⅡでは、調達取引先さまをクラス分けし、さ
らに素材ごとのリスク情報を組み合わせて、リス
クの高低を決定します。その結果を踏まえて、調
達取引先さまに調査メールを配信して回答を集
めたうえで調査分析を行います。最終的に設計
部門で採用可否を判断します。2015年3月に調
達取引先さまを対象に説明会を開催し、試行期
間を経て運用していく予定です。

まとめ

製品系化学物質管理システム
「G-sys Ⅱ」

座談会メンバーの富士工場内見学の様子
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輸出先の国などに関係なく、すべての化学物質データを管理すること
ができるようにしています。
市丸）欧州でも同じような取り組みを実践している企業はあるのでしょ
うか。
池田）欧州では、大企業になればなるほど調達取引先をビジネス
パートナーと見なし、規制にしっかり対応するために要求を的確に伝え、
管理しています。また、欧州域内の企業が中国など別の地域まで出
向いて監査を行うケースも多いようです。

金）そうですか。でも、監査では単な
る紙に書かれた情報を見ているだ
けなので、現物と合致しているかま
での確認はできないのではありませ
んか。実際に製造された部品の分
析までしているのでしょうか。先ほど
ご覧いただいた富士工場の、
「RoHS分析室」では、さまざまな工
夫を取り入れ、また、最先端の分析
装置を使用して徹底的に分析作
業を行っています。
池田）分析室を訪問した時、金さ

んが日頃行っている作業の緻密さが理解できました。欧州では、部品
の調達取引先にあらかじめ質問状を出
し、監査専門の会社とともに出向いてい
ることも多いようです。いわゆる「餅は餅
屋」で、厳しい目を持つ専門家による
チェック体制も導入している訳ですが、
部品を調達した企業自身がどこまで責
任を持つのか難しいところです。

市丸）製品を構成する部品の化学物質含有量をチェックして管理
することが、日本でも海外でも厳しい基準で行われていることがわかりま
した。そのほかに製品をつくるプロセスでも化学物質を使用する訳です
から、メーカーとしてきちんとした管理をしなければなりません。
池田）先ほど、富士工場内のコ
ンプレッサーの粉体塗装工程
や水処理施設を見学させてい
ただきました。塗料をVOCを含
むものから含まない粉体塗装用
のものに替えることで、大幅な
VOC削減（富士工場内で42％
削減）になることに正直申しまして
驚きです。また、工場内ではしっ
かりとした排水浄化のシステムが
確立されているなど、東芝キヤリ
アさんが空調機器製品をつくる
うえで、化学物質管理を徹底していることがわかりました。
市丸）環境調和型の製品を市場に提供するにあたり、製品自体には
含まれていなくても、製造プロセスで有害な物質が使われていては本末
転倒です。ご覧いただいたように、粉体塗装工程でVOCを削減するな
ど、化学物質の排出量の把握や、管理・改善を実行していくために、当
社では「TOCACHEF※2」というシステムを取り入れています。
井上）私が進めている調達取引先さまからの調達品を徹底管理す
ることとは別に、製造工程における管理でも進んだ取り組みが行われ
ています。当社は、製品そのものと事業プロセスの両輪で化学物質管

池田）化学物質管理は、さまざまな規制や法律のもとで行われるもの
です。最近では、日本も欧州のように規制が厳しくなっていることは間違
いないでしょう。そうした背景から国際的にはSAICM（＝サイカム※1）が
主流といってよいですね。環境先進国の欧州各国は、いち早くそれを
取り入れています。法規制では、欧州は「やるべきこと」を決めて合意
したうえで、「どのように」の部分は各自が決めていくことを欧州駐在中
に強く感じました。自社の主張をきちんと述べられない企業は、基本的
にNGというのが欧州の考え方です。
市丸）まず、法規制定についてフレームづくりから始めるのが欧州なら
ば、日本は「できることの積み上げ式」ということで、つまり、日本は行政
が産業界の意見を聞き、その範疇で規制に仕上げていくようなイメー
ジですね。
井上）将来は、日本も欧州のようになっていくのでしょうか。これには一
長一短あると思います。リスク低減を追求する一方で、経済的な側面
も考えなければなりませんから、両立は非常に難しいと思います。
金）規制ということでは、電子・電気機器の特定有害物質の使用制
限を定めたRoHS指令がEUで施行されたのが、2006年7月です。そ
の頃から私は、東芝キヤリアで製造する製品に使われている物質の

分析をしています。日本企業の多くは欧州をマーケットにしているので、
欧州発のRoHS指令に準拠することが求められ、化学物質の法規制
という点では日々 緊張感を持って仕事をしています。
池田）日本は日本という独自の市場がありますが、一歩外へ出て世界
の基準に目を向けると、変わらざるを得なくなると思います。金さんは、そ
の点、日々 変わっていく法規のなかで、毎日が世界を意識した仕事な
のですね。

井上）金さんは、完成した製品について細部にわたる分析を行うのに
対し、私は調達取引先さまからの調達段階で化学物質を管理する
システムの開発を進めています。当社では、複雑で膨大な化学物
質情報を、以前はRoHS指令の6物質を含む東芝管理物質と、
REACH規則に関する化学物質の管理の二元で行っていました。
金）最近では、RoHS指令対象の化学物質が増えるなど、業界として
化学物質管理へのニーズが高まってきていて、より対応が厳しくなっ
ていますよね。
井上）そのとおりです。そこで、双方の機能を併せ持つ管理システム
「G-sysⅡ」を立ち上げ、調達取引先さまからの情報を一元的に集約
したデータで化学物質管理を行うようにしました。このシステムにより、

理を実践していることになりますね。
市丸）TOCACHEF導入の目的の一つは化管法（PRTR法）※3対
応です。新しい物質を製造プロセスで採用しようとした場合、禁止物
質が入っていないか、公害につながることはないか、安全に使えるかな
どを判断することができます。もし、使用できない物質があることが判明
した時は、ほかの拠点にも情報共有します。また、法改正で新たな禁
止物質が定められた場合にも迅速に対応することができます。
池田）環境の保全だけでなく人の安全も考えた取り組みですね。この
ようなIT化では、承認フローがあるのですか。
市丸）もちろんです。承認フローのなかには、環境担当者だけでなく、
安全担当者や産業医の方にも入っていただいています。
金）事業プロセスでの化学物質管理では、TOCACHEFの導入は
心強いですね。一方、私がかかわっている製品の化学物質管理では、
G-sysⅡの調達面や工程面での管理機能が、分析作業に加え、
RoHS指令やREACH規則の遵守対応を大きくサポートしてくれます。
池田）皆さんの話を伺っていると、化学物質と向き合うということは、最
終セットメーカーだけの問題ではなく、ビジネスパートナーである調達
取引先さまも一緒に取り組まないといけないことがよくわかります。

井上）化学物質管理は、電気・電子や自動車製造業の分野で特に
厳しくなっていると思います。これが、住宅・建設業界や上下水道の業
界では大きな違いがあるようです。東芝グループでは、PVC※4削減の
方針が打ち出されていますが、そのほかの業界では特に制限なく使わ
れています。例えば、配管にPVCが使われていた例がありました。

金）確かに、水用配管の塗装物質のなかに鉛が含まれていることが
ありました。そのメーカーと話をしたところ、日本の消防署で使っている

のになぜ東芝グループはだめなの
か、といわれました。空調機器や換
気扇などは、住宅メーカーや配管
メーカーと同じ部品を扱っている
調達取引先さまがたくさんあります。
RoHS指令の物質がこれからどん
どん増えると、管理の範囲をどこま

で広げるのか不安になります。まだまだ国や業界で差があるので、
ワールドワイドな基準ができれば問題が解消されると思います。
池田）欧州はREACH規則で規制されている分、進んでいると思い
ますが、グローバルで見れば地域・
業界ごとに差があると思います。東
芝グループとしては、基本的な考
え方としてはSAICMのようにリスク
を抑えていくためにできる限りのこと
をする、という方向で進んでいます。
市丸）製品系の化学物質管理は
業界で差があるようですが、事業系では、メーカーの努力もあり、全
体的に良い方向に向かっている気がします。TOCACHEFでは、化
管法で規制されていない物質までも含め、約700種の化学物質を管
理していますが、富士工場に最初に採用したTOCACHEFを、現
在では国内の全製造開発拠点で採用し、今後はアジアの拠点にも
展開していく方針です。

今後、化学物質管理は
どのように変化していくと思いますか。
皆さんの考えをお聞かせください。

RoHS指令の施行から10年の節目にあたる時期
に行ったこの座談会では、将来の化学物質管理を
見据えた議論が展開しました。東芝キヤリアとし

て、また、東芝グループとして、化学物質管理のビジョンを再
確認し、次の10年に向けて着実に足跡を残していくことがで
きれば、「持続可能な社会」の形成に貢献できるはずです。そ
の一歩を踏み出すきっかけになった座談会でした。

事業系化学物質管理システム
「TOCACHEF」

TOCACHEFは、製品の製造工程で使用する化学
物質を管理するシステムで、2014年度に運用を
開始しています。原則として、各拠点内で承認ワー
クフローを実行するようになっており、新たに使用
したい製品のMSDS※5情報を元に、その含有物質
が東芝グループの管理対象物質でないか、安全上
問題ないかなどを、各分野の担当責任者が判断し、
その承認過程を記録するシステムです。

※5 Material Safety Data Sheet ： 安全データシート

※3 化学物質排出把握管理促進法　　※4 ポリ塩化ビニル（Polyvinyl Chloride）

G-sysⅡでは、調達取引先さまをクラス分けし、さ
らに素材ごとのリスク情報を組み合わせて、リス
クの高低を決定します。その結果を踏まえて、調
達取引先さまに調査メールを配信して回答を集
めたうえで調査分析を行います。最終的に設計
部門で採用可否を判断します。2015年3月に調
達取引先さまを対象に説明会を開催し、試行期
間を経て運用していく予定です。

まとめ

製品系化学物質管理システム
「G-sys Ⅱ」

座談会メンバーの富士工場内見学の様子
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※1 3つのGreenについては右記ホームページを参照ください。http://www.toshiba.co.jp/env/jp/vision/plan5_j.htm
※2 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）
※3 事業にともない生じる副産物やそのほかの発生するすべて（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、
富士冷熱工業（株）、東芝キヤリア タイ社、TCFGコンプレッサ（タイ）社、東芝キヤリア空調（中国）有限公司、東芝キヤリア空調販売（上海）有限公司

Green of Process 指標 2015年度 2016年度
達成目標

 
目標 実績 評価 まとめ

地球温暖化抑制 温室効果ガス総排出量削減
（1990年度基準） 67％ 80％ ◎

＋13％
LED照明化、空調機の高効率化、
生産設備改善などの省エネ改善を
積極的に推進し目標を達成しました。

72％

資源有効活用

廃棄物総発生量削減
（2000年度基準） 30％ 44％ ◎

＋14％
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。 32％

廃棄物最終処分率※3 グループ全体で
0.5％未満

 0.17％ ◎
－0.33％

廃棄物の再資源化推進により
目標を達成しました。

グループ全体で
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） 78％ 90％ ◎ 

＋12％
コンプレッサー粉体塗装化などにより
排出量削減を実施しました。 80％

Green Management 指標 2015年度 2016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 測定実施率
100％ 

 測定実施率
100％ 

 ○ 富士： 調査／指標選定／測定実施済
津山： 調査／指標選定／測定実施済

 測定実施率
100％ 

 

2015年度東芝キヤリアグループ環境アクションプラン※2

Green of Product 指標 2015年度 2016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
（P12参照） 売上高比率 42％ 50％ ◎

＋8％
新たに8製品が認定され、
目標を達成しました。 45％

東芝キヤリアグループ環境推進体制
環境経営責任者

地球環境会議

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

環境推進職域責任者会議

国内関係会社

本 社

環境推進担当責任者

環境推進副責任者

環境推進職域責任者

「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、環境推進責任者、環境推進副責任者、環境推進担当責任者、
環境推進職域責任者を任命し、グループ全体で環境活動を展開しています。
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、その実績を確認しています。東芝グルー
プが2012年度から2016年度まで推進している「第5次環境アクションプラ
ン」に基づき、独自の環境目標を設定しています。2015年度の環境アクション
プランは、下表の3つの「Green※1」の全項目において目標を達成しました。

Organizational Structure and Environmental Action Plan / 环境推进体制与环境行动计划
環境推進体制と環境アクションプラン

製品の製造時・使用時の両方で、「地球温暖化抑制」
「資源有効活用」「化学物質管理」を徹底しています
在产品制造与使用的两个过程中，贯彻落实“抑制全球变暖”、“资源有效利用”、“化学物质管理”

For both the manufacture and use of products, we maintain unqualified standards for the "mitigation of climate change,"
 "efficient utilization of resources," and "management of chemical substances."

東芝キヤリアグループは、空調機器をはじめとするさまざまな環境調和型製
品を市場に提供しています。これらの製品を製造する際には、環境負荷を最小
限に抑えた「モノづくり」を目指し、環境監査の実施によって環境リスクの撲滅
に努めています。「地球温暖化抑制」では、「製造時」にかかわるエネルギーの削
減や冷媒使用量の削減、「資源有効活用」では、水や廃棄物の削減および再利
用、「化学物質管理」では、工程で使用する化学物質について、より安全で環境
に配慮したものを採用しています。また、製造方法を見直すことでも化学物質
の取扱量を削減しています。

Message from Environment Officer / 环境推进责任人寄语
環境推進責任者からのメッセージ

環境推進責任者
執行役員（生産統括責任者）　塩野 稔

Environmental Management
环境经营環境経営

しお　の　　みのる
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サイト監査の様子（TCFG）

異常想定訓練の様子（TCTC）

環境教育の様子（新入社員教育）

「ecoスタイルリーダー」認定者数推移グラフ

H&V News Awards2016
東芝キヤリア英国社のメンバーとその関係者

環境推進副責任者
執行役員（統括技師長）　久保 徹

累積認定数

当年度の
認定数

エクセレントECP製品 年度別履歴表と代表例

高い環境性能

環境配慮の度合い

2012年度 2016年度

主要環境性能
No.1を達成

エクセレント
ECP認定

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 （年度）

3
2

9

4

12

8

SMMS-i

CAONS700

熱回収型
CAONS

ESTIA プレミアム
シリーズ

スーパーパワー
エコゴールド

USX 3シリーズ シングルエース

3Face
インバーター
ショーケース

多室ダクト用
換気扇

2
5 7

16
20

32

40

2015 2016 20172014

100

80

60

40

20

（年度）

（人）実績 予定人数

東芝キヤリアグループでは、外部認証機関からの監査として国内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で「環境経営監査」「サイト監査」「製品技術監査」を実施し、そ
のなかで法令遵守を徹底しています。現在までにサイト監査員11名、製品技術監
査員12名、地域環境監査員6名が、東芝から認定されています。

Certification and Environmental Audits by External Organizations / 各基地的守法管理

外部機関からの認証と環境監査

※ 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）含む）／
　 津山工場／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／東芝キヤリア空調（中国）有限公司

環境関連法規の数はたいへん多く、そのうえ改正が重ねられているため、改
正内容をいち早く把握することが重要です。各拠点では、関連法規の改正情報
を随時入手して対応しています。また、拠点幹部を含むメンバーが環境パトロー
ルを行うほか、環境会議を開催して遵法管理を行っています。さらに、環境リス
クの高い施設では従業員による異常想定訓練を実施し、問題の早期発見や解
決に取り組んでいます。

Regulatory Compliance Management in Each Operating Site / 各基地的守法管理

各拠点の遵法管理

毎年１回、共通の内容でグループ全体の環境教育を行っています。さらに、新
入社員、一般社員、役職者、技術者、環境施設取り扱い者について、それぞれの
役割に応じた階層別、業務別教育も実施しています。これにより、社員が環境
問題を認識したり、日常業務のなかに環境活動を織り込んでいくことを考えた
りしています。2016年度新入社員教育では、座学のほか、工場内の適正な廃
棄物処理の様子やビオトープなどを見学し、職場や家庭において自身ができる
ことを考え「マイecoチャレンジ」を宣言しました。

Environmental Education / 环境教育

環境教育

外部からの製品関係の表彰は、国内では「ユニバーサルスマートX 3シリーズ」
が「平成27年度 省エネ大賞 省エネルギーセンター会長賞」を受賞しました。また
海外では、英国で「SMMS-e」が「H&V News Awards 2016」、「ACR News 
Awards 2016」、「National ACR and Heat Pump Awards 2016」をトリ
プル受賞しました。

Winning Awards for Environmentally Conscious Products / 环保型产品的获奖

環境調和型製品の受賞

中堅・若手層を対象とした環境担当者の育成の場である「東芝グループ環境
塾」に、東芝キヤリアグループは、2015年度から参加しています。そのほか、職
場のなかで環境活動の中心メンバーとなる一般従業員を育成するため、各種環
境関連資格の取得を推奨しています。資格取得者は「ecoスタイルリーダー」に
認定され、各環境活動に参加しています。2016年6月時点では、74名の「eco
スタイルリーダー」が登録され、2017年度までに100名を目指しています。

Training Leaders for Environmental Activities / 环境活动领导人才的培养

環境活動リーダーの養成

※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

web

東芝キヤリアグループでは、「地球温暖化抑制」「資源有効活用」「化学物質
管理」という環境面の3要素に対して主要環境性能No.1の製品を目指して
います。そして、業界No.1、またはオンリーワンの製品については（株）東芝
から「エクセレントECP」に認定されています。2009年度に2製品が「エクセ
レントECP」として認定され、その後、毎年認定数が拡大しています。2015年
度には、8製品群が新規に認定され合計で40製品群となり、売上高比50%
を超えています。

Excellent ECP-Certified Products / Excellent ECP活动

エクセレントECP（Environmentally Conscious Product）

東芝キヤリアグループでは、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などを国内外に提供しています。「地球温暖化抑制」を考
えた場合、これらの機器は「使用時」のCO2排出量が最も多く、ライフサイクル※1

全体の90％以上を占めています。2015年度は、最新の技術で「使用時」のエネ
ルギーを削減し、新製品が従来製品と置き換わった場合を推定すると、145万
t-CO2の削減となりました。また、地球温暖化係数の小さい冷媒も順次採用して
います。「資源有効活用」では、同等の機器能力での省資源化、「化学物質管理」
では、RoHS指令、REACH規則への対応のほか、PVC※2の削減も行いました。

Message from Assistant Environment Officer / 环境推进副责任人寄语

環境推進副責任者からのメッセージ

Environmental Management
环境经营環境経営

「ecoスタイル
リーダー」認定証

※1 製品の「一生」のことで「使用時」のほかに「製造時」「廃棄時」などのステージがある
※2 ポリ塩化ビニル（Polyvinyl Chloride）

く　　ぼ　　とおる

11 東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2016 12東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2016かガソリンの値が下がってもエコ運転（関係会社／くまさん）　よよく見て分別すれば、意外と少ない燃やすゴミ（関係会社／nana）
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サイト監査の様子（TCFG）

異常想定訓練の様子（TCTC）

環境教育の様子（新入社員教育）

「ecoスタイルリーダー」認定者数推移グラフ

H&V News Awards2016
東芝キヤリア英国社のメンバーとその関係者

環境推進副責任者
執行役員（統括技師長）　久保 徹

累積認定数

当年度の
認定数

エクセレントECP製品 年度別履歴表と代表例

高い環境性能

環境配慮の度合い

2012年度 2016年度

主要環境性能
No.1を達成

エクセレント
ECP認定

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 （年度）

3
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8

SMMS-i

CAONS700

熱回収型
CAONS

ESTIA プレミアム
シリーズ

スーパーパワー
エコゴールド

USX 3シリーズ シングルエース

3Face
インバーター
ショーケース

多室ダクト用
換気扇

2
5 7

16
20
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40

2015 2016 20172014

100

80

60

40

20

（年度）

（人）実績 予定人数

東芝キヤリアグループでは、外部認証機関からの監査として国内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で「環境経営監査」「サイト監査」「製品技術監査」を実施し、そ
のなかで法令遵守を徹底しています。現在までにサイト監査員11名、製品技術監
査員12名、地域環境監査員6名が、東芝から認定されています。

Certification and Environmental Audits by External Organizations / 各基地的守法管理

外部機関からの認証と環境監査

※ 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）含む）／
　 津山工場／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／東芝キヤリア空調（中国）有限公司

環境関連法規の数はたいへん多く、そのうえ改正が重ねられているため、改
正内容をいち早く把握することが重要です。各拠点では、関連法規の改正情報
を随時入手して対応しています。また、拠点幹部を含むメンバーが環境パトロー
ルを行うほか、環境会議を開催して遵法管理を行っています。さらに、環境リス
クの高い施設では従業員による異常想定訓練を実施し、問題の早期発見や解
決に取り組んでいます。

Regulatory Compliance Management in Each Operating Site / 各基地的守法管理

各拠点の遵法管理

毎年１回、共通の内容でグループ全体の環境教育を行っています。さらに、新
入社員、一般社員、役職者、技術者、環境施設取り扱い者について、それぞれの
役割に応じた階層別、業務別教育も実施しています。これにより、社員が環境
問題を認識したり、日常業務のなかに環境活動を織り込んでいくことを考えた
りしています。2016年度新入社員教育では、座学のほか、工場内の適正な廃
棄物処理の様子やビオトープなどを見学し、職場や家庭において自身ができる
ことを考え「マイecoチャレンジ」を宣言しました。

Environmental Education / 环境教育

環境教育

外部からの製品関係の表彰は、国内では「ユニバーサルスマートX 3シリーズ」
が「平成27年度 省エネ大賞 省エネルギーセンター会長賞」を受賞しました。また
海外では、英国で「SMMS-e」が「H&V News Awards 2016」、「ACR News 
Awards 2016」、「National ACR and Heat Pump Awards 2016」をトリ
プル受賞しました。

Winning Awards for Environmentally Conscious Products / 环保型产品的获奖

環境調和型製品の受賞

中堅・若手層を対象とした環境担当者の育成の場である「東芝グループ環境
塾」に、東芝キヤリアグループは、2015年度から参加しています。そのほか、職
場のなかで環境活動の中心メンバーとなる一般従業員を育成するため、各種環
境関連資格の取得を推奨しています。資格取得者は「ecoスタイルリーダー」に
認定され、各環境活動に参加しています。2016年6月時点では、74名の「eco
スタイルリーダー」が登録され、2017年度までに100名を目指しています。

Training Leaders for Environmental Activities / 环境活动领导人才的培养

環境活動リーダーの養成

※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

web

東芝キヤリアグループでは、「地球温暖化抑制」「資源有効活用」「化学物質
管理」という環境面の3要素に対して主要環境性能No.1の製品を目指して
います。そして、業界No.1、またはオンリーワンの製品については（株）東芝
から「エクセレントECP」に認定されています。2009年度に2製品が「エクセ
レントECP」として認定され、その後、毎年認定数が拡大しています。2015年
度には、8製品群が新規に認定され合計で40製品群となり、売上高比50%
を超えています。

Excellent ECP-Certified Products / Excellent ECP活动

エクセレントECP（Environmentally Conscious Product）

東芝キヤリアグループでは、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などを国内外に提供しています。「地球温暖化抑制」を考
えた場合、これらの機器は「使用時」のCO2排出量が最も多く、ライフサイクル※1

全体の90％以上を占めています。2015年度は、最新の技術で「使用時」のエネ
ルギーを削減し、新製品が従来製品と置き換わった場合を推定すると、145万
t-CO2の削減となりました。また、地球温暖化係数の小さい冷媒も順次採用して
います。「資源有効活用」では、同等の機器能力での省資源化、「化学物質管理」
では、RoHS指令、REACH規則への対応のほか、PVC※2の削減も行いました。

Message from Assistant Environment Officer / 环境推进副责任人寄语

環境推進副責任者からのメッセージ

Environmental Management
环境经营環境経営

「ecoスタイル
リーダー」認定証

※1 製品の「一生」のことで「使用時」のほかに「製造時」「廃棄時」などのステージがある
※2 ポリ塩化ビニル（Polyvinyl Chloride）

く　　ぼ　　とおる

11 東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2016 12東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2016た単価下がったガソリンも 消費が増えたガソリン代（川崎／夢）　れレジ袋ごみは買わない省資源（関係会社／佐々木 孝子）
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CAONS700
SH-321DES

RDA-SAP2241HT

DVP-TD14CLDT

HWH-453CUX

AIU-AP1407H/
ROA-AP1406HS

HWC-WH6701

MMY-MAP2206HT8P
（SMMS-eシリーズ）

RPA-AP281UH

電線被覆やラベル材料内に
含有されるポリ塩化ビニル
（PVC）の削減

PVC
削減

※1 基準機種（2000年）との比較
※２ 基準機種（2002年）との比較
※3 基準機種（2004年）との比較

VOC
削減

（コンプ）

粉体塗装コンプレッサー採用による
揮発性有機化合物（VOC）の削減

化学物質管理

資源有効
活用

本体軽量化や水削減

再生プラ 再生プラスチックの使用

資源有効活用
年間

CO2排出量

○%
削減

年間CO2排出量の削減比率

冷媒
対応 地球温暖化係数の低い冷媒の採用

地球温暖化抑制

VOC
削減

（筐体）

塗装などに起因する
揮発性有機化合物（VOC）の
削減

資源有効
活用

年間
CO2排出量

48%
削減※1

冷媒
対応

年間
CO2排出量

30%
削減※1

VOC
削減

（コンプ）
再生プラ

年間
CO2排出量

17%
削減※1

VOC
削減
（筐体）

VOC
削減

（コンプ）

年間
CO2排出量

45%
削減※1

冷媒
対応

資源有効
活用

年間
CO2排出量

56%
削減※3

VOC
削減

（コンプ）
再生プラ

年間
CO2排出量

55%
削減※1

PVC
削減

年間
CO2排出量

49%
削減※1

VOC
削減

（コンプ）
再生プラ

再生プラ
年間

CO2排出量

64%
削減※2

PVC
削減

VOC
削減

（コンプ）
再生プラ

年間
CO2排出量

45%
削減※1

PVC
削減

PVC
削減

VOC
削減
（筐体）

店舗・オフィス用

工場用

家庭用

ビル・施設用

エクセレント

ECP
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
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

CAONSシリーズ

SMMS（i、C、e、SHRM）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

ビル用マルチ空調システム
複数の空間を同時に空調制御
できるシリーズです。海外向け
大容量タイプを開発し、従来機
種に比べ約20%の軽量化と、熱
交換器の性能向上やファン形状
の最適化でトップクラスの省エ
ネ性能を実現し、各賞を受賞し
ました。（P11参照）

コールドチェーン機器
食品や飲料用ショーケースとし
てスーパーやコンビニエンス
ストアで使用されています。業
界トップレベルの省エネ性能を
実現し、業界初、商品を3方向か
ら取り出せる製品です。冷媒に
CO2を採用し、地球温暖化抑制
に貢献しています。

店舗・オフィス用空調
省エネ型普及機タイプで、空間に
合った室内機（１３色）を選べます。室
外機用ファンなどの再生プラスチッ
ク利用で資源を有効活用し、製造工
程でのVOC削減や、PVCを使用し
た電線を、一部不使用のものに変更
するなど化学物質の削減も行って
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。
パソコンやタブレットを使用し「電力の見える化」が可能
です。「銀イオン」で「きれいなお湯」を維持し、水の使用
量を節減できます。CO2冷媒を採用し、地球温暖化抑制
に貢献しています。

換気機器
一つの換気扇で複数の空
間を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」の採用で、
大風量化と低騒音化を両
立させました。PVC不使用
ラベルを採用しています。

SINGLE ACE / SINGLE ACE
工場用スポット空調システム

工場用空調
既設柱を利用した工場用空
調システムです。空調機器
設置スペースが削減でき、
また、工場内のレイアウト変
更にともなうダクト工事が不
要です。作業者に対してのス
ポット空調管理が可能なた
め、快適な作業環境と省エ
ネ性を実現します。

店舗・オフィス用空調
室外機と室内機が一体
化されたタイプの製品
で、使用空間と隔てられ
た場所に設置が可能なた
め、いつでも保守・点検、
サービスができ、24時間
営業のコンビニエンスス
トア、ファミリーレストラ
ン、工場、農業用ハウスな
どで使用されています。

Spot Air-Conditioning System for   Factories / 工厂用热点空调系统

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

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

Multi-Room Duct Fans /
多室风管用换气扇

ESTIA Premium Series / ESTIA高级系列

循環加温ヒートポンプ
CAONS700タイプは、業界
初、出湯温度90℃までのお湯
の供給が可能で、高温が求めら
れる加熱殺菌工程洗浄などの
生産工程で使用されています。
蒸気ボイラーと比較しCO2排
出量を４５％削減しました。吹き
出しキャビネットに再生プラス
チックを採用しています。

熱回収型ヒートポンプ
工場や温泉施設などでは、使
用されていない40℃以下の
「低温熱」があります。その排
熱を熱回収型CAONSで再
利用することで、50℃～85℃
の「中・高温熱」が必要な乾燥
／加熱工程への供給が可能
になり、地球温暖化抑制に貢
献することができます。

大型施設から家庭まで、地球環境に配慮した製品が活躍中です 从大型设施到家庭，关爱地球环境的产品正在大显身手
Today, environmentally conscious products are used at various sites ranging from large facilities and residential houses

そのほかの製品につきましては、下記ホームページをご覧ください。
http://www.toshiba-carrier.co.jp/company/csr/product/
harmony/index_j.htm

web

Product  Highlights①
产品介绍①製品紹介①

H&V News Awards 2016
受賞（英国）

13 東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2016 14東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2016そ粗末にしません 熱エネルギー利用のヒートポンプ（関係会社／ヨコヨコ）　つつけるなら明るく省エネLED（関係会社／遠藤 恵子）
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CAONS700
SH-321DES

RDA-SAP2241HT

DVP-TD14CLDT

HWH-453CUX

AIU-AP1407H/
ROA-AP1406HS

HWC-WH6701

MMY-MAP2206HT8P
（SMMS-eシリーズ）

RPA-AP281UH

電線被覆やラベル材料内に
含有されるポリ塩化ビニル
（PVC）の削減

PVC
削減

※1 基準機種（2000年）との比較
※２ 基準機種（2002年）との比較
※3 基準機種（2004年）との比較

VOC
削減

（コンプ）

粉体塗装コンプレッサー採用による
揮発性有機化合物（VOC）の削減

化学物質管理

資源有効
活用

本体軽量化や水削減

再生プラ 再生プラスチックの使用

資源有効活用
年間

CO2排出量

○%
削減

年間CO2排出量の削減比率

冷媒
対応 地球温暖化係数の低い冷媒の採用

地球温暖化抑制

VOC
削減
（筐体）

塗装などに起因する
揮発性有機化合物（VOC）の
削減

資源有効
活用

年間
CO2排出量

48%
削減※1

冷媒
対応

年間
CO2排出量

30%
削減※1

VOC
削減

（コンプ）
再生プラ

年間
CO2排出量

17%
削減※1

VOC
削減
（筐体）

VOC
削減

（コンプ）

年間
CO2排出量

45%
削減※1

冷媒
対応

資源有効
活用

年間
CO2排出量

56%
削減※3

VOC
削減

（コンプ）
再生プラ

年間
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ビル用マルチ空調システム
複数の空間を同時に空調制御
できるシリーズです。海外向け
大容量タイプを開発し、従来機
種に比べ約20%の軽量化と、熱
交換器の性能向上やファン形状
の最適化でトップクラスの省エ
ネ性能を実現し、各賞を受賞し
ました。（P11参照）

コールドチェーン機器
食品や飲料用ショーケースとし
てスーパーやコンビニエンス
ストアで使用されています。業
界トップレベルの省エネ性能を
実現し、業界初、商品を3方向か
ら取り出せる製品です。冷媒に
CO2を採用し、地球温暖化抑制
に貢献しています。

店舗・オフィス用空調
省エネ型普及機タイプで、空間に
合った室内機（１３色）を選べます。室
外機用ファンなどの再生プラスチッ
ク利用で資源を有効活用し、製造工
程でのVOC削減や、PVCを使用し
た電線を、一部不使用のものに変更
するなど化学物質の削減も行って
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。
パソコンやタブレットを使用し「電力の見える化」が可能
です。「銀イオン」で「きれいなお湯」を維持し、水の使用
量を節減できます。CO2冷媒を採用し、地球温暖化抑制
に貢献しています。

換気機器
一つの換気扇で複数の空
間を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」の採用で、
大風量化と低騒音化を両
立させました。PVC不使用
ラベルを採用しています。

SINGLE ACE / SINGLE ACE
工場用スポット空調システム

工場用空調
既設柱を利用した工場用空
調システムです。空調機器
設置スペースが削減でき、
また、工場内のレイアウト変
更にともなうダクト工事が不
要です。作業者に対してのス
ポット空調管理が可能なた
め、快適な作業環境と省エ
ネ性を実現します。

店舗・オフィス用空調
室外機と室内機が一体
化されたタイプの製品
で、使用空間と隔てられ
た場所に設置が可能なた
め、いつでも保守・点検、
サービスができ、24時間
営業のコンビニエンスス
トア、ファミリーレストラ
ン、工場、農業用ハウスな
どで使用されています。

Spot Air-Conditioning System for   Factories / 工厂用热点空调系统

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

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

Multi-Room Duct Fans /
多室风管用换气扇

ESTIA Premium Series / ESTIA高级系列

循環加温ヒートポンプ
CAONS700タイプは、業界
初、出湯温度90℃までのお湯
の供給が可能で、高温が求めら
れる加熱殺菌工程洗浄などの
生産工程で使用されています。
蒸気ボイラーと比較しCO2排
出量を４５％削減しました。吹き
出しキャビネットに再生プラス
チックを採用しています。

熱回収型ヒートポンプ
工場や温泉施設などでは、使
用されていない40℃以下の
「低温熱」があります。その排
熱を熱回収型CAONSで再
利用することで、50℃～85℃
の「中・高温熱」が必要な乾燥
／加熱工程への供給が可能
になり、地球温暖化抑制に貢
献することができます。

大型施設から家庭まで、地球環境に配慮した製品が活躍中です 从大型设施到家庭，关爱地球环境的产品正在大显身手
Today, environmentally conscious products are used at various sites ranging from large facilities and residential houses

そのほかの製品につきましては、下記ホームページをご覧ください。
http://www.toshiba-carrier.co.jp/company/csr/product/
harmony/index_j.htm

web

Product  Highlights①
产品介绍①製品紹介①

H&V News Awards 2016
受賞（英国）
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商品企画会議の様子

「USX 3シリーズ」の評価試験の様子

「USX 3シリーズ」の組み立て作業の様子 配線部品の取り付け作業の様子

山本 学
やま   もと　 まなぶ

志田 勝吾
し　　だ　　しょう  ご

阿出川 貴夫
あ　  で　  がわ　 たか　 お

サービス作業の様子「ＲＥＭＡＣ」の画面

鈴木 宏紀
すず　き　　 ひろ  のり

導入事例（日進堂印刷所さま） 営業車中の鈴木さん

滝元 俊則
たき もと　　とし  のり

新コンプレッサー

佐久間 信幸 様
さ　 く　　ま　　 のぶ  ひろ

株式会社日進堂印刷所
代表取締役社長

通い台車化（P18参照） 後藤 道昭
ご　とう　　 みち あき

「吹き出しキャビネット」

「プロペラファン」

第18回 
Energy Winner Award

グリーン機器部門
Winner賞（韓国）

エクセレント

ECP

平成２７年度省エネ大賞
省エネルギーセンター

会長賞（日本）
※基準機種（2000年）
　との比較

PVC
削減

VOC
削減

（コンプ）

再生プラ

年間
CO2排出量

61%
削減※

各部門一丸となって、熱源機「USXシリーズ」を提供していきます 各部门团结一致，提供“USX系列”热源机
Various departments are working as one unified team to provide the “USX series” of heat source machines

空調から産業プロセス用途まで
対応可能な熱源機です。このシリーズは
国内外で各賞を受賞するなど高く評価され、業界
40％シェアを達成しました。今回新コンプレッ
サーを搭載し、業界トップクラスの省エネ性能を
さらに強化した「USX 3シリーズ」が誕生しました。

Universal Smart X (USX)  /  通用智能型X（USX）空调热源机
ユニバーサルスマートX （USX） 大形熱源機

〈調達部門〉津山工場

〈製造部門〉津山工場

〈販売部門〉東北支社

〈保守・サービス部門〉本社〈商品企画部門〉本社

〈開発部門〉掛川開発センター

〈コンプレッサー開発部門〉富士工場

「USX 3シリーズ」の魅力は、機器単体として高性能であることに加え、導入した空調シス
テム全体の省エネ効果を、より大きく発揮させられることです。これによりランニングコス
トが削減できるので、お客さまからたいへん喜ばれています。商品企画担当として、この製
品が、「地球環境と調和を図りながら、産業活動の活性化に貢献すること」を心から願ってい
ます。今後もお客さまのご要望を受け止めながら、地球環境に配慮した魅力ある新商品の
企画・上市に向け努力してまいります。

業界初、高調波※電流を抑制できる「三相PWMコンバーター」を標準搭載しています。地
球温暖化抑制に対しても、コンプレッサーのヒーター容量削減を図り、待機電力を従来機種
よりも約38％削減しました。これらの開発にかかわる課題について関連部門と協力し、日夜、
解決に取り組みました。業界トップクラスの省エネ性能を実現し、快適空間を提供できる製
品として多くのお客さまに採用していただき、環境負荷低減に役立ててほしいと思います。

「USXシリーズ」には、空調分野において世界最大能力級のツインロータリコンプレッサー
を搭載しています。さらに進化した「USX 3シリーズ」には、性能向上のため、効率のよい集中
巻モーターを採用しました。その結果、モーターの積厚を薄くすることができ、モーター質
量を10%削減することができました。コンプレッサーの世界最大能力級で、業界最高レベル
の運転効率を実現したうえでコンパクト化したこのコンプレッサー
を、熱源機だけでなくさまざまな用途に使用することが豊かな価値
をもたらし、社会および地球環境に貢献できると考えています。

　調達部門では、新規の取引先さまの選定にあたり、
価格、品質、納期、環境活動状況などの項目を評価した
うえで決定しています。化学物質管理では、部品ごとに
RoHS指令対象物質の非含有を「グリーン調達システ
ム」で確認しています。「USX 3シリーズ」は、業界最高
レベルの製品性能を目指し、新規部品を多く採用した
ため、関係部門と協力しながら短納期の調達を達成し

ました。また、調達取引先さまと協力し、部品の入荷に
あたり再利用可能な方法を検討するなど、省資源化を

意識しています。

導入事例のお客さまは、寒冷地での使用実績を重要視されていました。実際に既存の導
入事例を見ていただき、使用実績、運転管理の容易性、故障時のリスク分散などを評価い
ただいたうえで採用が決定しました。販売では、常にお客さま目線で提案させていただい
ていますが、この事例でもお客さまから高い評価をいただきました。また日常業務では、営
業車のエコ運転による燃費向上を図り、省資源化や地球温暖化抑制に取り組んでいます。

「作業者全員が検査員」という意識で、製品のあるべき姿を一人ひとりが認識しながら生
産活動を行うことが重要です。そのために、作業者の意識を統一したうえで、作業の標準化
や情報共有による製造品質を確立しています。また、関係部門と協力して製品の組立工程
を改善したことで生産性が19％向上し、エネルギーの削減ができました。一方、「USXシ
リーズ」をはじめとする大形製品は、冷媒配管のろう付箇所が多いため、社内認定制度の運
用で溶接技能向上を図り、漏えいのない製品を送り出し、地球温暖化防止に努めています。

「遠隔監視システム」で24時間365日の監視体制を整え、故障時にも的確な対応を行って
います。お客さまには生産工程で「USXシリーズ」をご使用いただいておりますが、特に「リス
ク分散機能」は、故障発生時や保守・メンテナンス時にも生産に影響がないことで高評価を
いただいています。フロンを使用した機器には、「フロン排出抑制法」対応が必要となるため、
当社のフロン類取扱管理システム「REMAC」をあわせてご提案し、システム導入のサポート
をしています。日常業務では、エネルギー有効活用を考えた製品提案を心がけています。

Product  Highlights②
产品介绍②製品紹介②

※周辺機器の挙動に影響を与える電流ひずみ

日進堂印刷所さま

RUA-SP333

お客さまの声

印刷工程は、温度と湿度の影
響を受けやすいため空調は非
常に重 要です。東 北 地 区で

「USXシリーズ」を採用されてい
る企業様を見学し、寒冷地対応
力や運転管理の容易性などが
確認できたので導入しました。
導入後はCO2排出量を約45%
削減することができ、さらに導
入前に発生していたメンテナン
スの手間と数百万円のコストの
低減ができました。
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リーズ」をはじめとする大形製品は、冷媒配管のろう付箇所が多いため、社内認定制度の運
用で溶接技能向上を図り、漏えいのない製品を送り出し、地球温暖化防止に努めています。

「遠隔監視システム」で24時間365日の監視体制を整え、故障時にも的確な対応を行って
います。お客さまには生産工程で「USXシリーズ」をご使用いただいておりますが、特に「リス
ク分散機能」は、故障発生時や保守・メンテナンス時にも生産に影響がないことで高評価を
いただいています。フロンを使用した機器には、「フロン排出抑制法」対応が必要となるため、
当社のフロン類取扱管理システム「REMAC」をあわせてご提案し、システム導入のサポート
をしています。日常業務では、エネルギー有効活用を考えた製品提案を心がけています。

Product  Highlights②
产品介绍②製品紹介②

※周辺機器の挙動に影響を与える電流ひずみ

日進堂印刷所さま

RUA-SP333

お客さまの声

印刷工程は、温度と湿度の影
響を受けやすいため空調は非
常に重 要です。東 北 地 区で

「USXシリーズ」を採用されてい
る企業様を見学し、寒冷地対応
力や運転管理の容易性などが
確認できたので導入しました。
導入後はCO2排出量を約45%
削減することができ、さらに導
入前に発生していたメンテナン
スの手間と数百万円のコストの
低減ができました。
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①水中リーク試験装置の省エネ化（TCFG）

④CAONSシリーズ活用

②木製パレットの寄附の様子

③固形燃料化した発泡スチロール

①粉体塗装装置図

③CAONSシリーズ活用の様子

多関節ロボット：
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基準年との原単位比較（％）

4,7513,7364,3126,7585,3466,1755,798

44,07243,67638,84838,82539,24835,84736,377

※1 電気使用量からのCO2排出量算出は2015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、日銀企業物価指数（電気機器）を用いた実質生産高を採用しています。

※原単位は、日銀企業物価指数（電気機器）を用いた実質生産高を採用しています。

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

廃棄物総発生量と原単位の推移

化学物質排出量の推移
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16.8t
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（1,332t）
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津山工場 4%（0.6t）
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2015年度エネルギー起源CO2排出量の内訳

2015年度廃棄物総発生量の内訳

2015年度化学物質排出量の内訳

21.6 20.5

各拠点で行われている3分野の環境活動をご紹介します
地球变暖对策
Mitigation of Climate Change地球温暖化抑制

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

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

　東芝キヤリアグループは、国内外の拠点で温室効果ガスの削減活動に取り組んでいます。事業拡大にともなう開発・試験設備の増設などで2014年度から
の使用エネルギーが増加傾向にあります。2015年度は前年度から引き続き、高効率の空調や熱源機、LED照明への転換を推進するなど削減施策を実施し、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、2015年度の各目標を達成しました。

　東芝キヤリアグループは、徹底した分別で廃棄物の発生量削減を目指しています。総発生量は、2000年度基準の原単位※比で約69%
削減しました。今後も削減活動を推進します。ゼロエミッション率（＝最終処分量／総発生量（%））は、2015年度の目標値0.5%未満に対し
て、0.17%となり目標を達成しました。

　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削減を図ってきました。2015年度は、排出量比で基準年度比約90%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、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。

①空調・照明設備の省エネ対応（全拠点推進事項）
工場および開発センターの空調機高効率化やLED照明化などを継続して推進し、消費エネルギーの削減
を図っています。津山工場では、工場建屋のLED照明化が完了しました。また、空調機の中央コントロール
システム導入や空調・照明設備の効率的運用により、CO2を約356t-CO2／年削減することができました。

②試験室インバーター化（TCTC）
空調機試験室の熱源機をインバーター化することで、試験室の消費電力量を削減することができまし
た。また、室外機の排熱を利用する改善を加えることにより、CO2を約139t-CO2／年削減することが
できました。

③循環ポンプ用モーターの高効率化（富士工場）
製造設備や試験設備用の冷却塔などに使用している冷却水循環ポンプモーターを、高効率の「IE3
モーター」に交換しました。これによりCO2を約81t-CO2／年削減することができました。

④部品洗浄機の熱源変更（FRC）
コンプレッサー部品の洗浄工程で、洗浄液の加熱のための熱源に電気ヒータ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5.8t-CO2／年削減することができました。

①「通い台車」による空調部品の搬入（津山工場）
空調機のプラスチック部品は、調達取引先さまより段ボール箱梱包で納品されていましたが、「通い台
車」を採用することで、段ボールの排出量を約16.8t／年削減することができました。これは当社だけで
はなく、調達取引先さまにとっても資源の有効活用になりました。（P16｢調達部門｣参照）

②木製パレットの廃棄量削減（TCTC）
廃棄物活用のプロジェクトの一環として、無価の木材パレットを非政府組織に寄付し、木材廃棄物を
約5t／年削減することができました。木材はタイ北部のチャンライ県に輸送し、社会福祉施設に使用
されています。

③発泡スチロールの固形燃料化による廃棄物の削減（富士工場）
廃棄物のリサイクル率向上の取り組みとして、工場の各部門から排出される発泡スチロールを減容機で
加熱して容積を約1／100に減容し、固形燃料に成型して有価物として売却しています。これにより約
2.8t／年の廃棄物量を削減しています。

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、従来は有機溶剤を含む水溶性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換えました。これにより、約
6.4ｔ／年、約42%のVOC削減に成功しました。

②可搬式USX併設によるボイラー負荷低減（掛川開発センター）
試験室の温度環境を整備するために、従来のボイラーに加え、可搬式USXを併用しました。これにより、
拠点での重油の使用量を約19.4%削減することができました。可搬式の利点を活かし、さまざまな試験
室で有効利用が可能です。

③高圧洗浄機（FRC）
製造過程の高圧洗浄機で使用する薬液を、従来は灯油ボイラーを使って加温していました。この工程に、
CAONSシリーズを導入することで熱源転換し、年間約150ℓであった灯油の使用量をゼロにしました。

Environmental Activities in Business Processes
事业过程的环境活动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

web

为您介绍各基地开展的3大领域环境活动
Here is an overview of our environmental activities in three areas conducted at various sites
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①水中リーク試験装置の省エネ化（TCFG）

④CAONSシリーズ活用

②木製パレットの寄附の様子

③固形燃料化した発泡スチロール

①粉体塗装装置図

③CAONSシリーズ活用の様子

多関節ロボット：
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※1 電気使用量からのCO2排出量算出は2015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、日銀企業物価指数（電気機器）を用いた実質生産高を採用しています。

※原単位は、日銀企業物価指数（電気機器）を用いた実質生産高を採用しています。
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Chemical Substance Management化学物質管理
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活动事例
Examples of Activities活動例

活动事例
Examples of Activities活動例

　東芝キヤリアグループは、国内外の拠点で温室効果ガスの削減活動に取り組んでいます。事業拡大にともなう開発・試験設備の増設などで2014年度から
の使用エネルギーが増加傾向にあります。2015年度は前年度から引き続き、高効率の空調や熱源機、LED照明への転換を推進するなど削減施策を実施し、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、2015年度の各目標を達成しました。

　東芝キヤリアグループは、徹底した分別で廃棄物の発生量削減を目指しています。総発生量は、2000年度基準の原単位※比で約69%
削減しました。今後も削減活動を推進します。ゼロエミッション率（＝最終処分量／総発生量（%））は、2015年度の目標値0.5%未満に対し
て、0.17%となり目標を達成しました。

　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削減を図ってきました。2015年度は、排出量比で基準年度比約90%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、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。

①空調・照明設備の省エネ対応（全拠点推進事項）
工場および開発センターの空調機高効率化やLED照明化などを継続して推進し、消費エネルギーの削減
を図っています。津山工場では、工場建屋のLED照明化が完了しました。また、空調機の中央コントロール
システム導入や空調・照明設備の効率的運用により、CO2を約356t-CO2／年削減することができました。

②試験室インバーター化（TCTC）
空調機試験室の熱源機をインバーター化することで、試験室の消費電力量を削減することができまし
た。また、室外機の排熱を利用する改善を加えることにより、CO2を約139t-CO2／年削減することが
できました。

③循環ポンプ用モーターの高効率化（富士工場）
製造設備や試験設備用の冷却塔などに使用している冷却水循環ポンプモーターを、高効率の「IE3
モーター」に交換しました。これによりCO2を約81t-CO2／年削減することができました。

④部品洗浄機の熱源変更（FRC）
コンプレッサー部品の洗浄工程で、洗浄液の加熱のための熱源に電気ヒータ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5.8t-CO2／年削減することができました。

①「通い台車」による空調部品の搬入（津山工場）
空調機のプラスチック部品は、調達取引先さまより段ボール箱梱包で納品されていましたが、「通い台
車」を採用することで、段ボールの排出量を約16.8t／年削減することができました。これは当社だけで
はなく、調達取引先さまにとっても資源の有効活用になりました。（P16｢調達部門｣参照）

②木製パレットの廃棄量削減（TCTC）
廃棄物活用のプロジェクトの一環として、無価の木材パレットを非政府組織に寄付し、木材廃棄物を
約5t／年削減することができました。木材はタイ北部のチャンライ県に輸送し、社会福祉施設に使用
されています。

③発泡スチロールの固形燃料化による廃棄物の削減（富士工場）
廃棄物のリサイクル率向上の取り組みとして、工場の各部門から排出される発泡スチロールを減容機で
加熱して容積を約1／100に減容し、固形燃料に成型して有価物として売却しています。これにより約
2.8t／年の廃棄物量を削減しています。

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、従来は有機溶剤を含む水溶性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換えました。これにより、約
6.4ｔ／年、約42%のVOC削減に成功しました。

②可搬式USX併設によるボイラー負荷低減（掛川開発センター）
試験室の温度環境を整備するために、従来のボイラーに加え、可搬式USXを併用しました。これにより、
拠点での重油の使用量を約19.4%削減することができました。可搬式の利点を活かし、さまざまな試験
室で有効利用が可能です。

③高圧洗浄機（FRC）
製造過程の高圧洗浄機で使用する薬液を、従来は灯油ボイラーを使って加温していました。この工程に、
CAONSシリーズを導入することで熱源転換し、年間約150ℓであった灯油の使用量をゼロにしました。

Environmental Activities in Business Processes
事业过程的环境活动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

web

为您介绍各基地开展的3大领域环境活动
Here is an overview of our environmental activities in three areas conducted at various sites
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　環境調和型製品を見学
❷製品開発に使用する
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❹自然観察やビオトープを見学
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夏の陽射しをたっぷり浴びて、太陽光発電の見学と自然観察

さあ、エコ・フラッグづくりのスタート！

　掛川開発センターの敷地内には大形の太陽光発電システム
があります。これは、8,736枚の太陽光パネルで、約700戸分の
消費電力量をまかなうことができるものです。子どもたちは、太
陽光パネルの仕組みを学習してから実際のシステムを見学し
たので、自然エネルギーを利用した発電についてより理解が深
まりました。また、敷地内には林や草むらが広がり、タヌキやウサ
ギなどが生息しています。そのほか、カブトムシの幼虫が育つ
刈草置場があったり、さまざまな昆虫が生息したりして、豊かな
自然を形成しています。子どもたちは、敷地内の生物の生息状
況を赤外線カメラで撮影したビデオを鑑賞した後、虫捕り網と
かごを持って、草むらに生息するバッタなどを追いかけました。

　エコ・フラッグは、子どもたち一人ひとりの思い出が、
一枚の大きな旗に寄せ書きされるものです。午後から
は、2チームでの旗づくりが始まりました。白地の旗に
直接絵や言葉を描くのは難しいので、大学生のアドバ
イスを受けながら、まず紙に鉛筆で下描きを行いまし
た。下描きを終えた人から順にクレヨンや専用マーカーを使って本番開始です。本番では、
フェルトやモールを使って立体的な装飾を行うなど、それぞれの独創的なアイディアが加わ
り、最後に、チーム名を旗のセンターにデザインして、エコ・フラッグを完成させました。

掛川開発センターへは、大学
生のお兄さんやお姉さんと一

緒にバスで行きました。いろいろな楽しいお話が
できました。ショールームには、自分の家にはない
大形のエアコンがたくさんあり、使われ方の説明
や実際の体験がおもしろかったです。旗づくりで
は、見学したことや昆虫採集したことをしっかり
描けたと思います。とても楽しい一日で、夏休み
の思い出になりました。

さまざまな機器の見学はもち
ろん、敷地内での自然観察も

貴重で楽しい経験になったと思います。エコ・フ
ラッグの製作は、下描きの段階では多少心配も
ありましたが、メモの内容や資料と照らし合わせ
ながら、無我夢中で白地の旗に書き込んでいく
子どもたちの姿を見ると、その心配もどこかに消
えてしまいました。最後は、立派な作品に仕上げ
ることができ、また、小学生の皆さんと一日を通
じて仲良くなれて、良かったと思います。

HeaRTSには、大形の業務
用冷凍・空調機器やヒート

ポンプ技術を利用したCAONSシリーズなどが
展示され、しかも体験もできるので子どもたちは
たいへん興味を持った様子でした。無響室やサー
モビュアも、「どうしてこんな試験設備が必要なの
か」を理解してもらえたと思います。技術開発が
自然豊かな環境で行われて
いること、その環境を維持す
るためにさまざまな努力を
行っていることが、子どもたち
はこの環境イベントを通じて
理解できたと思います。

「エコ･フラッグづくり」の感想

掛川開発センター

埜林 秀光

　小学生と大学生が協働で行う体験イベントは、今
回で5回目の開催となりました。今回は「エコ•フラッ
グづくり」。旗にはみんなの気持ちを一つにする力が
あります。2チームに分かれて、掛川開発センターの
さまざまな施設を見学し、体験したことをそれぞれ
一枚の大きな旗に描くという挑戦が始まりました。

　掛川開発センターには、大規模施設用や工場用の空調機器、熱源機器を展示し
ているショールームHeaRTSがあります。家庭用エアコンの何百倍もの能力がある
大形の機器が揃うショールームに足を踏み入れた子どもたちは、それぞれの機器
が「何の用途で使われているのか」の説明を受け、一生懸命メモを取りながら聞き
ました。またHeaRTSには、機能そのものを体験できる製品も展示しています。
CAONSシリーズを使って工場の乾
燥工程設備を模擬した装置では、塗
装を乾かすための温風を発生させ、
実際にそれを体験することができま
す。ヒートポンプシステムのミニモ
デルでは、実際に手で触れて冷温
の差を体感できます。また、それらの
製品を開発するための試験設備見
学では、騒音試験を行うまったく音
が反響しない「無響室」に入ったり、
カメラを向けただけで温度の差を
測定できる「サーモビュア」を体験
したりしました。

小学生　

大学生

掛川の説明員

常葉大学富士キャンパスの大学生8名と、富士市青葉台児童クラブの小学生19名が、「エコ・フラッグ（旗）づくり」に挑  戦しました。

貴重で楽しい思い出を一枚の旗に！みんなの気持ちが一つになった掛川での一日
All kids drew the valuable and fun experience on a flag together! They enjoyed the event in Kakegawa with a sense of teamwork 将宝贵且快乐的回忆凝聚成一面旗帜!   在掛川大家齐心协力的一天

5回目のイベントは、掛川開発センターで開催

製品展示コーナー「HeaRTS」や試験設備で見学・体験

※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

web

特集❸

環境
イベント

の　ばやし　　ひで  あき

掛川開発センター外観
ショールーム「HeaRTS」

「無響室」の体験

｢温風乾燥｣の体験

太陽光発電の説明を受ける子どもたち

みんなでエコ・フラッグの本番作成

敷地内草むらで虫捕り
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夏の陽射しをたっぷり浴びて、太陽光発電の見学と自然観察

さあ、エコ・フラッグづくりのスタート！

　掛川開発センターの敷地内には大形の太陽光発電システム
があります。これは、8,736枚の太陽光パネルで、約700戸分の
消費電力量をまかなうことができるものです。子どもたちは、太
陽光パネルの仕組みを学習してから実際のシステムを見学し
たので、自然エネルギーを利用した発電についてより理解が深
まりました。また、敷地内には林や草むらが広がり、タヌキやウサ
ギなどが生息しています。そのほか、カブトムシの幼虫が育つ
刈草置場があったり、さまざまな昆虫が生息したりして、豊かな
自然を形成しています。子どもたちは、敷地内の生物の生息状
況を赤外線カメラで撮影したビデオを鑑賞した後、虫捕り網と
かごを持って、草むらに生息するバッタなどを追いかけました。

　エコ・フラッグは、子どもたち一人ひとりの思い出が、
一枚の大きな旗に寄せ書きされるものです。午後から
は、2チームでの旗づくりが始まりました。白地の旗に
直接絵や言葉を描くのは難しいので、大学生のアドバ
イスを受けながら、まず紙に鉛筆で下描きを行いまし
た。下描きを終えた人から順にクレヨンや専用マーカーを使って本番開始です。本番では、
フェルトやモールを使って立体的な装飾を行うなど、それぞれの独創的なアイディアが加わ
り、最後に、チーム名を旗のセンターにデザインして、エコ・フラッグを完成させました。

掛川開発センターへは、大学
生のお兄さんやお姉さんと一

緒にバスで行きました。いろいろな楽しいお話が
できました。ショールームには、自分の家にはない
大形のエアコンがたくさんあり、使われ方の説明
や実際の体験がおもしろかったです。旗づくりで
は、見学したことや昆虫採集したことをしっかり
描けたと思います。とても楽しい一日で、夏休み
の思い出になりました。

さまざまな機器の見学はもち
ろん、敷地内での自然観察も

貴重で楽しい経験になったと思います。エコ・フ
ラッグの製作は、下描きの段階では多少心配も
ありましたが、メモの内容や資料と照らし合わせ
ながら、無我夢中で白地の旗に書き込んでいく
子どもたちの姿を見ると、その心配もどこかに消
えてしまいました。最後は、立派な作品に仕上げ
ることができ、また、小学生の皆さんと一日を通
じて仲良くなれて、良かったと思います。

HeaRTSには、大形の業務
用冷凍・空調機器やヒート

ポンプ技術を利用したCAONSシリーズなどが
展示され、しかも体験もできるので子どもたちは
たいへん興味を持った様子でした。無響室やサー
モビュアも、「どうしてこんな試験設備が必要なの
か」を理解してもらえたと思います。技術開発が
自然豊かな環境で行われて
いること、その環境を維持す
るためにさまざまな努力を
行っていることが、子どもたち
はこの環境イベントを通じて
理解できたと思います。

「エコ･フラッグづくり」の感想

掛川開発センター

埜林 秀光

　小学生と大学生が協働で行う体験イベントは、今
回で5回目の開催となりました。今回は「エコ•フラッ
グづくり」。旗にはみんなの気持ちを一つにする力が
あります。2チームに分かれて、掛川開発センターの
さまざまな施設を見学し、体験したことをそれぞれ
一枚の大きな旗に描くという挑戦が始まりました。

　掛川開発センターには、大規模施設用や工場用の空調機器、熱源機器を展示し
ているショールームHeaRTSがあります。家庭用エアコンの何百倍もの能力がある
大形の機器が揃うショールームに足を踏み入れた子どもたちは、それぞれの機器
が「何の用途で使われているのか」の説明を受け、一生懸命メモを取りながら聞き
ました。またHeaRTSには、機能そのものを体験できる製品も展示しています。
CAONSシリーズを使って工場の乾
燥工程設備を模擬した装置では、塗
装を乾かすための温風を発生させ、
実際にそれを体験することができま
す。ヒートポンプシステムのミニモ
デルでは、実際に手で触れて冷温
の差を体感できます。また、それらの
製品を開発するための試験設備見
学では、騒音試験を行うまったく音
が反響しない「無響室」に入ったり、
カメラを向けただけで温度の差を
測定できる「サーモビュア」を体験
したりしました。

小学生　

大学生

掛川の説明員

常葉大学富士キャンパスの大学生8名と、富士市青葉台児童クラブの小学生19名が、「エコ・フラッグ（旗）づくり」に挑  戦しました。

貴重で楽しい思い出を一枚の旗に！みんなの気持ちが一つになった掛川での一日
All kids drew the valuable and fun experience on a flag together! They enjoyed the event in Kakegawa with a sense of teamwork 将宝贵且快乐的回忆凝聚成一面旗帜!   在掛川大家齐心协力的一天

5回目のイベントは、掛川開発センターで開催
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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

安全公園

北側緑地

ビオトープ

動 物
・メダカ
・カルガモ
・クロスジギンヤンマ
・シロテンハナムグリ

植 物
・ヒメシャガ
・トキワマンサク
・ガマズミ
・シラン

動 物
・コイ
・シジュウカラ
・ヤノナミガタチビタマムシ
・アオスジアゲハ

植 物
・スダジイ
・クスノキ
・オオムラサキ
・ニワゼキショウ

動 物
・クロアゲハ
・マルカメムシ
・クビキリギス
・ルリチュウレンジ

植 物
・ハリエンジュ
・アメリカデイゴ
・サツキ
・チガヤ

津山工場外観大日本印刷（株）さまとの協働活動
キックオフの様子

サクラタデ　準絶滅危惧（岡） オオタカ 準絶滅危惧（環）、
 絶滅危惧Ⅱ類（岡）

富士工場外観「ecoスタイルリーダー」による、
ビオトープ観察会

メダカ 絶滅危惧Ⅱ類（環）、
 絶滅危惧Ⅱ類（静）

カルガモの親子（2015年6月撮影）

シラン 準絶滅危惧（環）（静）、トカゲ、
ノウサギ、ハラビロトンボ

（環）： 環境省レッドリスト　（静）： 静岡県レッドリスト

（環）： 環境省レッドリスト　（静）： 静岡県レッドリスト

（環）： 環境省レッドリスト　（岡）： 岡山県レッドリスト

近隣保育園児へカブトムシを提供する
室井センター長

タイの絶滅危惧種の植物を工場内に植樹マングローブの植樹に参加した従業員たち

地元新聞の掲載記事

マングローブ植樹の様子

TCFGコンプレッサ（タイ）社の大捕マ
ネージングディレクターが、経営幹部や
従業員と一緒に、チョンブリ県のレム
チャバン市でマングローブ植林活動を
実施しました。

津山工場

　津山工場は、岡山県津山市に位置する大形熱源機器の製造拠
点です。雑木林や池、竹林があり、工場周囲の環境と一体となった
ビオトープが形成されています。生物調査の結果、オオタカ、トノサ
マガエル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。2010年度にアカマツを植樹した後は、絶滅危惧種の植物を保
護対象とし、特にサクラタデは生息地の拡大も行っています。また
敷地内で定例の自然観察会を開催するほか、県内に所在する大日
本印刷（株）さまの事業所と協働で活動するなど、生物多様性保全
活動の輪を広げています。

Tsuyama Factory
津山工厂

自然豊かな環境で製造活動を実施

富士工場

　富士工場は富士山の麓に位置し、業務用空調機器、給湯機器、
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
和型製品を開発・製造しています。工場内の緑地では、四季を通じ
てさまざまな植物や、鳥や昆虫などを観ることができ、またビオトー
プ内では、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しにもなりました。2016年
5月には、専門家の指導のもと自然観察会を開催し、「ecoスタイル
リーダー」を中心とした21名が参加しました。

Fuji Factory & Engineering Center
富士工厂

Kakegawa Engineering Center
挂川开发中心

自然環境に配慮した基幹工場

TCFG Compressor (Thailand) Co., Ltd.

掛川開発センター

　掛川開発センターは、静岡県菊川市に位置する大
形熱源機器などの開発拠点です。生物調査の結果、
ウサギやタヌキなどの動物をはじめ、たくさんの昆虫
や植物が生息していることがわかりました。そのなか
で絶滅危惧種であるトノサマガエルとシランを保護
対象とし、継続的な生息状況調査を行っています。ま
た、夜間に現れる動物を、赤外線カメラを設置して調
査・記録しています。そのほか、カブトムシの幼虫を毎
年近隣の保育園に配るなど、地域コミュニケーション
にも力を入れています。

敷地内の生態系を赤外線カメラで継続観察

東芝キヤリア タイ社（TCTC）

　東芝キヤリア タイ社は、業務用と家庭用の空調機
器を製造しています。工場内外での生物多様性保全
活動を積極的に行っており、2015年度は、定例の環
境教育に加え、生物多様性に関する教育活動も実施
して従業員の環境意識の醸成を図りました。工場敷
地内では、絶滅危惧種の植物を植樹し、保護を継続
することにより、環境問題を身近にとらえるようにし
ています。また、敷地外でのマングローブの植樹では、
約60名が参加し、着実に環境意識が浸透しています。

Toshiba Carrier (Thailand) Co., Ltd.

生物多様性の環境教育を新たに開始

TCFGコンプレッサ（タイ）社（TCFG）

　TCFGコンプレッサ（タイ）社は、業務用と家庭用の
空調機器のコンプレッサーを製造しています。2015
年度に開始した生物多様性保全活動では、会社があ
るチョンブリ地区周辺の絶滅危惧種を確認しました。
2016年7月には、約60名の社員と地元レムチャバ
ン市関係者とで、マングローブの一種であり、ホタル
が集まるという「ランプーの木」の苗100本を植樹し
たほか、スズキやカニなど水生生物を約1,000匹放
流しました。その模様は新聞などのメディアに取り上
げられました。

生態系維持のためのさまざまな取り組みを実施

国内外各拠点の生物多様性保全活動をご紹介します 为您介绍国内外各基地的生物多样性保全活动
Here are several examples of our biodiversity conservation activities conducted in Japan and abroad

Environmental Activities in Business Processes
事业过程的环境活动生物多様性保全活動
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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

安全公園

北側緑地

ビオトープ

動 物
・メダカ
・カルガモ
・クロスジギンヤンマ
・シロテンハナムグリ

植 物
・ヒメシャガ
・トキワマンサク
・ガマズミ
・シラン

動 物
・コイ
・シジュウカラ
・ヤノナミガタチビタマムシ
・アオスジアゲハ

植 物
・スダジイ
・クスノキ
・オオムラサキ
・ニワゼキショウ

動 物
・クロアゲハ
・マルカメムシ
・クビキリギス
・ルリチュウレンジ

植 物
・ハリエンジュ
・アメリカデイゴ
・サツキ
・チガヤ

津山工場外観大日本印刷（株）さまとの協働活動
キックオフの様子

サクラタデ　準絶滅危惧（岡） オオタカ 準絶滅危惧（環）、
 絶滅危惧Ⅱ類（岡）

富士工場外観「ecoスタイルリーダー」による、
ビオトープ観察会

メダカ 絶滅危惧Ⅱ類（環）、
 絶滅危惧Ⅱ類（静）

カルガモの親子（2015年6月撮影）

シラン 準絶滅危惧（環）（静）、トカゲ、
ノウサギ、ハラビロトンボ

（環）： 環境省レッドリスト　（静）： 静岡県レッドリスト

（環）： 環境省レッドリスト　（静）： 静岡県レッドリスト

（環）： 環境省レッドリスト　（岡）： 岡山県レッドリスト

近隣保育園児へカブトムシを提供する
室井センター長

タイの絶滅危惧種の植物を工場内に植樹マングローブの植樹に参加した従業員たち

地元新聞の掲載記事

マングローブ植樹の様子

TCFGコンプレッサ（タイ）社の大捕マ
ネージングディレクターが、経営幹部や
従業員と一緒に、チョンブリ県のレム
チャバン市でマングローブ植林活動を
実施しました。

津山工場

　津山工場は、岡山県津山市に位置する大形熱源機器の製造拠
点です。雑木林や池、竹林があり、工場周囲の環境と一体となった
ビオトープが形成されています。生物調査の結果、オオタカ、トノサ
マガエル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。2010年度にアカマツを植樹した後は、絶滅危惧種の植物を保
護対象とし、特にサクラタデは生息地の拡大も行っています。また
敷地内で定例の自然観察会を開催するほか、県内に所在する大日
本印刷（株）さまの事業所と協働で活動するなど、生物多様性保全
活動の輪を広げています。

Tsuyama Factory
津山工厂

自然豊かな環境で製造活動を実施

富士工場

　富士工場は富士山の麓に位置し、業務用空調機器、給湯機器、
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
和型製品を開発・製造しています。工場内の緑地では、四季を通じ
てさまざまな植物や、鳥や昆虫などを観ることができ、またビオトー
プ内では、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しにもなりました。2016年
5月には、専門家の指導のもと自然観察会を開催し、「ecoスタイル
リーダー」を中心とした21名が参加しました。

Fuji Factory & Engineering Center
富士工厂

Kakegawa Engineering Center
挂川开发中心

自然環境に配慮した基幹工場

TCFG Compressor (Thailand) Co., Ltd.

掛川開発センター

　掛川開発センターは、静岡県菊川市に位置する大
形熱源機器などの開発拠点です。生物調査の結果、
ウサギやタヌキなどの動物をはじめ、たくさんの昆虫
や植物が生息していることがわかりました。そのなか
で絶滅危惧種であるトノサマガエルとシランを保護
対象とし、継続的な生息状況調査を行っています。ま
た、夜間に現れる動物を、赤外線カメラを設置して調
査・記録しています。そのほか、カブトムシの幼虫を毎
年近隣の保育園に配るなど、地域コミュニケーション
にも力を入れています。

敷地内の生態系を赤外線カメラで継続観察

東芝キヤリア タイ社（TCTC）

　東芝キヤリア タイ社は、業務用と家庭用の空調機
器を製造しています。工場内外での生物多様性保全
活動を積極的に行っており、2015年度は、定例の環
境教育に加え、生物多様性に関する教育活動も実施
して従業員の環境意識の醸成を図りました。工場敷
地内では、絶滅危惧種の植物を植樹し、保護を継続
することにより、環境問題を身近にとらえるようにし
ています。また、敷地外でのマングローブの植樹では、
約60名が参加し、着実に環境意識が浸透しています。

Toshiba Carrier (Thailand) Co., Ltd.

生物多様性の環境教育を新たに開始

TCFGコンプレッサ（タイ）社（TCFG）

　TCFGコンプレッサ（タイ）社は、業務用と家庭用の
空調機器のコンプレッサーを製造しています。2015
年度に開始した生物多様性保全活動では、会社があ
るチョンブリ地区周辺の絶滅危惧種を確認しました。
2016年7月には、約60名の社員と地元レムチャバ
ン市関係者とで、マングローブの一種であり、ホタル
が集まるという「ランプーの木」の苗100本を植樹し
たほか、スズキやカニなど水生生物を約1,000匹放
流しました。その模様は新聞などのメディアに取り上
げられました。

生態系維持のためのさまざまな取り組みを実施

国内外各拠点の生物多様性保全活動をご紹介します 为您介绍国内外各基地的生物多样性保全活动
Here are several examples of our biodiversity conservation activities conducted in Japan and abroad

Environmental Activities in Business Processes
事业过程的环境活动生物多様性保全活動
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「東芝グループ 藤岡市助賞」表彰式 政本 努（まさもと つとむ）

「GOOD FACTORY賞ものづくり人材育成貢献賞」表彰式

「（株）東芝 インフラシステムソリューション社 
イノベーションアワード」表彰式

2015年度 e-learning一覧（遵法教育含む）
(TCC)下請取引遵法教育

環境教育

個人不正

情報セキュリティと個人情報保護

 (TCC)輸出管理教育

ワーク・スタイル・イノベーション

ソーシャルメディアリスク教育

メンタルヘルス

お客さま満足向上　

会計コンプライアンス教育

ユニバーサルデザイン

電気用品安全法

下請法

営業リスク教育

2015年 6月

2015年 6月

2015年 6月

2015年 7月

2015年 7月

2015年 7月

2015年 8月

2015年 9月

2015年11月

2015年11月

2016年 2月

2015年12月

2016年 1月

2016年 1月

2016年 2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 1,950名 464名
海外グループ会社　合計 1,233名 889名
グループ全体 3,183名 1,353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

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
2015年度 5名 10名 4名

※数値は2016年4月1日現在

（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

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

 
 

2015年度 発明奨励賞
特許第3443392号 空気調和装置 長澤 敦氏  

特許第4906255号 冷凍機 杠 博之／佐野 肇発明奨励賞

特許第5632973号 複合二元冷凍サイクル装置 浅利 峻／図司 貴宏／
遠藤 隆久

2015年度　特許出願・登録件数

特許出願件数
国内 125
外国※ 70
合計 195

特許登録件数
国内 24
外国※ 25
合計 49

※外国は中国実用新案を含む

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

経営理念

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

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

確固たる方針と体制で、企業価値向上を目指しています 以牢固的方针与体制，力求提高企业价值
We are aiming to enhance our corporate value through a firm policy and initiatives

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、東芝キヤリアグループ
国内では、法定雇用率を上回る2.15％の雇用率を達成しています。

また、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。女性従業員の比率は19％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。

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
グローバル化の推進にともなう多様性や人財育成

富士工場のものづくり人材育成が評価され、能率協会さまから「2015年
度 GOOD FACTORY賞ものづくり人材育成貢献賞」※を受賞しました。また、
東芝グループからは、技術力を評価する「藤岡市助賞」と、業務プロセスの構
築や改善を評価する「イノベーションアワード（優秀賞1件を含む5件のプロ
ジェクト）」を受賞しました。

Award / 获奖
受賞

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。

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

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。2015
年度は国内外合わせて195件を特許出願し、新たに49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。

Patents / 专利相关事项
特許関連事項

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のあるべき姿」を考え、経
営理念を定めています。そして環境ビジョンとして「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、これを実現するため、近藤社長の「視点は高く、足元しっ
かり」という志を心構えとして、事業に取り組んでいます。

会社法に基づき、取締役会において内部統制の仕組みを構築しています。
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、それらにしたがって各種監査
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。

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

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、職場でのミーティングなどを通じ、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、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。

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

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づくように働きかけ、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。

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

※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

web

※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

web
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「東芝グループ 藤岡市助賞」表彰式 政本 努（まさもと つとむ）

「GOOD FACTORY賞ものづくり人材育成貢献賞」表彰式

「（株）東芝 インフラシステムソリューション社 
イノベーションアワード」表彰式

2015年度 e-learning一覧（遵法教育含む）
(TCC)下請取引遵法教育

環境教育

個人不正

情報セキュリティと個人情報保護

 (TCC)輸出管理教育

ワーク・スタイル・イノベーション

ソーシャルメディアリスク教育

メンタルヘルス

お客さま満足向上　

会計コンプライアンス教育

ユニバーサルデザイン

電気用品安全法

下請法

営業リスク教育

2015年 6月

2015年 6月

2015年 6月

2015年 7月

2015年 7月

2015年 7月

2015年 8月

2015年 9月

2015年11月

2015年11月

2016年 2月

2015年12月

2016年 1月

2016年 1月

2016年 2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 1,950名 464名
海外グループ会社　合計 1,233名 889名
グループ全体 3,183名 1,353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

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
2015年度 5名 10名 4名

※数値は2016年4月1日現在

（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

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

 
 

2015年度 発明奨励賞
特許第3443392号 空気調和装置 長澤 敦氏  

特許第4906255号 冷凍機 杠 博之／佐野 肇発明奨励賞

特許第5632973号 複合二元冷凍サイクル装置 浅利 峻／図司 貴宏／
遠藤 隆久

2015年度　特許出願・登録件数

特許出願件数
国内 125
外国※ 70
合計 195

特許登録件数
国内 24
外国※ 25
合計 49

※外国は中国実用新案を含む

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

経営理念

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

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

確固たる方針と体制で、企業価値向上を目指しています 以牢固的方针与体制，力求提高企业价值
We are aiming to enhance our corporate value through a firm policy and initiatives

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、東芝キヤリアグループ
国内では、法定雇用率を上回る2.15％の雇用率を達成しています。

また、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。女性従業員の比率は19％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。

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
グローバル化の推進にともなう多様性や人財育成

富士工場のものづくり人材育成が評価され、能率協会さまから「2015年
度 GOOD FACTORY賞ものづくり人材育成貢献賞」※を受賞しました。また、
東芝グループからは、技術力を評価する「藤岡市助賞」と、業務プロセスの構
築や改善を評価する「イノベーションアワード（優秀賞1件を含む5件のプロ
ジェクト）」を受賞しました。

Award / 获奖
受賞

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。

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

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。2015
年度は国内外合わせて195件を特許出願し、新たに49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。

Patents / 专利相关事项
特許関連事項

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のあるべき姿」を考え、経
営理念を定めています。そして環境ビジョンとして「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、これを実現するため、近藤社長の「視点は高く、足元しっ
かり」という志を心構えとして、事業に取り組んでいます。

会社法に基づき、取締役会において内部統制の仕組みを構築しています。
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、それらにしたがって各種監査
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。

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

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、職場でのミーティングなどを通じ、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、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。

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

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づくように働きかけ、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。

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

※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

web

※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

web
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当社は、東芝キヤリア富士工場内で、列車用空調
やショーケースの冷凍機器用コンプレッサーや各種
タンクなどを製造しています。省エネ、資源の有効
活用など環境に配慮した「モノづくり」と、清掃活動
などの「CSR活動」を両輪とした経営に取り組んで
います。2015年度は、TOCACHEF※の導入など、
化学物質管理の強化を図りました。

国内外各地域で、各社の新しい環境活動が展開しています 在国内外各地区，各公司开展着崭新的环境活动
New environmental activities are being undertaken by many companies in Japan and abroad

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

　当社は、工場の操業開始時からISO14001を取得※しています。また、
2015年度から「東芝総合環境監査（サイト監査）」も受審し、全社一丸
となった取り組みが評価されています。さらに充実した活動を目指し、

「地域環境監査員」の育成や環境教育の徹底を進めるなど、これからも
真摯に取り組んでいきます。

ISO14001認証取得と東芝総合環境監査
　RoHS対応を行うためには、調達取引先さまから情報を入手する
ことに加え、自社で精密な検査をタイムリーに行うことが求められま
す。そのため、社内で試験室を立ち上げ、設備を整えました。また、担
当者は富士工場などの研修を通じて分析に必要なスキルを修得し、
日々確実なRoHS対応を行っています。

製品のRoHS対応

　環境保全を推進している企
業として、さまざまな環境コミュ
ニケーション活動を行っていま
す。社員の参加意識はとても高
く、地元杭州で行われたマラソ
ン大会では、レース後にコース
の清掃活動を行いました。

環境コミュニケーション活動
　敷地内にサクラやイチョウ
を植樹し、日常の事業活動の
中でも緑に触れる機会をつ
くっています。イチョウは、

「ICUNレッドリスト」における
絶滅危惧Ⅱ類であり、中国国
家一級保護植物に指定され
ています。

生物多様性保全活動

中国国内における環境保全に対する関心は、官民ともに著しく高まって
おり、日本や欧州と同様の法整備がされています。当社は、2014年の
操業開始当初から社長直轄の環境推進体制を整え、積極的に環境対応を
進めてきました。会社の事業拡大にともない、担当者も拡充しています。

サクラの植樹に参加した社員

山下総裁ほか環境推進体制メンバー

「杭州国際マラソン大会2015」での
清掃活動

三嶋大社（三島市）での清掃活動※P9参照

※P12参照

LED照明を設置しての省エネ対策

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

副総経理

本間 久憲

小学校での環境イベントの様子

従業員集合　会社のエントランスにて

取締役社長

熊谷 登
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

化学物質管理の取り組みを強化

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

当社は、タイ中部のパトムタニ県で、グローバル向け
の業務用空調機や家庭用インバーターエアコンを製造
しています。工場の省エネ施策として、照明のLED化や
熱源機のインバーター化などを行い、消費電力削減に努
めています。2015年度は、近隣の会社とともに県内の小
学校5ヵ所で環境イベントを実施し、「環境・安全週間」に
は、従業員の環境意識を高めるイベントを実施しました。

省エネ施策の推進と環境イベントの実施

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

当社は、広東省佛山市で空調用コンプレッサーを製造して
おり、今年で設立21年になります。昨年の販売台数は約
2,700万台でした。製品での環境保護の観点から、国内他社
に先駆けて環境に配慮した自然冷媒であるR744、R290用コ
ンプレッサーの開発と量産化に注力し、中国国家環境保護
部、国連環境部などから高い評価を受けております。今後も関
係部門・お客さまと連携し、地球環境保護に努めていきます。

自然冷媒使用機種をいち早く量産化し、地球温暖化抑制に貢献

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

当社は、タイ中部のチョンブリ県で空調用コンプ
レッサーを製造しています。（株）富士通ゼネラルさまと
の合弁会社で設立から4年目を迎えました。当社の製
品はエクセレントECP※に認定されており、空調機器の
省エネ化に貢献しています。2014年度からは東芝総
合環境監査を受審し、2年目でAランク（要求項目達成
率93%）となりました。また、工場内の環境負荷低減策
としてLED化や各施策を進めています。

東芝総合環境監査でAランク取得

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

空調機器の製造ライン 主な商品のラインナップ

（TCAC）および（TCSA）総裁

山下 哲司
やま　した　 てつ　 じ

当社は、杭州で住宅用を含むビル用空調機器を製
造しています。2014年の設立以来、生産台数の拡大
にあわせた製造ライン構築を進めてきました。見学
コースからは「モノづくり」のわかりやすさやおもしろ
さ、整然とした工場環境を理解いただけるような工
夫を行い、工場をご覧になったお客さまに感動を与
え、東芝のブランド価値を高める努力をしています。

「魅せる工場」でお客さまに感動と驚きを

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

当社は、上海を拠点に、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提供することで、世界
最大の空調市場である中国の環境改善に貢献して
います。また、教育・文化活動では、老朽化した校舎を
立て直す「希望小学校プロジェクト」に参加するとと
もに、中国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サッカーも応援しています。

省エネや教育・文化面など幅広く中国に貢献

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

会社設立3周年記念の様子

中国におけるTCACの積極的な取り組みを紹介します

※JACO＋SQC協同審査  2014年1月認証取得

TCAC in China is actively engaging in environmental activities / 为您介绍TCAC在中国的积极举措
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当社は、東芝キヤリア富士工場内で、列車用空調
やショーケースの冷凍機器用コンプレッサーや各種
タンクなどを製造しています。省エネ、資源の有効
活用など環境に配慮した「モノづくり」と、清掃活動
などの「CSR活動」を両輪とした経営に取り組んで
います。2015年度は、TOCACHEF※の導入など、
化学物質管理の強化を図りました。

国内外各地域で、各社の新しい環境活動が展開しています 在国内外各地区，各公司开展着崭新的环境活动
New environmental activities are being undertaken by many companies in Japan and abroad

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

　当社は、工場の操業開始時からISO14001を取得※しています。また、
2015年度から「東芝総合環境監査（サイト監査）」も受審し、全社一丸
となった取り組みが評価されています。さらに充実した活動を目指し、

「地域環境監査員」の育成や環境教育の徹底を進めるなど、これからも
真摯に取り組んでいきます。

ISO14001認証取得と東芝総合環境監査
　RoHS対応を行うためには、調達取引先さまから情報を入手する
ことに加え、自社で精密な検査をタイムリーに行うことが求められま
す。そのため、社内で試験室を立ち上げ、設備を整えました。また、担
当者は富士工場などの研修を通じて分析に必要なスキルを修得し、
日々確実なRoHS対応を行っています。

製品のRoHS対応

　環境保全を推進している企
業として、さまざまな環境コミュ
ニケーション活動を行っていま
す。社員の参加意識はとても高
く、地元杭州で行われたマラソ
ン大会では、レース後にコース
の清掃活動を行いました。

環境コミュニケーション活動
　敷地内にサクラやイチョウ
を植樹し、日常の事業活動の
中でも緑に触れる機会をつ
くっています。イチョウは、

「ICUNレッドリスト」における
絶滅危惧Ⅱ類であり、中国国
家一級保護植物に指定され
ています。

生物多様性保全活動

中国国内における環境保全に対する関心は、官民ともに著しく高まって
おり、日本や欧州と同様の法整備がされています。当社は、2014年の
操業開始当初から社長直轄の環境推進体制を整え、積極的に環境対応を
進めてきました。会社の事業拡大にともない、担当者も拡充しています。

サクラの植樹に参加した社員

山下総裁ほか環境推進体制メンバー

「杭州国際マラソン大会2015」での
清掃活動

三嶋大社（三島市）での清掃活動※P9参照

※P12参照

LED照明を設置しての省エネ対策

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

副総経理

本間 久憲

小学校での環境イベントの様子

従業員集合　会社のエントランスにて

取締役社長

熊谷 登
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

化学物質管理の取り組みを強化

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

当社は、タイ中部のパトムタニ県で、グローバル向け
の業務用空調機や家庭用インバーターエアコンを製造
しています。工場の省エネ施策として、照明のLED化や
熱源機のインバーター化などを行い、消費電力削減に努
めています。2015年度は、近隣の会社とともに県内の小
学校5ヵ所で環境イベントを実施し、「環境・安全週間」に
は、従業員の環境意識を高めるイベントを実施しました。

省エネ施策の推進と環境イベントの実施

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

当社は、広東省佛山市で空調用コンプレッサーを製造して
おり、今年で設立21年になります。昨年の販売台数は約
2,700万台でした。製品での環境保護の観点から、国内他社
に先駆けて環境に配慮した自然冷媒であるR744、R290用コ
ンプレッサーの開発と量産化に注力し、中国国家環境保護
部、国連環境部などから高い評価を受けております。今後も関
係部門・お客さまと連携し、地球環境保護に努めていきます。

自然冷媒使用機種をいち早く量産化し、地球温暖化抑制に貢献

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

当社は、タイ中部のチョンブリ県で空調用コンプ
レッサーを製造しています。（株）富士通ゼネラルさまと
の合弁会社で設立から4年目を迎えました。当社の製
品はエクセレントECP※に認定されており、空調機器の
省エネ化に貢献しています。2014年度からは東芝総
合環境監査を受審し、2年目でAランク（要求項目達成
率93%）となりました。また、工場内の環境負荷低減策
としてLED化や各施策を進めています。

東芝総合環境監査でAランク取得

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

空調機器の製造ライン 主な商品のラインナップ

（TCAC）および（TCSA）総裁

山下 哲司
やま　した　 てつ　 じ

当社は、杭州で住宅用を含むビル用空調機器を製
造しています。2014年の設立以来、生産台数の拡大
にあわせた製造ライン構築を進めてきました。見学
コースからは「モノづくり」のわかりやすさやおもしろ
さ、整然とした工場環境を理解いただけるような工
夫を行い、工場をご覧になったお客さまに感動を与
え、東芝のブランド価値を高める努力をしています。

「魅せる工場」でお客さまに感動と驚きを

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

当社は、上海を拠点に、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提供することで、世界
最大の空調市場である中国の環境改善に貢献して
います。また、教育・文化活動では、老朽化した校舎を
立て直す「希望小学校プロジェクト」に参加するとと
もに、中国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サッカーも応援しています。

省エネや教育・文化面など幅広く中国に貢献

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

会社設立3周年記念の様子

中国におけるTCACの積極的な取り組みを紹介します

※JACO＋SQC協同審査  2014年1月認証取得

TCAC in China is actively engaging in environmental activities / 为您介绍TCAC在中国的积极举措
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④関信越支社の清掃活動の様子

①植樹の様子（従業員親子） ②富士市田子の浦地区区長懇談会
　富士工場ビオトープ見学の様子

③環境施設見学（リサイクルセンター）

②AIRSでの見学の様子 ③HVAC&Rでの展示風景

④杭州市主催のウォーキング大会の様子

①「イノベーションアワード」受賞式の様子 ②溶接（ティグ）
　金城 健太（きんじょう けんた）

③ライトダウン実施の様子（TCTC）
　消灯前（上）　消灯後（下）

①事業方針説明会の様子 ②表彰式での集合写真

③製品含有化学物質管理システム（G-sysⅡ）

表彰 表彰企業
最優秀賞 株式会社旭洋工業製作所様

優秀賞 株式会社NSM様
三陽電業株式会社様

インターネット東芝キヤリア 調達取引先さま

データがあることを
メールで連絡

物質情報回答

取引情報

物質情報物質情報
リクエスト

暗号化 暗号化

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

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

各拠点や支社・支店で地域貢献活動を継続

①植樹
Tree planting / 植树

『富士山ブナ林創造事業』や『しずおか未来の森サポー
ター』などの植樹活動に、『ecoスタイルリーダー※』など
の従業員が参加し、森林の保全に努めています。

②地域行政や住民との対話
Dialogues with Local Governments and People / 与地方政府及居民的对话

各拠点地域の行政や住民の方々と定期的に対話会を
開催しています。そこでいただいた貴重なご意見を活か
しながら、事業活動を行っています。

③学生の見学
Study tour for Students / 学生的参观见学

学生の皆さまに、環境調和型製品の開発の様子、製造
ライン、環境施設などの見学を通して、当社の環境活動
を紹介しています。

④清掃活動
Cleaning Activities / 清扫活动

毎月10日を「トーシバデー」として、近隣道路の清掃活
動を行っています。各拠点合わせて毎回約120名の参加
があり、地域の美化に貢献しています。

調達取引先さまに対して、説明会を通じてさまざまな調
達方針への協力要請を行っています。2015年度は説明
会を2回実施し、延べ320社、420名の参加がありました。

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。

製品に関する化学物質管理として、部品の分析を行って
います。特にRoHS指令対応については、抜き取り検査を
実施するなど、グループ一体の管理体制を強化しています。

「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。

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

お客さまと向き合うさまざまな活動が展開

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
対応とあわせて営業サポート体制を整備しています。

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

　ショールームでは、会社概要の説明や製品の紹介をし
ており、2015年度の来場者実績は以下のとおりです。
・AIRS（富士工場内）　約4,400名
・HeaRTS（掛川開発センター内）　約550名

②ショールーム
Showroom / 产品展示中心 

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、2015年度は
国内外合わせて120件に参加しました。

③各種展博
Various Exhibitions / 各种展览交易会

東芝キヤリアグループでは、各国内拠点や海外の関係会
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

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

従業員が参加するさまざまな活動が展開

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

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

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

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

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

※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

web

※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右記ホームページをご覧ください。 http://www.toshiba-carrier.co.jp/company/csr/communication/index_j.htmweb

優れた業績をあげた従業員に対し、「業績表彰」や「イ
ノベーションアワード」などの表彰を行っています。

①表彰
Commendation / 表彰

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。2015年度は、「機械検査」「機械保全」「溶
接（ろう付／ティグ）」の各部門に計11名が出場し、8名
が「優秀賞」「優良賞」「努力賞」に入賞しました。

②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

各拠点、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。2016年度は、グループ 全体で約
55,000kWhの節電になりました。

③ライトダウン
Lights Down / 熄灯

（TCAC）では、中国杭州市付近でのバレーボール大
会、ハーフマラソン、ウォーキング大会などのスポーツイ
ベントに、従業員が積極的に参加しています。

④スポーツ参戦
Athletic Meet / 体育参与

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
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、2016年8月31日現在で415,129台（78.9％）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。

※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）

※P11参照
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④関信越支社の清掃活動の様子

①植樹の様子（従業員親子） ②富士市田子の浦地区区長懇談会
　富士工場ビオトープ見学の様子

③環境施設見学（リサイクルセンター）

②AIRSでの見学の様子 ③HVAC&Rでの展示風景

④杭州市主催のウォーキング大会の様子

①「イノベーションアワード」受賞式の様子 ②溶接（ティグ）
　金城 健太（きんじょう けんた）

③ライトダウン実施の様子（TCTC）
　消灯前（上）　消灯後（下）

①事業方針説明会の様子 ②表彰式での集合写真

③製品含有化学物質管理システム（G-sysⅡ）

表彰 表彰企業
最優秀賞 株式会社旭洋工業製作所様

優秀賞 株式会社NSM様
三陽電業株式会社様

インターネット東芝キヤリア 調達取引先さま

データがあることを
メールで連絡

物質情報回答

取引情報

物質情報物質情報
リクエスト

暗号化 暗号化

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

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

各拠点や支社・支店で地域貢献活動を継続

①植樹
Tree planting / 植树

『富士山ブナ林創造事業』や『しずおか未来の森サポー
ター』などの植樹活動に、『ecoスタイルリーダー※』など
の従業員が参加し、森林の保全に努めています。

②地域行政や住民との対話
Dialogues with Local Governments and People / 与地方政府及居民的对话

各拠点地域の行政や住民の方々と定期的に対話会を
開催しています。そこでいただいた貴重なご意見を活か
しながら、事業活動を行っています。

③学生の見学
Study tour for Students / 学生的参观见学

学生の皆さまに、環境調和型製品の開発の様子、製造
ライン、環境施設などの見学を通して、当社の環境活動
を紹介しています。

④清掃活動
Cleaning Activities / 清扫活动

毎月10日を「トーシバデー」として、近隣道路の清掃活
動を行っています。各拠点合わせて毎回約120名の参加
があり、地域の美化に貢献しています。

調達取引先さまに対して、説明会を通じてさまざまな調
達方針への協力要請を行っています。2015年度は説明
会を2回実施し、延べ320社、420名の参加がありました。

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。

製品に関する化学物質管理として、部品の分析を行って
います。特にRoHS指令対応については、抜き取り検査を
実施するなど、グループ一体の管理体制を強化しています。

「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。

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

お客さまと向き合うさまざまな活動が展開

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
対応とあわせて営業サポート体制を整備しています。

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

　ショールームでは、会社概要の説明や製品の紹介をし
ており、2015年度の来場者実績は以下のとおりです。
・AIRS（富士工場内）　約4,400名
・HeaRTS（掛川開発センター内）　約550名

②ショールーム
Showroom / 产品展示中心 

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、2015年度は
国内外合わせて120件に参加しました。

③各種展博
Various Exhibitions / 各种展览交易会

東芝キヤリアグループでは、各国内拠点や海外の関係会
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

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

従業員が参加するさまざまな活動が展開

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

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

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

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

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

※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

web

※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右記ホームページをご覧ください。 http://www.toshiba-carrier.co.jp/company/csr/communication/index_j.htmweb

優れた業績をあげた従業員に対し、「業績表彰」や「イ
ノベーションアワード」などの表彰を行っています。

①表彰
Commendation / 表彰

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。2015年度は、「機械検査」「機械保全」「溶
接（ろう付／ティグ）」の各部門に計11名が出場し、8名
が「優秀賞」「優良賞」「努力賞」に入賞しました。

②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

各拠点、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。2016年度は、グループ 全体で約
55,000kWhの節電になりました。

③ライトダウン
Lights Down / 熄灯

（TCAC）では、中国杭州市付近でのバレーボール大
会、ハーフマラソン、ウォーキング大会などのスポーツイ
ベントに、従業員が積極的に参加しています。

④スポーツ参戦
Athletic Meet / 体育参与

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
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、2016年8月31日現在で415,129台（78.9％）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。

※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）

※P11参照
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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の７つの中核主題を各アイコンで示しています。

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

松尾先生、昨年度に引き続き第三者所見をいただき、ありがとうございます。中期テーマ「Sustainable 
Society」を設定し、2015年度は「地球温暖化」、今年度は「化学物質管理」を単年度テーマとしました。製

品を製造し、提供している企業にとって、「化学物質管理」は、法規遵守が絡んでくる重要なテーマです。しかし、なかなか一般の方に
はわかりにくく知られていません。「製品そのもの」および「製品を製造する過程」で、それぞれの「化学物質管理」をトピックスと座談会
でよりわかりやすく表現するように心がけました。また今回は、当社の主力機種である大形熱源機「USXシリーズ」について、商品企
画から保守・サービスまで各部門を紹介し、担当メンバーの思いを掲載しました。グループ従業員が地球環境を意識しながら、事業活
動を進めていくことは、地球内企業として当然の義務であると考えています。今後も社内では「ecoスタイルリーダー」を養成しながら、
小学生を含めた社外の皆さまにも環境活動の輪を広げていきたいと考えています。

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 環境推進担当責任者　社会・環境報告書2016　企画・編集長　佐々木 美弥

　東芝キヤリアグループが4年間の中期テーマとして「Sustainable 
Society」を設定し、単年度ではT-COMPASSにある4つの視点をリ
ンクさせていることから、各年度における取り組みを、私は今後も
しっかりと見守るつもりです。そのような意味で、昨年の「エネル
ギー・気候変動問題」に続き、今年は「化学物質リスクの最小化」とい
う中味の濃いテーマに着手したことは非常に興味深く感じました。
メーカーとしての化学物質との向き合い方をはじめ、主な記載内容
を中心に所見を述べさせていただきます。

●特集①② トピックス・座談会について
　化学物質とその管理は、一般の人には取っつき難い内容だと思い
ます。それを、できるだけ平易な表現で、キャラクターを用いながらわ
かりやすく解説しているところが評価できます。特集①の前半構成
では、製品の製造過程における化学物質の使用と、製品に含まれる
化学物質とに分けて記載しており、身の回りに起きていることがイラ
ストを交えて表現され、取っつき難さを解消していると思います。毎
日お世話になっている物質も、摂取量、使用量、管理方法を間違えれ
ば大変な事態になることの臨場感が伝わってきます。また後半部で
は、自社製品の化学物質の使用にも触れており、その姿勢には好感
が持てます。
　その流れで、特集②の座談会でも化学物質管理にかかわる東芝
キヤリアグループの真摯な取り組みが伝わってきました。製品系、事
業系、それぞれの観点から独自のシステムを取り入れている点や、分
析センターでの緻密な作業が理解できます。さらに、RoHS指令10
年という節目に、海外での規制をよく知るメンバーも加わり、座談会
の充実度を高めていると思います。
　私たちの快適な生活の影には、化学物質をはじめ、さまざまな問題
が隠れています。一時の利便性のためだけではなく、長期的にコント

ロールしてこそ、初めて真の快適性が得られるのだと思います。「使
わない勇気」を持つことも大切なのではないでしょうか。

●製品紹介①②について
　製品紹介②で取り上げているユニバーサルスマートXをはじめとし
て、すばらしい環境調和型製品を数多く開発・製造していることがわ
かります。この製品に関しては、企画設計から保守･サービス部門に
至るまでの取り組みを紹介し、社内の流れがよく伝わってきました。
各部門の活動は今後もぜひ継続していただき、少しでも高性能の製
品をお客さまに選択していただけるよう、努力してほしいと思いま
す。その結果、製品紹介①にあるように、さまざまな分野で活躍する
製品が、空調消費電力の削減や資源の有効利用などの観点で地球
環境に貢献すると思います。

●生物多様性など、そのほかの環境活動報告について
　私たちは多くの自然を破壊して現在を生きています。忘れがちに
なる自然環境を身近に感じることが可能な生物多様性保全活動は、
ぜひ今後も推進し、多くの人々が触れられるように拡充を続けても
らいたいと思います。生物多様性にも関連しますが、感性の鋭い子
どもの頃から自然に接しながら学び、経験を積むことは非常によい
ことです。今後の継続を期待するとともに、これまでの知見の公開、
他大学などとの連携、社員とそのお子さまを対象にした展開など、大
きな動きを目指すべきだと思います。また、環境活動全般を牽引する
担い手として、ecoスタイルリーダーの皆さまの活躍の場が広がるこ
とを期待しています。

　最期に、「化学物質管理」に続くテーマをいかに設定し、報告書に
反映させていくか、来年度以降も楽しみにしております。

中期テーマに基づく2年目の活動報告が理解できます。今後の展開に期待します。

第三者による
所見を受けて

●報告書の目的
この報告書は、東芝キヤリアグループの環境活動を中心に、

CSR活動もあわせたかたちで、正確にわかりやすく報告すること
を心がけています。またこれを通じて、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、事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、2015年度実績と、一部2016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項目
を抽出し、ISO26000の7つの中核主題に沿って整理したうえで、

「マテリアリティマトリックス」（下表）を用いて選択しました。

●理解しやすい報告書を目指して
編集にあたっては、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、視覚的なわかりやすさを追求
しました。詳細データは各項目にURLを記載していますので、あわ
せてご覧ください。

《 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
・東芝キヤリア空調（中国）有限公司

《 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　2015年4月1日～2016年3月31日
●発行元　東芝キヤリア株式会社

●報告対象組織

編集にあたって

環境活動報告 ....................................................................10
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みんなの気持ちが一つになった掛川での一日
生物多様性保全活動...............................................................21
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環境経営責任者メッセージ ............................................................ 1
特集❶ ヒント博士の「なるほど環境絵巻塾」.............................. 3
地球や人間に深くかかわる
化学物質との関係を学びましょう。
特集❷ 座談会.......................................................................................... 7
事業活動にかかわる化学物質管理の難しさや法規制
などの、現状と将来について座談会を開催しました。
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生物多様性保全活動
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製品紹介
事業プロセスにおける環境活動

東芝キヤリアの概要
第三者所見

ステークホルダーにとっての関心度

各拠点・関係会社の紹介

ecoクイズにチャレンジ！

企画・編集長 ： 佐々木 美弥
編　集　員 ： 市丸 雅浩、山中 訓
  狩野 照一、主藤 淳一、
  綿引 王世呂条胤、
  二村 保浩

デザイン ： 遠藤 麻里
トピックス原稿制作 ： 横井 透
挿絵（イラスト） ： タナカ ユリ
カメラマン

（環境イベント） : 鈴木 真弓
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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の７つの中核主題を各アイコンで示しています。

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

松尾先生、昨年度に引き続き第三者所見をいただき、ありがとうございます。中期テーマ「Sustainable 
Society」を設定し、2015年度は「地球温暖化」、今年度は「化学物質管理」を単年度テーマとしました。製

品を製造し、提供している企業にとって、「化学物質管理」は、法規遵守が絡んでくる重要なテーマです。しかし、なかなか一般の方に
はわかりにくく知られていません。「製品そのもの」および「製品を製造する過程」で、それぞれの「化学物質管理」をトピックスと座談会
でよりわかりやすく表現するように心がけました。また今回は、当社の主力機種である大形熱源機「USXシリーズ」について、商品企
画から保守・サービスまで各部門を紹介し、担当メンバーの思いを掲載しました。グループ従業員が地球環境を意識しながら、事業活
動を進めていくことは、地球内企業として当然の義務であると考えています。今後も社内では「ecoスタイルリーダー」を養成しながら、
小学生を含めた社外の皆さまにも環境活動の輪を広げていきたいと考えています。

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 環境推進担当責任者　社会・環境報告書2016　企画・編集長　佐々木 美弥

　東芝キヤリアグループが4年間の中期テーマとして「Sustainable 
Society」を設定し、単年度ではT-COMPASSにある4つの視点をリ
ンクさせていることから、各年度における取り組みを、私は今後も
しっかりと見守るつもりです。そのような意味で、昨年の「エネル
ギー・気候変動問題」に続き、今年は「化学物質リスクの最小化」とい
う中味の濃いテーマに着手したことは非常に興味深く感じました。
メーカーとしての化学物質との向き合い方をはじめ、主な記載内容
を中心に所見を述べさせていただきます。

●特集①② トピックス・座談会について
　化学物質とその管理は、一般の人には取っつき難い内容だと思い
ます。それを、できるだけ平易な表現で、キャラクターを用いながらわ
かりやすく解説しているところが評価できます。特集①の前半構成
では、製品の製造過程における化学物質の使用と、製品に含まれる
化学物質とに分けて記載しており、身の回りに起きていることがイラ
ストを交えて表現され、取っつき難さを解消していると思います。毎
日お世話になっている物質も、摂取量、使用量、管理方法を間違えれ
ば大変な事態になることの臨場感が伝わってきます。また後半部で
は、自社製品の化学物質の使用にも触れており、その姿勢には好感
が持てます。
　その流れで、特集②の座談会でも化学物質管理にかかわる東芝
キヤリアグループの真摯な取り組みが伝わってきました。製品系、事
業系、それぞれの観点から独自のシステムを取り入れている点や、分
析センターでの緻密な作業が理解できます。さらに、RoHS指令10
年という節目に、海外での規制をよく知るメンバーも加わり、座談会
の充実度を高めていると思います。
　私たちの快適な生活の影には、化学物質をはじめ、さまざまな問題
が隠れています。一時の利便性のためだけではなく、長期的にコント

ロールしてこそ、初めて真の快適性が得られるのだと思います。「使
わない勇気」を持つことも大切なのではないでしょうか。

●製品紹介①②について
　製品紹介②で取り上げているユニバーサルスマートXをはじめとし
て、すばらしい環境調和型製品を数多く開発・製造していることがわ
かります。この製品に関しては、企画設計から保守･サービス部門に
至るまでの取り組みを紹介し、社内の流れがよく伝わってきました。
各部門の活動は今後もぜひ継続していただき、少しでも高性能の製
品をお客さまに選択していただけるよう、努力してほしいと思いま
す。その結果、製品紹介①にあるように、さまざまな分野で活躍する
製品が、空調消費電力の削減や資源の有効利用などの観点で地球
環境に貢献すると思います。

●生物多様性など、そのほかの環境活動報告について
　私たちは多くの自然を破壊して現在を生きています。忘れがちに
なる自然環境を身近に感じることが可能な生物多様性保全活動は、
ぜひ今後も推進し、多くの人々が触れられるように拡充を続けても
らいたいと思います。生物多様性にも関連しますが、感性の鋭い子
どもの頃から自然に接しながら学び、経験を積むことは非常によい
ことです。今後の継続を期待するとともに、これまでの知見の公開、
他大学などとの連携、社員とそのお子さまを対象にした展開など、大
きな動きを目指すべきだと思います。また、環境活動全般を牽引する
担い手として、ecoスタイルリーダーの皆さまの活躍の場が広がるこ
とを期待しています。

　最期に、「化学物質管理」に続くテーマをいかに設定し、報告書に
反映させていくか、来年度以降も楽しみにしております。

中期テーマに基づく2年目の活動報告が理解できます。今後の展開に期待します。

第三者による
所見を受けて

●報告書の目的
この報告書は、東芝キヤリアグループの環境活動を中心に、

CSR活動もあわせたかたちで、正確にわかりやすく報告すること
を心がけています。またこれを通じて、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、事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、2015年度実績と、一部2016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項目
を抽出し、ISO26000の7つの中核主題に沿って整理したうえで、

「マテリアリティマトリックス」（下表）を用いて選択しました。

●理解しやすい報告書を目指して
編集にあたっては、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、視覚的なわかりやすさを追求
しました。詳細データは各項目にURLを記載していますので、あわ
せてご覧ください。

《 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
・東芝キヤリア空調（中国）有限公司

《 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
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この環境報告書の
なかにクイズの
ヒントがあります。

初版　2016年9月発行

問題1

問題 2

問題 3

問題 4

問題 5

Have Fun with an Eco Quiz! 挑战eco小测验！

□□□□□答えがわかったら、
マス目をうめましょう。

1　　　2　　　3　　　4　　　5

津山工場で生息が確認されている準絶滅危惧種の鳥類とは？
（ヒントはP21） →答え： □2□タカ

東芝キヤリアグループで削減努力をしている｢PVC｣とは何？
（ヒントはP9） →答え： ポリ塩化□1□□

大形熱源機に搭載されている冷媒を圧縮する機器とは？
（ヒントはP15） →答え： コン□5□□サー

「地球温暖化抑制」「資源有効活用」「化学物質管理」という
3つの観点で、業界トップの主要環境性能を持ち、
（株）東芝から認定された製品を何と名付けているか？
（ヒントはP12） →答え： □□□□□□3ECP

2016年環境イベントを行った、東芝キヤリアの製品開発拠点はどこ？
（ヒントはP19～20） →答え： □□開発セン□□4

ecoクイズ にチャレンジ！

2016年度版「社会・環境報告書」はいかがでしたか？東芝キヤリアグループの環境活動について、少しでも親しんでいただけたら
幸いです。さて、本報告書の締めくくりは「ecoクイズ」です。全問正解目指して頑張ってください！

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

PCからアクセス

解答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、
解答を入力してください。

ケータイは
こちらから
アクセス！

1972（S47） 水質測定室新設（社内自主分析）
1989（S64） 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H27までに全26件受賞
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
 (http://www.toshiba-carrier.co.jp/company/csr/product/energy.htm)
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
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） 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） 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
 「環境いろはかるた」募集開始
2011（H23） 「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「地球温暖化防止活動環境大臣表彰」を受賞
 津山事業所が「岡山エコ事業所」に認定
 津山事業所敷地内生物調査実施
 東芝環境一斉アクション開始
2014（H26） 事業系 化学物質管理システム「TOCACHEF」稼働
 「ecoスタイルリーダー」登録開始
2015（H27） フロン排出抑制法対応「REMAC」運用開始
 「東芝キヤリアグリーン調達ガイドライン 2015年度版」発行
 空調機器への新冷媒（R32）採用
2016（H28） 新グリーン調達システム「G-sysⅡ」稼働

 

東芝キヤリアの概要
Introduction of Toshiba Carrier    东芝开利简介

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

TOSHIBA
CARRIER
GROUP

東芝キヤリアグループ

社会・環境報告書2016
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
ほか、全国各地に製造・開発・営業拠点50ヵ所 

代　表　者：取締役社長　近藤 弘和

資　本　金：115億1,000万円（2016年6月現在）

従 業 員 数：約2,200名（単独）、約4,200名（連結）
（いずれも2016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%

関 係 会 社：国内に4社、海外に13社

主 要 品 目：1）業務用エアコン
2）大形熱源機器
3）給湯機器
4）列車用空調機器
5）コールドチェーン機器
6）換気機器
7）コンプレッサー

※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

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。


