
5 9

6

1 2

8 10

3 7

4

A

BC

D

E

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

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
米国キヤリア社の合弁会社として東芝キヤリア（株）発足

所　在　地：本社事務所／神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34
　　　　　　ラゾーナ川崎東芝ビル
富士工場／静岡県富士市蓼原336
掛川開発センター／静岡県菊川市加茂1300-3
津山工場／岡山県津山市国分寺555

代　表　者：取締役社長　久保 徹

資　本　金：115億1,000万円（2018年6月現在）

従 業 員 数：約2,200名（連結約5,500名）（2018年3月現在）

株　　　主：東芝インフラシステムズ株式会社 60％
キヤリア HVACR インベストメンツ B. V. 40%

関 係 会 社：国内3社、海外14社

主 要 品 目：
（販売品目）

1） 店舗・オフィス用エアコン、ビル用マルチ空調システム、
 設備用パッケージエアコン
2) 産業用空調、熱源システム
 （チリングユニット、パッケージエアコン、ファンコイルユニット）
3) ヒートポンプ給湯機
4) 家庭用エアコン
5) コールドチェーン機器（ショーケース、冷凍機、クーリングユニット）
6) 換気扇、換気システム
7) コンプレッサー
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PCからアクセス

ケータイは
こちらから
アクセス！

この報告書を
よく読んでから

クロスワードパズルに
挑戦してね！

「社会・環境報告書2018」はいかがでしたか。今年度のテーマである「水資源有効活用」を
中心とした東芝キヤリアグループの環境活動がご理解いただけたと思います。「水」は身近
で奥が深いテーマですね。最後に水分補給してもうひと頑張り、「ecoクロスワードパズル」
に挑戦です！ 報告書の中に、ヒントが隠れていますよ。

東芝キヤリアグループ
社会・環境報告書2018

TOSHIBA  C ARRIER  GROUP

タテのカギ
 ２． この報告書の中期テーマは「Sustainable Society：□□□□□□な社会」。（ヒントはP2）
 ５． 豊かな水をたたえ、古代人の暮らしを支えた大河のなかで、最長の川は「□□□川」。（ヒントはP6）
 ７． 東芝キヤリア タイ社では、国営□□□□保護センターでの海水タンク清掃やサンゴの植樹を通じて、
 絶滅危惧種の保護を支援している。（ヒントはP20）
 ９． 広く環境問題に関する知識を問われる試験「eco□□□□」の正式名称は「環境社会検定試験」。（ヒントはP11）
10. 2007年に開催された第1回「東芝キヤリアグループ□□□□環境会議」。半期に1度開催され、各責任者より
 環境経営責任者に活動の実績と計画を報告し、グループ全社の総括を行っている。（ヒントはP3、13）

ヨコのカギ
 １． 事業者が環境活動を登録し、生物多様性保全活動を共有する取り組み「□□□□□□プロジェクト」。（ヒントはP14）
 ３． 東芝キヤリアグループは、社会ならびに地球環境に貢献し、グローバルに成長する「□□□□□創造企業」を目指す。（ヒントはP1）
 ４． 1969年に当社が開発した日本初の空調用ロータリーコンプレッサー「B型シリーズ」が、国立科学博物館の
 2018年度「重要□□□技術史資料」に登録された。（ヒントはP1）
 ６． 東芝キヤリアの家庭用ヒートポンプ給湯機は、「銀□□□」できれいなお湯を維持し、水の使用量を節減できる。（ヒントはP17）
 ８． 2010年の生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）で合意された
 生物多様性保全の国際的指標は「□□□目標」。（ヒントはP2、P19）

A～Eにカタカナ5文字を入れると答えになり
ます。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。解答者全員に
粗品を差し上げます。

Have Fun with an Eco Crossword Puzzle! 挑战eco纵横填字字谜！

ecoクロスワードパズルに挑戦！

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。 東芝キヤリア株式会社



President & CEO
Toshiba Carrier Corporation

Toru Kubo

東芝キヤリア株式会社
取締役社長

2018年10月

久保 徹
く　   ぼ 　  とおる

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

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

経営ビジョン

東芝キヤリアグループ
経営方針

Management Policy of the Toshiba Carrier Group / 
东芝开利集团的经营方针

主な活動とSDGs
Main Activities and SDGs / 主要活动及SDGs

東芝キヤリアグループでは、2015年度から今年度までの4年間を中期として、中期テーマに「Sustainable Society：持続可能な社会」を掲
げ、毎年個別の単年度テーマを設定して社会・環境報告書を作成してきました。持続可能な社会を構築するためには、「地球温暖化抑制」「化学物
質管理」「資源有効活用」「水資源有効活用」が重要であると考え、2015年度の「地球温暖化抑制」を皮切りに、以降下図の順で単年度テーマを
設定し、それぞれの課題について東芝キヤリアの活動とリンクさせてきました。2018年度は、最終テーマである「水資源有効活用」を取り上げ、
製品や事業活動を「水」で掘り下げるとともに、水に関するトピックスや社内の関係者による座談会を通じて紹介していきます。

社会・環境報告書の中期テーマ
「Sustainable Society : 持続可能な社会」

中期最終年度は「水資源有効活用」を取り上げました

東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 4年間の設定テーマの流れ

Theme for the Medium-Term Social and Environmental Report “Sustainable Society” / 社会和环境报告中期主题「Sustainable Society : 可持续发展社会」

環境調和型製品の
グローバルでの提供

本報告書内に記載の下記内容に対応するSDGsは、かかわりの深い4項目を優先的に選択しました。

製品製造時やサービス・
工事時の環境負荷低減 生物多様性保全活動

環境教育 環境イベント2018 座談会2018

地球温暖化
抑制

2015年度

化学物質
管理

2016年度

資源
有効活用

2017年度

水資源
有効活用

2018年度

東芝キヤリアグループは、ヒートポンプ技術を軸に環境調和型の製品を開発・製造・
販売しています。合弁先の米国キヤリア社の販売網に加え、日本はもとより、欧州、米国、
中国、インドなどで販売拠点を構え、世界各地で販売を拡大しています。このたび、
1969年に開発した日本初の空調用ロータリーコンプレッサー「B型シリーズ」が、2018
年度の「重要科学技術史資料※」に登録されました。このシリーズは、インバーターとの組
み合わせにより省エネ性（環境性能）と快適性（付加価値）を同時に実現した今日のエア
コンの先駆けであり、現在当社が実践するヒートポンプソリューション事業の礎となって
います。また、今後は研究・開発・製造の中枢である富士工場内に、最新鋭の新技術棟の
建設を予定しています。さらに、中国で拡大する需要に対応し、中国拠点での開発・製造
力を強化するため、新社屋を建設し移転します。東芝キヤリアグループは、先人に続く先
進の技術開発精神を継承しながら、高品質で人々に感動を与える環境調和型の製品
を、グローバルに提供し続けていきたいと考えています。

新技術棟建設で技術開発をさらに拡充し、
グローバル企業としてさらなる発展をしていきます

一方、地球内で事業活動を行っている企業の責務として、「Sustainable 
Society：持続可能な社会」の実現を考えなければなりません。世界の環境関
連動向では、2015年に「SDGs（Sustainable Development Goals）：持続
可能な開発目標」や「パリ協定」が採択されました。SDGsは、パリ協定の上位
概念であり、地球上の人々が持続可能な開発を実践するための17項目が目標
として掲げられています。また、194の国と地域が調印※したパリ協定では、日
本は2030年に2013年度比26%のCO2削減を約束しています。SDGsやパリ
協定との関係を視野に入れた東芝キヤリアの役割は、価値の高い環境調和型
の製品を世界中に提供することです。それにより、使用時のエネルギーを減らし
てCO2の排出量を削減することはもちろん、開発時や製造時に使用するエネル
ギーも減らし、CO2の削減に努めています。また、当社はヒートポンプを利用し
た製品を提供するために、温室効果ガスである冷媒を使用していますが、最新
の技術で地球温暖化係数が小さい冷媒の採用を加速させています。

地球規模の課題解決のために開発と製造において
環境負荷の少ない製品を提供します

また、持続可能な社会を考えた場合、生物多様性保全も重要です。
2010年の生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）では、
20項目の愛知目標が合意され、2020年までにこれらの目標を実
現させるため、各国で施策を推進しています。東芝キヤリアグルー
プはCOP10に先駆け、2009年度から国内拠点である富士工場、
津山工場、掛川開発センターで絶滅危惧種の保護や植樹活動を行
い、生物多様性保全につながる活動を行ってきました。また、2015
年度からは、海外の3製造拠点（タイ2拠点、中国1拠点）でも同様
の活動を行っています。この報告書では、愛知目標の10項目につ
いて実施内容を整理して報告します。生物多様性保全のベースと
なる地球環境の保全のためには、各拠点の製造活動時における公
害防止などの環境法規遵守や、環境事故を起こして地球を汚染し
ないよう、グループ内拠点における内部監査や環境巡視などを
行っています。

　価値の高い環境調和型の製品を世界中に提供するためには、
お客さまのニーズに対して迅速な対応を取り、全従業員が環境活動
を理解したうえで、各事業のプロセスで環境保全に配慮していく必
要があります。その核となる人財として、「東芝キヤリアecoスタイル
リーダー」を登録・養成し、2020年度までに現在の160名から200
名への拡大を目指しています。今年度は、ecoスタイルリーダーの養
成活動の一環として、「植樹・夏休みに行った小学生の環境イベント・
水をテーマにした座談会」にも参加してもらい、環境意識の醸成を図
りました。このような活動への参加が、各職場での活動に活かされる
ことを期待しています。社外の連携としては、東芝キヤリアを支える
地域社会、調達取引先さま、施工業者さま、販売店さまをはじめとす
るステークホルダーの皆さまにも理解をいただき、東芝キヤリアグ
ループ一丸となって、地球上のさまざまな国へ、より付加価値の高
い環境調和型の製品を提供していきたいと考えています。

「愛知目標」の10項目について実行し、
生物多様性保全活動をグローバルに展開します

ステークホルダーの皆さまと、付加価値の高い
環境調和型の製品を提供していきます

※重要科学技術史資料（未来技術遺産）とは、独立行政法人国立科学博物館（産業技術史資料情報センター）が、
日本の科学技術史資料のうち、「科学技術の発達上重要な成果を示し、次世代に継承していくうえで重要な意
義を持つもの」や「国民生活、経済、社会、文化の在り方に顕著な影響を与えたもの」に該当する資料を選定し、

「重要科学技術史資料登録台帳」に登録しているもので、2008年度から毎年行われています。

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

※2018年10月現在

1 東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2018 2東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2018
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た製品を提供するために、温室効果ガスである冷媒を使用していますが、最新
の技術で地球温暖化係数が小さい冷媒の採用を加速させています。

地球規模の課題解決のために開発と製造において
環境負荷の少ない製品を提供します

また、持続可能な社会を考えた場合、生物多様性保全も重要です。
2010年の生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）では、
20項目の愛知目標が合意され、2020年までにこれらの目標を実
現させるため、各国で施策を推進しています。東芝キヤリアグルー
プはCOP10に先駆け、2009年度から国内拠点である富士工場、
津山工場、掛川開発センターで絶滅危惧種の保護や植樹活動を行
い、生物多様性保全につながる活動を行ってきました。また、2015
年度からは、海外の3製造拠点（タイ2拠点、中国1拠点）でも同様
の活動を行っています。この報告書では、愛知目標の10項目につ
いて実施内容を整理して報告します。生物多様性保全のベースと
なる地球環境の保全のためには、各拠点の製造活動時における公
害防止などの環境法規遵守や、環境事故を起こして地球を汚染し
ないよう、グループ内拠点における内部監査や環境巡視などを
行っています。

　価値の高い環境調和型の製品を世界中に提供するためには、
お客さまのニーズに対して迅速な対応を取り、全従業員が環境活動
を理解したうえで、各事業のプロセスで環境保全に配慮していく必
要があります。その核となる人財として、「東芝キヤリアecoスタイル
リーダー」を登録・養成し、2020年度までに現在の160名から200
名への拡大を目指しています。今年度は、ecoスタイルリーダーの養
成活動の一環として、「植樹・夏休みに行った小学生の環境イベント・
水をテーマにした座談会」にも参加してもらい、環境意識の醸成を図
りました。このような活動への参加が、各職場での活動に活かされる
ことを期待しています。社外の連携としては、東芝キヤリアを支える
地域社会、調達取引先さま、施工業者さま、販売店さまをはじめとす
るステークホルダーの皆さまにも理解をいただき、東芝キヤリアグ
ループ一丸となって、地球上のさまざまな国へ、より付加価値の高
い環境調和型の製品を提供していきたいと考えています。

「愛知目標」の10項目について実行し、
生物多様性保全活動をグローバルに展開します

ステークホルダーの皆さまと、付加価値の高い
環境調和型の製品を提供していきます

※重要科学技術史資料（未来技術遺産）とは、独立行政法人国立科学博物館（産業技術史資料情報センター）が、
日本の科学技術史資料のうち、「科学技術の発達上重要な成果を示し、次世代に継承していくうえで重要な意
義を持つもの」や「国民生活、経済、社会、文化の在り方に顕著な影響を与えたもの」に該当する資料を選定し、

「重要科学技術史資料登録台帳」に登録しているもので、2008年度から毎年行われています。

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

※2018年10月現在

1 東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2018 2東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2018
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History of Product Development and Environmental Protection Activities / 产品开发及环境保护活动的发展史

東芝キヤリアグループは、東芝の空調部門と米国キヤリア社との間に生まれた合弁会社です。
1999年の会社設立以来、キヤリア社とともにグローバルで事業を拡大し、
東芝時代から現在に至るまで、世の中に先駆けた技術と製品を送り出してきました。
代表的な製品とともに、さまざまな環境法規対応や環境活動をご紹介します。

製品開発と環境保全活動のあゆみ

環境担当部門を発足し、
ISO14001を取得
富士工場は、工場排水の自主管理を目的として、
1972年に水質測定室を新設しました。その後、
1989年に環境担当部門が発足し、1997年に
ISO14001を取得しました。また、1990年まで油の
洗浄に使用していた塩素系有機化合物が地下に浸
透していることが判明したため、1998年から富士工
場内100か所以上に井戸を設置して地下水を汲み
上げ、浄化装置を介して環境基準以下にしています。

社長直下に環境部門を組織し、
環境活動を一層強化
2000年に「家電リサイクル法」対応を開始しました。
2003年には、富士工場で「環境報告書」を初めて発
行し、「東芝グループ総合環境監査」が始まりました。
2004年には、グループ全体の環境活動を統括する
社長直下の組織を発足させて環境活動を一層強化、
また、製品化学物質管理を含む「グリーン調達ガイド
ライン」を初めて調達取引先さまへ配布しました。
2005年からは環境活動のパフォーマンスデータの管
理を、環境経営情報システムを使って開始しました。

第1回「東芝キヤリアグループ
地球環境会議」を開催
2007年に津山工場がISO14001を取得し、同年
には第1回「東芝キヤリアグループ地球環境会議」
を開催しました。2009年には東芝グループエクセ
レントECP※初登録、生物多様性WGを発足しまし
た。2006年に欧州でRoHS指令が施行されたこと
を受け、製品化学物質管理システム「G-sys」と分析
センターを立ち上げ、全社の各部門が協力して
RoHS対応品を出荷しました。

海外拠点の環境リスク管理の
強化とビオトープの設置
海外製造拠点の拡大に伴い、環境法規への迅速
な対応や環境保全にかかわるリスク撲滅のため、
監査の強化を図りました。また、生物多様性保全
活動として富士工場にビオトープを設置したほか、
国内外6拠点で絶滅危惧種の保護活動を始めま
した。2012年には小学生のための夏休み環境イ
ベントを開始。2014年には、「東芝キヤリアecoス
タイルリーダー」の登録開始および事業系化学物
質管理システム「TOCACHEF」を稼働しました。

環境活動のグローバル対応と
製品化学物質管理の強化
グローバル化に伴う環境リスク撲滅の一環とし
て、「グローバル環境巡視」を開始しました。2016
年から新製品化学物質管理システム「G-sysⅡ」を
稼働したほか、2017年には、グループ全体の拠点
と各部門を横断する「新製品化学物質管理PJ」を
発足させ、製品化学物質管理を強化しています。
2016年には、「社会・環境報告書2016」が環境コ
ミュニケーション大賞優良賞を受賞しました。

世界初インバーター搭載
ルームエアコンを発売

（株）東芝の前身である東京芝浦電気（株）の富士
工場で、ルームエアコン「木かげシリーズ」や業務
用空調機器、コンプレッサー、ショーケースを開
発・製造し、国内を中心に販売してきました。
1982年には世界初のインバーター搭載ルームエ
アコンを発売、1993年には「東芝TWINDD」が、
省エネ大賞通商産業大臣賞を受賞するなど、省エ
ネ性能の高い製品を世に送り出してきました。

業務用空調機、給湯機のほか、
各種製品で省エネ大賞を受賞
1999年、（株）東芝 空調・設備事業部と米国キヤ
リア社の合弁会社である東芝キヤリア（株）が誕
生。本社を富士工場においてスタートし、グローバ
ル化への第一歩として米国キヤリア社の販社や代
理店を経由し、世界各国で販売を開始しました。
2000年から2005年までに業務用空調機、業務
用給湯機、ショーケース、換気機器の合計9製品群
が、毎年連続で省エネ大賞を受賞しました。

大形チラー、冷凍機分野で業界
トップクラスの省エネ機種を提供
2008年に東芝キヤリア（株）、東芝キヤリア空調シ
ステムズ（株）、東洋キヤリア工業（株）の3社が合併
し、製販一体の「新生東芝キヤリア」となりました。
2006年度には「スーパーフレックスモジュールチ
ラー」が省エネ大賞を受賞し、大形チラー分野で
シェアNo.1の基礎を築きました。同年、冷凍機では
業界初インバーターを搭載し、省エネ大賞を受賞、
現在でも省エネトップクラスをキープ
しています。

低地球温暖化係数の冷媒R32
採用の業務用空調機器を提供
2012年に東芝キヤリア タイ社を子会社化、同年
にTCFGコンプレッサ（タイ）社を設立、2014年に
東芝キヤリア中国社を、2015年には東芝キヤリ
ア欧州社を設立しました。2010年には、省エネトッ
プクラスの熱源機器「ユニバーサルスマートX」を
提供し、2015年にはさらに進化した「同3シリー
ズ」が省エネ大賞を受賞しました。また、2015年
には低地球温暖化係数の冷媒R32を採用し
た「ウルトラパワーエコ」を開発しました。

国内外事業の強化および拡大、
産業用熱源機器でトリプル受賞※1
2016年には、東芝テクノシステム（株）を100％子
会社化して国内サービス事業の強化を図るととも
に、海外では東芝キヤリア北米社、東芝キヤリア・
インド社を設立し、さらなる事業の拡大を図りまし
た。2017年には「ユニバーサルスマートX EDGE」
が、地球温暖化防止活動環境大臣表彰と省エネ
大賞を受賞。搭載されたツインロータリーコンプ
レッサーも（公社）日本冷凍空調学会技術賞を受賞
し、世界最大能力※2を誇っています。

環
境
保
全
活
動

製
品
の
変
遷

2011～2015年
2016年～現在 新拠点を加え国内外各拠点で、

多岐にわたる環境活動を展開
2019年7月に開始されるRoHS追加物質対応を
確実に進めるとともに、インドに設立した新拠点
をはじめ、グループ全体で確実に環境リスクの撲
滅に努めていきます。また、「東芝キヤリアecoス
タイルリーダー」を2020年に向けて200名に拡大、
事業系化学物質管理システム「TOCACHEF」の
タイ拠点への展開、新技術棟の建設に伴う富士
工場のビオトープ移転を実施します。

低地球温暖化係数の冷媒を
採用した機種のさらなる展開
先進の技術開発を加速するために、2019年12
月末竣工予定で、富士工場内に最新鋭の「新技
術棟」を建設します。さらに、中国市場の需要拡
大に対応し、中国拠点での開発・製造力を強化す
るため、新社屋の完成・移転・稼働開始を2019
年度内で予定しています。製品開発については、
低地球温暖化係数の冷媒を採用した機種の
開発を進め、さらなるCO2削減に
寄与していきます。

～1998年 1999～2005年 2006～2010年

※1  P16参照
※2  2018年7月当社調べ

※P15参照

3 東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2018 4東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2018い今じゃなく将来考え使いましょう。未来の地球は、あなたしだい（津山／taka39）
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東芝キヤリアグループは、東芝の空調部門と米国キヤリア社との間に生まれた合弁会社です。
1999年の会社設立以来、キヤリア社とともにグローバルで事業を拡大し、
東芝時代から現在に至るまで、世の中に先駆けた技術と製品を送り出してきました。
代表的な製品とともに、さまざまな環境法規対応や環境活動をご紹介します。

製品開発と環境保全活動のあゆみ

環境担当部門を発足し、
ISO14001を取得
富士工場は、工場排水の自主管理を目的として、
1972年に水質測定室を新設しました。その後、
1989年に環境担当部門が発足し、1997年に
ISO14001を取得しました。また、1990年まで油の
洗浄に使用していた塩素系有機化合物が地下に浸
透していることが判明したため、1998年から富士工
場内100か所以上に井戸を設置して地下水を汲み
上げ、浄化装置を介して環境基準以下にしています。

社長直下に環境部門を組織し、
環境活動を一層強化
2000年に「家電リサイクル法」対応を開始しました。
2003年には、富士工場で「環境報告書」を初めて発
行し、「東芝グループ総合環境監査」が始まりました。
2004年には、グループ全体の環境活動を統括する
社長直下の組織を発足させて環境活動を一層強化、
また、製品化学物質管理を含む「グリーン調達ガイド
ライン」を初めて調達取引先さまへ配布しました。
2005年からは環境活動のパフォーマンスデータの管
理を、環境経営情報システムを使って開始しました。

第1回「東芝キヤリアグループ
地球環境会議」を開催
2007年に津山工場がISO14001を取得し、同年
には第1回「東芝キヤリアグループ地球環境会議」
を開催しました。2009年には東芝グループエクセ
レントECP※初登録、生物多様性WGを発足しまし
た。2006年に欧州でRoHS指令が施行されたこと
を受け、製品化学物質管理システム「G-sys」と分析
センターを立ち上げ、全社の各部門が協力して
RoHS対応品を出荷しました。

海外拠点の環境リスク管理の
強化とビオトープの設置
海外製造拠点の拡大に伴い、環境法規への迅速
な対応や環境保全にかかわるリスク撲滅のため、
監査の強化を図りました。また、生物多様性保全
活動として富士工場にビオトープを設置したほか、
国内外6拠点で絶滅危惧種の保護活動を始めま
した。2012年には小学生のための夏休み環境イ
ベントを開始。2014年には、「東芝キヤリアecoス
タイルリーダー」の登録開始および事業系化学物
質管理システム「TOCACHEF」を稼働しました。

環境活動のグローバル対応と
製品化学物質管理の強化
グローバル化に伴う環境リスク撲滅の一環とし
て、「グローバル環境巡視」を開始しました。2016
年から新製品化学物質管理システム「G-sysⅡ」を
稼働したほか、2017年には、グループ全体の拠点
と各部門を横断する「新製品化学物質管理PJ」を
発足させ、製品化学物質管理を強化しています。
2016年には、「社会・環境報告書2016」が環境コ
ミュニケーション大賞優良賞を受賞しました。

世界初インバーター搭載
ルームエアコンを発売

（株）東芝の前身である東京芝浦電気（株）の富士
工場で、ルームエアコン「木かげシリーズ」や業務
用空調機器、コンプレッサー、ショーケースを開
発・製造し、国内を中心に販売してきました。
1982年には世界初のインバーター搭載ルームエ
アコンを発売、1993年には「東芝TWINDD」が、
省エネ大賞通商産業大臣賞を受賞するなど、省エ
ネ性能の高い製品を世に送り出してきました。

業務用空調機、給湯機のほか、
各種製品で省エネ大賞を受賞
1999年、（株）東芝 空調・設備事業部と米国キヤ
リア社の合弁会社である東芝キヤリア（株）が誕
生。本社を富士工場においてスタートし、グローバ
ル化への第一歩として米国キヤリア社の販社や代
理店を経由し、世界各国で販売を開始しました。
2000年から2005年までに業務用空調機、業務
用給湯機、ショーケース、換気機器の合計9製品群
が、毎年連続で省エネ大賞を受賞しました。

大形チラー、冷凍機分野で業界
トップクラスの省エネ機種を提供
2008年に東芝キヤリア（株）、東芝キヤリア空調シ
ステムズ（株）、東洋キヤリア工業（株）の3社が合併
し、製販一体の「新生東芝キヤリア」となりました。
2006年度には「スーパーフレックスモジュールチ
ラー」が省エネ大賞を受賞し、大形チラー分野で
シェアNo.1の基礎を築きました。同年、冷凍機では
業界初インバーターを搭載し、省エネ大賞を受賞、
現在でも省エネトップクラスをキープ
しています。

低地球温暖化係数の冷媒R32
採用の業務用空調機器を提供
2012年に東芝キヤリア タイ社を子会社化、同年
にTCFGコンプレッサ（タイ）社を設立、2014年に
東芝キヤリア中国社を、2015年には東芝キヤリ
ア欧州社を設立しました。2010年には、省エネトッ
プクラスの熱源機器「ユニバーサルスマートX」を
提供し、2015年にはさらに進化した「同3シリー
ズ」が省エネ大賞を受賞しました。また、2015年
には低地球温暖化係数の冷媒R32を採用し
た「ウルトラパワーエコ」を開発しました。

国内外事業の強化および拡大、
産業用熱源機器でトリプル受賞※1
2016年には、東芝テクノシステム（株）を100％子
会社化して国内サービス事業の強化を図るととも
に、海外では東芝キヤリア北米社、東芝キヤリア・
インド社を設立し、さらなる事業の拡大を図りまし
た。2017年には「ユニバーサルスマートX EDGE」
が、地球温暖化防止活動環境大臣表彰と省エネ
大賞を受賞。搭載されたツインロータリーコンプ
レッサーも（公社）日本冷凍空調学会技術賞を受賞
し、世界最大能力※2を誇っています。

環
境
保
全
活
動

製
品
の
変
遷

2011～2015年
2016年～現在 新拠点を加え国内外各拠点で、

多岐にわたる環境活動を展開
2019年7月に開始されるRoHS追加物質対応を
確実に進めるとともに、インドに設立した新拠点
をはじめ、グループ全体で確実に環境リスクの撲
滅に努めていきます。また、「東芝キヤリアecoス
タイルリーダー」を2020年に向けて200名に拡大、
事業系化学物質管理システム「TOCACHEF」の
タイ拠点への展開、新技術棟の建設に伴う富士
工場のビオトープ移転を実施します。

低地球温暖化係数の冷媒を
採用した機種のさらなる展開
先進の技術開発を加速するために、2019年12
月末竣工予定で、富士工場内に最新鋭の「新技
術棟」を建設します。さらに、中国市場の需要拡
大に対応し、中国拠点での開発・製造力を強化す
るため、新社屋の完成・移転・稼働開始を2019
年度内で予定しています。製品開発については、
低地球温暖化係数の冷媒を採用した機種の
開発を進め、さらなるCO2削減に
寄与していきます。

～1998年 1999～2005年 2006～2010年

※1  P16参照
※2  2018年7月当社調べ

※P15参照

3 東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2018 4東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2018ろ論より証拠 はじめる 省エネ（関係会社／大川 篤）



メソポタミア文明

エジプト文明 インダス文明

中国文明

皆さんは「水」のことを、どこまで知っていますか。 水に関する問題にみんなで挑戦してみましょう。

世界の生活水使用量 出典：（公財）水道技術研究センター（2017）「水道の国際比較に関する研究」より抜粋（ℓ/日・人）
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データの調査年は
各都市、各国で
異なります。

地球の財産地球の財産
水水はは

人と水、水と社会人と水、水と社会

生命維持のために大切な「水」の問題です。
人間は体重の約何%の水分を失うと
命が危うくなるのでしょうか。

生命維持のために大切な「水」の問題です。
人間は体重の約何%の水分を失うと
命が危うくなるのでしょうか。

地球上に生きるも ののほとんどは、
水のおかげで生命 を維持しています。

人間はさらに、文明が発展 する過程で、農業や工業と
いった産業に、原材料や エネルギー源として水を

利用してきました。一方、世界 にはさまざまな理由から、
深刻な水不足に直面してい る人々がいます。国連では、
地球上のすべての人が水に 困らないようにすることを、

SDGsの目標の一つに掲げてい ます。この特集では、私たちと
密接にかかわる水について掘 り下げてみたいと思います。

アフリカ大陸には50以上の国がありますが、サハラ
砂漠よりも南に位置する国々だけでも、330万人を超
える子どもたちが水を長時間かけて運び、飲んでいま
す。水で命を維持するはずが、逆に不衛生な水が原因
で、年間約30万人の子どもが命を
落としているといわれています。遠く
まで出かけて水源にたどり着いて
も、そこの水は泥や動物のふん尿な
どが混じった危険な水なのです。

水分を全く
摂取しないと、

人はわずか数%の
水分消失でも失神
してしまうんだよ。

水の安全性についての問題です。
世界の全人口約75億人のうち、安全な飲み水を
入手することができない人はどのくらいでしょうか。

水の安全性についての問題です。
世界の全人口約75億人のうち、安全な飲み水を
入手することができない人はどのくらいでしょうか。

①約 11 億人　②約 21 億人　③約 31 億人①約 11 億人　②約 21 億人　③約 31 億人

大地震などで水道が使えない生活を経
験した日本人は、救援で届いた貴重な
水を大切に使うためにさまざまな工夫
をしました。食事の時、お皿にラップをかけて使い、食事後
はラップを捨てるだけで済ませたり、チャック付きポリ袋と
少量の水で洗濯をしました。災害の規模によっては、水道の
復旧まで時間がかかります。普段は水に困らない私たちも、
いざという時のための心構えが大切なのです。

「世界トイレの日」をご存じですか。
2001年11月19日に世界トイレ機関
（WTO）が世界トイレサミットを開催し
たのを記念してこの日が誕生しました。人口約13億人のイン
ドでは、多くの人の家にトイレがなく、野外で排泄していると
いわれています。動物に襲われる事故や子どもの連れ去り事
件も起きているため、家庭の新設トイレを増やし、2019年ま
でに野外排泄をなくそうという取り組みが進められています。

大河流域に起こった古代文明に関する問題です。
豊かな水をたたえ、古代人の暮らしを支えた大河で、
最長の川はどれでしょう。

大河流域に起こった古代文明に関する問題です。
豊かな水をたたえ、古代人の暮らしを支えた大河で、
最長の川はどれでしょう。

私たちが使う生活用水についての問題です。
日本とアメリカは、1人1日平均の水使用量がほぼ同じですが、
アメリカより日本の方が多い用途は何でしょうか。

私たちが使う生活用水についての問題です。
日本とアメリカは、1人1日平均の水使用量がほぼ同じですが、
アメリカより日本の方が多い用途は何でしょうか。

世界のみんなから、水に関する 各国の話が寄せられています。
アフリカの水事情はとても厳しい インドでは家にトイレを

つくることが急務
日本に住む私たちも水の
ありがたさを知っています

太陽暦をつくる
きっかけになった

川だね。

生活スタイルの
違いがこの差に

なっているのかな。

Q1

Q2

Q3

Q4

①風呂・シャワー
②トイレ　③洗濯
①風呂・シャワー
②トイレ　③洗濯

①約 20%　②約 30%　③約 40%①約 20%　②約 30%　③約 40%

①中国文明の黄河　②インダス文明のインダス川
③メソポタミア文明のチグリス・ユーフラテス川
④エジプト文明のナイル川

①中国文明の黄河　②インダス文明のインダス川
③メソポタミア文明のチグリス・ユーフラテス川
④エジプト文明のナイル川

ヒント

ヒント

ヒント

ヨーロッパと
アフリカを

合わせた人口よりも
多いんだよ。

ヒント

遠くの川まで水を汲みに行くアフリカの子どもたち
出典：（公財）日本ユニセフ協会（2017）

屋外排泄を余儀なくされているインドの人たち
（ガンジス川流域）

世界人口
約75億人

安全な
水を飲める

人たち

お皿はラップでくるんで
食べ物をのせる

少ない水の洗濯で節水

食器を汚さない工夫で節水

不衛生な
水しか飲めない

人たち

答えは
7ページ

答えは
8ページ

答えは
8ページ答えは

7ページ

80%
70%

65%

60% 55%
50～55%

新生児 乳児 幼児 成人男性 成人女性 高齢者

人の体の
水分量

洗剤
水

靴下や下着など

川の水は
濁っていて

あまりきれい
じゃないんだ。

   私の 家には
トイレ がなく

   と ても
不便 なの。

普段から
水を大事に
使おうね！

特集 1

People and water, water and soci  ety. Water is the earth’s treasure.
人与水，水与社会 。水是地球的财产

5 東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2018 6東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2018は廃棄物 知恵と工夫でリサイクル（関係会社／佐野 優）



メソポタミア文明

エジプト文明 インダス文明

中国文明

皆さんは「水」のことを、どこまで知っていますか。 水に関する問題にみんなで挑戦してみましょう。

世界の生活水使用量 出典：（公財）水道技術研究センター（2017）「水道の国際比較に関する研究」より抜粋（ℓ/日・人）
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データの調査年は
各都市、各国で
異なります。

地球の財産地球の財産
水水はは

人と水、水と社会人と水、水と社会

生命維持のために大切な「水」の問題です。
人間は体重の約何%の水分を失うと
命が危うくなるのでしょうか。

生命維持のために大切な「水」の問題です。
人間は体重の約何%の水分を失うと
命が危うくなるのでしょうか。

地球上に生きるも ののほとんどは、
水のおかげで生命 を維持しています。

人間はさらに、文明が発展 する過程で、農業や工業と
いった産業に、原材料や エネルギー源として水を

利用してきました。一方、世界 にはさまざまな理由から、
深刻な水不足に直面してい る人々がいます。国連では、
地球上のすべての人が水に 困らないようにすることを、

SDGsの目標の一つに掲げてい ます。この特集では、私たちと
密接にかかわる水について掘 り下げてみたいと思います。

アフリカ大陸には50以上の国がありますが、サハラ
砂漠よりも南に位置する国々だけでも、330万人を超
える子どもたちが水を長時間かけて運び、飲んでいま
す。水で命を維持するはずが、逆に不衛生な水が原因
で、年間約30万人の子どもが命を
落としているといわれています。遠く
まで出かけて水源にたどり着いて
も、そこの水は泥や動物のふん尿な
どが混じった危険な水なのです。

水分を全く
摂取しないと、

人はわずか数%の
水分消失でも失神
してしまうんだよ。

水の安全性についての問題です。
世界の全人口約75億人のうち、安全な飲み水を
入手することができない人はどのくらいでしょうか。

水の安全性についての問題です。
世界の全人口約75億人のうち、安全な飲み水を
入手することができない人はどのくらいでしょうか。

①約 11 億人　②約 21 億人　③約 31 億人①約 11 億人　②約 21 億人　③約 31 億人

大地震などで水道が使えない生活を経
験した日本人は、救援で届いた貴重な
水を大切に使うためにさまざまな工夫
をしました。食事の時、お皿にラップをかけて使い、食事後
はラップを捨てるだけで済ませたり、チャック付きポリ袋と
少量の水で洗濯をしました。災害の規模によっては、水道の
復旧まで時間がかかります。普段は水に困らない私たちも、
いざという時のための心構えが大切なのです。

「世界トイレの日」をご存じですか。
2001年11月19日に世界トイレ機関
（WTO）が世界トイレサミットを開催し
たのを記念してこの日が誕生しました。人口約13億人のイン
ドでは、多くの人の家にトイレがなく、野外で排泄していると
いわれています。動物に襲われる事故や子どもの連れ去り事
件も起きているため、家庭の新設トイレを増やし、2019年ま
でに野外排泄をなくそうという取り組みが進められています。

大河流域に起こった古代文明に関する問題です。
豊かな水をたたえ、古代人の暮らしを支えた大河で、
最長の川はどれでしょう。

大河流域に起こった古代文明に関する問題です。
豊かな水をたたえ、古代人の暮らしを支えた大河で、
最長の川はどれでしょう。

私たちが使う生活用水についての問題です。
日本とアメリカは、1人1日平均の水使用量がほぼ同じですが、
アメリカより日本の方が多い用途は何でしょうか。

私たちが使う生活用水についての問題です。
日本とアメリカは、1人1日平均の水使用量がほぼ同じですが、
アメリカより日本の方が多い用途は何でしょうか。

世界のみんなから、水に関する 各国の話が寄せられています。
アフリカの水事情はとても厳しい インドでは家にトイレを

つくることが急務
日本に住む私たちも水の
ありがたさを知っています

太陽暦をつくる
きっかけになった

川だね。

生活スタイルの
違いがこの差に

なっているのかな。

Q1

Q2

Q3

Q4

①風呂・シャワー
②トイレ　③洗濯
①風呂・シャワー
②トイレ　③洗濯

①約 20%　②約 30%　③約 40%①約 20%　②約 30%　③約 40%

①中国文明の黄河　②インダス文明のインダス川
③メソポタミア文明のチグリス・ユーフラテス川
④エジプト文明のナイル川

①中国文明の黄河　②インダス文明のインダス川
③メソポタミア文明のチグリス・ユーフラテス川
④エジプト文明のナイル川

ヒント

ヒント

ヒント

ヨーロッパと
アフリカを

合わせた人口よりも
多いんだよ。

ヒント

遠くの川まで水を汲みに行くアフリカの子どもたち
出典：（公財）日本ユニセフ協会（2017）

屋外排泄を余儀なくされているインドの人たち
（ガンジス川流域）
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普段から
水を大事に
使おうね！

特集 1

People and water, water and soci  ety. Water is the earth’s treasure.
人与水，水与社会 。水是地球的财产

5 東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2018 6東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2018に２２度 妻は隣で 凍えてる（川崎／クールビューティー）　ほボイラーを やめて省エネ CAONS加温（掛川／しぐまりか）



下水道下水道

工場の生活用水
(トイレなど)

地下水地下水

河川へ
放流

河川へ
放流

富士工場では敷地内の
地下水を汲み上げて利用
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資料：総務省「平成25年度版情報通信白書」より
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世界人口と水ストレス人口の推移予測

水ストレス状態の人口
（１人当たりの年間使用可能量が
 1,700ℓ以下で、日常生活に不便
 を感じる状態）

世界人口

2050年には
水ストレス人口が
50億人

以上に

水は地球を旅しています
毎年3月22日は、1992年12月
の国連総会で制定された「世界
水の日」です。制定から23年経
過した2015年に国連で採択さ
れたSDGsでは、極度の貧困を
根絶するためには「水問題の解
決」が重要だとし、2030年まで
の目標にもなっています。

水需要が年々増加している日
本では、2014年7月に施行さ
れた水循環基本法で毎年8月
1日を「水の日」とし、この日か
らの1週間を「水の週間」に定
めています。水が健全に循環
することで、さまざまな形で
水の恵みがもたらされること
への思いは、世界も日本も同
じです。

Water circulates around the world / 水贯穿整个地球

地球を巡る水の 大切さを改めて考えましょう。

人の命や健康に対する影響人の命や健康に対する影響

自然環境や社会に対する影響自然環境や社会に対する影響

生活や産業に対する影響生活や産業に対する影響

世界
水の日

日本の
「水の日／
水の週間」

私たちの身の回りにある空調機器や給湯関連機器にも、水に関連したさまざまな機能が
備わっています。東芝キヤリアはそれらをつくるプロセスでも、水としっかり向き合っています。

水による熱搬送・散水ノズル・結露水の有効利用

水は、固体・液体・気体に姿を変えなが
ら空、陸、海を回っています。一年を通
じ、降雨や降雪で地表には新しい水が
加わる一方、大気中に蒸発します。その
量はほぼ同じで、地球全体では循環に
よってバランスが取れています。もし、
極端に降雨量が変化したり、北極の氷
のとけるスピードが早くなったりする
と、循環のバランスが崩れて環境にも
大きな影響をおよぼしてしまいます。ま
た、生活や産業などで使用された水の
80%以上が、排水として自然に流され
ていることを踏まえると、世界的な視点
で「水循環」による水資源の活用を考え
る時代になっています。

熱搬送には、空気だけで行う方式や冷媒
という特殊なガスを使う方式のほかに、
水と空気を組み合わせる、または水だけ
で行う方式があります。水を使うことの
メリットは、熱交換率が高くなり、しかも
廃熱を抑えられることです。東芝キヤリ
アは、冷凍空調機器製品に水冷方式の
技術を取り入れることで、省エネ性を向
上させました。ほかにも、ノズルを付けて
散水し、空調の効率性能を高めたり、冷
房運転中に出る結露水を利用して熱交
換器フィンを自己洗浄したりして、省エ
ネや節電に貢献しています。

日本の人口はこれから減少すると言われています が、世界的には人口増で水需要はますます増えてい
くことが予想されます。「世界子ども水シンポジウ ム」では、水に関するさまざまな課題が浮き彫りにな
りました。人間にとって、水は生命や生活の維持に 絶対必要であることを認識する一方で、利用できる
水は限りある資源であることを考えなければなり ません。そのうえで水の循環に目を向け、汚染や使い
すぎでお互い困ることのないよう、使い方の工夫 をしていくことが必要です。

熱交換効率
向上のために

製品と水
節水の

ための工夫

製品と水
工場内での再利用や
生態系維持のために

製造工程と水
リモコンでお湯使用量の 見える化、銀イオンで清潔なお湯

東芝キヤリアのエコキュート「ESTIA」は、毎日
のお風呂でも水に関連した機能を製品に付加
しています。つい、出しっ放しになりがちな給湯
やシャワーでは、浴室リモコンを使うと1人当た
りの給湯使用量を表示でき、節水意識につなが
ります。また、浴槽のお湯は時間の経過とともに
細菌が発生しやすくなるこ
とから、翌朝でも清潔なお湯
を使うことができる銀イオン
発生ユニットを湯はり水路
に取り付けました。これによ
り、お湯の入れ替え回数を
減らすことができます。

水資源の確保と有効利用・排水量の削減

東芝キヤリアは、冷凍空調機
器を製造する工程で排出さ
れた水について、法令規制値
よりもさらに厳しい自主基準
値を設けています。数値を超
えないように監視、測定、管
理を徹底し、適正な排水処理
を行ったうえで敷地外の河
川へ放流しています。また、地
下水を工業用や工場内の生
活用水として使用したり、動
植物の生息を助けるビオトー
プで使用したりしています。

水の
良い影響と
悪い影響

水は製品にも、製造工程にも欠かせません

の答え
①約20%①約20%

の答え
②約21億人②約21億人 ④エジプト文明の

　ナイル川
④エジプト文明の
　ナイル川

Q1 Q2
の答え
Q3

の答え
Q4 ①風呂・シャワー①風呂・シャワー

日本人は、湯船にお湯を入れるだけではなく、
シャワーを使う機会も増えてきました。残り湯を

次の日も使うなど、節水を心がけたいですね。

成人男性の体は約60%が水です。
体重の10%の水が消失すると循環不全に陥り、

20%の消失では死に至ると言われています。

約21億人のうち、約1.6億人が未処理の
地表水と呼ばれる「湖水、河川水、用水路水」

などを使っています。

全長約6,700㎞にもおよぶナイル川は、規則的に氾濫し
肥沃な土壌と水を運んだことで農耕に恵みをもたらしました。

この規則性から太陽暦ができたといわれています。

ユニバーサルスマートX3の
散水ノズル

 水の摂取は
老廃物を尿で

出すなど、健康を
維持してくれる

動植物の
生育を促し、

人々に豊かな自然の
恵みを与える

体内の水分が
適正に保たれないと

健康状態に
影響をおよぼす

主に人間活動が
原因の水質汚濁問題や
水資源配分問題などの

「水紛争」が勃発

水の再利用技術を
活かした製品や
システムなどが

普及する

人口増や産業の
成長で水需要が高まり、

「水ストレス」
状態になる

良 悪

良 悪

良 悪

世界にも
日本にも

「水の日」が
あるんだよ。

細菌をほぼ不  活性化し翌朝でも「キレイ」な状態を保ちます

湯はり
直後

入浴後
翌朝入浴中

湯はり直後は
キレイ

翌朝でも
キレイを保つ

入浴時に
菌が混入

銀イオンが菌を
不活性化

銀イオン
なし

銀イオン
あり

銀イオン
なし

銀イオン
あり

飲み物
食事

飲み物
食事

呼吸
発汗

尿と便

呼吸
発汗

尿と便
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地下水地下水

河川へ
放流

河川へ
放流

富士工場では敷地内の
地下水を汲み上げて利用
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資料：総務省「平成25年度版情報通信白書」より
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世界人口と水ストレス人口の推移予測

水ストレス状態の人口
（１人当たりの年間使用可能量が
 1,700ℓ以下で、日常生活に不便
 を感じる状態）

世界人口

2050年には
水ストレス人口が
50億人

以上に

水は地球を旅しています
毎年3月22日は、1992年12月
の国連総会で制定された「世界
水の日」です。制定から23年経
過した2015年に国連で採択さ
れたSDGsでは、極度の貧困を
根絶するためには「水問題の解
決」が重要だとし、2030年まで
の目標にもなっています。

水需要が年々増加している日
本では、2014年7月に施行さ
れた水循環基本法で毎年8月
1日を「水の日」とし、この日か
らの1週間を「水の週間」に定
めています。水が健全に循環
することで、さまざまな形で
水の恵みがもたらされること
への思いは、世界も日本も同
じです。

Water circulates around the world / 水贯穿整个地球

地球を巡る水の 大切さを改めて考えましょう。

人の命や健康に対する影響人の命や健康に対する影響

自然環境や社会に対する影響自然環境や社会に対する影響

生活や産業に対する影響生活や産業に対する影響

世界
水の日

日本の
「水の日／
水の週間」

私たちの身の回りにある空調機器や給湯関連機器にも、水に関連したさまざまな機能が
備わっています。東芝キヤリアはそれらをつくるプロセスでも、水としっかり向き合っています。

水による熱搬送・散水ノズル・結露水の有効利用

水は、固体・液体・気体に姿を変えなが
ら空、陸、海を回っています。一年を通
じ、降雨や降雪で地表には新しい水が
加わる一方、大気中に蒸発します。その
量はほぼ同じで、地球全体では循環に
よってバランスが取れています。もし、
極端に降雨量が変化したり、北極の氷
のとけるスピードが早くなったりする
と、循環のバランスが崩れて環境にも
大きな影響をおよぼしてしまいます。ま
た、生活や産業などで使用された水の
80%以上が、排水として自然に流され
ていることを踏まえると、世界的な視点
で「水循環」による水資源の活用を考え
る時代になっています。

熱搬送には、空気だけで行う方式や冷媒
という特殊なガスを使う方式のほかに、
水と空気を組み合わせる、または水だけ
で行う方式があります。水を使うことの
メリットは、熱交換率が高くなり、しかも
廃熱を抑えられることです。東芝キヤリ
アは、冷凍空調機器製品に水冷方式の
技術を取り入れることで、省エネ性を向
上させました。ほかにも、ノズルを付けて
散水し、空調の効率性能を高めたり、冷
房運転中に出る結露水を利用して熱交
換器フィンを自己洗浄したりして、省エ
ネや節電に貢献しています。

日本の人口はこれから減少すると言われています が、世界的には人口増で水需要はますます増えてい
くことが予想されます。「世界子ども水シンポジウ ム」では、水に関するさまざまな課題が浮き彫りにな
りました。人間にとって、水は生命や生活の維持に 絶対必要であることを認識する一方で、利用できる
水は限りある資源であることを考えなければなり ません。そのうえで水の循環に目を向け、汚染や使い
すぎでお互い困ることのないよう、使い方の工夫 をしていくことが必要です。

熱交換効率
向上のために

製品と水
節水の

ための工夫

製品と水
工場内での再利用や
生態系維持のために

製造工程と水
リモコンでお湯使用量の 見える化、銀イオンで清潔なお湯

東芝キヤリアのエコキュート「ESTIA」は、毎日
のお風呂でも水に関連した機能を製品に付加
しています。つい、出しっ放しになりがちな給湯
やシャワーでは、浴室リモコンを使うと1人当た
りの給湯使用量を表示でき、節水意識につなが
ります。また、浴槽のお湯は時間の経過とともに
細菌が発生しやすくなるこ
とから、翌朝でも清潔なお湯
を使うことができる銀イオン
発生ユニットを湯はり水路
に取り付けました。これによ
り、お湯の入れ替え回数を
減らすことができます。

水資源の確保と有効利用・排水量の削減

東芝キヤリアは、冷凍空調機
器を製造する工程で排出さ
れた水について、法令規制値
よりもさらに厳しい自主基準
値を設けています。数値を超
えないように監視、測定、管
理を徹底し、適正な排水処理
を行ったうえで敷地外の河
川へ放流しています。また、地
下水を工業用や工場内の生
活用水として使用したり、動
植物の生息を助けるビオトー
プで使用したりしています。

水の
良い影響と
悪い影響

水は製品にも、製造工程にも欠かせません

の答え
①約20%①約20%

の答え
②約21億人②約21億人 ④エジプト文明の

　ナイル川
④エジプト文明の
　ナイル川

Q1 Q2
の答え
Q3

の答え
Q4 ①風呂・シャワー①風呂・シャワー

日本人は、湯船にお湯を入れるだけではなく、
シャワーを使う機会も増えてきました。残り湯を

次の日も使うなど、節水を心がけたいですね。

成人男性の体は約60%が水です。
体重の10%の水が消失すると循環不全に陥り、

20%の消失では死に至ると言われています。

約21億人のうち、約1.6億人が未処理の
地表水と呼ばれる「湖水、河川水、用水路水」

などを使っています。

全長約6,700㎞にもおよぶナイル川は、規則的に氾濫し
肥沃な土壌と水を運んだことで農耕に恵みをもたらしました。

この規則性から太陽暦ができたといわれています。

ユニバーサルスマートX3の
散水ノズル

 水の摂取は
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出すなど、健康を
維持してくれる
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システムなどが

普及する

人口増や産業の
成長で水需要が高まり、
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状態になる

良 悪
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富士工場で温水機器設計を担当しています。
「CAONS」や「エコキュート」の開発、ファー
ムウエアの開発を行っています。水関連機
器の開発設計リーダーとして、節水をコン
セプトにした製品開発を行うなど、環境調和
型製品に取り組んでいます。

富士工場
冷機温水設計部矢口 正彦

や　 ぐち 　  まさ  ひこ

コンプレッサーの圧縮機構部の精密仕上
げでは、さまざまな形で大量の水を使い
ます。富士工場は、資源の有効活用など
環境への取り組みを積極的に実践してい
ますが、排水処理についても環境に十分
配慮しています。

富士工場
製造部澤木 義幸

さわ　き 　　よし　ゆき

工場勤務の経験はなく、富士工場を訪れ
たのは今回が初めてですが、一般的な生
活者の視点で、節水をはじめ、水との向き
合い方に対する意見を持っています。eco
検定に合格し、「東芝キヤリアecoスタイ
ルリーダー」になりました。

川崎本社
国内事業部鈴野 留美子

すず　の　　　る　 み　　こ

工場排水の水質検査を行っています。
製造工程やそのほか工場内の各所から
排出された水を毎日採水し、化学的な見
地から適正に処理されているかを検査し
ます。そして、最終放流口から敷地外の
河川へ流すことが可能かを判断します。

富士工場
環境工務担当小澤 京子

お　 ざわ 　きょう　こ

鈴野）私は川崎本社勤務で、しかも内勤ですから富士工場は初めてで
す。まず驚いたのは、敷地の広さですね。敷地内をバスで移動し、今回の
座談会のテーマである工程や施設を見学してみて、当社として水の管
理に関して、緻密な取り組みを行っていることに驚きを感じました。
澤木）エアコンの心臓部であるコンプレッサーの製造工程では、鋳物の
研磨や切削、加工処理や完成品の洗浄などでたくさんの水を使います。
見学した洗浄工程と前処理工程は、もちろん鈴野さんは初めて見るもの
だと思いますが、水使用の多さをご理解いただけたと思います。

鈴野）コンプレッサーが組み
込まれた製品の完成形しか目
にすることがなかった私にとっ
ては、工程の多さも驚きでした。
それと同時に、1つの製品をつ
くるさまざまなステップで、水が
重要な役割を果たしていること
を実感しました。
澤木）そうですね。工程によっ

ては、酸やアルカリの薬品が混ざった水を使います。そのまま排水してしま
うと法定基準値を超えてしまうので、適切な管理を行い、pH値には特に
気を付けています。pH計をご覧いただいたと思いますが、しっかり数値管
理していることがお分かりになったと思います。
小澤）各部門から排水され、最後に最終放流口に集まって一般の河川
に流れるわけですが、水質検査室では河川に出る手前の状態を2回採
取して検査します。澤木さんがおっしゃったpH値はもちろん、SS※1、
COD※2、鉄、亜鉛なども検査対象です。また、排水だけでなく年間計画
に基づいて、地下水の検査も行っています。
矢口）製品を構成する部品の重量をできるだけ減らしたり、使う部品その
ものを減らしたりすることが環境調和型製品の設計で気を遣うことですが、
富士工場勤務の私でさえ、普段立ち入ることがない場所を見学し、また、

放流する前にここまで厳しい水質検査を行っていることを初めて知りました。
鈴野）製品そのものにも水が使われているものが多いですよね。先ほど
ショールームで拝見しましたが、私たちが普段何気なく使っている製品が、
水をうまく利用していることが矢口さんの説明で理解できました。
矢口）冷機温水設計部が担当する製品のほとんどは、その名のとおり水
を扱っています。「CAONS※3」や「Air toWater※4」では、水は熱を移
動させる媒体として循環させて使っているため、外に排出されることはあ
りません。また、家庭用や業務用のエコキュートは水を使い、そのまま排水
しますが、これらはお客さまの家計を助ける節水がキーワードになります。

小澤）家庭では水の使い過ぎを気にしますね。矢口さんが先ほどショー
ルームで説明してくれた「使用した水の量が記録できる」に、思わず食い
ついてしまいました。説明ではお風呂の話でしたが、台所でも使えるのが
魅力的だと思いました。
矢口）エコキュート「ESTIA※5」はデータを取って見える化し、節水に役
立てることができます。また、水の一定使用量ごとに音で知らせることもでき
るので、我が家ではリビングでテレビを観ているときなど息子が何リットル
使ったな、とすぐに分かりますよ。
鈴野）気付かされると、人間心理として少しは遠慮しますよね。シャワーの
お湯を出しっ放しにしない、洗濯にお風呂の残り湯を使う、家庭でできる
節水はそれくらいかもしれませんが、川崎本社のトイレには流す水の量が
省エネ自動設定であることが記されています。
澤木）確かに会社のトイレの水は、人数が多いと相当な量になるでしょう。まし
て、温水洗浄トイレが暮らしに定着しましたから、家庭でも昔に比べてトイレの
水使用量が増えていることは間違いありません。また同様に水を使う食洗機
にしてもそうですが、使用量が見えると見えないとでは、節水意識に大きな違
いが出ると思います。

「循環」「節水」、そして「生命」を語らずして、水は語れない「循環」「節水」、そして「生命」を語らずして、水は語れない

コンプレッサーの製造工程で使われた水の
排水処理を見学し、それぞれの立場で
感じたことをお聞かせください。

There can be no discussion of water without mention of circulation, water conservation and life  / 只要谈到“循环利用”“节约用水”以及“生命”的话题  就会涉及到水

特集❶人と水、水と社会（世界子ども水シンポジウム）では、生命を育み維持していくための水、水のありがたさを
実感させられる世界各国の実情などを紹介しました。また、東芝キヤリアの製品や製造工程における
水とのかかわりを解説し、企業としてしっかり水と向き合っていることを紹介しました。それを受け、
社内で製品開発リーダーや水を使う製造工程の責任者、排水処理の専門分野に携わる担当者、
そして「東芝キヤリアecoスタイルリーダー」が集い、座談会を行いました。

製品に採用されている節水のための工夫、
また、仕事や私生活で節水について
思うことをお聞かせください。
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CAONSシリーズの展示の様子（富士工場のショールーム「AIRS」内）

コンプレッサーの組み立て前の洗浄工程

※1 Suspended Solids（懸濁物質／浮遊物質）
 水質汚濁の指標として、基準値が定められている
※2 Chemical Oxygen Demand（化学的酸素要求量）
 水中の有機物を酸化剤によって酸化するのに消費される酸素量

※3 「CAONS」 P16、17参照
※4 「Air to Water」 P17参照
※5 エコキュート「ESTIA」 P17参照
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富士工場で温水機器設計を担当しています。
「CAONS」や「エコキュート」の開発、ファー
ムウエアの開発を行っています。水関連機
器の開発設計リーダーとして、節水をコン
セプトにした製品開発を行うなど、環境調和
型製品に取り組んでいます。

富士工場
冷機温水設計部矢口 正彦

や　 ぐち 　  まさ  ひこ

コンプレッサーの圧縮機構部の精密仕上
げでは、さまざまな形で大量の水を使い
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ますが、排水処理についても環境に十分
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富士工場
製造部澤木 義幸

さわ　き 　　よし　ゆき
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たのは今回が初めてですが、一般的な生
活者の視点で、節水をはじめ、水との向き
合い方に対する意見を持っています。eco
検定に合格し、「東芝キヤリアecoスタイ
ルリーダー」になりました。
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すず　の　　　る　 み　　こ
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お　 ざわ 　きょう　こ
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鈴野）コンプレッサーが組み
込まれた製品の完成形しか目
にすることがなかった私にとっ
ては、工程の多さも驚きでした。
それと同時に、1つの製品をつ
くるさまざまなステップで、水が
重要な役割を果たしていること
を実感しました。
澤木）そうですね。工程によっ

ては、酸やアルカリの薬品が混ざった水を使います。そのまま排水してしま
うと法定基準値を超えてしまうので、適切な管理を行い、pH値には特に
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澤木）富士工場は創業から約80年という歴史のある工場ですから、
水をたくさん使わざるを得ない古い設備があるのも事実です。この仕事
に就いていて、新しい技術の登場が待ち遠しいのは正直なところです。
例えば、排水が行われた段階ですぐに何らかの処理ができれば、その
後のプロセスも不要になりますよね。
小澤）技術の進歩と人間の努力は、並行して進まなければならないと思
います。地道な作業に技術が加われば、浄化・節水の両面で今よりも
視界が開けてくるのではないでしょうか。

澤木）部品を洗浄しなくて済めばよいのでしょうが、なかなかそういうわけ
にはいかないと思います。しかし、少しでも洗浄レス化が進めば排水量も
減り、節水にもつながるはずですよね。
矢口）製造時にたくさんの水を使用していたものを、設計段階で使う
材料を工夫するなどして改善できないか、と考えるきっかけをもらったよ
うな気がします。12時間という水の処理時間も短くなれば省エネにもな
りますね。

澤木）本音は処理施設の稼働時間をもっと短くしたいですが、今の対
流方式では、24時間稼働させなければならない状況です。時間がか
かっても微生物に分解してもらう方法を採用しています。これも、環境に
配慮した考え方ですよ。

小澤）私は、この仕事に就くまでは節水のことはあまり考えませんでした。
排水についても、気にせず流していたと思います。しかし、水質検査を行
うようになってから、pHやCODなどについての化学的な知識も深まり、水
と生物との切っても切れない関係性を目の当たりにしてくると、基本は汚
いものを流さないことだと思うようになりました。
矢口）私も同感です。工場ではさまざまな人が働いています。毎日の仕
事では、自分の周囲だけしか気にしないものですが、一人ひとりが水に
対する意識を少しずつ変えれば、循環する水に貢献できるはずですね。
工場を一つのコミュニティーと考え、この考えを自治体、国、そして地球全
体へと展開できればよいですね。
鈴野）日本では蛇口をひねればきれいな水が出るのが当たり前です。地
球上には、水で困っている国がたくさんあると思います。日本人は、水が
生きていくうえで大切なものだということを、災害などをきっかけに知るくら
いで、普段は忘れがちになっているのではないでしょうか。
小澤）そのとおりですね。地震などの災害でライフラインが寸断された時、
支援された限られた水で急場をしのいでいる様子を報道で目にすると、
本当に水のありがたみが身に沁みてきます。
鈴野）食料を輸入に頼っている日本ですから、私たちは、輸入する食料
自体、他国の水によって育てられたものであるという自覚を持つべきで
しょう。そう考えると、水も輸入しているという意識があってもよいかもしれま
せん。汚染された水で育った食料を口にすることは、汚染物質を口に入
れることになるわけです。一般的な立場から「水は生命の源」であること
を、富士工場の取り組みから考えさせられた1日でした。

矢口）水を節約するために、お風呂の残り湯をポンプで汲み上げて洗
濯に使う工夫は昔から行われていました。しかし、今は洗剤を入れて洗
う時だけにして、すすぎはきれいな水を使うご家庭も多いようです。その点、
銀イオンを使うと翌日の入浴時もお湯はきれいに保てますから、洗濯でも
きれいな状態でお使いいただけます。入浴でも、湯はりの量を少なくする
などの工夫で節水できると思いますよ。
澤木）製品開発では、水の使用量に対する配慮がよく分かりました。製
造工程では、冷却水の使用を一部循環方式に入れ替えるなどの工夫
で節水に取り組んでおり、富士工場では年間約4,500ℓ削減できました。
加工工程でも水の循環による処理を行っていますが、1週間に1回は替
えなければなりません。排水できるまでの処理には12時間かかるので、
もっと工夫が必要ですね。
小澤）12時間の処理を経て最終放流口まで送られてきた水は、魚が生
息できるくらいきれいになっています。私が水質検査室の勤務になってか
らは、その数は増えているようです。しかし、汚れた水の処理には水を使う
のも事実です。富士工場では、微生物による処理も行っていますが、汚
染された水を出さないことが、節水につながることを忘れてはいけませんね。

澤木）加工に使った汚い水が、魚が生
息できるまできれいになるのは驚きました。
製造工程では、使う水の量を減らすのか、
汚れの度合いを低くするのか、少ない水
で加工できる方法はないかなど、考えるこ
とがたくさんあるような気がします。

鈴野）私は、環境の資格検定の存在を知らなかったのですが、ニュー
スなどを見ていて自然に知識が蓄積したのを実感できたので、eco検定
に挑戦してみました。それがきっかけで、会社ではecoスタイルリーダーに
登録されています。水がテーマの座談会に参加して、「水の循環」や
「酸性雨」に関する問題が出題されたことを思い出しました。

澤木）そうですね。私も、水を語る場合は「循環」がキーワードになると思
います。水の循環を考えた場合、CODの基準値を超えた水が巡り巡っ
て生物の生息にも影響してしまいますよね。もし異常が検知された時は、
瞬時に行動しないと最終放流口から外に出てしまい、循環の先にある生
態系を乱すことにもなりかねません。そのためのチェックは常に意識して
やっています。
小澤）採取した水を目視の段階で見極めることも重
要です。pH値の異常などが検知されれば、即刻適
切な指示を仰ぎますし、敷地内の各所に設置された
pH計が異常値を示せば、警報が鳴るようになってい
ます。私は、採水しながら構内を巡視しており、いつでも
チェックできるよう、ポケットにはpHの試験紙を入れています。異常時の
対応をスムーズにするため、訓練も欠かせないのです。
矢口）広い工場内でどこに異常の原因があるか、かなり綿密に追跡し
て場所を特定していくのですね。同じ工場にいながら全く知りませんでし
た。何かの拍子で起きてしまったことも、ここまで徹底的に追跡し、事態を
未然に防いでくれることに頭が下がります。
小澤）富士工場では、法の基準値より厳しい自主基準値を設けていま
す。自然界とワンクッションある下水に流すのではなく、直接、河川に放
流するので、地域住民の皆さまと信頼関係を築き、その関係を永続する
ためにも厳しい基準や緻密な検査は当然だと思っています。

　　　 それぞれの立場から
　　 これからの水との向き合い方
　 についてお聞かせください。

日常の水にも困っている国々に
比べ、水の大切さを感じにくい
日本に暮らす私たちだからこ
そ、気付くべきことがたくさん
あります。東芝キヤリア富士工

場の「排水処理」の取り組みは、「水の循環」「節水」
「水質検査」「製品開発に対する姿勢」など、どれを
取っても地道で緻密な取り組みばかりです。それぞ
れ違う立場の社員が、お互い第三者的な視点で見
学しつつ、また随所で専門的な説明をしながら、理
解を深め合いました。「環境と水」の関連の深さを
実感した座談会でした。
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水質検査室での分析作業の様子

富士工場の最終放流口に
生息する魚たち

工場敷地内のpH計

さまざまな地球環境問題がクローズアップ
されるなか、「水の循環」について思うことを
お聞かせください。

eco検定は、広く環境問題に関する知識を問われる検定で、
正式には「環境社会検定試験」と呼び、東京商工会議所が行っ
ています。世界的な環境意識の高まりに伴い、多くの製品やサー
ビスが環境を強く意識したものになるなか、複雑かつ多様化す
る環境知識を身に付けるため、幅広い方が受験しています。

eco
検定
とは

　　　　　　　　雨は一般的に大気中の二酸化炭素を吸収してpH6.5～
5.6程度の微弱な酸性を示しますが、人間の生産活動などから排出される硫
黄酸化物や窒素酸化物などを含むと、より強い酸性を示し酸性雨となりま
す。汚染物質が、水の循環に乗って地上の我々のもとへ戻ってくる現象であ
り、生態系や建築物への影響などが問題視されています。

酸性雨とは？
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澤木）富士工場は創業から約80年という歴史のある工場ですから、
水をたくさん使わざるを得ない古い設備があるのも事実です。この仕事
に就いていて、新しい技術の登場が待ち遠しいのは正直なところです。
例えば、排水が行われた段階ですぐに何らかの処理ができれば、その
後のプロセスも不要になりますよね。
小澤）技術の進歩と人間の努力は、並行して進まなければならないと思
います。地道な作業に技術が加われば、浄化・節水の両面で今よりも
視界が開けてくるのではないでしょうか。

澤木）部品を洗浄しなくて済めばよいのでしょうが、なかなかそういうわけ
にはいかないと思います。しかし、少しでも洗浄レス化が進めば排水量も
減り、節水にもつながるはずですよね。
矢口）製造時にたくさんの水を使用していたものを、設計段階で使う
材料を工夫するなどして改善できないか、と考えるきっかけをもらったよ
うな気がします。12時間という水の処理時間も短くなれば省エネにもな
りますね。

澤木）本音は処理施設の稼働時間をもっと短くしたいですが、今の対
流方式では、24時間稼働させなければならない状況です。時間がか
かっても微生物に分解してもらう方法を採用しています。これも、環境に
配慮した考え方ですよ。

小澤）私は、この仕事に就くまでは節水のことはあまり考えませんでした。
排水についても、気にせず流していたと思います。しかし、水質検査を行
うようになってから、pHやCODなどについての化学的な知識も深まり、水
と生物との切っても切れない関係性を目の当たりにしてくると、基本は汚
いものを流さないことだと思うようになりました。
矢口）私も同感です。工場ではさまざまな人が働いています。毎日の仕
事では、自分の周囲だけしか気にしないものですが、一人ひとりが水に
対する意識を少しずつ変えれば、循環する水に貢献できるはずですね。
工場を一つのコミュニティーと考え、この考えを自治体、国、そして地球全
体へと展開できればよいですね。
鈴野）日本では蛇口をひねればきれいな水が出るのが当たり前です。地
球上には、水で困っている国がたくさんあると思います。日本人は、水が
生きていくうえで大切なものだということを、災害などをきっかけに知るくら
いで、普段は忘れがちになっているのではないでしょうか。
小澤）そのとおりですね。地震などの災害でライフラインが寸断された時、
支援された限られた水で急場をしのいでいる様子を報道で目にすると、
本当に水のありがたみが身に沁みてきます。
鈴野）食料を輸入に頼っている日本ですから、私たちは、輸入する食料
自体、他国の水によって育てられたものであるという自覚を持つべきで
しょう。そう考えると、水も輸入しているという意識があってもよいかもしれま
せん。汚染された水で育った食料を口にすることは、汚染物質を口に入
れることになるわけです。一般的な立場から「水は生命の源」であること
を、富士工場の取り組みから考えさせられた1日でした。

矢口）水を節約するために、お風呂の残り湯をポンプで汲み上げて洗
濯に使う工夫は昔から行われていました。しかし、今は洗剤を入れて洗
う時だけにして、すすぎはきれいな水を使うご家庭も多いようです。その点、
銀イオンを使うと翌日の入浴時もお湯はきれいに保てますから、洗濯でも
きれいな状態でお使いいただけます。入浴でも、湯はりの量を少なくする
などの工夫で節水できると思いますよ。
澤木）製品開発では、水の使用量に対する配慮がよく分かりました。製
造工程では、冷却水の使用を一部循環方式に入れ替えるなどの工夫
で節水に取り組んでおり、富士工場では年間約4,500ℓ削減できました。
加工工程でも水の循環による処理を行っていますが、1週間に1回は替
えなければなりません。排水できるまでの処理には12時間かかるので、
もっと工夫が必要ですね。
小澤）12時間の処理を経て最終放流口まで送られてきた水は、魚が生
息できるくらいきれいになっています。私が水質検査室の勤務になってか
らは、その数は増えているようです。しかし、汚れた水の処理には水を使う
のも事実です。富士工場では、微生物による処理も行っていますが、汚
染された水を出さないことが、節水につながることを忘れてはいけませんね。

澤木）加工に使った汚い水が、魚が生
息できるまできれいになるのは驚きました。
製造工程では、使う水の量を減らすのか、
汚れの度合いを低くするのか、少ない水
で加工できる方法はないかなど、考えるこ
とがたくさんあるような気がします。

鈴野）私は、環境の資格検定の存在を知らなかったのですが、ニュー
スなどを見ていて自然に知識が蓄積したのを実感できたので、eco検定
に挑戦してみました。それがきっかけで、会社ではecoスタイルリーダーに
登録されています。水がテーマの座談会に参加して、「水の循環」や
「酸性雨」に関する問題が出題されたことを思い出しました。

澤木）そうですね。私も、水を語る場合は「循環」がキーワードになると思
います。水の循環を考えた場合、CODの基準値を超えた水が巡り巡っ
て生物の生息にも影響してしまいますよね。もし異常が検知された時は、
瞬時に行動しないと最終放流口から外に出てしまい、循環の先にある生
態系を乱すことにもなりかねません。そのためのチェックは常に意識して
やっています。
小澤）採取した水を目視の段階で見極めることも重
要です。pH値の異常などが検知されれば、即刻適
切な指示を仰ぎますし、敷地内の各所に設置された
pH計が異常値を示せば、警報が鳴るようになってい
ます。私は、採水しながら構内を巡視しており、いつでも
チェックできるよう、ポケットにはpHの試験紙を入れています。異常時の
対応をスムーズにするため、訓練も欠かせないのです。
矢口）広い工場内でどこに異常の原因があるか、かなり綿密に追跡し
て場所を特定していくのですね。同じ工場にいながら全く知りませんでし
た。何かの拍子で起きてしまったことも、ここまで徹底的に追跡し、事態を
未然に防いでくれることに頭が下がります。
小澤）富士工場では、法の基準値より厳しい自主基準値を設けていま
す。自然界とワンクッションある下水に流すのではなく、直接、河川に放
流するので、地域住民の皆さまと信頼関係を築き、その関係を永続する
ためにも厳しい基準や緻密な検査は当然だと思っています。

　　　 それぞれの立場から
　　 これからの水との向き合い方
　 についてお聞かせください。

日常の水にも困っている国々に
比べ、水の大切さを感じにくい
日本に暮らす私たちだからこ
そ、気付くべきことがたくさん
あります。東芝キヤリア富士工

場の「排水処理」の取り組みは、「水の循環」「節水」
「水質検査」「製品開発に対する姿勢」など、どれを
取っても地道で緻密な取り組みばかりです。それぞ
れ違う立場の社員が、お互い第三者的な視点で見
学しつつ、また随所で専門的な説明をしながら、理
解を深め合いました。「環境と水」の関連の深さを
実感した座談会でした。

まとめ

特集

座談会
2

水質検査室での分析作業の様子

富士工場の最終放流口に
生息する魚たち

工場敷地内のpH計

さまざまな地球環境問題がクローズアップ
されるなか、「水の循環」について思うことを
お聞かせください。

eco検定は、広く環境問題に関する知識を問われる検定で、
正式には「環境社会検定試験」と呼び、東京商工会議所が行っ
ています。世界的な環境意識の高まりに伴い、多くの製品やサー
ビスが環境を強く意識したものになるなか、複雑かつ多様化す
る環境知識を身に付けるため、幅広い方が受験しています。

eco
検定
とは

　　　　　　　　雨は一般的に大気中の二酸化炭素を吸収してpH6.5～
5.6程度の微弱な酸性を示しますが、人間の生産活動などから排出される硫
黄酸化物や窒素酸化物などを含むと、より強い酸性を示し酸性雨となりま
す。汚染物質が、水の循環に乗って地上の我々のもとへ戻ってくる現象であ
り、生態系や建築物への影響などが問題視されています。
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注） 原単位目標には「連結売上高」を使用しています。
※１ 国内の電力換算係数は5.31、海外はGHGプロトコルを使用しています。 
※２ 国内の電力換算係数は、電気事業低炭素社会協議会のデータを使用しています。
※３ 廃棄物総発生量から有価物を除いたもの。 
※４ 代替想定製品のCO2排出量－出荷製品のCO2排出量（使用段階の1年分の排出量を比較）。 

＜集計対象会社＞： 8社… 東芝キヤリア（株）、東芝キヤリアエンジニアリング＆ライフサポート（株）、富士冷熱工業（株）、東芝テクノシステム（株）、東芝キヤリア空調販売（上海）社、
東芝キヤリア タイ社、TCFGコンプレッサ（タイ）社、東芝キヤリア中国社

2017年度東芝キヤリアグループ環境アクションプラン

東芝キヤリアグループ環境推進体制

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
環境推進副責任者 地球環境会議

国内関係会社

本 社

環境推進実行責任者

環境推進室

環境推進職域責任者

サ
イ
ト
環
境
推
進
責
任
者

環境経営責任者

活動領域

モノづくりの
環境負荷低減

製品・サービスの
環境性能向上

活動内容
2017年度

まとめ
温室効果ガス総排出量の抑制※１

廃棄物量※3の抑制

廃棄物総発生量原単位の改善（2013年度基準）

水受入量原単位の改善（2013年度基準）

化学物質総排出量原単位の改善（2013年度基準）

CO2排出抑制量の拡大（累計） 消費※4

省資源化量の拡大（累計）

循環資源（再生プラスチック）使用量の拡大（累計）

エクセレントECP創出数

温室効果ガス総発生量原単位※２の改善
（2013年度基準）

目標
6.2万t

0.30万ｔ

99%

88%

88%

69.5万t

0.83万t

61t

3製品以上

99%

実績
4.8万t

0.24万ｔ

91%

46%

43%

85.5万t

0.94万t

84t

10製品

90%

評価
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

高効率機器(空調機・モータ)、LED照明化、
開発設備や製造設備の改善により削減

廃棄物の再資源化推進により削減

廃棄物抑制施策や発生源管理により削減

水の再利用や漏水対策により削減

コンプレッサー粉体塗装化等により削減

省エネ貢献機種の拡販による

製品の軽量化による

再生プラスチック使用部品の新規採用による

省エネ性能No.1製品の創出などによる

にじゅうまるプロジェクト
登録証の一例

検討中

電子マニフェスト画面

新入社員教育の様子（富士工場内リサイクルセンター）

サイト監査における緊急時対応訓練の様子（TCTC）

指定ドラム缶によるPCB含有機器保管庫内（富士）

エクセレントECPを中心に、環境調和型製品を多く創出するとともに、環 境に関する遵法・管理体制を強化しています
As well as creating numerous environmentally conscious products (ECPs), with a focus on Excellent ECPs, we are strengthening our adherence to relevant laws and our manage   ment systems regarding environmental matters  / 以创造极优ECP为中心，创造多种环保产品的同时加强环境法规和管理体系

※「第6次環境アクションプラン」については、下記ホームページをご覧ください。
http://www.toshiba-carrier.co.jp/company/csr/index_j.htm

web

「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を
トップとする社内体制を構築しています。環境推進責任者、環境推進副責任者、環境推進実行
責任者、環境推進職域責任者、サイト環境推進責任者を任命し、各部門や国内外の拠点で
の事業活動のなかに、環境活動を織り込んでいます。また、半期に1度開催する「東芝キヤリアグ
ループ地球環境会議」では、各責任者より環境経営責任者に活動の実績と計画を報告し、グ
ループ全社の総括を行っています。2017年度からは、パリ協定（地球温暖化抑制）を盛り込んだ
環境活動の定量的目標である東芝グループ第6次環境アクションプラン※がスタートし、2017年
度はすべての項目で目標を達成しました。当社は、さらに愛知目標（生物多様性保全）、SDGs
（持続可能な開発目標）などの定性的な目標と事業活動との関連を分析し、環境活動計画に
織り込むことで、製造業者として、また社会を構成する一員として、そして環境創造企業として、地
球環境保全に最大限の貢献をすることを目指しています。

Environmental promotion system and Global Environmental Forum / 环境推进体系和全球环境会议
環境推進体制と地球環境会議

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グローバルな市
場に提供することで、世界中で課題となっている温暖化抑制をはじめとした地球環境の保全対策
に寄与しています。環境推進責任者として、東芝キヤリアグループ全体の環境活動を統括推進し
ていますが、特に生産統括責任者の立場から、製品を製造する際には、環境負荷を最小限に抑
えた「高効率モノづくり」を目指しています。また、環境監査や環境巡視を行うことで、確実に遵法を
実施しています。環境負荷低減においては、製造時のエネルギーおよび冷媒使用量の削減を図
ることで「地球温暖化抑制」を、水や廃棄物の削減および再利用において「資源有効活用」を
実践しています。さらに、工程で使用する化学物質については、より安全で環境に配慮したものを
採用したうえで、作業や工程の見直しでも使用量を削減して適切に管理する「化学物質管理」を
行い、環境リスクの撲滅に努めています。

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

しお　の　　みのる

国内外ともに環境関連の法規は多く、しかも頻繁に改正が行われています。また、地域によって
要求事項が異なるため、拠点ごとに関連する法規の改正情報を随時入手し、対応しています。
近年の動向として廃掃法では、水銀廃棄物の改正、電子マニフェスト化への法改正があり、各
拠点での対応や準備を進めています。また、事業系化学物質管理システム「TOCACHEF」の
採用など、法規に関するチェック機能を備えたツールを活用し、人の経験だけに頼らない管理も
進めています。

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、グループ全体の環境教育を行うとともに、新入社員、一般社員、役職者、技術者、
環境施設取扱者などについて、役割に応じた階層別、業務別教育を実施しています。環境問
題を身近に認識し、各自が環境に配慮した日常業務を遂行できるような環境教育を目指してい
ます。2018年度の新入社員教育では、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「マイecoチャレンジ」として宣言し
ました。また、国内では誰もが手軽に環境について学習できるeco検定（環境社会検定試験）の
受験を補助・奨励しており、2018年9月までに127名が合格しました。

Fostering of environmental personnel / 培养环境人力资源
環境人財の育成

東芝キヤリアグループの国内3拠点および海外３拠点※は、外部認証機関の監査を受け、
ISO14001認証を取得しており、2017年度ですべて2015年版への移行を完了しました。また、東
芝総合環境監査のスキームにより「環境経営監査」「サイト監査」「製品技術監査」を毎年実
施しています。この監査は、東芝の環境監査員認定制度により認定された監査員が実施してお
り、拠点および製品技術の環境活動を監査しています。

Environmental auditing and external certification / 环境审计和外部认证
環境監査と外部認証

※ 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）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／東芝キヤリア中国社

東芝キヤリアグループでは、PCB特別措置法に従い、過去に使用していた照明器具や高圧
電源のコンデンサーに含まれていたPCBを厳重に管理しています。既に津山工場はすべての処
理が完了し、富士工場はJESCO※と連携を取りながら処理を進めています。また、法改正により
使用中のPCBも処理期限までに処分することが義務付けられ、掛川開発センターで現在使用
中の機器を、2020年度末までに処分する計画で進めています。

Processing status of equipment containing PCB / 含 PCB 设备的加工状况
PCB含有機器の処理状況

※中間貯蔵・環境安全事業株式会社

2020年までの愛知目標達成のためには、政府の活動だけではなく、当社のような民間企業
も貢献していくことが重要です。IUCN‒J（国際自然保護連合日本支部）による「にじゅうまるプ
ロジェクト」により、当社の活動が、他社、自治体、NPO団体などと合わせた活動として、目標達
成に向けての一助になりたいとの思いがあります。一方で、他社、他団体の活動も参考にし、当
社の活動をさらに充実させていきたいと考えています。2017年度、当社は「にじゅうまるプロジェ
クト」に参画し、製造・開発拠点ごとに生物多様性保全活動を8件登録しています。

Nijyu-maru Project (Double 20 Campaign)※ (biodiversity conservation activity) / （生物多样性保护活动）
にじゅうまるプロジェクト※（生物多様性保全活動）

※「にじゅうまるプロジェクト」は、事業者ごとに環境活動を登録し、愛知目標に関する生物多様性保全活動を共有する取り組みで、
　IUCN－Jのプロジェクトとして、NPO・NGO団体、専門家による運営委員の協力のもと運営されています。

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

Environmental Management  环境经营
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注） 原単位目標には「連結売上高」を使用しています。
※１ 国内の電力換算係数は5.31、海外はGHGプロトコルを使用しています。 
※２ 国内の電力換算係数は、電気事業低炭素社会協議会のデータを使用しています。
※３ 廃棄物総発生量から有価物を除いたもの。 
※４ 代替想定製品のCO2排出量－出荷製品のCO2排出量（使用段階の1年分の排出量を比較）。 

＜集計対象会社＞： 8社… 東芝キヤリア（株）、東芝キヤリアエンジニアリング＆ライフサポート（株）、富士冷熱工業（株）、東芝テクノシステム（株）、東芝キヤリア空調販売（上海）社、
東芝キヤリア タイ社、TCFGコンプレッサ（タイ）社、東芝キヤリア中国社

2017年度東芝キヤリアグループ環境アクションプラン

東芝キヤリアグループ環境推進体制

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
環境推進副責任者 地球環境会議

国内関係会社

本 社

環境推進実行責任者

環境推進室

環境推進職域責任者

サ
イ
ト
環
境
推
進
責
任
者

環境経営責任者

活動領域

モノづくりの
環境負荷低減

製品・サービスの
環境性能向上

活動内容
2017年度

まとめ
温室効果ガス総排出量の抑制※１

廃棄物量※3の抑制

廃棄物総発生量原単位の改善（2013年度基準）

水受入量原単位の改善（2013年度基準）

化学物質総排出量原単位の改善（2013年度基準）

CO2排出抑制量の拡大（累計） 消費※4

省資源化量の拡大（累計）

循環資源（再生プラスチック）使用量の拡大（累計）

エクセレントECP創出数

温室効果ガス総発生量原単位※２の改善
（2013年度基準）

目標
6.2万t

0.30万ｔ

99%

88%

88%

69.5万t

0.83万t

61t

3製品以上

99%

実績
4.8万t

0.24万ｔ

91%

46%

43%

85.5万t

0.94万t

84t

10製品

90%

評価
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

高効率機器(空調機・モータ)、LED照明化、
開発設備や製造設備の改善により削減

廃棄物の再資源化推進により削減

廃棄物抑制施策や発生源管理により削減

水の再利用や漏水対策により削減

コンプレッサー粉体塗装化等により削減

省エネ貢献機種の拡販による

製品の軽量化による

再生プラスチック使用部品の新規採用による

省エネ性能No.1製品の創出などによる

にじゅうまるプロジェクト
登録証の一例

検討中

電子マニフェスト画面

新入社員教育の様子（富士工場内リサイクルセンター）

サイト監査における緊急時対応訓練の様子（TCTC）

指定ドラム缶によるPCB含有機器保管庫内（富士）

エクセレントECPを中心に、環境調和型製品を多く創出するとともに、環 境に関する遵法・管理体制を強化しています
As well as creating numerous environmentally conscious products (ECPs), with a focus on Excellent ECPs, we are strengthening our adherence to relevant laws and our manage   ment systems regarding environmental matters  / 以创造极优ECP为中心，创造多种环保产品的同时加强环境法规和管理体系

※「第6次環境アクションプラン」については、下記ホームページをご覧ください。
http://www.toshiba-carrier.co.jp/company/csr/index_j.htm

web

「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を
トップとする社内体制を構築しています。環境推進責任者、環境推進副責任者、環境推進実行
責任者、環境推進職域責任者、サイト環境推進責任者を任命し、各部門や国内外の拠点で
の事業活動のなかに、環境活動を織り込んでいます。また、半期に1度開催する「東芝キヤリアグ
ループ地球環境会議」では、各責任者より環境経営責任者に活動の実績と計画を報告し、グ
ループ全社の総括を行っています。2017年度からは、パリ協定（地球温暖化抑制）を盛り込んだ
環境活動の定量的目標である東芝グループ第6次環境アクションプラン※がスタートし、2017年
度はすべての項目で目標を達成しました。当社は、さらに愛知目標（生物多様性保全）、SDGs
（持続可能な開発目標）などの定性的な目標と事業活動との関連を分析し、環境活動計画に
織り込むことで、製造業者として、また社会を構成する一員として、そして環境創造企業として、地
球環境保全に最大限の貢献をすることを目指しています。

Environmental promotion system and Global Environmental Forum / 环境推进体系和全球环境会议
環境推進体制と地球環境会議

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グローバルな市
場に提供することで、世界中で課題となっている温暖化抑制をはじめとした地球環境の保全対策
に寄与しています。環境推進責任者として、東芝キヤリアグループ全体の環境活動を統括推進し
ていますが、特に生産統括責任者の立場から、製品を製造する際には、環境負荷を最小限に抑
えた「高効率モノづくり」を目指しています。また、環境監査や環境巡視を行うことで、確実に遵法を
実施しています。環境負荷低減においては、製造時のエネルギーおよび冷媒使用量の削減を図
ることで「地球温暖化抑制」を、水や廃棄物の削減および再利用において「資源有効活用」を
実践しています。さらに、工程で使用する化学物質については、より安全で環境に配慮したものを
採用したうえで、作業や工程の見直しでも使用量を削減して適切に管理する「化学物質管理」を
行い、環境リスクの撲滅に努めています。

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

しお　の　　みのる

国内外ともに環境関連の法規は多く、しかも頻繁に改正が行われています。また、地域によって
要求事項が異なるため、拠点ごとに関連する法規の改正情報を随時入手し、対応しています。
近年の動向として廃掃法では、水銀廃棄物の改正、電子マニフェスト化への法改正があり、各
拠点での対応や準備を進めています。また、事業系化学物質管理システム「TOCACHEF」の
採用など、法規に関するチェック機能を備えたツールを活用し、人の経験だけに頼らない管理も
進めています。

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、グループ全体の環境教育を行うとともに、新入社員、一般社員、役職者、技術者、
環境施設取扱者などについて、役割に応じた階層別、業務別教育を実施しています。環境問
題を身近に認識し、各自が環境に配慮した日常業務を遂行できるような環境教育を目指してい
ます。2018年度の新入社員教育では、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「マイecoチャレンジ」として宣言し
ました。また、国内では誰もが手軽に環境について学習できるeco検定（環境社会検定試験）の
受験を補助・奨励しており、2018年9月までに127名が合格しました。

Fostering of environmental personnel / 培养环境人力资源
環境人財の育成

東芝キヤリアグループの国内3拠点および海外３拠点※は、外部認証機関の監査を受け、
ISO14001認証を取得しており、2017年度ですべて2015年版への移行を完了しました。また、東
芝総合環境監査のスキームにより「環境経営監査」「サイト監査」「製品技術監査」を毎年実
施しています。この監査は、東芝の環境監査員認定制度により認定された監査員が実施してお
り、拠点および製品技術の環境活動を監査しています。

Environmental auditing and external certification / 环境审计和外部认证
環境監査と外部認証

※ 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）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／東芝キヤリア中国社

東芝キヤリアグループでは、PCB特別措置法に従い、過去に使用していた照明器具や高圧
電源のコンデンサーに含まれていたPCBを厳重に管理しています。既に津山工場はすべての処
理が完了し、富士工場はJESCO※と連携を取りながら処理を進めています。また、法改正により
使用中のPCBも処理期限までに処分することが義務付けられ、掛川開発センターで現在使用
中の機器を、2020年度末までに処分する計画で進めています。

Processing status of equipment containing PCB / 含 PCB 设备的加工状况
PCB含有機器の処理状況

※中間貯蔵・環境安全事業株式会社

2020年までの愛知目標達成のためには、政府の活動だけではなく、当社のような民間企業
も貢献していくことが重要です。IUCN‒J（国際自然保護連合日本支部）による「にじゅうまるプ
ロジェクト」により、当社の活動が、他社、自治体、NPO団体などと合わせた活動として、目標達
成に向けての一助になりたいとの思いがあります。一方で、他社、他団体の活動も参考にし、当
社の活動をさらに充実させていきたいと考えています。2017年度、当社は「にじゅうまるプロジェ
クト」に参画し、製造・開発拠点ごとに生物多様性保全活動を8件登録しています。

Nijyu-maru Project (Double 20 Campaign)※ (biodiversity conservation activity) / （生物多样性保护活动）
にじゅうまるプロジェクト※（生物多様性保全活動）

※「にじゅうまるプロジェクト」は、事業者ごとに環境活動を登録し、愛知目標に関する生物多様性保全活動を共有する取り組みで、
　IUCN－Jのプロジェクトとして、NPO・NGO団体、専門家による運営委員の協力のもと運営されています。
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累積認定数
当年度の認定数エクセレントECP製品

年度別登録件数

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 （年度）

3
2

9

4

12

8

5 7

16
20

32

40 7

47

2017

10

57

インターネット

調達
取引先
さま

データが
あることを

メールで連絡取引情報

物質
情報物質情報

リクエスト

暗号化 暗号化

東芝
キヤリア

物質情報回答

製品系化学物質管理システム「G-sys Ⅱ」

能力の大きい機種で連結台数を削減

地球温暖化係数の小さい製品群

環境推進副責任者
執行役員（統括技師長）　佐藤 雄彦

さ　 とう　　 たけ　ひこ

10HP 10HP 20HP

CO2冷媒製品
（エコキュート）

R32冷媒製品
（ウルトラパワー
エコ、SDI）

CO2冷媒製品
（インバーター
ショーケース）

R448冷媒対応製品
（インバーター冷凍機）

「地球温暖化抑制」「資源有効活用」「化学物質管理」の3要素で、主要環境性能が
No.1あるいはオンリーワンの製品が「東芝グループエクセレントECP」として（株）東芝から認定さ
れています。東芝キヤリアでは2009年度に2製品が認定されて以降、毎年エクセレントECP製品
を創出し続けています。2017年度までに全部で57製品となり、空調機器、熱源機器、給湯機器、
換気機器、コールドチェーン機器のすべての製品群で認定されています。

Creation of Excellent ECPs / 创造极优 ECP
エクセレントＥＣＰ創出

Reduceの一例としては、従来は2台連結が必要だった機種を、最大能力を拡大することにより
1台で可能にしました。また、部品の小型化、複数の構成部品の一体化などにより、従来と同等な
能力の機器と比較して、質量を削減することを開発に盛り込んでいます。Reuseでは、過去の小
形容量製品との置き換えを考慮した筐体設計により、設置時に既設基礎を再利用できるようにし
ています。Recycleでは、再生プラスチック部品の採用をさらに拡大したり、水路配管の簡素化や
ねじ本数の削減により、使用済み材料の再利用のため、解体性の向上を図ったりしています。

Effective Use of Resources(3R) / 资源有效利用（3R）
資源有効活用（３Ｒ）

※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/products/index_j.htm

web

東芝キヤリアグループでは、空調機器、熱源機器、給湯機器、換気機器、コールドチェーン機
器などを190以上の国と地域に提供しています。開発するすべての製品について、商品企画の
段階から「地球温暖化抑制」「資源有効活用」「化学物質管理」の観点で環境性能を継続
的に向上させることにより、環境課題の解決に貢献することを目指しています。「地球温暖化抑
制」では、194の国と地域が調印したパリ協定に貢献できることを目標とし、「資源有効活用」で
は、3R※の考え方から地球上の限りある資源を有効に使用することを考えています。また「化学物
質管理」では、人体に影響がある化学物質の製品使用において欧州などのさまざまな化学物
質規制の遵守に対応しています。

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

※3R ： Reduce（材料の削減）、Reuse（再利用）、Recycle（再生利用）

東芝キヤリアグループが提供している製品は、ライフサイクル※におけるそれぞれの段階を考え
た場合、「使用時」のCO2排出量が最も多く、全体の90％以上を占めています。2017年度は、
「使用時」のエネルギーを削減できるよう、コンプレッサーをはじめとする各部品の効率化を進める
技術開発を行い、新製品が従来製品と置き換わった場合を推定すると、約85.5万t-CO2の削減と
なりました。また、地球温暖化抑制のもう1つの施策として、冷媒を使用する機器について地球温暖
化係数の低い冷媒の採用を順次進め、欧州F-GAS規制への対応も着実に進めています。

Mitigation of Climate Change / 地球变暖对策
地球温暖化抑制

※ライフサイクル ： 「材料の調達時」「製造時」「使用時」「廃棄時」

欧州RoHS指令では、2019年7月より規制物質が10物質になります。また、REACH規則では
高懸念物質※が年々追加され、現在では190以上の物質となりました。これを受け、より確実な法
の遵守が求められています。そのため、2017年度から東芝キヤリアグループ全社による「新製品
化学物質管理PJ」を発足させ、規制物質含有部品の代替化を急ぐとともに、含有情報の管理
などの強化を推進しています。一方、サプライチェーン全体での協力体制が重要であることから、
調達取引先さまとの情報交換ツールとしてグリーン調達システム「G-sysⅡ」を開発し、スムーズか
つ迅速な化学物質情報の入手を図っています。

Efforts to Comply with Tighter Regulations on Chemicals in Products / 努力加强对产品化学物质的规定
製品含有化学物質管理

※高懸念物質 ： SVHC（Substances of Very High Concern）
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15 東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2018 16東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2018らライトダウン 試してみんなで地球の為に（関係会社／岩田 恵美）　むムダ印刷 事前チェックで 減らそうよ（川崎／国吉 英樹）



累積認定数
当年度の認定数エクセレントECP製品

年度別登録件数

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 （年度）

3
2

9

4

12

8

5 7

16
20

32

40 7

47

2017

10

57

インターネット

調達
取引先
さま

データが
あることを

メールで連絡取引情報

物質
情報物質情報

リクエスト

暗号化 暗号化

東芝
キヤリア

物質情報回答

製品系化学物質管理システム「G-sys Ⅱ」

能力の大きい機種で連結台数を削減

地球温暖化係数の小さい製品群

環境推進副責任者
執行役員（統括技師長）　佐藤 雄彦

さ　 とう　　 たけ　ひこ

10HP 10HP 20HP

CO2冷媒製品
（エコキュート）

R32冷媒製品
（ウルトラパワー
エコ、SDI）

CO2冷媒製品
（インバーター
ショーケース）

R448冷媒対応製品
（インバーター冷凍機）

「地球温暖化抑制」「資源有効活用」「化学物質管理」の3要素で、主要環境性能が
No.1あるいはオンリーワンの製品が「東芝グループエクセレントECP」として（株）東芝から認定さ
れています。東芝キヤリアでは2009年度に2製品が認定されて以降、毎年エクセレントECP製品
を創出し続けています。2017年度までに全部で57製品となり、空調機器、熱源機器、給湯機器、
換気機器、コールドチェーン機器のすべての製品群で認定されています。

Creation of Excellent ECPs / 创造极优 ECP
エクセレントＥＣＰ創出

Reduceの一例としては、従来は2台連結が必要だった機種を、最大能力を拡大することにより
1台で可能にしました。また、部品の小型化、複数の構成部品の一体化などにより、従来と同等な
能力の機器と比較して、質量を削減することを開発に盛り込んでいます。Reuseでは、過去の小
形容量製品との置き換えを考慮した筐体設計により、設置時に既設基礎を再利用できるようにし
ています。Recycleでは、再生プラスチック部品の採用をさらに拡大したり、水路配管の簡素化や
ねじ本数の削減により、使用済み材料の再利用のため、解体性の向上を図ったりしています。

Effective Use of Resources(3R) / 资源有效利用（3R）
資源有効活用（３Ｒ）

※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/products/index_j.htm

web

東芝キヤリアグループでは、空調機器、熱源機器、給湯機器、換気機器、コールドチェーン機
器などを190以上の国と地域に提供しています。開発するすべての製品について、商品企画の
段階から「地球温暖化抑制」「資源有効活用」「化学物質管理」の観点で環境性能を継続
的に向上させることにより、環境課題の解決に貢献することを目指しています。「地球温暖化抑
制」では、194の国と地域が調印したパリ協定に貢献できることを目標とし、「資源有効活用」で
は、3R※の考え方から地球上の限りある資源を有効に使用することを考えています。また「化学物
質管理」では、人体に影響がある化学物質の製品使用において欧州などのさまざまな化学物
質規制の遵守に対応しています。

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

※3R ： Reduce（材料の削減）、Reuse（再利用）、Recycle（再生利用）

東芝キヤリアグループが提供している製品は、ライフサイクル※におけるそれぞれの段階を考え
た場合、「使用時」のCO2排出量が最も多く、全体の90％以上を占めています。2017年度は、
「使用時」のエネルギーを削減できるよう、コンプレッサーをはじめとする各部品の効率化を進める
技術開発を行い、新製品が従来製品と置き換わった場合を推定すると、約85.5万t-CO2の削減と
なりました。また、地球温暖化抑制のもう1つの施策として、冷媒を使用する機器について地球温暖
化係数の低い冷媒の採用を順次進め、欧州F-GAS規制への対応も着実に進めています。

Mitigation of Climate Change / 地球变暖对策
地球温暖化抑制

※ライフサイクル ： 「材料の調達時」「製造時」「使用時」「廃棄時」

欧州RoHS指令では、2019年7月より規制物質が10物質になります。また、REACH規則では
高懸念物質※が年々追加され、現在では190以上の物質となりました。これを受け、より確実な法
の遵守が求められています。そのため、2017年度から東芝キヤリアグループ全社による「新製品
化学物質管理PJ」を発足させ、規制物質含有部品の代替化を急ぐとともに、含有情報の管理
などの強化を推進しています。一方、サプライチェーン全体での協力体制が重要であることから、
調達取引先さまとの情報交換ツールとしてグリーン調達システム「G-sysⅡ」を開発し、スムーズか
つ迅速な化学物質情報の入手を図っています。

Efforts to Comply with Tighter Regulations on Chemicals in Products / 努力加强对产品化学物质的规定
製品含有化学物質管理

※高懸念物質 ： SVHC（Substances of Very High Concern）
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空調・熱源ソリューション

HWC-WH6701

USX EDGE
RUA-UP511H

RPA-ZAP1121H

廃熱を回収したエネルギー利用例
ターボ冷凍機で大気中に放熱されていた
冷却系統の廃熱を回収して温水を生成

周防灘を臨む立地のため耐重塩害仕様機を採用

省エネ性を追求し、最適なソリューションを提案しています
In our pursuit of energy efficiency, we propose optimal solutions 
追求节能并提出最佳解决方案

工場用

エクセレント

ECP
エクセレント

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

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。その廃熱を熱回収CAONSで再利用し、50℃～85℃の

「中・高温熱」が必要な乾燥／加熱工程に供給することで地球温暖化
抑制に貢献します。

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）
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、業界で約40％のシェアを達成
しました。このたび、新型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 EDGEシリーズ」が誕生しました。

エクセレント

ECP

室内ユニットの個別分散設置により、狙ったエリアの効率的な空調
を実現します。工場などでは既設の柱を利用して設置できるので
スペースを削減でき、レイアウト変更に伴うダクト工事も不要で
す。作業者に対するスポット空調管理が可能で、快適な作業環境と
省エネ性を実現します。

FLEXAIR(Spot and Zone Air-Conditioning Systems) / FLEXAIR(定点和区域空调系统)

FLEXAIR（スポット・ゾーン空調システム）

お客さま
の声

トヨタ自動車九州株式会社
環境プラント部 プラント室 グループ長

トヨタグループでは、2050年に向けて「工場CO2
ゼロチャレンジ」を推進しています。今回採用した
理由は、既設熱源の能力増強に加え、今後の工場

拡張規模に合わせた熱源設備能力の追従性の高さという面が
大きいです。既存の設備と中央監視システムによる制御にも
柔軟に対応できることもよかったと思い
ます。今後は、導入した設備の運用状況
を検証し、省エネ、CO2削減をさらに進
めていきたいと考えています。

事例 トヨタ自動車九州株式会社
小倉工場さま

トヨタ自動車九州株式会社さまは、「トヨタの国内第2の拠点」
そして「レクサスの生産拠点」として、欧州、アジアなど80か国
以上で愛されるクルマづくりに取り組まれています。工場の増
築途中で、空調能力の増強と負荷変動に応じた将来的な設備
構想が重要な課題であり、既存の熱源設備（ターボ冷凍機＋ガ
ス吸収式冷温水発生機）を利用したうえで、熱源能力の増強を
行うために採用していただきました。

世界最大能力※
ツインロータリー
コンプレッサー

新型
コンプレッサー

※2018年7月時点、
当社調べ

●「（公社）日本冷凍空調学会 技術賞」は、ユニバーサルスマートX EDGE seriesに
　搭載しているコンプレッサーが受賞しました。
●「地球温暖化防止活動 環境大臣賞」はHEATEDGEの開発により受賞しました。

祝井 伸吾さま
いわ　　い　　　　しん　　ご

製品紹介①  空調・熱源ソリューション
Environment Activity Report   环保活动报告環境活動報告

Product  Highlights①  Air Conditioning and Heating Solutions / 产品介绍① 空调/热源解决方案

年間
CO2排出量

43%
削減※1

VOC
削減

（コンプ）
再生プラ PVC

削減
VOC
削減
（筐体）

VOC
削減

（コンプ）

年間
CO2排出量

45%
削減※1

VOC
削減

（コンプ）

年間
CO2排出量

62%
削減※1

PVC
削減

再生プラ
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暮らしのなかで活躍する環境調和 型製品

ROA-RP1401HX

RAV-GP1401AT-E

CAONS700

SH-321DES

RDA-SAP2241HT

DVP-TD14CLDT

HWH-X465HA

MMY-MAP2206HT8P
HWS-P1104HR-E

設備用パッケージ エアコン
Packaged Air Conditioners for Facilities / 设备用  一体化空调

室内スペースを有効活用でき る空調機です 生産地から消費者に渡るまで、食品の鮮度を保ちます

国内向け店舗・オフィス用
カスタムエアコン

ウルトラパワーエコ
超省エネ機種タイプで、運転可能
な室外温度範囲が広く、酷暑や厳
冬でも安心して使用することがで
きます。室内・室外機用のファンに
再生プラスチックを採用し、資源を
有効活用するとともに、地球温暖化
係数の低いR32冷媒の採用で環境
負荷を低減しています。

Customized ACs for Stores and Offices in Japan / 国内商铺和办公室定制空调

エクセレント

ECP

海外向け店舗・オフィス用
カスタムエアコン

SDIシリーズ
欧州での環境規制に対応した超省
エネ機種タイプで、地球温暖化係
数の低いR32冷媒の採用で環境負
荷を低減しています。また、室内・
室外機用のファンに再生プラス
チックを採用し資源有効活用に貢
献しています。

Customized ACs for Stores and Offices outside Japan / 海外商铺和办公室定制空调

エクセレント

ECP

海外向けヒートポンプ給湯機

Air to Water給湯機
－25℃までの寒冷地でも
安定した給湯運転を実現
し、最高60℃までの出湯
が可能です。また、室外機
用ファンに再生プラス
チックを採用し、資源有効
活用に貢献しています。

Heat Pump Water Heaters for Overseas Customers / 海外热泵供给热水机

エクセレント

ECP

国内外、それぞれの使用環境に合わせ、さまざまな製品が活躍中です 各种各样的产品能够满足国内外各自使用环境需求
Various products are seeing active use both in Japan and abroad, where they are adapted to the usage environments of each region

家庭用

店舗・オフィス用

ビル施設用水関連機器

エクセレント

ECP

エクセレント

ECP換気機器 エクセレント

ECP

国内向けヒートポンプ給湯機 エクセレント

ECP

循環加温ヒートポンプ

エクセレント

ECP

3Faceインバータ－ショーケース
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、業界で初めて3方向から商
品を取り出せる構造にしました。
冷媒にCO2を採用し、地球温暖
化抑制に貢献しています。

ESTIAプレミアム
シリーズ
給湯保温効率の良い家
庭用ヒートポンプ給湯機
です。「銀イオンの湯」で
清潔なお湯をキープし、
残り湯も再利用できるの
で水の使用量を節減でき
ます。パソコンやタブレッ
トで「電力の見える化」も
可能です。地球温暖化係
数の低いCO2冷媒を採
用し、環境負荷を低減し
ています。

多室ダクト用換気扇
1つの換気扇で複数の
空間を24時間同時に
換気できます。業界
トップクラスの低消費
電力を実現し、「両吸入
ファン」の採用で大風
量化と低騒音化を両
立しました。PVC不使
用のラベルを採用して
います。

シングルエース
室 内ユニットと室 外ユ
ニットを一体化して室外
に設置するので、室内の
スペースを有効活用でき
ます。そのため、保守・点
検作業が室外だけで可
能です。昼夜を問わず営
業するコンビニエンスス
トアなどや、工場、農業用
ハウスなどで使用されて
います。

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

Circulation Heat Pumps / 循环加热热泵

Ventilators / 通风设备

Heat Pump Water Heaters for Japanese Customers / 国内热泵供给热水机

ＣＡＯＮＳシリーズ
最高出湯温度90℃までお湯の供
給が可能で、加熱殺菌工程洗浄な
どでも使用されています。蒸気ボイ
ラーと比較してCO2排出量を削減
でき、地球温暖化防止に貢献して
います。またプロペラファンには再
生プラスチックを採用しています。

ビル用マルチ空調システム エクセレント

ECP

SMMS-eシリーズ
グローバル市場での多様なロー
カルフィットニーズを実現したシ
リーズです。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を実現
し、各賞を受賞しました。

Multiple Air Conditioning Systems for Buildings / 楼宇多空间空调系统

海外の厳しい規制に対応し、環境性能を追求した空調機です

夏・冬の温度差に対応し、比較的小規模空間で使う空調機です

複数の空間を同時に制御できる空調システムです効率良くつくった温水を利用して部屋の暖房を行います

業務用から産業用まで利用できるヒートポンプ式温水熱源です

家庭用から業務用まで、幅広い給湯用途に対応します

住宅用から業務用・産業用まで幅広い
ラインナップを揃えています

製品紹介②  暮らしのなかで活躍する環境調和 型製品
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Product  Highlights② ECPs that Play a Big Part in Daily Life / 产品介绍② 生活中常见的环保产品

VOC
削減

（コンプ）
再生プラ

年間
CO2排出量

56%
削減※1

VOC
削減

（コンプ）
再生プラ

年間
CO2排出量

56%
削減※1

再生プラ
年間

CO2排出量

51%
削減※1

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）

コンプレッサー粉体塗装採用による
製造プロセスでの揮発性有機化合物

（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製造プロセスでの
揮発性有機化合物（VOC）の削減

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

冷媒
対応 資源有効

活用

年間
CO2排出量

56%
削減※3

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

資源有効
活用

年間
CO2排出量

48%
削減※1

冷媒
対応

冷媒
対応
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暮らしのなかで活躍する環境調和 型製品

ROA-RP1401HX

RAV-GP1401AT-E

CAONS700

SH-321DES

RDA-SAP2241HT

DVP-TD14CLDT

HWH-X465HA

MMY-MAP2206HT8P
HWS-P1104HR-E

設備用パッケージ エアコン
Packaged Air Conditioners for Facilities / 设备用  一体化空调

室内スペースを有効活用でき る空調機です 生産地から消費者に渡るまで、食品の鮮度を保ちます

国内向け店舗・オフィス用
カスタムエアコン

ウルトラパワーエコ
超省エネ機種タイプで、運転可能
な室外温度範囲が広く、酷暑や厳
冬でも安心して使用することがで
きます。室内・室外機用のファンに
再生プラスチックを採用し、資源を
有効活用するとともに、地球温暖化
係数の低いR32冷媒の採用で環境
負荷を低減しています。

Customized ACs for Stores and Offices in Japan / 国内商铺和办公室定制空调

エクセレント

ECP

海外向け店舗・オフィス用
カスタムエアコン

SDIシリーズ
欧州での環境規制に対応した超省
エネ機種タイプで、地球温暖化係
数の低いR32冷媒の採用で環境負
荷を低減しています。また、室内・
室外機用のファンに再生プラス
チックを採用し資源有効活用に貢
献しています。

Customized ACs for Stores and Offices outside Japan / 海外商铺和办公室定制空调

エクセレント

ECP

海外向けヒートポンプ給湯機

Air to Water給湯機
－25℃までの寒冷地でも
安定した給湯運転を実現
し、最高60℃までの出湯
が可能です。また、室外機
用ファンに再生プラス
チックを採用し、資源有効
活用に貢献しています。

Heat Pump Water Heaters for Overseas Customers / 海外热泵供给热水机

エクセレント

ECP

国内外、それぞれの使用環境に合わせ、さまざまな製品が活躍中です 各种各样的产品能够满足国内外各自使用环境需求
Various products are seeing active use both in Japan and abroad, where they are adapted to the usage environments of each region

家庭用

店舗・オフィス用

ビル施設用水関連機器

エクセレント

ECP

エクセレント

ECP換気機器 エクセレント

ECP

国内向けヒートポンプ給湯機 エクセレント

ECP

循環加温ヒートポンプ

エクセレント

ECP

3Faceインバータ－ショーケース
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、業界で初めて3方向から商
品を取り出せる構造にしました。
冷媒にCO2を採用し、地球温暖
化抑制に貢献しています。

ESTIAプレミアム
シリーズ
給湯保温効率の良い家
庭用ヒートポンプ給湯機
です。「銀イオンの湯」で
清潔なお湯をキープし、
残り湯も再利用できるの
で水の使用量を節減でき
ます。パソコンやタブレッ
トで「電力の見える化」も
可能です。地球温暖化係
数の低いCO2冷媒を採
用し、環境負荷を低減し
ています。

多室ダクト用換気扇
1つの換気扇で複数の
空間を24時間同時に
換気できます。業界
トップクラスの低消費
電力を実現し、「両吸入
ファン」の採用で大風
量化と低騒音化を両
立しました。PVC不使
用のラベルを採用して
います。

シングルエース
室 内ユニットと室 外ユ
ニットを一体化して室外
に設置するので、室内の
スペースを有効活用でき
ます。そのため、保守・点
検作業が室外だけで可
能です。昼夜を問わず営
業するコンビニエンスス
トアなどや、工場、農業用
ハウスなどで使用されて
います。

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

Circulation Heat Pumps / 循环加热热泵

Ventilators / 通风设备

Heat Pump Water Heaters for Japanese Customers / 国内热泵供给热水机

ＣＡＯＮＳシリーズ
最高出湯温度90℃までお湯の供
給が可能で、加熱殺菌工程洗浄な
どでも使用されています。蒸気ボイ
ラーと比較してCO2排出量を削減
でき、地球温暖化防止に貢献して
います。またプロペラファンには再
生プラスチックを採用しています。

ビル用マルチ空調システム エクセレント

ECP

SMMS-eシリーズ
グローバル市場での多様なロー
カルフィットニーズを実現したシ
リーズです。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を実現
し、各賞を受賞しました。

Multiple Air Conditioning Systems for Buildings / 楼宇多空间空调系统

海外の厳しい規制に対応し、環境性能を追求した空調機です

夏・冬の温度差に対応し、比較的小規模空間で使う空調機です

複数の空間を同時に制御できる空調システムです効率良くつくった温水を利用して部屋の暖房を行います

業務用から産業用まで利用できるヒートポンプ式温水熱源です

家庭用から業務用まで、幅広い給湯用途に対応します

住宅用から業務用・産業用まで幅広い
ラインナップを揃えています

製品紹介②  暮らしのなかで活躍する環境調和 型製品
Environment Activity Report   环保活动报告環境活動報告

Product  Highlights② ECPs that Play a Big Part in Daily Life / 产品介绍② 生活中常见的环保产品

VOC
削減

（コンプ）
再生プラ

年間
CO2排出量

56%
削減※1

VOC
削減

（コンプ）
再生プラ

年間
CO2排出量

56%
削減※1

再生プラ
年間

CO2排出量

51%
削減※1

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）

コンプレッサー粉体塗装採用による
製造プロセスでの揮発性有機化合物

（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製造プロセスでの
揮発性有機化合物（VOC）の削減

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

冷媒
対応 資源有効

活用

年間
CO2排出量

56%
削減※3

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

資源有効
活用

年間
CO2排出量

48%
削減※1

冷媒
対応

冷媒
対応
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普及啓発

従業員教育、情報発信、
外部との連携

環境方針、
　環境アクションプランの実行、

ISO14001　　
目的・目標への 　　　

取り組み 　　　

化学物質管理、
工場排水の浄化

  拠点内外に  おける
外来種の調査  と防除

希少な
動植物の保護、
生息域外保全

生態系調査デ  ータの  
蓄積・開  示

戦略・
計画への
取り組み

持続
可能な
生産

生息地破壊の
抑止

化学汚染の
抑制

外来種の
防除

保護地域の
保全

種の
保全

 生態系
 サービス
   維持・管理

東芝キヤリア
グループの

事業活動と関連する

愛知目標

 東芝キヤリアグループの取り  組み

知識・技術の
向上と普及

目標
19

目標
1

目標
14

目標
12

目標
4

目標
2

目標
11

目標
9

目標
8

目標
5

地球温暖化抑制、
資源有効活用

拠点外
保護地域の

保全への貢献

　　自然生息地と
 　自社拠点を結ぶ
  生態系ネットワークの構築、
　　　　植林活動

拠点内外の
生態系サービスの

管理と向上

①自然観察会の様子（津山）　②環境イベントの様子（掛川）
③学校訪問（TCTC）　④学校訪問（TCAC）

①寄贈されたカブトムシに喜ぶ子どもたち（掛川）　②ビオトープに飛来したカルガモ（富士）
③原生林とため池（津山）　④敷地内で草を食べる野ウサギ（掛川）

①ビオトープ内のメダカ（富士）　②サクラタデ（津山）
③ウミガメ保護センターでの活動の様子（TCTC）　④植樹したイチョウ（TCAC）

①富士山麓でのサクラ植樹活動の様子（富士）　②ホアヒン海岸での清掃活動の集合写真（TCFG）
③鶴山公園での清掃活動の様子（津山）　④ふじのくに森の町内会の認定証

防除活動の様子（TCAC）生物調査の様子（富士）

鳥の羽形状を
参考にしたファン

電気部品箱
中の電気部品を絶
縁シートでぴった
り囲み、ヤモリの侵
入を防ぎます。

愛知目標20項目のうち、10項目についてグローバルに活動を展開  しています
We are expanding our activities for 10 of the 20 Aichi Targets on a global level  / 将20个爱知目标项目中的10个项目推广成全球活动

従業員は、社内教育を通じて事業活動のなかの環境活動について
学んでいます。また、環境関連の社外教育も行っています。富士工場や
掛川開発センターでは、地域の小学生が、環境関連施設やビオトープ
の見学を通じて、生物多様性保全と事業活動の関連性を学んでいま
す。また、東芝キヤリアタイ社（TCTC）や東芝キヤリア中国社
（TCAC）では、従業員が近隣小学校を訪問し、環境教育を実施する
ことによって、次の世代の環境意識醸成に貢献しています。

拠点内の生態系を豊かにし、地域との関係性を築く活動を行ってい
ます。富士工場ではビオトープをつくり、絶滅危惧種のメダカをはじめ、さ
まざまな動植物が生息し、カルガモが産卵に訪れるようになりました。掛川
開発センターでは、敷地内で刈った草を集め、カブトムシなどが産卵でき
る場所をつくりました。ここで育ったカブトムシを近隣保育園に寄贈し、子
どもたちに自然と触れる機会を提供しています。

拠点内だけでなく、拠点外の自
然環境の保全にも貢献しています。
富士工場では、下草刈りや植樹
活動を通じて、富士山麓の森林
の育成を行っています。（TCFG）
や津山工場※では、清掃活動を
通じ、生物が生息できる環境の保
全と拡大に貢献しています。また、
本報告書の印刷版でふじのくに
森の町内会の「間伐に寄与する
紙」を使用し、その料金の一部が
間伐に活用され、健全な森林の
育成に役立っています。

各拠点では絶滅危惧種の保
護活動を行っています。富士工
場では、ビオトープ内の池でメダ
カを増やしています。津山工場で
は、サクラタデやイヌセンブリなどを
土壌の改良で増やしています。
（TCTC）では、国営ウミガメ保護
センターでの海水タンク清掃やサ
ンゴの植樹を通じて、絶滅危惧種
の保護を支援しています。TCFG
コンプレッサ（タイ）社（TCFG）で
は、域外の施設で吉祥木10種を
植樹しています。（TCAC）ではイ
チョウを植樹し、成長を観察してい
ます。

各拠点の生物調査を通じて、外来種の生息
状況を継続調査しています。ヒメジョオンやセイタカ
アワダチソウなどの身近な植物や、ウシガエル、ミシ
シッピアカミミガメ、ソウギョなどの水生動物まで、多
様な外来種が入り込んでいることが判明しました。
そのため（TCAC）では、近隣の企業やNGO団
体と協力し、拠点近隣（銭塘江周辺）で外来種の
防除活動を実施しています。

東芝キヤリアグループでは、環境アクションプラン（詳細：
P13）を定め、CO2、廃棄物、化学物質などさまざまな環境
負荷の低減に向けて、計画的な活動を実践しています。
そして、製品開発でも生物にかかわった取り組みを行ってい
ます。鳥の羽形状を参考にしたファン（送風機）を採用する
ことで、静音で高効率な室外機を開発することができました。
また、室外機内の電気部品にヤモリなどの小動物が接触
した際の感電防止策を講じています。

東芝キヤリアグループは、生物多様性保全の国際的指標である「愛知目標」に基  づき、各拠点でさまざまな活動を行っています。
活動は各拠点の環境アクションプランやISO14001の活動目標に組み込まれ、  計画的に実施しています。
また、日本国内の各社・各団体の活動を取りまとめる「にじゅうまるプロジェクト」  に活動を登録しています。（P14参照）目標 1のほか、2、19 に貢献

【環境教育関連】
目標 12 のほか、2、5、11、19 に貢献
【拠点内外の絶滅危惧種保護】

目標 11のほか、1、2、5、14、19 に貢献
【拠点内外の自然環境の保全】

目標 9、11のほか、1、5、19 に貢献　 【拠点内外の外来種の　調査と防除】 そのほかの主な取り組み 目標 2、4、5、8、11、14 に貢献

目標 5 のほか、1、12、14 に貢献
【拠点内自然の保護と域外生態系とのリンク・貢献】

❶❶ ❷❷

❸❸ ❹❹

❶❶ ❷❷

❸❸ ❹❹

❶❶ ❷❷

❸❸ ❹❹

❶❶ ❷❷

❸❸ ❹❹
※DNPグループさまにもご参加いただいております。

生物多様性保全活動
Environment Activity Report   环保活动报告環境活動報告

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

19 東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2018 20東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2018や山奥からの自転車通勤 筋肉もりもり 環境貢献（富士／かつヤスト）



普及啓発

従業員教育、情報発信、
外部との連携

環境方針、
　環境アクションプランの実行、

ISO14001　　
目的・目標への 　　　

取り組み 　　　

化学物質管理、
工場排水の浄化

  拠点内外に  おける
外来種の調査  と防除

希少な
動植物の保護、
生息域外保全

生態系調査デ  ータの  
蓄積・開  示

戦略・
計画への
取り組み

持続
可能な
生産

生息地破壊の
抑止

化学汚染の
抑制

外来種の
防除

保護地域の
保全

種の
保全

 生態系
 サービス
   維持・管理

東芝キヤリア
グループの

事業活動と関連する

愛知目標

 東芝キヤリアグループの取り  組み

知識・技術の
向上と普及

目標
19

目標
1

目標
14

目標
12

目標
4

目標
2

目標
11

目標
9

目標
8

目標
5

地球温暖化抑制、
資源有効活用

拠点外
保護地域の

保全への貢献

　　自然生息地と
 　自社拠点を結ぶ
  生態系ネットワークの構築、
　　　　植林活動

拠点内外の
生態系サービスの

管理と向上

①自然観察会の様子（津山）　②環境イベントの様子（掛川）
③学校訪問（TCTC）　④学校訪問（TCAC）

①寄贈されたカブトムシに喜ぶ子どもたち（掛川）　②ビオトープに飛来したカルガモ（富士）
③原生林とため池（津山）　④敷地内で草を食べる野ウサギ（掛川）

①ビオトープ内のメダカ（富士）　②サクラタデ（津山）
③ウミガメ保護センターでの活動の様子（TCTC）　④植樹したイチョウ（TCAC）

①富士山麓でのサクラ植樹活動の様子（富士）　②ホアヒン海岸での清掃活動の集合写真（TCFG）
③鶴山公園での清掃活動の様子（津山）　④ふじのくに森の町内会の認定証

防除活動の様子（TCAC）生物調査の様子（富士）

鳥の羽形状を
参考にしたファン

電気部品箱
中の電気部品を絶
縁シートでぴった
り囲み、ヤモリの侵
入を防ぎます。

愛知目標20項目のうち、10項目についてグローバルに活動を展開  しています
We are expanding our activities for 10 of the 20 Aichi Targets on a global level  / 将20个爱知目标项目中的10个项目推广成全球活动

従業員は、社内教育を通じて事業活動のなかの環境活動について
学んでいます。また、環境関連の社外教育も行っています。富士工場や
掛川開発センターでは、地域の小学生が、環境関連施設やビオトープ
の見学を通じて、生物多様性保全と事業活動の関連性を学んでいま
す。また、東芝キヤリアタイ社（TCTC）や東芝キヤリア中国社
（TCAC）では、従業員が近隣小学校を訪問し、環境教育を実施する
ことによって、次の世代の環境意識醸成に貢献しています。

拠点内の生態系を豊かにし、地域との関係性を築く活動を行ってい
ます。富士工場ではビオトープをつくり、絶滅危惧種のメダカをはじめ、さ
まざまな動植物が生息し、カルガモが産卵に訪れるようになりました。掛川
開発センターでは、敷地内で刈った草を集め、カブトムシなどが産卵でき
る場所をつくりました。ここで育ったカブトムシを近隣保育園に寄贈し、子
どもたちに自然と触れる機会を提供しています。

拠点内だけでなく、拠点外の自
然環境の保全にも貢献しています。
富士工場では、下草刈りや植樹
活動を通じて、富士山麓の森林
の育成を行っています。（TCFG）
や津山工場※では、清掃活動を
通じ、生物が生息できる環境の保
全と拡大に貢献しています。また、
本報告書の印刷版でふじのくに
森の町内会の「間伐に寄与する
紙」を使用し、その料金の一部が
間伐に活用され、健全な森林の
育成に役立っています。

各拠点では絶滅危惧種の保
護活動を行っています。富士工
場では、ビオトープ内の池でメダ
カを増やしています。津山工場で
は、サクラタデやイヌセンブリなどを
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（TCTC）では、国営ウミガメ保護
センターでの海水タンク清掃やサ
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の保護を支援しています。TCFG
コンプレッサ（タイ）社（TCFG）で
は、域外の施設で吉祥木10種を
植樹しています。（TCAC）ではイ
チョウを植樹し、成長を観察してい
ます。

各拠点の生物調査を通じて、外来種の生息
状況を継続調査しています。ヒメジョオンやセイタカ
アワダチソウなどの身近な植物や、ウシガエル、ミシ
シッピアカミミガメ、ソウギョなどの水生動物まで、多
様な外来種が入り込んでいることが判明しました。
そのため（TCAC）では、近隣の企業やNGO団
体と協力し、拠点近隣（銭塘江周辺）で外来種の
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P13）を定め、CO2、廃棄物、化学物質などさまざまな環境
負荷の低減に向けて、計画的な活動を実践しています。
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ことで、静音で高効率な室外機を開発することができました。
また、室外機内の電気部品にヤモリなどの小動物が接触
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活動は各拠点の環境アクションプランやISO14001の活動目標に組み込まれ、  計画的に実施しています。
また、日本国内の各社・各団体の活動を取りまとめる「にじゅうまるプロジェクト」  に活動を登録しています。（P14参照）目標 1のほか、2、19 に貢献

【環境教育関連】
目標 12 のほか、2、5、11、19 に貢献
【拠点内外の絶滅危惧種保護】

目標 11のほか、1、2、5、14、19 に貢献
【拠点内外の自然環境の保全】

目標 9、11のほか、1、5、19 に貢献　 【拠点内外の外来種の　調査と防除】 そのほかの主な取り組み 目標 2、4、5、8、11、14 に貢献

目標 5 のほか、1、12、14 に貢献
【拠点内自然の保護と域外生態系とのリンク・貢献】

❶❶ ❷❷

❸❸ ❹❹

❶❶ ❷❷

❸❸ ❹❹

❶❶ ❷❷

❸❸ ❹❹

❶❶ ❷❷

❸❸ ❹❹
※DNPグループさまにもご参加いただいております。

生物多様性保全活動
Environment Activity Report   环保活动报告環境活動報告

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

❸安全公園

❷水質検査室

❷最終放流口

❶排水処理施設

❶水使用工程

❸ビオトープ

小学生たちの
見学・体験コース
小学生たちの
見学・体験コース
小学生たちの
見学・体験コース
小学生たちの
見学・体験コース

❶ 工場内の水使用工程と排水処理施設を見学

❷ 水質検査室と最終放流口を見学

❸ ビオトープと安全公園で自然観察を体験

❹ AIRSで東芝キヤリアの製品を見学

コンプレッサーの塗装前処理と部品洗浄を見学

水質検査室での見学の様子

きれいな水と
汚れた水を

ろ過した時の違い

ビオトープ（左）では動植物の生息観察、安全公園（中）では木立の中の涼しさを体感、ショールーム（右）では製品を見学

排水処理施設で説明を聞く小学生たち 河川への出口、最終放流口で魚を発見

見学前の座学風景

トンボ メダカ
セミの
抜け殻

“環境すごろく”に。

サイコロ振って、進む・戻る ・1回休む！

富士工場の水処理見学が、楽しさ満 載の

「座学～見学～観察～創作」
暑い夏に充実のエコ体験
「座学～見学～観察～創作」
暑い夏に充実のエコ体験
「東芝キヤリアecoスタイルリーダー」は、現在約160名
登録されています。富士工場に在籍している若手5名が参
加し、小学生と一緒に「環境すごろく」づくりを行いました。
社会・環境報告書の今年度のテーマは「水資源有効活
用」。生命の維持、日常生活、農業や工業に欠かせない水の
話や、富士工場で使われている水について授業スタイルで
学んだ後は、いよいよ見学の始まりです。コンプレッサーの
洗浄の様子、工場内の排水処理施設と水質検査室を実際
に見てから、ビオトープと安全公園で自然観察を行いまし
た。その後は、2班に分かれて創作活動が始まりました。

また、富士工場では地下水を汲み上げて使用している
こともあり、工程で排水処理された水と地下水について、
水質検査する施設も見学しました。最後に見学した最終
放流口では、魚が泳いでいる様子を確認し、子どもたちは
水がきれいになっていることを実感している様子でした。

空調機器の心臓部であるコンプレッサーの製造には、
さまざまな工程があります。そのなかでも、多くの水を使う
塗装前処理や部品洗浄の工程を見学しました。工場では
節水に取り組んでいることの説明を受けた後、工程後に
排出された廃水を、微生物などを利用して処理している
設備を見学しました。

工場内の施設見学の前に、
水についての環境教育を実施
工場内の施設見学の前に、
水についての環境教育を実施

工場内の水使用工程と、排水処理の仕組みを見学工場内の水使用工程と、排水処理の仕組みを見学 後半は自然観察とショールームでの製品見学後半は自然観察とショールームでの製品見学
工場内にあるビオトープには、絶滅危惧種のメダカや、シランなどの貴重な植物も育ってい

ます。また、高い木立に囲まれた安全公園にはセミなどの昆虫が多く棲んでいます。子どもた
ちはこれらの場所で自然観察を楽しみました。また、ショールーム（AIRS）では、製造工程で
見学したコンプレッサーをはじめ、そのほか、東芝キヤリアがつくっている数々の製品を見
学しました。今年度のテーマである水に関連する製品にも興味を示していました。

富士工場での水の取り組みの見学を取り入れた環境すご
ろくづくりは、各班とも、まず作戦会議です。見学した内容をど
のように反映するか、すごろくの名称はどうするか、「1マス進
む、振り出しに戻る」など、すごろくのおもしろさをどのように
加えるか、ecoスタイルリーダーを交え、話し合いながらの創
作タイムです。方針が決まったら、スタートからゴールまで、各
班のメンバーが思い思いにコメントを入れたマスを仕上げて
いきました。完成後は、事前に用意したサイコロと飲料容器を
再利用したコマで遊びました。

いよいよ、環境すごろくづくりのスタート！いよいよ、環境すごろくづくりのスタート！

若手ecoスタイルリーダーと、富士市青葉台児童クラブの小学生17名  が、「環境すごろく」づくりに挑戦しました。
若手ecoスタイルリーダーの紹介若手ecoスタイルリーダーの紹介

斉藤 壮軌
さい とう　 そう  き

機能部品設計部

小野寺 亜由美
お　の　でら　  あ　ゆ　み

コアテクノロジーセンター

松田 勇太
まつ だ　 ゆう　た

冷機温水設計部

菅原 沙輝
すが わら　 さ　 き

知的財産部

植木 英夫
うえ き　 ひで　お

コンプレッサー設計部

環境に関するさまざまな取り組みをすごろくに落
とし込む企画が良かったと思います。見学内容を
振り返りながらの創作で、小学生とは見学時と
違ったコミュニケーションが生まれました。自然観
察、すごろくづくり、成果の発表でも、小学校高学
年の皆さんはそれぞれ個性があり、自分の主張
をしっかりできることに驚きました。

工場内のいろいろなところを見学し、水がきれい
になっていくことが分かりました。最後に見た川
への出口に魚が泳いでいたので、本当にきれい
になっているのだと思いました。すごろくの名前
にも、きれいになった水にちなんだタイトルを付
けました。メダカも捕まえることもできて、楽しい
夏休みの思い出になりました。

Roll the dice; go forward; go back; miss a turn! We present a tour of the Fuji Factory’s 
water treatment processes as a fun-filled environmental board game. 掷骰子，前进、后退、停止1次！富士工厂的水处理参观活动是一次充满乐趣的“环境双六”之旅。

みんなの感想みんなの感想

見学前の座学では、小学
生たちは「水が使われてい
る用途」「生活で使う水の
量」「地域と水の関係」「富
士工場の取り組みと周囲の

水環境」について、学習しました。人間の体の約半分は水
分であること、そして私たちが生きていくために水が欠か
せないこと、また、私たちは循環している水のごく一部を
使って暮らしていることを説明し、節水の大切さや貴重な
水資源の維持について理解を深めてもらいました。

環境
イベント

特集 3

小学生

ecoスタイルリーダー

環境イベント（富士工場）
Environment Activity Report   环保活动报告環境活動報告

Environmental Events (Fuji Factory & Engineering Center)   环境活动 (富士工厂)
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せないこと、また、私たちは循環している水のごく一部を
使って暮らしていることを説明し、節水の大切さや貴重な
水資源の維持について理解を深めてもらいました。

環境
イベント

特集 3

小学生

ecoスタイルリーダー

環境イベント（富士工場）
Environment Activity Report   环保活动报告環境活動報告

Environmental Events (Fuji Factory & Engineering Center)   环境活动 (富士工厂)
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木製パレットを再利用した家、学校の机などに
有効活用（TCTC）

固形燃料化した発泡スチロール（富士）

粉体塗装(富士工場)

遮光ネットの設置 ユニバーサルスマートXの設置

TOCACHEFの承認ワークフロー（例）

申請部門
・仕入れ先から
 SDS入手

環境部門
・環境法令
・環境への影響
・排出率 など

安全部門
・労働安全基準
・人体への影響
・使用上の注意 など

環境責任者
・拠点での
 使用許可

閲覧者
・他拠点での
 導入検討

TOCACHEF
・全データ保管
・承認進捗管理

申請 承認 承認 承認

閲覧

申請画面

・商品名 ・使用工程
・SDS記載の
 化学物質 など

※1 電気使用量からのCO2排出量算出は経団連提示（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。
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※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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※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

※生産高は、日銀企業物価指数に基づく、実質生産高を採用しています。

津山工場の原油換算のエネルギー使用量と生産高原単位の推移

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

　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。近年、事業拡大に伴う開発・試験設備の増設などで非生
産部門のエネルギー使用が増加傾向にあることが課題となっています。活動の取り組みとしては、試験・開発設備の効率的使用やモノづくりの高効率化、
空調や熱源機、LED照明についても高効率機器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71％削減となり、2017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65%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、2017年度の目標値0.5%未満に対して0.1%となり、目標を達成し
ました。近年総発生量が増加傾向にありますが、これは東芝キヤリア タイ社の増産の影響によるものです。

　東芝キヤリアグループは、化学物質について「できるだけ使用しない、可能な限り削減・代替を進める」「適正な管理を行う」という考えのもと、取扱量
および排出量を削減してきました。2017年度は、排出量比で基準年度比約92%の削減となり、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継続しています。また、富士工場内の新技術棟建設に先立ち、建設予定地の土壌調査を実施したところ、基準値を超える汚染が
確認されました。当社の報告に基づき富士市より区域指定されたことを受け、汚染の除去を確実に対応していきます。

化学物质减少方针及使用管理彻底施行
Measures for Reduction of Chemical Substances and Thorough Management of Their Use化学物質の削減策と使用管理の徹底

津山工厂节能活动的实际成绩
Results of Energy-saving Activities at the Tsuyama Factory津山工場における省エネ活動の実績

资源有效利用活动示例
Examples of Activities for Efficient Use of Resources資源有効活用の活動例

東芝キヤリアグループでは、国内外の各拠点で省エネ活
動を推進しています。東芝キヤリア津山工場では、業務用パッ
ケージエアコンのほか、「ユニバーサルスマートXシリーズ

（USX）」に代表される大形熱源機や、循環加温ヒートポンプ
「CAONS」を生産しています。それらの製造工程では多くの
電力を必要とするため、さまざまな省エネ施策を実施してきまし
た。右のグラフは、津山工場の原油換算のエネルギー使用量
と生産高原単位の推移です。2005年からの12年間で、エネル
ギーの総使用量は43％削減、原単位※では76％削減しました。
代表的な事例の電力監視システムでは、工場内の電力を部
門別、機械別、時間別に分析することで改善のターゲットが明
確になり、効率的な施策立案につながりました。また、USXを
使った空調設備の導入、ボイラーから「CAONS」への熱源
転換など、津山工場で製造している製品を利用した省エネも
効果的でした。このように、さまざまな改善の積み重ねが認めら
れ、津山工場の環境担当責任者が「平成28年度エネルギー
管理功績者 中国経済産業局長賞」を受賞しました。

東芝キヤリアグループの各拠点では、廃棄物の削減や資源有効
活用のため、さまざまな施策を展開しています。津山工場では、1つの板
金から取れる部品点数を増やすため、工程管理から見直しを行って
います（Reduce）。東芝キヤリアタイ社では、木製パレットをNGO団体
に寄付し、社会福祉目的で再利用されることで廃棄物を削減していま
す（Reuse）。富士工場では、排出される発泡スチロールをリサイクルす
るため、溶かして小さく固め、燃料として販売しています（Recycle）。

東芝キヤリアグループの各拠
点では、化学物質の削減に積極
的に取り組んでいます。製造技術
では、コンプレッサーの塗装方式
を粉体塗装にすることで、VOC

（揮発性有機化合物）を年間約
42%削減することができました。ま
た、洗浄機やボイラーの熱源を、電気ヒーターや「CAONS」に置き
換え、LPGガスや重油などの燃料を削減しています。化学物質の使
用管理は、事業系化学物質管理システム「TOCACHEF」で行い、
新規材料使用時の環境・安全性などの遵守チェックを行っています。

製造工程における工夫と独自の管理システム

各拠点でさまざまな3R活動を実践

詳細な分野別分析と自工場で製造する製品の活用

事業プロセスにおける環境活動をご紹介します 为您介绍事业过程中的环境活动
Here is an overview of our environmental activities in business process

事業プロセスにおける環境活動
Environment Activity Report   环保活动报告環境活動報告

Environmental Activities in Business Processes　事业过程的环境活动
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※1 電気使用量からのCO2排出量算出は経団連提示（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。
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　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65%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、2017年度の目標値0.5%未満に対して0.1%となり、目標を達成し
ました。近年総発生量が増加傾向にありますが、これは東芝キヤリア タイ社の増産の影響によるものです。

　東芝キヤリアグループは、化学物質について「できるだけ使用しない、可能な限り削減・代替を進める」「適正な管理を行う」という考えのもと、取扱量
および排出量を削減してきました。2017年度は、排出量比で基準年度比約92%の削減となり、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継続しています。また、富士工場内の新技術棟建設に先立ち、建設予定地の土壌調査を実施したところ、基準値を超える汚染が
確認されました。当社の報告に基づき富士市より区域指定されたことを受け、汚染の除去を確実に対応していきます。

化学物质减少方针及使用管理彻底施行
Measures for Reduction of Chemical Substances and Thorough Management of Their Use化学物質の削減策と使用管理の徹底

津山工厂节能活动的实际成绩
Results of Energy-saving Activities at the Tsuyama Factory津山工場における省エネ活動の実績

资源有效利用活动示例
Examples of Activities for Efficient Use of Resources資源有効活用の活動例

東芝キヤリアグループでは、国内外の各拠点で省エネ活
動を推進しています。東芝キヤリア津山工場では、業務用パッ
ケージエアコンのほか、「ユニバーサルスマートXシリーズ

（USX）」に代表される大形熱源機や、循環加温ヒートポンプ
「CAONS」を生産しています。それらの製造工程では多くの
電力を必要とするため、さまざまな省エネ施策を実施してきまし
た。右のグラフは、津山工場の原油換算のエネルギー使用量
と生産高原単位の推移です。2005年からの12年間で、エネル
ギーの総使用量は43％削減、原単位※では76％削減しました。
代表的な事例の電力監視システムでは、工場内の電力を部
門別、機械別、時間別に分析することで改善のターゲットが明
確になり、効率的な施策立案につながりました。また、USXを
使った空調設備の導入、ボイラーから「CAONS」への熱源
転換など、津山工場で製造している製品を利用した省エネも
効果的でした。このように、さまざまな改善の積み重ねが認めら
れ、津山工場の環境担当責任者が「平成28年度エネルギー
管理功績者 中国経済産業局長賞」を受賞しました。

東芝キヤリアグループの各拠点では、廃棄物の削減や資源有効
活用のため、さまざまな施策を展開しています。津山工場では、1つの板
金から取れる部品点数を増やすため、工程管理から見直しを行って
います（Reduce）。東芝キヤリアタイ社では、木製パレットをNGO団体
に寄付し、社会福祉目的で再利用されることで廃棄物を削減していま
す（Reuse）。富士工場では、排出される発泡スチロールをリサイクルす
るため、溶かして小さく固め、燃料として販売しています（Recycle）。

東芝キヤリアグループの各拠
点では、化学物質の削減に積極
的に取り組んでいます。製造技術
では、コンプレッサーの塗装方式
を粉体塗装にすることで、VOC

（揮発性有機化合物）を年間約
42%削減することができました。ま
た、洗浄機やボイラーの熱源を、電気ヒーターや「CAONS」に置き
換え、LPGガスや重油などの燃料を削減しています。化学物質の使
用管理は、事業系化学物質管理システム「TOCACHEF」で行い、
新規材料使用時の環境・安全性などの遵守チェックを行っています。

製造工程における工夫と独自の管理システム

各拠点でさまざまな3R活動を実践

詳細な分野別分析と自工場で製造する製品の活用

事業プロセスにおける環境活動をご紹介します 为您介绍事业过程中的环境活动
Here is an overview of our environmental activities in business process

事業プロセスにおける環境活動
Environment Activity Report   环保活动报告環境活動報告

Environmental Activities in Business Processes　事业过程的环境活动
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「カイレン道場」での講義

工場での重大リスク低減策（安全パトロールの様子）

避難場所の公共施設に設置した業務用エアコン

業務用エアコン

各拠点の国際規格取得

ISO14001

ISO9001

OHSAS18001

拠点名
（富士）

（津山）、（掛川）
（TCTC）
（TCFG）
（TCAC）

（富士）、（津山）、（掛川）
（TCTC）
（TCFG）
（TCAC）

（富士）、（津山）
（TCTC）
（TCFG）
（TCAC）
（掛川）

  取得年月
1997年4月
2007年2月
2011年1月
2013年9月
2014年1月
1994年1月
2009年1月
2013年2月
2014年2月
2009年1月
2011年7月
2015年10月
2016年8月
2017年12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 2,080名 424名

海外グループ会社　合計 1,810名 1.322名

グループ全体 3,890名 1,746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

 

2014年度 2名 9名 13名

2015年度 5名 10名 4名

2016年度 6名 8名 10名

※数値は2018年4月1日現在

2017年度　特許出願・登録件数

特許出願件数
国内 87
海外※ 92
合計 179

特許登録件数
国内 41
海外※ 62
合計 103

※海外は中国実用新案を含む

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

コンプライアンス
推進部

東芝キヤリア株式会社のガバナンス体制

監査役 監査役室
監査役協議会

2017年度 2名 7名 7名

2017年度 e-learning一覧（遵法教育含む）
東芝グループ行動基準 2017年6月
会計コンプライアンス教育＋適時開示教育 2017年8月
廃掃法 2017年8月
情報の適切な管理に関する教育 2017年8月
メンタルヘルス＋
ワーク・スタイル・イノベーション 2017年9月

お客さま満足向上および環境教育 2017年10月
電安法教育および輸出管理教育 2017年11月
技術者倫理教育および著作権教育 2018年1月
会計コンプライアンス教育 2018年1月
下請法教育および営業リスク教育 2018年2月
輸出管理教育 2018年3月

集团上下一致开展提升企业价值活动
As a united group, we are engaged in activities to increase corporate value

東芝キヤリアグループは、すべての製造・開発拠点で環境規格ISO14001、品質規格
ISO9001、労働衛生マネジメントシステムの国際的な認証規格OHSAS18001を取得してい
ます。2017年度、新たに掛川開発センターがOHSAS18001を取得しました。また、ISO14001
については、各拠点において2015年版への移行作業が完了しました。

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

Affiliated Company Profiles 
相关公司介绍関係会社紹介 東芝キヤリアグループは、国内をはじめ、欧州、米国、アジアでの

グローバルな事業展開を拡大しています。

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するとともに、必要な各種規
程を整備するなど、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協議会では、年度ごとの監査基本方針・活動計画を策定し、それ
らに従ってグループ全体の各種監査活動を実施しています。内部監査部門は、監査役協議
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

東芝キヤリアグループは、公正、誠実で透明性の高い事業活動を行うとともに、持続可能な
社会の形成に貢献する企業を目指し、国際社会の一員として国連グローバル・コンパクト
（UNGC※）を支持しています。また、その精神を盛り込んだ「東芝グループ行動基準」を基盤
に、すべての行動において法律や社会のルールを誠実に守ることを徹底しています。

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

東芝キヤリアグループでは、全社で事業にかかわるすべての法令を確認し、それらの社内通
知や教育による周知を行っています。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、
グループ全体の遵守状況を網羅的にチェックし、課題解決に取り組んでいます。また、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。

Compliance Systems / 合规体系
コンプライアンス体制

世界190か国以上への輸出、複雑な商流であるため、厳格な輸出管理体制をとっ
ています。情報セキュリティについては、事業を通してステークホルダーの皆さまから取
得した個人情報を含むすべての会社情報を、適切に管理・保護しています。また、健
全なサプライチェーン構築にあたり、調達取引先さまからの通報を受け付ける「クリー
ン・パートナーライン」を設けています。

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

web

多国籍をはじめ、多様な属性の従業員を毎年採用しています。障がい者雇用では特別
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。また、次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画を策定し、
育児・介護休暇制度やキャリア・リターン制度※1、再雇用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
17％※2で、部門長やマネジメント層として活躍する従業員も増えており、今後も積極的な登用
を図る方針です。

Employee Diversity / 员工多元化
従業員の多様性

東芝キヤリアグループは、事業活動にかかわるすべての人の安全と健康を確保するため
に、安全健康推進施策や労働安全衛生マネジメントシステムを基盤とした、安全健康管理
水準の向上を目指しています。安全面については、繰り返し発生する切れ擦れ災害の対策
や重大リスクとなる墜落・転落防止措置の確実な実施と監視、社用車および通勤時におけ
る交通事故の撲滅等を目標とした活動を展開しています。健康面については、健康管理の
基本となる各種健康診断の実施と診断結果に基づく保健指導、メンタルヘルス対策、受動
喫煙防止の強化や禁煙支援なども積極的に実施しています。また、昨今の流れを受け予防
医療にも力を入れており、必要な情報の提供や講習会などを行っています。

Employee Health and Safety Management / 员工安全及健康管理
従業員の安全と健康管理

東芝キヤリアグループでは、省エネ関連技術の研究開発の成果を重要な経営資源と捉
え、知的財産権によって保護し、活用しています。国内外での出願も戦略的に進め、2017年
度は国内外合わせて179件を特許出願し、新たに103件が登録されました。また、第三者の
知的財産を尊重しつつ、当社の知的財産の価値を最大化するため、先行技術についての
事前調査を徹底しています。一方、職務発明を行った従業員に対しては、社内規程に基づ
いて報奨を行っています。

Patents / 专利相关事项
特許関連事項

２０１８年７月に発生した西日本豪雨災害に際し、東芝キヤリアは避難場所となった小学
校体育館などの公共施設（計８か所）の猛暑対策として、業務用エアコン（カスタムエアコ
ン）の設置を行いました。厳しい作業環境や交通事情が続くなか、営業担当者、工場の生
産・物流面でのバックアップ、現地で据付工事や搬送に携わった協力会社の皆さまなどとの
連携で、国・地域からの緊急要請に対応しました。後日、感謝の言葉をいただくなど、災害に
苦しむ地域の方々の避難生活の環境改善に寄与しました。

Disaster Response Support / 支援灾害应对
災害対応支援

一人ひとりの従業員を「人財」と捉え、継続的に価値を高めることを目指しています。その一
環である社内教育では、各種コンプライアンス教育（P25表）のほか、階層別のスキルアップ
教育、商品の設置工事に携わる者や開発技術者向けなど、それぞれの職種に特化した教
育を取り入れています。また、製造業の基礎であるモノづくり力向上のための製造現場での
技能教育体制「カイレン道場」を構築しています。

In-house Training / 社内培训
社内教育

※1 配偶者の転勤や近親者の介護などの理由で、仕事と家庭の両立が困難なために退職する従業員が職場復帰できる仕組み
※2 国内正規従業員ベース

※United Nations Global Compact

グループ一丸となり、企業価値を高める活動に取り組んでいます

・東芝キヤリア 英国社
 業務用空調機器の販売

・東芝キヤリア タイ社
 空調機器の設計、製造、販売

・東芝キヤリア空調販売（上海）社
 空調機器の販売

・東芝キヤリア中国社
 業務用空調機器の製造、販売

・東芝キヤリア欧州社
 業務用空調機器の設計・開発、
 商品企画、営業技術支援

・東芝キヤリア北米社
 業務用空調機器の設計・開発、
 商品企画、営業技術支援

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

・広東美芝制冷設備有限公司
 ロータリーコンプレッサーの
 製造、販売

・その他5社

・東芝キヤリア・インド社
 業務用空調機器の製造、販売国

内
関
係
会
社

コンプライアンスの取り組み例

海
外
関
係
会
社

・富士冷熱工業（株）
 冷凍車用冷凍装置、コンプレッサー、
 空調用部品の製造

・東芝キヤリアエンジニアリング＆
 ライフサポート（株）
 開発・設計・品質関連の業務支援、従業員への
 生活関連物品の販売、厚生施設管理・運営

・東芝テクノシステム（株）
 空調設備機器等の修理、保守

企業姿勢
Corporate Attitude   企业经营姿势
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「カイレン道場」での講義

工場での重大リスク低減策（安全パトロールの様子）

避難場所の公共施設に設置した業務用エアコン

業務用エアコン

各拠点の国際規格取得

ISO14001

ISO9001

OHSAS18001

拠点名
（富士）

（津山）、（掛川）
（TCTC）
（TCFG）
（TCAC）

（富士）、（津山）、（掛川）
（TCTC）
（TCFG）
（TCAC）

（富士）、（津山）
（TCTC）
（TCFG）
（TCAC）
（掛川）

  取得年月
1997年4月
2007年2月
2011年1月
2013年9月
2014年1月
1994年1月
2009年1月
2013年2月
2014年2月
2009年1月
2011年7月
2015年10月
2016年8月
2017年12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 2,080名 424名

海外グループ会社　合計 1,810名 1.322名

グループ全体 3,890名 1,746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

 

2014年度 2名 9名 13名

2015年度 5名 10名 4名

2016年度 6名 8名 10名

※数値は2018年4月1日現在

2017年度　特許出願・登録件数

特許出願件数
国内 87
海外※ 92
合計 179

特許登録件数
国内 41
海外※ 62
合計 103

※海外は中国実用新案を含む

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

コンプライアンス
推進部

東芝キヤリア株式会社のガバナンス体制

監査役 監査役室
監査役協議会

2017年度 2名 7名 7名

2017年度 e-learning一覧（遵法教育含む）
東芝グループ行動基準 2017年6月
会計コンプライアンス教育＋適時開示教育 2017年8月
廃掃法 2017年8月
情報の適切な管理に関する教育 2017年8月
メンタルヘルス＋
ワーク・スタイル・イノベーション 2017年9月

お客さま満足向上および環境教育 2017年10月
電安法教育および輸出管理教育 2017年11月
技術者倫理教育および著作権教育 2018年1月
会計コンプライアンス教育 2018年1月
下請法教育および営業リスク教育 2018年2月
輸出管理教育 2018年3月

集团上下一致开展提升企业价值活动
As a united group, we are engaged in activities to increase corporate value

東芝キヤリアグループは、すべての製造・開発拠点で環境規格ISO14001、品質規格
ISO9001、労働衛生マネジメントシステムの国際的な認証規格OHSAS18001を取得してい
ます。2017年度、新たに掛川開発センターがOHSAS18001を取得しました。また、ISO14001
については、各拠点において2015年版への移行作業が完了しました。

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

Affiliated Company Profiles 
相关公司介绍関係会社紹介 東芝キヤリアグループは、国内をはじめ、欧州、米国、アジアでの

グローバルな事業展開を拡大しています。

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するとともに、必要な各種規
程を整備するなど、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協議会では、年度ごとの監査基本方針・活動計画を策定し、それ
らに従ってグループ全体の各種監査活動を実施しています。内部監査部門は、監査役協議
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

東芝キヤリアグループは、公正、誠実で透明性の高い事業活動を行うとともに、持続可能な
社会の形成に貢献する企業を目指し、国際社会の一員として国連グローバル・コンパクト
（UNGC※）を支持しています。また、その精神を盛り込んだ「東芝グループ行動基準」を基盤
に、すべての行動において法律や社会のルールを誠実に守ることを徹底しています。

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

東芝キヤリアグループでは、全社で事業にかかわるすべての法令を確認し、それらの社内通
知や教育による周知を行っています。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、
グループ全体の遵守状況を網羅的にチェックし、課題解決に取り組んでいます。また、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。

Compliance Systems / 合规体系
コンプライアンス体制

世界190か国以上への輸出、複雑な商流であるため、厳格な輸出管理体制をとっ
ています。情報セキュリティについては、事業を通してステークホルダーの皆さまから取
得した個人情報を含むすべての会社情報を、適切に管理・保護しています。また、健
全なサプライチェーン構築にあたり、調達取引先さまからの通報を受け付ける「クリー
ン・パートナーライン」を設けています。

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

web

多国籍をはじめ、多様な属性の従業員を毎年採用しています。障がい者雇用では特別
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。また、次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画を策定し、
育児・介護休暇制度やキャリア・リターン制度※1、再雇用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
17％※2で、部門長やマネジメント層として活躍する従業員も増えており、今後も積極的な登用
を図る方針です。

Employee Diversity / 员工多元化
従業員の多様性

東芝キヤリアグループは、事業活動にかかわるすべての人の安全と健康を確保するため
に、安全健康推進施策や労働安全衛生マネジメントシステムを基盤とした、安全健康管理
水準の向上を目指しています。安全面については、繰り返し発生する切れ擦れ災害の対策
や重大リスクとなる墜落・転落防止措置の確実な実施と監視、社用車および通勤時におけ
る交通事故の撲滅等を目標とした活動を展開しています。健康面については、健康管理の
基本となる各種健康診断の実施と診断結果に基づく保健指導、メンタルヘルス対策、受動
喫煙防止の強化や禁煙支援なども積極的に実施しています。また、昨今の流れを受け予防
医療にも力を入れており、必要な情報の提供や講習会などを行っています。

Employee Health and Safety Management / 员工安全及健康管理
従業員の安全と健康管理

東芝キヤリアグループでは、省エネ関連技術の研究開発の成果を重要な経営資源と捉
え、知的財産権によって保護し、活用しています。国内外での出願も戦略的に進め、2017年
度は国内外合わせて179件を特許出願し、新たに103件が登録されました。また、第三者の
知的財産を尊重しつつ、当社の知的財産の価値を最大化するため、先行技術についての
事前調査を徹底しています。一方、職務発明を行った従業員に対しては、社内規程に基づ
いて報奨を行っています。

Patents / 专利相关事项
特許関連事項

２０１８年７月に発生した西日本豪雨災害に際し、東芝キヤリアは避難場所となった小学
校体育館などの公共施設（計８か所）の猛暑対策として、業務用エアコン（カスタムエアコ
ン）の設置を行いました。厳しい作業環境や交通事情が続くなか、営業担当者、工場の生
産・物流面でのバックアップ、現地で据付工事や搬送に携わった協力会社の皆さまなどとの
連携で、国・地域からの緊急要請に対応しました。後日、感謝の言葉をいただくなど、災害に
苦しむ地域の方々の避難生活の環境改善に寄与しました。

Disaster Response Support / 支援灾害应对
災害対応支援

一人ひとりの従業員を「人財」と捉え、継続的に価値を高めることを目指しています。その一
環である社内教育では、各種コンプライアンス教育（P25表）のほか、階層別のスキルアップ
教育、商品の設置工事に携わる者や開発技術者向けなど、それぞれの職種に特化した教
育を取り入れています。また、製造業の基礎であるモノづくり力向上のための製造現場での
技能教育体制「カイレン道場」を構築しています。

In-house Training / 社内培训
社内教育

※1 配偶者の転勤や近親者の介護などの理由で、仕事と家庭の両立が困難なために退職する従業員が職場復帰できる仕組み
※2 国内正規従業員ベース

※United Nations Global Compact

グループ一丸となり、企業価値を高める活動に取り組んでいます

・東芝キヤリア 英国社
 業務用空調機器の販売

・東芝キヤリア タイ社
 空調機器の設計、製造、販売

・東芝キヤリア空調販売（上海）社
 空調機器の販売

・東芝キヤリア中国社
 業務用空調機器の製造、販売

・東芝キヤリア欧州社
 業務用空調機器の設計・開発、
 商品企画、営業技術支援

・東芝キヤリア北米社
 業務用空調機器の設計・開発、
 商品企画、営業技術支援

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

・広東美芝制冷設備有限公司
 ロータリーコンプレッサーの
 製造、販売

・その他5社

・東芝キヤリア・インド社
 業務用空調機器の製造、販売国

内
関
係
会
社

コンプライアンスの取り組み例

海
外
関
係
会
社

・富士冷熱工業（株）
 冷凍車用冷凍装置、コンプレッサー、
 空調用部品の製造

・東芝キヤリアエンジニアリング＆
 ライフサポート（株）
 開発・設計・品質関連の業務支援、従業員への
 生活関連物品の販売、厚生施設管理・運営

・東芝テクノシステム（株）
 空調設備機器等の修理、保守

企業姿勢
Corporate Attitude   企业经营姿势
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ステークホルダーとのコミュニケーション
Communication with Stakeholders   与企业所有相关人员的交流

④空調機器が設置された教室（TCSA）

①感謝状授与式の様子（富士） ②工場見学会の様子（津山）

③横割神社清掃後の集合写真
　（富士冷熱工業）

④冷媒フロン類取り扱い技術者講習会③安全衛生協力会の活動（安全衛生大会）

HRTS（掛川） HeaSite（津山） 東芝グループ環境展HVAC&Rの出展ブース

①近藤社長（当時）からの説明の様子 ②中国における全国パートナー大会

①東芝グループIEインストラクター認定式の集合写真
　東芝キヤリア株式会社 望月 隆充（後列右端）
　東芝キヤリアタイ社 Sikarin Sangsri Asmussen
　（後列右から2番目）
　東芝キヤリアタイ社 Suchart Thathong
　（後列左端）

②東芝グループ テクニカルコンテストの様子
　東芝キヤリア タイ社
　Chinnathan Peeraboonkraikul選手／
　第32回機械保全（スタンダード）の部

地元NGO団体表彰式での集合写真
東芝キヤリア中国社 陳旭阳（右から４番目）

H&V news AWARDS 2017
東芝キヤリア 英国社のメンバー

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、
2018年8月31日現在で421,674台（80.0％）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。

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

継続的な地域貢献活動を各拠点で展開

①植樹
Tree-planting / 植树

国内外のさまざまな拠点で、植樹活動を行っています。2018年度に
は、「富士山麓ブナ林創造事業」への長年の貢献を認められ、静岡
県富士市から感謝状をいただきました。

②地域行政や住民とのコミュニケーション
Communication with Local Administrations and Residents / 与当地政府和居民沟通

各拠点地域の行政機関や住民の皆さまと定期的に対話会を行って
います。工場の見学会などを通じて事業活動への理解を深めていただくと
ともに、貴重なご意見を生かしながら今後の事業活動に役立てていきます。

③清掃活動
Cleanup Activities / 清理活动

毎月10日のトーシバデーをはじめ、各拠点周辺では定期的に清掃活
動を行い、地域の美化や自然環境の保全維持に貢献しています。

④教育施設への空調機器の寄付
Donation of Air Conditioners to Educational Facilities / 向教育设施捐赠空调设备

東芝キヤリア空調販売（上海）社（TCSA）が、中国貴州省紫雲県
四大寨の幼稚園・小学校に空調機器を寄付しました。また、東芝キヤリ
ア タイ社（TCTC）では職業訓練学校へ寄付しました。

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

ショールーム・展示会でお客さまとの接点を構築

富士工場の「AIRS」では、当社の全製品を展示し、工場内の生産工
程で実稼働中の製品も見学できます。掛川開発センターの「HRTS」は、
研究開発から製品の誕生までを体感しつつ、製品を見学できる施設となっ
ています。また、2017年度には、津山工場に大形熱源機の実機を用いてさ
まざまな導入事例を紹介する展示施設「HeaSite」を開設しました。ここでは
カスタマイズ生産の製造ラインを見学でき、モノづくりを体感できます。

①国内各拠点のショールーム
Showrooms of Each Operating Site in Japan / 国内基地陈列室

製品やサービスを広く紹介する機会として、展示会への出展を行っています。
2017年度は日本国内最大の空調展である「HVAC&R」に出展し、多くのお
客さまに当社の熱源ソリューションに触れていただくとともに、貴重なご意見やご
要望を伺うことができました。また、東芝グループ環境展では、「USX EDGE」の
ほか、事業系化学物質管理システム「TOCACHEF」や掛川開発センターの
先進的試験室を出展し、開発・製造過程における環境活動を紹介しました。

②展示会
Exhibitions / 展览会

※ステークホルダーとのコミュニケーションにつきましては、一部をご紹介しています。
　詳細につきましては右記ホームページをご覧ください。 

web

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

ビジネスパートナーさまとのかかわり 与业务伙伴的关系
Relationship with Business Partners

連携強化と情報共有を目指した取り組みを実施

調達取引先さまに対し、事業環境の説明会を通じて、さまざまな調
達方針への協力要請を行っています。2017年度は説明会を2回実施
し、延べ363社、419名に出席いただきました。

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

国内外で販売店さまと直接コミュニケーションできる場を設けていま
す。経営幹部から感謝の言葉を申し上げるとともに、お互いさらなる事
業伸長を目指し、今後の販売戦略を共有しています。

②販売店さまとのかかわり
Interactions with Vendors / 与经销商的关系

IE（Industrial Engineering）インストラクターは、生産工学の
手法を活用し、モノづくり力を強化するために独自の教育を受け
た、各拠点における改善活動の核となる人財です。2017年度は、
東芝キヤリアの1名、東芝キヤリアタイ社の2名が認定されました。

①東芝グループIEインストラクター
Toshiba Group IE Instructors / 东芝集团 IE 专职讲师

東芝グループが毎年開催しているこのコンテストは、製造
に必要な「モノづくり力」を強化させるだけではなく、個 の々技
能が評価されることで各自の励みになっています。東芝キヤリ
アグループからも積極的に参加しています。

②東芝グループ テクニカルコンテスト
Toshiba Group Technical Contest / 东芝集团技术竞赛

製品の設置工事現場における労働災害防止と、施工品質確保なら
びに施工技術力向上のために、サービス･工事協力会社さまと協力して
活動を推進しています。国内の8地区で、合計597社が登録しています。

③安全衛生協力会
Safety and Health Cooperation Association / 安全卫生合作会

フロン排出抑制法に基づき、使用中の業務用冷凍空調機器の冷媒漏
洩を点検する技術者養成のため、サービス･工事協力会社さま向けに講習
を行っています。2017年度までに51回実施し、延べ2,950名が受講しました。

④冷媒フロン類取り扱い技術者講習会
Training Sessions for Specialists in Handling CFC Refrigerants / 制冷剂氟利昂类处理方法工程师研讨会

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

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

従業員対象の活動が充実し実績も評価

東芝キヤリアグループは、これまで培ってきた省エネ技術
やヒートポンプ応用技術を用いて環境調和型製品の開発
を行ったことが評価され、トリプル受賞（P16参照）を受けて
います。イギリスでも、H&V news AWARDS 2017で、
「SHRM-e」（ビル用マルチ空調システム）が業務用エア
コン部門で表彰されました。また、企業としての環境活動
貢献が認められ、社外より表彰されています。中国では、
近隣の企業や地元NGO団体（HEDAグリーン発展促
進会）と連携した活動が評価され、そのNGO団体より東
芝キヤリア中国社とその環境担当者とが表彰されました。

社外表彰 公司外表彰
Commendation from the Outside a Company Building

環境へ貢献する事業活動が社外から表彰
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ステークホルダーとのコミュニケーション
Communication with Stakeholders   与企业所有相关人员的交流

④空調機器が設置された教室（TCSA）

①感謝状授与式の様子（富士） ②工場見学会の様子（津山）

③横割神社清掃後の集合写真
　（富士冷熱工業）

④冷媒フロン類取り扱い技術者講習会③安全衛生協力会の活動（安全衛生大会）

HRTS（掛川） HeaSite（津山） 東芝グループ環境展HVAC&Rの出展ブース

①近藤社長（当時）からの説明の様子 ②中国における全国パートナー大会

①東芝グループIEインストラクター認定式の集合写真
　東芝キヤリア株式会社 望月 隆充（後列右端）
　東芝キヤリアタイ社 Sikarin Sangsri Asmussen
　（後列右から2番目）
　東芝キヤリアタイ社 Suchart Thathong
　（後列左端）

②東芝グループ テクニカルコンテストの様子
　東芝キヤリア タイ社
　Chinnathan Peeraboonkraikul選手／
　第32回機械保全（スタンダード）の部

地元NGO団体表彰式での集合写真
東芝キヤリア中国社 陳旭阳（右から４番目）

H&V news AWARDS 2017
東芝キヤリア 英国社のメンバー

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、
2018年8月31日現在で421,674台（80.0％）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。

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

継続的な地域貢献活動を各拠点で展開

①植樹
Tree-planting / 植树

国内外のさまざまな拠点で、植樹活動を行っています。2018年度に
は、「富士山麓ブナ林創造事業」への長年の貢献を認められ、静岡
県富士市から感謝状をいただきました。

②地域行政や住民とのコミュニケーション
Communication with Local Administrations and Residents / 与当地政府和居民沟通

各拠点地域の行政機関や住民の皆さまと定期的に対話会を行って
います。工場の見学会などを通じて事業活動への理解を深めていただくと
ともに、貴重なご意見を生かしながら今後の事業活動に役立てていきます。

③清掃活動
Cleanup Activities / 清理活动

毎月10日のトーシバデーをはじめ、各拠点周辺では定期的に清掃活
動を行い、地域の美化や自然環境の保全維持に貢献しています。

④教育施設への空調機器の寄付
Donation of Air Conditioners to Educational Facilities / 向教育设施捐赠空调设备

東芝キヤリア空調販売（上海）社（TCSA）が、中国貴州省紫雲県
四大寨の幼稚園・小学校に空調機器を寄付しました。また、東芝キヤリ
ア タイ社（TCTC）では職業訓練学校へ寄付しました。

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

ショールーム・展示会でお客さまとの接点を構築

富士工場の「AIRS」では、当社の全製品を展示し、工場内の生産工
程で実稼働中の製品も見学できます。掛川開発センターの「HRTS」は、
研究開発から製品の誕生までを体感しつつ、製品を見学できる施設となっ
ています。また、2017年度には、津山工場に大形熱源機の実機を用いてさ
まざまな導入事例を紹介する展示施設「HeaSite」を開設しました。ここでは
カスタマイズ生産の製造ラインを見学でき、モノづくりを体感できます。

①国内各拠点のショールーム
Showrooms of Each Operating Site in Japan / 国内基地陈列室

製品やサービスを広く紹介する機会として、展示会への出展を行っています。
2017年度は日本国内最大の空調展である「HVAC&R」に出展し、多くのお
客さまに当社の熱源ソリューションに触れていただくとともに、貴重なご意見やご
要望を伺うことができました。また、東芝グループ環境展では、「USX EDGE」の
ほか、事業系化学物質管理システム「TOCACHEF」や掛川開発センターの
先進的試験室を出展し、開発・製造過程における環境活動を紹介しました。

②展示会
Exhibitions / 展览会

※ステークホルダーとのコミュニケーションにつきましては、一部をご紹介しています。
　詳細につきましては右記ホームページをご覧ください。 

web

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

ビジネスパートナーさまとのかかわり 与业务伙伴的关系
Relationship with Business Partners

連携強化と情報共有を目指した取り組みを実施

調達取引先さまに対し、事業環境の説明会を通じて、さまざまな調
達方針への協力要請を行っています。2017年度は説明会を2回実施
し、延べ363社、419名に出席いただきました。

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

国内外で販売店さまと直接コミュニケーションできる場を設けていま
す。経営幹部から感謝の言葉を申し上げるとともに、お互いさらなる事
業伸長を目指し、今後の販売戦略を共有しています。

②販売店さまとのかかわり
Interactions with Vendors / 与经销商的关系

IE（Industrial Engineering）インストラクターは、生産工学の
手法を活用し、モノづくり力を強化するために独自の教育を受け
た、各拠点における改善活動の核となる人財です。2017年度は、
東芝キヤリアの1名、東芝キヤリアタイ社の2名が認定されました。

①東芝グループIEインストラクター
Toshiba Group IE Instructors / 东芝集团 IE 专职讲师

東芝グループが毎年開催しているこのコンテストは、製造
に必要な「モノづくり力」を強化させるだけではなく、個 の々技
能が評価されることで各自の励みになっています。東芝キヤリ
アグループからも積極的に参加しています。

②東芝グループ テクニカルコンテスト
Toshiba Group Technical Contest / 东芝集团技术竞赛

製品の設置工事現場における労働災害防止と、施工品質確保なら
びに施工技術力向上のために、サービス･工事協力会社さまと協力して
活動を推進しています。国内の8地区で、合計597社が登録しています。

③安全衛生協力会
Safety and Health Cooperation Association / 安全卫生合作会

フロン排出抑制法に基づき、使用中の業務用冷凍空調機器の冷媒漏
洩を点検する技術者養成のため、サービス･工事協力会社さま向けに講習
を行っています。2017年度までに51回実施し、延べ2,950名が受講しました。

④冷媒フロン類取り扱い技術者講習会
Training Sessions for Specialists in Handling CFC Refrigerants / 制冷剂氟利昂类处理方法工程师研讨会

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

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

従業員対象の活動が充実し実績も評価

東芝キヤリアグループは、これまで培ってきた省エネ技術
やヒートポンプ応用技術を用いて環境調和型製品の開発
を行ったことが評価され、トリプル受賞（P16参照）を受けて
います。イギリスでも、H&V news AWARDS 2017で、
「SHRM-e」（ビル用マルチ空調システム）が業務用エア
コン部門で表彰されました。また、企業としての環境活動
貢献が認められ、社外より表彰されています。中国では、
近隣の企業や地元NGO団体（HEDAグリーン発展促
進会）と連携した活動が評価され、そのNGO団体より東
芝キヤリア中国社とその環境担当者とが表彰されました。

社外表彰 公司外表彰
Commendation from the Outside a Company Building

環境へ貢献する事業活動が社外から表彰

27 東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2018 28東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2018ひ一人から始めるこまめに電源チェックの省資源（関係会社／ポケモンレッド）　



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

SDGs（持続可能な開発目標）とは
　2015年9月に「国連持続可能な開発サミット」の成果文
書として、「我々の世界を変革する：持続可能な開発のた
めの2030アジェンダ」が採択されました。アジェンダは、
人間、地球および繁栄のための行動計画として、宣言およ
び目標を掲げました。この目標が、17の目標と169のター
ゲットからなる「持続可能な開発目標（SDGs）」です。

松尾先生、4年間にわたり第三者所見をいただきありがとうございます。世界をとりまく環境課題について、
当社として「やるべきこと」「やれること」を考えてきました。特に「パリ協定」については、地球温暖化抑制につ

ながる空調機器をはじめとした各製品を創出し、世界190か国以上に提供することにより、同じ価値で現状よりもCO2の排出量を削減で
きると考えます。さらに、「愛知目標」やその上位概念となる「SDGs」は、現在できていることや今後できることを整理しているところです。
今回のテーマである「水」は、「SDGｓ」の第6項目として目標に定められていることもあり、人々の生活に密接にかかわる重要なテーマで
あることは言うまでもありません。この報告書は、当社の活動を紹介するだけでなく、手に取った人が2015年度から今年度までに設定し
た中期テーマ「Sustainable Society：持続可能な社会」を目指して少しでも環境問題に興味を持ち、一人ひとりができることを考えて
いくきっかけになればと考えています。4年間で4テーマを扱ってきましたが、松尾先生のご意見を拝聴しながら、地球内の企業として、ま
た環境創造企業として、世界の環境課題と真摯に向き合い、解決に向けてできることを実行していきたいと思います。

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　准教授

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

東芝キヤリア 環境推進室 室長　社会・環境報告書2018　企画・編集長　佐々木 美弥

　今年度の社会・環境報告書は、一般にも浸透してきた「SDGs」、さ
らに「パリ協定」に寄与する環境調和型製品について、以前から環境
への負荷が少ない状態で製造してきたことが分かりやすく示されて
います。某 大 国が 離 脱しようとも、多くの見 識ある人たちは、

「RE100※1」を目指す動きを活発化させています。パリ協定に沿って
努力し、その先にRE100を目指すことが、長期的に多くの人々を幸せ
にすると信じています。
　報告書は、4年の中期テーマである「Sustainable Society : 持続
可能な社会」のもと、2015年度版からの単年度のテーマを「地球温
暖化抑制」「化学物質管理」「資源有効活用」として取り上げてきまし
た。そして、最終年は「水資源有効活用」を取り上げました。私たち人
間のみならず、生き物は水なしでは生きていけません。そのため、「水」
は昔も今も、そして未来に向けても、とても大切なものです。私たち一
人ひとりができることは小さいかもしれませんが、少しずつでもある
べき方向へと歩みを進めることが大切です。今年度版の内容は、それ
を忘れないためにも意義深く、また、東芝キヤリアの取り組みが理解
しやすい内容になっていると感じました。以下、主な記事について項
目別に所見を述べさせていただきます。

●特集❶❷について
　地球の財産と言ってもよい水のクイズを掲載し、分かりやすく紹介
しています。水に不便さを感じない日本で暮らす私たちは、きれいな
水を維持・管理していくことの大切さを忘れてはいけないことが、クイ
ズや下段のコラムから伝わってきます。また、人類の生産活動や人口
増に伴い、生活・工業用水として、飲食品として、そして汚染水として、
水のストックが増えています。これは、少ない水の量で地球環境内で
の循環を行わなければならないことを意味します。一方、氷としてス
トックされていたものがとけ出している事実も見逃せません。限りあ
る水を大切に循環させなければならず、その時、マイクロプラスチック
も検証すべき対象になるでしょう。さらに座談会では、富士工場にお

ける排水処理から日常の節水まで、さまざまな意見交換があり、水の
循環や生命の源である水の大切さが伝わってきました。

●環境経営・製品紹介について
　適切な管理体制で環境経営に取り組み、実績をあげていることが
分かります。エクセレントECPが増え、さまざまな製品で省エネ性が進
んでいることが紹介されているだけではなく、使用環境に合わせた製
品紹介で導入へのイメージがしやすいと思います。また、潜在ポテン
シャルが非常に高いと思うCAONSシリーズは、積極的な開発や提案
を今後も続けていただき、ESCO事業※2などでの拡大展開を期待す
るとともに、低温熱のコントロールが得意なヒートポンプの活用の場
を広げていただきたいと思います。

●生物多様性保全活動・環境イベントについて
　拠点によって異なる保護活動や清掃活動の様子が伝わってきま
す。今年で7回目となる小学生の環境イベントは、自社のecoスタイ
ルリーダーと一緒に行う「環境すごろくづくり」でした。学びをまとめ、
遊びへと昇華させる手法は非常によいと思います。また、事業プロセ
スにおける各環境活動は、どれも開始当初は劇的な変化があるもの
の、長期にわたってコンスタントに改善し続けることは非常に困難で
す。その中にあって、化学物質排出量の低減は着実な成果を上げて
います。ハードルは高くなると思いますが、ほかのテーマも含め着実な
推進を期待します。

　最後に、4年間にわたり第三者所見を担当させていただき、誠にあ
りがとうございました。東芝キヤリアの製品面・製造面の両立した環境
への取り組みが伝わってきました。新技術棟建設など、会社がさらな
る拡大を目指すなかで、環境創造企業として、製造時にも使用時にも
環境にやさしい製品群を提供していただくことを願ってやみません。
貴社の益々のご発展を祈念しております。

「水」や自社の環境活動を分かりやすく取り上げています。

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、2017年度実績と、一部2018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、選択しました。また、主な活動について、
SDGsとの関連を「マテリアリティマトリックス」（下表）を用いて表
記しました。

●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。

●第三者保証
東芝グループ全体で温室効果ガス排出量の第三者保証を

受けています。東芝キヤリアグループはその内数として保証範囲
に含まれます。

《 環境負荷にかかわる諸データ 》
・東芝キヤリア タイ社
・東芝キヤリア空調販売（上海）社
・TCFGコンプレッサ(タイ)社
・東芝キヤリア中国社

Contents

●報告対象期間　2017年4月1日～2018年3月31日
一部記事については、2018年4月以降の内容も掲載しています。

●発行元　東芝キヤリア株式会社

●報告対象組織
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東芝キヤリアグループ社会・環境報告書2018の「マテリアリティマトリックス」と「SDGs」の関連図

東
芝
キ
ヤ
リ
ア
グ
ル
ー
プ
に

と
っ
て
の
報
告
重
要
度

中

中

高

高

特集❶ 人と水、水と社会
（世界子ども水シンポジウム）

特集❷ 座談会

関係会社紹介

地域社会とのかかわり

社外表彰

従業員とのかかわり
ecoクロスワードパズルに挑戦！
グループ社員（国内）によるいろはかるた

環境経営責任者メッセージ
製品開発と環境保全活動のあゆみ
環境経営
製品紹介①②
生物多様性保全活動
特集❸ 環境イベント（富士工場）
事業プロセスにおける環境活動
企業姿勢
ビジネスパートナーさまとのかかわり

お客さまとのかかわり
第三者所見
東芝キヤリアの概要

ステークホルダーにとっての関心度

企画・編集長 ： 佐々木 美弥
編集員 ： 市丸 雅浩、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
特集原稿制作 ：  横井 透

挿絵（イラスト） ：  タナカ ユリ
イベント写真 :  鈴木 真弓STAFF
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社会・環境報告書に対する第三者所見
Observation by Third Party on Our CSR Report   第三方对社会·环保报告书的意见

SDGs（持続可能な開発目標）とは
　2015年9月に「国連持続可能な開発サミット」の成果文
書として、「我々の世界を変革する：持続可能な開発のた
めの2030アジェンダ」が採択されました。アジェンダは、
人間、地球および繁栄のための行動計画として、宣言およ
び目標を掲げました。この目標が、17の目標と169のター
ゲットからなる「持続可能な開発目標（SDGs）」です。

松尾先生、4年間にわたり第三者所見をいただきありがとうございます。世界をとりまく環境課題について、
当社として「やるべきこと」「やれること」を考えてきました。特に「パリ協定」については、地球温暖化抑制につ

ながる空調機器をはじめとした各製品を創出し、世界190か国以上に提供することにより、同じ価値で現状よりもCO2の排出量を削減で
きると考えます。さらに、「愛知目標」やその上位概念となる「SDGs」は、現在できていることや今後できることを整理しているところです。
今回のテーマである「水」は、「SDGｓ」の第6項目として目標に定められていることもあり、人々の生活に密接にかかわる重要なテーマで
あることは言うまでもありません。この報告書は、当社の活動を紹介するだけでなく、手に取った人が2015年度から今年度までに設定し
た中期テーマ「Sustainable Society：持続可能な社会」を目指して少しでも環境問題に興味を持ち、一人ひとりができることを考えて
いくきっかけになればと考えています。4年間で4テーマを扱ってきましたが、松尾先生のご意見を拝聴しながら、地球内の企業として、ま
た環境創造企業として、世界の環境課題と真摯に向き合い、解決に向けてできることを実行していきたいと思います。

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　准教授

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

東芝キヤリア 環境推進室 室長　社会・環境報告書2018　企画・編集長　佐々木 美弥

　今年度の社会・環境報告書は、一般にも浸透してきた「SDGs」、さ
らに「パリ協定」に寄与する環境調和型製品について、以前から環境
への負荷が少ない状態で製造してきたことが分かりやすく示されて
います。某 大 国が 離 脱しようとも、多くの見 識ある人たちは、

「RE100※1」を目指す動きを活発化させています。パリ協定に沿って
努力し、その先にRE100を目指すことが、長期的に多くの人々を幸せ
にすると信じています。
　報告書は、4年の中期テーマである「Sustainable Society : 持続
可能な社会」のもと、2015年度版からの単年度のテーマを「地球温
暖化抑制」「化学物質管理」「資源有効活用」として取り上げてきまし
た。そして、最終年は「水資源有効活用」を取り上げました。私たち人
間のみならず、生き物は水なしでは生きていけません。そのため、「水」
は昔も今も、そして未来に向けても、とても大切なものです。私たち一
人ひとりができることは小さいかもしれませんが、少しずつでもある
べき方向へと歩みを進めることが大切です。今年度版の内容は、それ
を忘れないためにも意義深く、また、東芝キヤリアの取り組みが理解
しやすい内容になっていると感じました。以下、主な記事について項
目別に所見を述べさせていただきます。

●特集❶❷について
　地球の財産と言ってもよい水のクイズを掲載し、分かりやすく紹介
しています。水に不便さを感じない日本で暮らす私たちは、きれいな
水を維持・管理していくことの大切さを忘れてはいけないことが、クイ
ズや下段のコラムから伝わってきます。また、人類の生産活動や人口
増に伴い、生活・工業用水として、飲食品として、そして汚染水として、
水のストックが増えています。これは、少ない水の量で地球環境内で
の循環を行わなければならないことを意味します。一方、氷としてス
トックされていたものがとけ出している事実も見逃せません。限りあ
る水を大切に循環させなければならず、その時、マイクロプラスチック
も検証すべき対象になるでしょう。さらに座談会では、富士工場にお

ける排水処理から日常の節水まで、さまざまな意見交換があり、水の
循環や生命の源である水の大切さが伝わってきました。

●環境経営・製品紹介について
　適切な管理体制で環境経営に取り組み、実績をあげていることが
分かります。エクセレントECPが増え、さまざまな製品で省エネ性が進
んでいることが紹介されているだけではなく、使用環境に合わせた製
品紹介で導入へのイメージがしやすいと思います。また、潜在ポテン
シャルが非常に高いと思うCAONSシリーズは、積極的な開発や提案
を今後も続けていただき、ESCO事業※2などでの拡大展開を期待す
るとともに、低温熱のコントロールが得意なヒートポンプの活用の場
を広げていただきたいと思います。

●生物多様性保全活動・環境イベントについて
　拠点によって異なる保護活動や清掃活動の様子が伝わってきま
す。今年で7回目となる小学生の環境イベントは、自社のecoスタイ
ルリーダーと一緒に行う「環境すごろくづくり」でした。学びをまとめ、
遊びへと昇華させる手法は非常によいと思います。また、事業プロセ
スにおける各環境活動は、どれも開始当初は劇的な変化があるもの
の、長期にわたってコンスタントに改善し続けることは非常に困難で
す。その中にあって、化学物質排出量の低減は着実な成果を上げて
います。ハードルは高くなると思いますが、ほかのテーマも含め着実な
推進を期待します。

　最後に、4年間にわたり第三者所見を担当させていただき、誠にあ
りがとうございました。東芝キヤリアの製品面・製造面の両立した環境
への取り組みが伝わってきました。新技術棟建設など、会社がさらな
る拡大を目指すなかで、環境創造企業として、製造時にも使用時にも
環境にやさしい製品群を提供していただくことを願ってやみません。
貴社の益々のご発展を祈念しております。

「水」や自社の環境活動を分かりやすく取り上げています。

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、2017年度実績と、一部2018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（2012年度）」の項目から報告すべき
重要な項目を抽出し、選択しました。また、主な活動について、
SDGsとの関連を「マテリアリティマトリックス」（下表）を用いて表
記しました。

●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。

●第三者保証
東芝グループ全体で温室効果ガス排出量の第三者保証を

受けています。東芝キヤリアグループはその内数として保証範囲
に含まれます。

《 環境負荷にかかわる諸データ 》
・東芝キヤリア タイ社
・東芝キヤリア空調販売（上海）社
・TCFGコンプレッサ(タイ)社
・東芝キヤリア中国社

Contents

●報告対象期間　2017年4月1日～2018年3月31日
一部記事については、2018年4月以降の内容も掲載しています。

●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
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環境経営責任者メッセージ
製品開発と環境保全活動のあゆみ
環境経営
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事業プロセスにおける環境活動
企業姿勢
ビジネスパートナーさまとのかかわり

お客さまとのかかわり
第三者所見
東芝キヤリアの概要

ステークホルダーにとっての関心度

企画・編集長 ： 佐々木 美弥
編集員 ： 市丸 雅浩、狩野 照一、主藤 淳一、
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デザイン ：  遠藤 麻里
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・東芝キヤリア（株）
・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）

※1 Renewable Energy 100％（再生可能エネルギー100%）　※2 Energy Service Companies　省エネ改修にかかる経費を光熱水費の削減分で賄う事業
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東芝キヤリアの概要
Introduction of Toshiba Carrier    东芝开利简介

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
米国キヤリア社の合弁会社として東芝キヤリア（株）発足

所　在　地：本社事務所／神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34
　　　　　　ラゾーナ川崎東芝ビル
富士工場／静岡県富士市蓼原336
掛川開発センター／静岡県菊川市加茂1300-3
津山工場／岡山県津山市国分寺555

代　表　者：取締役社長　久保 徹

資　本　金：115億1,000万円（2018年6月現在）

従 業 員 数：約2,200名（連結約5,500名）（2018年3月現在）

株　　　主：東芝インフラシステムズ株式会社 60％
キヤリア HVACR インベストメンツ B. V. 40%

関 係 会 社：国内3社、海外14社

主 要 品 目：
（販売品目）

1） 店舗・オフィス用エアコン、ビル用マルチ空調システム、
 設備用パッケージエアコン
2) 産業用空調、熱源システム
 （チリングユニット、パッケージエアコン、ファンコイルユニット）
3) ヒートポンプ給湯機
4) 家庭用エアコン
5) コールドチェーン機器（ショーケース、冷凍機、クーリングユニット）
6) 換気扇、換気システム
7) コンプレッサー

 初版　2018年10月発行

https://wss3.5star.jp/
survey/login/zz0wo4r1

PCからアクセス

ケータイは
こちらから
アクセス！

この報告書を
よく読んでから

クロスワードパズルに
挑戦してね！

「社会・環境報告書2018」はいかがでしたか。今年度のテーマである「水資源有効活用」を
中心とした東芝キヤリアグループの環境活動がご理解いただけたと思います。「水」は身近
で奥が深いテーマですね。最後に水分補給してもうひと頑張り、「ecoクロスワードパズル」
に挑戦です！ 報告書の中に、ヒントが隠れていますよ。

東芝キヤリアグループ
社会・環境報告書2018

TOSHIBA  C ARRIER  GROUP

タテのカギ
 ２． この報告書の中期テーマは「Sustainable Society：□□□□□□な社会」。（ヒントはP2）
 ５． 豊かな水をたたえ、古代人の暮らしを支えた大河のなかで、最長の川は「□□□川」。（ヒントはP6）
 ７． 東芝キヤリア タイ社では、国営□□□□保護センターでの海水タンク清掃やサンゴの植樹を通じて、
 絶滅危惧種の保護を支援している。（ヒントはP20）
 ９． 広く環境問題に関する知識を問われる試験「eco□□□□」の正式名称は「環境社会検定試験」。（ヒントはP11）
10. 2007年に開催された第1回「東芝キヤリアグループ□□□□環境会議」。半期に1度開催され、各責任者より
 環境経営責任者に活動の実績と計画を報告し、グループ全社の総括を行っている。（ヒントはP3、13）

ヨコのカギ
 １． 事業者が環境活動を登録し、生物多様性保全活動を共有する取り組み「□□□□□□プロジェクト」。（ヒントはP14）
 ３． 東芝キヤリアグループは、社会ならびに地球環境に貢献し、グローバルに成長する「□□□□□創造企業」を目指す。（ヒントはP1）
 ４． 1969年に当社が開発した日本初の空調用ロータリーコンプレッサー「B型シリーズ」が、国立科学博物館の
 2018年度「重要□□□技術史資料」に登録された。（ヒントはP1）
 ６． 東芝キヤリアの家庭用ヒートポンプ給湯機は、「銀□□□」できれいなお湯を維持し、水の使用量を節減できる。（ヒントはP17）
 ８． 2010年の生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）で合意された
 生物多様性保全の国際的指標は「□□□目標」。（ヒントはP2、P19）

A～Eにカタカナ5文字を入れると答えになり
ます。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。解答者全員に
粗品を差し上げます。

Have Fun with an Eco Crossword Puzzle! 挑战eco纵横填字字谜！

ecoクロスワードパズルに挑戦！

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。 東芝キヤリア株式会社




