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タテのカギ
 1． 新しい元号は「□□□」。（ヒントP23、24）
 ５． 東芝キヤリアでは、環境関係の資格保有者を「eco□□□□□□□□」に認定し
  環境活動の有識者として活動する制度を導入している。（ヒントP2、10、14）
 ６． 東芝キヤリア富士事業所ではAGV（□□□搬送車）の導入によって省力化と省エネの両方を実現した。（ヒントP11）
 ８． 東芝キヤリアは2016年度より施行された「フロン排出抑制法」へのお客さまの対応をサポートするため、
 フロン類取り扱い□□□システム「REMAC」を開発し提供している。（ヒントP27）
ヨコのカギ
 １． R32は地球温暖化係数（GWP）の値が小さい□□□□だ。（ヒントP8）
 ２． 「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□□□□ワンの製品が「東芝グループエクセレントECP」に認定される。（ヒントP15）
 ３． データの解析結果から得られた内容を機器の制御に生かす、東芝グループ全体の
 方向性として示されている「サイバー・フィジカル・□□□□」（ヒントP11）
 ４． コンビニなどのオープンショーケース内の冷気が逃げないのは「エア□□□□」のおかげ。（ヒントP7、16）
 ７． 東芝キヤリアでは製造活動時の化学管理物質を管理する□□□□系化学物質管理システム
 「TOCACHEF」を開発し、使用している。（ヒントP20）
 ８． 東芝キヤリアの社内教育の1つ。製造部門における技能教育体制を「□□□□道場」という。（ヒントP26）
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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

米国キヤリア社と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

富士事業所／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
津山事業所／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（2019年3月現在）
従 業 員 数：約2,300名（連結約6,000名）（2019年3月現在）

株　　　主：株式会社 東芝 60％
キヤリア HVACR インベストメンツ B. V. 40%

関 係 会 社：国内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、パッケージエアハン、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　2019年10月発行

「社会・環境報告書2019」はいかがでしたか。地球温暖化抑制を中心とした東芝キヤリアグループの環境活動を
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・東芝キヤリア 英国社
 業務用カスタムエアコンの販売

・東芝キヤリア タイ社
 小形エアコン（スプリットエアコン・
 ウインドウエアコン）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
 東芝開利空調（中国）有限公司
 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
 業務用空調機器の商品企画、開発、製造、販売

国内関係会社 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

1943年に東芝富士工場が建設される前
からあった楠の大樹「木かげ」が、2019年
8月に撤去されました。家庭用エアコンの
ブランド名称にもなった「木かげ」の思い出を、
いつまでも心に留めておきたいものです。

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



東芝グループは、
人間尊重を基本として、豊かな価値を創造し、
世界の人々の生活・文化に
貢献する企業集団をめざします。

人と、地球の、明日のために。 東芝キヤリアは、ヒートポンプ技術を軸に、お客さまの
様々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、社会並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。

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2019 座談会2019

原材料 サプライヤー 調達・物流 製 造 販売・工事 製品の使用 製品の破棄

適正な
排水処理の実施

製品への再生プラス
チックの利用拡大

環境負荷物
質の不使用・
代替化促進

レアメタル・レ
アアースの使
用量削減

輸送時のエネルギー
削減、排出ガス削減

機器更新時（既設機器
から）の充填フロンガス
の適切な回収（支援）

製品撤去・廃棄時の充填
フロンガスの適正な回収
（支援）

紛争鉱物使用禁止の
働きかけ

再生可能エネルギー（ヒート
ポンプ）技術や省エネ（イン
バーター）技術を活用した製
品の創出・提供

低GWP冷媒の使用製
品の創出・提供、高効
率ものづくり（製品の
小型・軽量化、化学物
質使用量の削減、廃棄
物総量削減）、フロン
ガス漏洩防止管理

冷凍・空調機器からのフロンガ
ス漏洩防止管理の顧客支援
（顧客へのフロン類取扱管理
システム「REMAC」の普及など）

東芝キヤリアグループでは、２０１７年度から当社の活動
をSDGｓとの関連をマッピングしてきました。今年度は、
それに加え、Phase1で冷凍・空調事業における「環境
調和型製品（ヒートポンプ、インバーター技術などによ
る省エネ）」の創出・提供によるバリューチェーン※上の
ポジテイブ影響を強化・最大化する活動と、Phase2で
冷凍・空調事業における「環境調和型製品（低GWP
冷媒の使用製品の創出・提供」や環境負荷の少ない
「高効率ものづくり」によるバリューチェーン上のネガ
ティブ影響を抑制・最小化する活動を整理しました。

Phase1

Phase2

東芝キヤリアグループの
事業活動とSDGsへの取り組み

Business Activity and Approach to SDGs by the Toshiba Carrier Group /
东芝开利集团的业务活动以及对于联合国可持续发展目标做出的努力

※右の図中の「原材料」から「製品の破棄」までの流れ

東芝グループ
経営理念

東芝キヤリア
経営ビジョン

東芝キヤリアグループは、1999年、（株）東芝の空調・設備事業部

と米国キヤリア社との合弁により誕生し、2019年度で20周年を迎え

ました。世界初の空調用ロータリーコンプレッサーシリーズを開発し、

その後これまでのあゆみの中で、数 の々価値ある製品を世の中に送り

出してきました。現在もヒートポンプ技術を軸に、業務用空調機器、

大形熱源機器、給湯機器、コールドチェーン機器、換気機器の各分野

で多くの環境調和型製品を提供しています。そして、国内においては、

空調・熱源にかかわる製品・システムの開発から製造・販売・据付・

保守メンテナンスに至るワンストップソリューション体制を構築し、より

良い製品とサービスを提供しています。

一方、海外においては中国とタイに製造拠点を展開し、米国キヤリ

ア社の販売ネットワークと連携しながら世界200か国以上に製品を

納めています。さらに、「東芝キヤリア・インド社」を設立し、2019年5月

からインド国内向けの製品を製造しています。また、中国杭州の「東芝

キヤリア中国社」は、開発・製造能力を強化するため新工場を建設し

て移転計画を進めており、グローバル展開を加速しています。

持続可能な社会を考えた場合、人類の存続を左右する生物多様性保全も重要です。

2010年に開催された第10回生物多様性条約締約国会議（COP10）での「愛知目標」へ

の対応について、東芝キヤリアグループはCOP10開催に先駆け、前年の2009年度から

国内拠点で保全活動を強化しています。さらに2015年度からは、海外3製造拠点（タイ2

拠点、中国1拠点）でも活動を拡大しています。「東芝グループグローバル環境アクション」※

として当社グループが取り組んだ活動は、2018年度実績で70件ですが、そのうち29件が

生物多様性保全に関するものです。本報告書では、各拠点の活動を整理し、「愛知目標」

の10項目について報告します。

また、我 の々さまざまな事業活動の中で、生物多様性保全のベースとなる地球環境の保全

のため、各拠点における製造活動では、公害防止をはじめとした環境法規の遵守や、環境リ

スクの撲滅が重要であると考えます。そのため、これらが確実に行われているかを、グループ

内拠点に対する内部監査や環境巡視などで確認しています。さらに、最近は製品を構成する

部品中に含まれる化学物質についても世界各国の規制が拡大していることから、グループ全

体で体制を強化し、国内外各拠点で情報を共有しながら、迅速かつ確実に対応しています。

生物多様性保全活動をグローバルに展開するとともに、
製品化学物質管理を一層強化していきます

　高付加価値の環境調和型製品を世界中に提供するためには、技術革新はもとより、

全従業員が環境活動を理解し、開発・製造から保守メンテナンスまでの各ステージで、

環境保全への確実な配慮が必要になります。当社は、そうした活動の核となる人財を

「東芝キヤリアecoスタイルリーダー」として登録しています。ecoスタイルリーダーはeco検定

を含む各種環境関連資格の保有者で、2020年度までに200名の登録を目指しています。

現在約170名が登録され、さまざまな活動を行っています。今年度はメンバー同士の情報

交換の場として、「ecoスタイルリーダー掲示板」を立ち上げたほか、「植樹活動」「小学生

環境イベント」「座談会」にも出席しました。

　一方、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、ステーク

ホルダーの皆さまにも環境活動をご理解いただくほか、販売店さまをはじめとするお客さま

の幅広いニーズを把握した省エネ提案を強化しています。これからもグループ一丸となり、

地球上のさまざまな国へ、価値ある環境調和型製品を提供していきたいと考えています。

ステークホルダーの皆さまと連携し、
付加価値の高い環境調和型の製品を提供します

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

世界では、地球環境の変化から人類の将来を考え、持続可能な社会

（Sustainable Society）を構築することが最重要課題として認識されて

います。環境関連動向では、2015年に「SDGs（Sustainable Deve-

lopment Goals）：持続可能な開発目標」や「パリ協定」が採択されまし

た。「SDGsの項目13」は気候変動対策となっており、「パリ協定」の上位

概念です。このことを踏まえ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、使用時のエネルギー削減に

よるCO2削減量を拡大し、製品の開発時や製造時に使用するエネル

ギー削減でもCO2排出削減に貢献していくことです。

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、温室効果

ガスである冷媒を使用していることから、最新の技術で低GWP冷媒※の

採用を加速しています。この点についても、本報告書では「地球温暖化

抑制」をテーマに取り上げたうえで、トピックスや座談会を通じて活動内

容を紹介するとともに、原材料から製品を破棄するまでのバリュー

チェーンにおいて、ポジティブ／ネガティブそれぞれの影響をSDGsの項

目で整理し、下図のように示しました。
※地球温暖化係数（GWP：Global Warming Potential）の小さい冷媒

※東芝グループが推進する従業員参加型の環境活動

Top Commitment

President & CEO
Toshiba Carrier Corporation Toru Kubo

東芝キヤリア株式会社
取締役社長

2019年10月

久保 徹
く　   ぼ　  とおる

技術とともに歩んできた20年を振り返り、
今後も製品・サービスや海外拠点の充実を
目指します

「SDGsの項目13」ならびに「パリ協定」に
貢献する「地球温暖化抑制」に取り組んでいます

1 東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2019 2東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2019



東芝グループは、
人間尊重を基本として、豊かな価値を創造し、
世界の人々の生活・文化に
貢献する企業集団をめざします。

人と、地球の、明日のために。 東芝キヤリアは、ヒートポンプ技術を軸に、お客さまの
様々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、社会並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。

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2019 座談会2019

原材料 サプライヤー 調達・物流 製 造 販売・工事 製品の使用 製品の破棄

適正な
排水処理の実施

製品への再生プラス
チックの利用拡大

環境負荷物
質の不使用・
代替化促進

レアメタル・レ
アアースの使
用量削減

輸送時のエネルギー
削減、排出ガス削減

機器更新時（既設機器
から）の充填フロンガス
の適切な回収（支援）

製品撤去・廃棄時の充填
フロンガスの適正な回収
（支援）

紛争鉱物使用禁止の
働きかけ

再生可能エネルギー（ヒート
ポンプ）技術や省エネ（イン
バーター）技術を活用した製
品の創出・提供

低GWP冷媒の使用製
品の創出・提供、高効
率ものづくり（製品の
小型・軽量化、化学物
質使用量の削減、廃棄
物総量削減）、フロン
ガス漏洩防止管理

冷凍・空調機器からのフロンガ
ス漏洩防止管理の顧客支援
（顧客へのフロン類取扱管理
システム「REMAC」の普及など）

東芝キヤリアグループでは、２０１７年度から当社の活動
をSDGｓとの関連をマッピングしてきました。今年度は、
それに加え、Phase1で冷凍・空調事業における「環境
調和型製品（ヒートポンプ、インバーター技術などによ
る省エネ）」の創出・提供によるバリューチェーン※上の
ポジテイブ影響を強化・最大化する活動と、Phase2で
冷凍・空調事業における「環境調和型製品（低GWP
冷媒の使用製品の創出・提供」や環境負荷の少ない
「高効率ものづくり」によるバリューチェーン上のネガ
ティブ影響を抑制・最小化する活動を整理しました。

Phase1

Phase2

東芝キヤリアグループの
事業活動とSDGsへの取り組み

Business Activity and Approach to SDGs by the Toshiba Carrier Group /
东芝开利集团的业务活动以及对于联合国可持续发展目标做出的努力

※右の図中の「原材料」から「製品の破棄」までの流れ

東芝グループ
経営理念

東芝キヤリア
経営ビジョン
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持続可能な社会を考えた場合、人類の存続を左右する生物多様性保全も重要です。

2010年に開催された第10回生物多様性条約締約国会議（COP10）での「愛知目標」へ
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生物多様性保全活動をグローバルに展開するとともに、
製品化学物質管理を一層強化していきます

　高付加価値の環境調和型製品を世界中に提供するためには、技術革新はもとより、

全従業員が環境活動を理解し、開発・製造から保守メンテナンスまでの各ステージで、

環境保全への確実な配慮が必要になります。当社は、そうした活動の核となる人財を

「東芝キヤリアecoスタイルリーダー」として登録しています。ecoスタイルリーダーはeco検定

を含む各種環境関連資格の保有者で、2020年度までに200名の登録を目指しています。

現在約170名が登録され、さまざまな活動を行っています。今年度はメンバー同士の情報

交換の場として、「ecoスタイルリーダー掲示板」を立ち上げたほか、「植樹活動」「小学生

環境イベント」「座談会」にも出席しました。
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ステークホルダーの皆さまと連携し、
付加価値の高い環境調和型の製品を提供します

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

世界では、地球環境の変化から人類の将来を考え、持続可能な社会

（Sustainable Society）を構築することが最重要課題として認識されて

います。環境関連動向では、2015年に「SDGs（Sustainable Deve-

lopment Goals）：持続可能な開発目標」や「パリ協定」が採択されまし

た。「SDGsの項目13」は気候変動対策となっており、「パリ協定」の上位

概念です。このことを踏まえ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、使用時のエネルギー削減に

よるCO2削減量を拡大し、製品の開発時や製造時に使用するエネル

ギー削減でもCO2排出削減に貢献していくことです。

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、温室効果

ガスである冷媒を使用していることから、最新の技術で低GWP冷媒※の

採用を加速しています。この点についても、本報告書では「地球温暖化

抑制」をテーマに取り上げたうえで、トピックスや座談会を通じて活動内

容を紹介するとともに、原材料から製品を破棄するまでのバリュー

チェーンにおいて、ポジティブ／ネガティブそれぞれの影響をSDGsの項

目で整理し、下図のように示しました。
※地球温暖化係数（GWP：Global Warming Potential）の小さい冷媒

※東芝グループが推進する従業員参加型の環境活動

Top Commitment

President & CEO
Toshiba Carrier Corporation Toru Kubo

東芝キヤリア株式会社
取締役社長

2019年10月

久保 徹
く　   ぼ　  とおる

技術とともに歩んできた20年を振り返り、
今後も製品・サービスや海外拠点の充実を
目指します

「SDGsの項目13」ならびに「パリ協定」に
貢献する「地球温暖化抑制」に取り組んでいます
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1982年度
世界初家庭用
インバーターエアコン
（2019年度重要科学技術史資料）

2006年度
スーパーフレックス
モジュールチラー

2017年度
ユニバーサルスマートX EDGE

2003年度
大清快

1969年度
日本初空調用
ロータリーコンプレッサー
Bシリーズ
（2018年度重要科学技術史資料）

2003年度
世界初デュアルステージ
コンプレッサー

2017年度
世界最大能力
ツインロータリー
コンプレッサー

2005年度
インバーター搭載
オープンショーケース

2015年度
ウルトラ
パワーエコ

2012年度
文部科学大臣表彰
科学技術賞 受賞
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第75回電気学術

振興賞（進歩賞） 受賞
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1982年度
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 コンプレッサー
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冷凍機用インバーター
コンプレッサー 2015年度

業務用エアコン
R32コンプレッサー

2009年度
CO2冷媒
コンプレッサー

2009年度
エコキュート

2008年度
第1回でんきの礎
受賞

2000年度
スーパーパワーエコ

2006年度
X（エックス）フレーム

新冷媒
R410A対応

ハイブリッド
インバーター

2シリンダー運転

1シリンダー運転

休止

低CO2川崎
ブランド2018
認定

気流解析シミュレーション

独創的な筐体構造「Xフレーム」により、
通風性能を大幅に向上

2000年度
世界初業務用エアコン
ツインロータリー
コンプレッサーR410A化
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1969年度 2000年度 2003年度 2005年度 2006年度

東芝キヤリア２０周年にあたって東芝キヤリア２０周年にあたって
Products and Environment

On the 20th Anniversary of Toshiba Carrier / 东芝开利20周年

1972年度 ・水質測定室新設
1989年度 ・工場環境部門発足
1993年度 ・省エネ大賞通産大臣賞受賞
  （ルームエアコンTWINDO）以降
  2018年度までに29件受賞
1997年度 ・工場ISO14001取得
1998年度 ・土壌汚染対策開始

2000年度 ・家電リサイクル法対応開始
2003年度 ・「環境報告書」初発行
2004年度 ・本社環境組織発足
 ・グリーン調達ガイドライン発行
2005年度 ・環境経営情報システム運用開始

2006年度 ・欧州RoHS対応分析センター設立
2007年度 ・第1回東芝キヤリアグループ地球環境会議
2009年度 ・エクセレントECP登録開始
 ・生物多様性保全活動開始
2010年度 ・「環境いろはかるた」開始

2011年度 ・富士事業所ビオトープ設置
2012年度 ・小学生環境イベント開始
2013年度 ・津山事業所「岡山エコ事業所」に認定
2014年度 ・ecoスタイルリーダー登録開始
 ・事業系化学物質管理システム
  TOCACHEF運用開始

2016年度 ・グローバル環境巡視開始
 ・環境コミュニケーション大賞初受賞
 ・製品化学物質管理システムG-sysⅡ運用開始
2017年度 ・新製品化学物質PJ
 ・「東芝グループグローバル環境アクション」に参加開始

2018年度 ・富士事業所ビオトープ移転
 ・低CO2川崎ブランド初認定
2019年度 ・ecoスタイルリーダー掲示板開始

地球温暖化抑制
省エネ製品

低GWP冷媒製品

資源有効活用

化学物質管理

　東芝キヤリアの前身である（株）東芝空調・設備事業部では、「日
本初空調用ロータリーコンプレッサーBシリーズ」を1969年度に上
市し、2018年度の重要科学技術史資料に登録されました。その後、
「世界初家庭用エアコン用インバーター」と「世界初家庭用エアコン
用シングルロータリーコンプレッサー」を1982年度に開発し、「世界
初家庭用インバーターエアコン」を上市し、2019年度の重要科学技
術史資料に登録されました。この製品は、インバーター技術を用いて
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す。
　当社のインバーター技術は、2008年度の「第1回でんきの礎」を
受賞し、冷凍サイクルの要であるコンプレッサーを効率良く稼働させ

ることにより、その後も東芝キヤリアの各製品に搭載され、外部から
数 の々表彰を受けています。
　大形機器においては、2006年度に「スーパーフレックスモジュー
ルチラーシリーズ」で採用されたX（エックス）フレーム型熱交換器
が、最小限のスペースで効率の良い熱交換を実現し、大形機器業界
に影響を与えるとともに、「ユニバーサルスマートXシリーズ」にもその
形状を踏襲しながら、「世界最大能力ツインロータリーコンプレッ
サー」によって高い省エネ性を有しています。製品本体は、省エネ大
賞と地球温暖化防止活動環境大臣賞を受賞し、コンプレッサーは日
本冷凍空調学会技術賞を受賞しました。現在、これらのシリーズは
業界で高いシェアを獲得しています。

　また、当社は環境調和型の製品を開発し、グローバルに提供して
いくとともに、環境活動を充実させてきました。今後将来に向けても、
省エネ／低GWP冷媒の製品といった「地球温暖化抑制」に貢献す
る製品をはじめ、「資源有効活用」「化学物質管理」に配慮した環境
調和型製品を開発するとともに、サイバー・フィジカルの技術を用い
て、お客さまのニーズにお応えできる魅力のあるソリューションの提
供を目指していきたいと考えています。

2009年度 2015年度 2017年度 2019年度

「地球温暖化防止活動
 環境大臣表彰」は
“HEATEDGEの開発”に
 より受賞しました。
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　大形機器においては、2006年度に「スーパーフレックスモジュー
ルチラーシリーズ」で採用されたX（エックス）フレーム型熱交換器
が、最小限のスペースで効率の良い熱交換を実現し、大形機器業界
に影響を与えるとともに、「ユニバーサルスマートXシリーズ」にもその
形状を踏襲しながら、「世界最大能力ツインロータリーコンプレッ
サー」によって高い省エネ性を有しています。製品本体は、省エネ大
賞と地球温暖化防止活動環境大臣賞を受賞し、コンプレッサーは日
本冷凍空調学会技術賞を受賞しました。現在、これらのシリーズは
業界で高いシェアを獲得しています。

　また、当社は環境調和型の製品を開発し、グローバルに提供して
いくとともに、環境活動を充実させてきました。今後将来に向けても、
省エネ／低GWP冷媒の製品といった「地球温暖化抑制」に貢献す
る製品をはじめ、「資源有効活用」「化学物質管理」に配慮した環境
調和型製品を開発するとともに、サイバー・フィジカルの技術を用い
て、お客さまのニーズにお応えできる魅力のあるソリューションの提
供を目指していきたいと考えています。
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「地球温暖化防止活動
 環境大臣表彰」は
“HEATEDGEの開発”に
 より受賞しました。
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コンビニの電力消費の内訳
（推定値）

冷蔵冷凍
設備

加熱保温
設備

空調設備

照明設備

その他

39.7％
16.2％

15.8％

19.3％

9％

※単独店24時間営業／
　1階建て店舗103㎡
　フライヤーあり
　（東京都環境局資料より）

特集 1
地球温暖化
抑制
省エネや地球温暖化抑制の取り組みが、いろいろな業界で拡大中省エネや地球温暖化抑制の取り組みが、いろいろな業界で拡大中

身近なコンビニエンスストアでも、さまざまな工夫を発見しました。
今、世界の共通認識は「地球温暖化抑制」です。2015年にパリで開催されたCOP21では通称
パリ協定の合意がなされ、温暖化の原因と考えられている温室効果ガス削減に向けた活動に、
196の国と地域が取り組むようになりました。また、欧州を中心に再生可能エネルギー利用の動
きも活発化し、日本でも地球温暖化対策推進法のもと、各業界が一丸となって温暖化対策に取り
組んでいます。多くの製造業ではつくる製品の省エネ性向上や、製造工程における温室効果ガス
の排出抑制を進めています。運輸業界でもモーダルシフトやグリーン物流が普及してきました。

では、身近なコンビニはどうでしょうか。昼夜を問わず長時間私たちの暮らしを支えるコンビニ
は、今では全国で約5万6千店も営業。1店舗の電気エネルギー消費は、年間300万円以上※とい
われています。しかし、食品の陳列や保管、空調・換気対策、照明など、地球温暖化抑制につなが
るさまざまな取り組みが行われていることも事実。この特集では、身近なコンビニで展開してい
る省エネ・地球温暖化抑制の取り組みと、東芝キヤリアグループが提供する製品を紹介します。

1年を通じ、1日を通じ、コンビニでは快適な店内を維持するために空調・換気システム
が活躍しています。また、食品や飲料などの多くの商品について、おいしさを維持する
ための工夫がなされています。ほかにも、法規制に基づいた冷凍・空調機器の適正な
管理を行い、さまざまな面で地球温暖化抑制に取り組んでいます。次のページでは、
コンビニで活躍する東芝キヤリアの冷凍・空調機器や換気システムをご紹介します。

お弁当類のチルド保存は4℃、
常温保存は20℃で温暖化抑制
お弁当類は、レンジ対応の丼ものから冷温の麺
類、おにぎりやサンドイッチまでバラエティ豊富。
コンビニでは、商品の保存温度を長時間にわたっ
て適正に管理する省エネタイプを
使用し、地球温暖化抑制に貢献し
ています。

長時間営業
だから給湯システム
でも省エネ対策

※東京都集計 低圧電力契約、年間電気使用量164,000kWh、契約電力30kW、基本料金32,130円／月、従量料金単価18円と仮定して試算

たくさんのお弁当類を冷蔵保存、
ところで消費電力は大丈夫？

店内からは
見えないけど、
実は水作業も
多いんだ

店内空調では、省エネをさらに助ける
換気ソリューションが活躍中
最近はイートインスペースもでき、コンビニに滞在する
お客さまも増えていることから、お客さまや店員さんが
快適に過ごすための高性能な空調制御を取り入れるよ
うになりました。省エネ効率の高い空調システムの採用
はもちろん、店内と店外の空気をうまく
換気し、空調に負荷をかけない工夫で
省エネ性を高めています。空調と換気の
コンビネーションで、四季を通じて昼夜
地球温暖化抑制に貢献しています。

お客さんも店員さんも快適に、
店内空調の省エネ効率を
高める工夫は大丈夫？

外は暑いから、
イートインで
少し休んで
いこう

暑いから
アイス

コーヒーに
しよう

この
冷やし中華
おいしそうだよ

ママの分の
サンドイッチも
買っていこう

私はこっちの
チルド保存の
お弁当にするわ

僕はシャケの
おにぎりが
いいな

法規制に基づいた
徹底管理をプロの手で

冷凍・空調機器の省エネ維持、
フロン漏れなどの点検は大丈夫？

義務化された
とはいえ、冷媒の
点検・管理は
難しいんだよね

地球温暖化
抑制への
取り組みが
わかったかな？

点検のプロが
しっかりサポート
していきますよ

コンビニのバックヤードには調理場所も
あります。ここでは調理器具などの洗浄に
給湯機が活躍していますが、ヒートポンプ
式の給湯機を使うことでエネルギー効率
が高くなり、CO2の排出量も抑えられるの
で地球温暖化抑制につながります。

温暖化
対策

1
温暖化
対策

2

温暖化
対策

4

温暖化
対策

3

店内は
涼しくて
快適…

フロン排出抑制法の施行以来、
機器の定期点検が義務化されま
した。また、低GWP冷媒も登場し
ています。コンビニでは、事業主が
忙しい営業時間に点検を行うの
が難しいので、プロ
のサポートがあると
安心。しっかり地球
温暖化抑制と向き
合っていきます。

店員さんが洗い物で
使う、給湯設備の
省エネは大丈夫？

Approach to energy saving and global warming suppression are expanding in various industries / 节能和控制地球变暖的相关措施在各个行业中   不断扩大

うん！
コンビニって、
便利なだけじゃ
ないんだね
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電気温水器 エコキュート
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RCP8.5シナリオ
何も対策をしない場合

RCP2.6シナリオ
対策を最大限実施した場合

※国連気候変動に関する政府間パネル

全熱交換の仕組み 熱交換素子を使った全熱交換のイメージ

DCインバーター冷凍機ショーケース1 ショーケース2 ショーケース3

ウルトラパワーエコシリーズ

室内機

室外機

省エネにつながるさまざまな
新機能を搭載し、設置環境に
応じて節電機能や快適性を向
上させる高効率なフラッグシッ
プモデルです。

全熱交換器ユニット（外観）

オープンショーケース
には長寿命のLED照
明を採用しています。

商品を冷却している
冷気を、ショーケー
ス前面を通過させて
底板面に流入させ、
エアカーテンを形成
しています。外気の
流入を防ぎ、内部の
冷気を外に逃がさ
ないことによって、省
エネ効果を高めます。

エア
カーテン

熱交換素子

室
外
側

新鮮な外気

熱交換素子

室内からの空気
室内の熱や湿気を室外から
取り入れた空気に交換 室内の空気

熱交換された
新鮮な外気

室
内
側

15℃

20℃

0℃

温暖化対策として店舗に合ったソリューションを提案温暖化対策として店舗に合ったソリューションを提案

DCインバーター冷凍機による省エネと
低GWP冷媒の採用で地球温暖化抑制に貢献
DCインバーター冷凍機による省エネと
低GWP冷媒の採用で地球温暖化抑制に貢献

外気を適切に取り入れ、
快適な温度と湿度を
保持して省エネに貢献

外気を適切に取り入れ、
快適な温度と湿度を
保持して省エネに貢献

電気温水器から
エコキュートへの切り替えで、
電力消費が大幅減

電気温水器から
エコキュートへの切り替えで、
電力消費が大幅減

東芝キヤリアでは、温暖化抑制に貢献するために、
緻密なデータ解析と技術の融合に取り組んでいます。
東芝キヤリアでは、温暖化抑制に貢献するために、
緻密なデータ解析と技術の融合に取り組んでいます。

改正省エネ法では、電力のピークシフトを考えた平準化を進めるため、7～9月の夏期、12～3月の冬期において、8～22時の昼間電力を、
22～8時の夜間電力の1.3倍で集計して報告することになりました。長時間営業が定着し、電力消費量が多いコンビニは、少しでも省エネ
性の高い機器を導入するとともに、店内の快適性を追求しています。東芝キヤリアは、店舗の形状や運用に合わせた冷凍・空調システムを
提案し、コンビニが取り組む地球温暖化抑制を技術でサポートしています。

最新の省エネ技術と低GWP冷媒R32の
採用で環境負荷を低減
最新の省エネ技術と低GWP冷媒R32の
採用で環境負荷を低減

コンビニは、一般的な飲食店に比
べて食器洗浄などの作業があり
ません。そのため、お湯の消費量
はそれほど多くありませんが、揚
げ物の調理器やコーヒーサーバー
などの洗浄に給湯機が必要です。
電気温水器からヒートポンプ式
の業務用のエコキュートに切り替
えれば、年間の電力消費量を約半
分にすることができます。

店内に設置してある食品保存用ショーケースは、屋外設置型の冷凍機と接続されているもの
と独立型のものがあります。例えば、1台の冷凍機で複数台のオープンショーケースを冷却す

ることができるシステムでは、冷凍機にDCツインロータリーコンプレッサーを採用し、インバーター制御によ
る高効率運転で年間消費電力を削減しています。また、LED照明やDCファンモーターを搭載し、高い省エネ
性を実現しています。独立型のショーケースでは、低GWPのCO2冷媒（GWP＝1）の採用という点でも地球
温暖化抑制に貢献しています。

当社の製品では、コンビニなどの比較的
小さい店舗用の空調機器には高効率の

DCファンモーター、高性能インバーターなどの多彩な
省エネ技術を採用しています。例えば、この空調システム
は、運転可能な室外温度範囲が広く、暑い夏や寒い冬で
も安心して使用することができます。また、低GWP冷媒
R32を使用。従来のR410AのGWP値2,090に対して約3
分の1の675で、大幅な環境負荷低減を実現しました。

店舗などでは空調に加えて、「全熱交換」を採用した換気システムを取り入れ
ています。これは、温度や湿度などの室内環境を変えずに空気の入れ換えが
できるシステムです。例えば、外気が0℃でも、温度交換して室内温度の20℃
に近い15℃で取り込むことで空調の負荷を低減し、省エネ効果を向上させ
ることができます。

東芝キヤリアは、フロン類の管
理・点検を行う管理システム

「REMAC（Refrigerant Management 
Chart）」を提供し、事業主さまをサポートして
います。このシステムは、パソコンやスマート
フォンを使用し、Webサイト上で設置機器情
報の登録、簡易・定期点検や修理履歴の記録、
算定漏えい量の集計などを行うことができま
す。フロン排出抑制法で、フロン類が充填され
た業務用の空調機器などの適正管理が義務
付けられたことを受け、管理者の負荷を軽減
するサービスとして注目されています。

地球の年平均気温は14℃前後といわれていま
す。IPCC※は、2081年から20年間の世界の平均
地上気温は、1986年から20年間の平均よりも最
小で0.3℃、最大で4.8℃上昇すると予測していま
す。そのため、CO2削減などの対策を今以上に施
さなければなりません。個人や家庭、各産業界、
そして国としての取り組みが待ったなしです。

東芝キヤリアは、オフィスビル、工場、ホテル、各種商業施
設、店舗などに対し、地球温暖化抑制に貢献する各種ソ
リューションを提案しています。コンビニに対しても、商品を
保存するための適正温度、来店客や店員が不快に思わない
空調環境など、独自のデータ解析で個々の機器やシステム
との組み合わせに反映させています。また、機器の定期点検
では、温暖化抑制のための数値管理はもちろん、個別店舗
からのデータ収集も行っています。業態に合った省エネ機
器で、業界が一体となって温暖化抑制に貢献するために、
東芝キヤリアは細部にわたるサポートを実践しています。

世界平均地上気温の変化
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使用した機器の開発が義務
付けられています。さらに、
機器を使用するユーザー
も、簡易点検や定期点検を
行う必要があります。フロン
をつくる人、使う人、管理す
る人それぞれの立場で、温
暖化抑制に向けた取り組み
が大切です。
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全熱交換の仕組み 熱交換素子を使った全熱交換のイメージ

DCインバーター冷凍機ショーケース1 ショーケース2 ショーケース3

ウルトラパワーエコシリーズ

室内機

室外機

省エネにつながるさまざまな
新機能を搭載し、設置環境に
応じて節電機能や快適性を向
上させる高効率なフラッグシッ
プモデルです。

全熱交換器ユニット（外観）

オープンショーケース
には長寿命のLED照
明を採用しています。

商品を冷却している
冷気を、ショーケー
ス前面を通過させて
底板面に流入させ、
エアカーテンを形成
しています。外気の
流入を防ぎ、内部の
冷気を外に逃がさ
ないことによって、省
エネ効果を高めます。

エア
カーテン

熱交換素子

室
外
側

新鮮な外気

熱交換素子

室内からの空気
室内の熱や湿気を室外から
取り入れた空気に交換 室内の空気

熱交換された
新鮮な外気

室
内
側

15℃

20℃

0℃

温暖化対策として店舗に合ったソリューションを提案温暖化対策として店舗に合ったソリューションを提案

DCインバーター冷凍機による省エネと
低GWP冷媒の採用で地球温暖化抑制に貢献
DCインバーター冷凍機による省エネと
低GWP冷媒の採用で地球温暖化抑制に貢献

外気を適切に取り入れ、
快適な温度と湿度を
保持して省エネに貢献

外気を適切に取り入れ、
快適な温度と湿度を
保持して省エネに貢献

電気温水器から
エコキュートへの切り替えで、
電力消費が大幅減

電気温水器から
エコキュートへの切り替えで、
電力消費が大幅減

東芝キヤリアでは、温暖化抑制に貢献するために、
緻密なデータ解析と技術の融合に取り組んでいます。
東芝キヤリアでは、温暖化抑制に貢献するために、
緻密なデータ解析と技術の融合に取り組んでいます。

改正省エネ法では、電力のピークシフトを考えた平準化を進めるため、7～9月の夏期、12～3月の冬期において、8～22時の昼間電力を、
22～8時の夜間電力の1.3倍で集計して報告することになりました。長時間営業が定着し、電力消費量が多いコンビニは、少しでも省エネ
性の高い機器を導入するとともに、店内の快適性を追求しています。東芝キヤリアは、店舗の形状や運用に合わせた冷凍・空調システムを
提案し、コンビニが取り組む地球温暖化抑制を技術でサポートしています。

最新の省エネ技術と低GWP冷媒R32の
採用で環境負荷を低減
最新の省エネ技術と低GWP冷媒R32の
採用で環境負荷を低減

コンビニは、一般的な飲食店に比
べて食器洗浄などの作業があり
ません。そのため、お湯の消費量
はそれほど多くありませんが、揚
げ物の調理器やコーヒーサーバー
などの洗浄に給湯機が必要です。
電気温水器からヒートポンプ式
の業務用のエコキュートに切り替
えれば、年間の電力消費量を約半
分にすることができます。

店内に設置してある食品保存用ショーケースは、屋外設置型の冷凍機と接続されているもの
と独立型のものがあります。例えば、1台の冷凍機で複数台のオープンショーケースを冷却す

ることができるシステムでは、冷凍機にDCツインロータリーコンプレッサーを採用し、インバーター制御によ
る高効率運転で年間消費電力を削減しています。また、LED照明やDCファンモーターを搭載し、高い省エネ
性を実現しています。独立型のショーケースでは、低GWPのCO2冷媒（GWP＝1）の採用という点でも地球
温暖化抑制に貢献しています。

当社の製品では、コンビニなどの比較的
小さい店舗用の空調機器には高効率の

DCファンモーター、高性能インバーターなどの多彩な
省エネ技術を採用しています。例えば、この空調システム
は、運転可能な室外温度範囲が広く、暑い夏や寒い冬で
も安心して使用することができます。また、低GWP冷媒
R32を使用。従来のR410AのGWP値2,090に対して約3
分の1の675で、大幅な環境負荷低減を実現しました。

店舗などでは空調に加えて、「全熱交換」を採用した換気システムを取り入れ
ています。これは、温度や湿度などの室内環境を変えずに空気の入れ換えが
できるシステムです。例えば、外気が0℃でも、温度交換して室内温度の20℃
に近い15℃で取り込むことで空調の負荷を低減し、省エネ効果を向上させ
ることができます。

東芝キヤリアは、フロン類の管
理・点検を行う管理システム

「REMAC（Refrigerant Management 
Chart）」を提供し、事業主さまをサポートして
います。このシステムは、パソコンやスマート
フォンを使用し、Webサイト上で設置機器情
報の登録、簡易・定期点検や修理履歴の記録、
算定漏えい量の集計などを行うことができま
す。フロン排出抑制法で、フロン類が充填され
た業務用の空調機器などの適正管理が義務
付けられたことを受け、管理者の負荷を軽減
するサービスとして注目されています。

地球の年平均気温は14℃前後といわれていま
す。IPCC※は、2081年から20年間の世界の平均
地上気温は、1986年から20年間の平均よりも最
小で0.3℃、最大で4.8℃上昇すると予測していま
す。そのため、CO2削減などの対策を今以上に施
さなければなりません。個人や家庭、各産業界、
そして国としての取り組みが待ったなしです。

東芝キヤリアは、オフィスビル、工場、ホテル、各種商業施
設、店舗などに対し、地球温暖化抑制に貢献する各種ソ
リューションを提案しています。コンビニに対しても、商品を
保存するための適正温度、来店客や店員が不快に思わない
空調環境など、独自のデータ解析で個々の機器やシステム
との組み合わせに反映させています。また、機器の定期点検
では、温暖化抑制のための数値管理はもちろん、個別店舗
からのデータ収集も行っています。業態に合った省エネ機
器で、業界が一体となって温暖化抑制に貢献するために、
東芝キヤリアは細部にわたるサポートを実践しています。

世界平均地上気温の変化
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オフィス内の天井カセット形室内機オフィスビル屋上に設置した室外機

業務用空調機器の製造にあたり、製造現
場における省人化推進と、エネルギーの
効率的な利用で省エネに取り組むととも
に、製造工程における製品の冷媒漏れ検
知などの面から地球温暖化抑制に取り組
んでいます。

富士製造部工藤 篤
く　 どう　 あつし

新領域基礎研究開発担当として、省エネと
快適性を両立した空調システムの提案を
目指しています。業務用を中心に実温熱
環境を見据えた研究や、データの解析を
行っています。

コアテクノロジーセンター杉崎 智子
すぎ  さき 　 さと　 こ

業務用店舗・オフィス用エアコンの室内ユ
ニットの設計・開発を担当しています。環
境面や安全面の各規制を踏まえ、低
GWP冷媒を使用した機器開発を推進す
るとともに、制御面からの省エネに取り組
んでいます。

LC換気設計部我科 賢二
が　じな 　 けん　 じ

入社以来、コールドチェーン機器の設計・開
発を行っています。コールドチェーン機器
はコンビニ業務に直接かかわるものが多く、
店舗における消費電力量の割合も多いの
で、機器そのものの省エネ性を追求し、さ
まざまなソリューションを提案しています。

冷機温水設計部杠 博之
ゆずりは  ひろ  ゆき

ecoスタイルリーダー

ecoスタイルリーダー

ecoスタイルリーダー

※1 自社を取り巻くマクロ環境が、将来にどのような
 影響を与えるかを予測する手法。
 Politics（政治）、E= Economy（経済）、
 S=Society（社会）、T=Technology（技術）の
 4視点から分析。　
※2 Zero Energy Building　
※3 Building Energy Management System
※4 Variable Refrigerant Flow

省エネ、冷媒、データ解析、地 球温暖化抑制の
さまざまな方向性が見えてきた Various directions for energy saving, refrigerant, 

data analysis and global warming suppression are coming into view / 
节能、制冷剂、数据分析、控制地球变暖的各种方向性显而易见

特集 2

座談会

特集❶では、身近なコンビニを取り上げ、店舗で使用しているさまざまな機器の省エネ性を取り上げ、地球温暖化抑制に貢献する　東芝キヤリアの技術などを紹介しました。
それを受けて特集❷では、地球温暖化抑制を実践し、各分野をけん引しているメンバーでの座談会を掲載します。なお、今回のメン　バーのうち3名は、ecoスタイルリーダーに登録されています。

我科）私は業務用空調機の室内ユニットの構造設計をしています。当社
では業務用エアコンの範疇を、主に店舗・オフィス用とビル用に分けていま
すが、2023年までを想定したPEST分析※1を基準に考えた場合、業務用
エアコンは「低GWP冷媒の採用加速」「ZEB※2化に伴う空調機の省エ
ネ推進」「IoTを通じたBEMS※3対応」「省工事や製品の軽量化による
労働力不足への対応」が重要なテーマになっています。このことからも、地
球温暖化抑制への取り組みが重要であることがうかがえると思います。
杠）私が入社以来ずっと携わっているコールドチェーン（以下CC）機器
の分野でも、製品に使われる冷媒を大気に排出しないようにする直接
的な温暖化防止への取り組みと、エネルギー起源のCO2の排出量が
少ない製品開発で温暖化抑制に貢献する間接的な取り組みが求め
られています。
工藤）製造現場でも同じですね。当社では、以前から事業所内にある
空調機の高効率機種への入れ替えを進めており、最近ではスポット・
ゾーン空調の「FLEXAIR」（P16参照）を導入するなど、CO2排出量
を削減する取り組みを進めています。我科さんや杠さんが担当する製品
は、富士事業所で製造しているものも多いですよね。
杠）コンビニという1つの空間をとっても、我科さんが所属する部門の製品
をはじめ、冷凍機、ショーケース、換気扇や全熱交換器ユニット、エコ
キュートなど、さまざまな製品が使われています。それら一つひとつが、省エ
ネに貢献することを目的に開発された製品であることは間違いないですね。
杉崎）私が所属しているコアテクノロジーセンターという部署（以下
CTC）は、当社が開発するほぼすべての製品にかかわり、新領域の基
礎研究開発を目的にさまざまな分野での先行開発を行っています。私は、
主に建築物の省エネ性向上を目的としたソフトウェア制御や、健康や快
適性と省エネとの関係を研究していますが、CTCとしては、コンビニもター
ゲット分野の1つですね。
我科）当社のVRF※4システムを設置しているオフィスビルやショッピング
モールなどの大型施設でも、さまざまな冷凍・空調機器が混在するコン
ビニなどの小型店舗でも、温暖化対策に取り組む場合には快適性と省

エネの両方が重要になるということですね。
杉崎）私は、ちょうど東日本大震災の後からこの仕事にかかわり始めまし
たが、その頃は“我慢する節電”でした。しかし今は、我慢しないで“快適
性と省エネの両立”が必要だと思っています。最近は「作業効率」とい
うキーワードも登場し、我慢しない温熱環境では従業員の作業効率も
上がり、それが省エネにつながればさらに良いのではないでしょうか。
杠）コンビニの空調は誰のためかを考えた場合、それは、立ち寄っていただく
お客さまはもちろん、長い時間店内でお仕事をされている店員さんのためで
もあります。コンビニの空調をそのように捉えた場合でも、人への快適性と店
内で稼働しているたくさんの機器の省エネ性を実現するために、さまざまな
工夫が取り入れられています。例えば、入り口付近と店奥にあるそれぞれの
空調機の負荷をバランス良く制御すれば、より省エネにつながると思います。
工藤）確かに店員さんを基準に考えているのはそのとおりかもしれませんね。
逆にスーパーはお客さまの滞在時間が長いので寒くてたまらないと感じる
こともあります。コンビニではそれぞれの人の感じ方によって設定温度を変え
たい希望があるためでしょうか。私がいる事務所では、仮に誰かが設定を
変えても、自動的に戻っていますよ。快適性と省エネの両立を実践するには、
制御技術や管理方法も含めて考えなければなりませんね。
杠）2013年の改正省エネ法では、電力の需給バランスを意識したエネ
ルギー管理が盛り込まれ、さまざまな業務部門や家庭部門に対して
も、設備機器の省エネ性能の向上に向けた対策を強化する方
針が打ち出されました。それを受けて、コンビニ本部も地球温
暖化への取り組みを積極的に発信していく傾向にあり、省
エネ機器の導入や冷媒管理はもちろん、機器運転時
のCO2排出量や、お弁当などを製造し、それを運搬
する過程などの広い範囲でCO2排出量を開示す
る動きも見られます。

仕事を通して、地球温暖化抑制について
思うことや、省エネの観点から業界の
動向などをお聞かせください。

東芝キヤリアグループecoスタイルリーダー制度
環境関係の資格保有者（東京商工会議所が行うeco検定
の合格者、社内環境監査員など）が認定され、環境活動の
有識者として活動をしています。2020年度までに200名
の登録を目指しています。
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ecoスタイルリーダー
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ヘリウム充填によるガスリーク検査機

ガスリークを改善した治具

製品移動用AGV

新技術棟外観イメージ

R448Aに対応した
「屋外設置形DCインバーター冷凍機」

我科）杠さんがおっしゃった冷媒管理に関連してですが、先ほど申し
上げたPEST分析の「P（政治）」の部分では、国内HFC（ハイドロ
フルオロカーボン）削減への取り組みとして、パッケージエアコンや
VRFなどの製品を規制し、低GWP化を加速させる動きがあります。
杉崎）CTCでも低GWP冷媒をどのように使いこなすかを検討してい
る部門もありますね。
工藤）事業所内の冷媒管理体制をご覧いただいてお分かりかと思い
ますが、冷凍サイクル内を真空状態にしてフードの中にヘリウムガスを

充填させるなど、富士事業所は徹
底したリーク検知を行っています。室
外機の完成品を保管している倉庫
では専門部隊が感知器でチェック
し、仮にそこで感知されると、ヘリウム
テストをクリアしたものであっても梱包
を解いて再チェックします。せっかく温
暖化係数の小さい冷媒を使っても、
漏れがあってはたいへんですからね。

杉崎）2重3重のチェック体制を見学し、あ
そこまで手間をかけて徹底していることに
感銘を受けました。また、製品からの漏れ
だけでなく、接続治具についても継ぎ目を
なくす溶接を施すなど、品質と信頼性の
確保に余念がないですね。
我科）いち早くF-gas規制※を取り入れた
欧州は、冷媒に関する捉え方が非常に厳しいですね。日本でもそうし
た規制やフロン排出抑制法などにより、冷媒の漏えい規制が強化さ
れています。安全性の確保、オゾン層の保護、地球温暖化抑制とい
うように機器に使用する冷媒も時代とともに変遷してきました。現在は、
R410AからR32への冷媒転換が盛んに行われているところですが、
私たちはその時 で々出てくる課題と向き合い、より良い解決方法を実
行していかなければなりません。
工藤）昨年くらいからR410AよりR32の機種が増えてきたせいか、製
造工程では、以前に比べ保管しているR32の消費が早くなっていま
す。この先、R32に代わる冷媒が主流になっていけば、そうした状況に
も変化が出てくるのですね。
杠）コンビニ業界でも低GWP冷媒への切り替えが進んでおり、2025
年までにGWP値1,500以下を目標に機器の開発を進めています。当

社は、2016年に業界で初めてGWP
値1,387のR448Aに対応した「屋外
設置形DCインバーター冷凍機」を
市場投入し、これが高い評価を受け
ました。GWPの目標値は、今後ますま
す下がっていくと思いますので、機器
の開発も加速して行っています。

杉崎）労働力不足を補うための対応
も重要なテーマであると冒頭で我科さん
がおっしゃいましたが、事業所内を往来して
いるAGV（無人搬送車）はまさにその救世主
のように見えました。コンベアを駆動させていたとき
に比べ、AGVの充電消費電力の方が大幅に低く
なったそうですが、省力化と省エネの両方を実現したこ
とになりますね。
工藤）製造ラインが移設したときに、コンベアをやめて作業の負
担を減らすために大小さまざまなAGVを導入しました。AGVは非
接触充電なので、ここでも人の手が
不要です。省人・省力化に貢献する
ものであると同時に、コンベアからの
置き換えで64%も消費電力を削減
できたので、まさに省エネの救世主
です。
杉崎）工藤さんは製造工程での省
エネに取り組んだのですね。私はさま
ざまな空間の省エネを技術的な視
点で追求しています。例えば、今取り
組んでいることの1つに「頭寒足熱
空調の提案」があります。あるオフィ
スのフィールドテストでは、足元の温度が下がると体
感温度も下がることが分かりました。足元を暖める
制御でエアコンの設定温度を調整すれば、省
エネにも貢献できるのではないか、というのが
この研究の狙いです。例えば、どのように
機器を配置、制御すれば良いかなど、
データの解析結果から得られた内
容を機器の開発に生かす、まさ
に、東芝グループ全体の方
向性として示されている
「サイバー・フィジカル・
システム（CPS）」の
一環でもあります。

我科）私が入社した頃は、この富士事業
所は小形エアコンの製造が主でしたが、
今は業務用エアコンをはじめ、さまざ
まな冷凍・空調機器の製造工場
になりました。これから先の展望
としては、建設中の新技術棟が機能し、お客さまに合ったより付
加価値の高い製品をつくる場になっていくと思っています。その
ためには、杉崎さんが取り組んでいるデータ解析を踏まえ
た省エネと快適性の提案は、新たな価値を創造できる
ものだと思います。
杠）東芝キヤリアが誕生した20年くらい前から、「ソ
リューション」という言葉があちこちで使われ始
めました。コンビニ店舗で使うCC機器につい
ても、当時からソリューション提案を実践し
てきましたが、最近はCC機器だけでな
く空調や換気などを含めたシステム
としてのソリューション提案が不
可欠になっています。ecoスタ
イルリーダーとしても、“省エネ

に関するソリューション”を強く意
識しているのも事実です。20年の節

目を機に、会社全体として改めてトータ
ルソリューションという考え方を強化すると

きが訪れているのかもしれません。
杉崎）先ほど申し上げたオフィス空間とは別に、

モデル化したコンビニ店舗で気流解析などを行い、
ショーケースや空調機をモデル店舗内に配置して温
度分布などを可視化しています。解析結果から得られ

た課題は、実際の店舗において改善の検討材料として活
用してもらえると思います。こうした実空間の省エネ提案をでき

ることが、当社の強みとしてますますクローズアップされれば良いと
思います。また、私も杠さんと同じようにecoスタイルリーダーですが、

省エネという観点から自分自身の環境マインドを高めることができ、活動
内容は研究や実験にも参考になっていると思います。

工藤）富士事業所では、家庭用や業務用の給湯機器、さまざまな種類の
ショーケースなど、お客さまの用途に応じた製品をつくっています。お客さまの課
題を把握して解決提案を行う一方で、メーカーである以上、個 の々製品の品質を

高めることも大切です。地球温暖化抑制をテーマに皆さんとお話ししていて、「環境と
品質」が常に自分の頭に浮かぶのは、メーカーの一員であると同時にecoスタイルリー

ダーであることも影響していると思います。製造現場でもecoスタイルリーダーは増えています
ので、今日の話を皆と共有したいですね。

※京都議定書中のHFC（ハイドロフルオロカーボン）、PFC（パーフルオロカーボン）、
　SF6（六フッ化硫黄）をF-gasと呼んでおり、これらの使用量の規制が欧州中心に
　かけられている。

設立20周年を
迎えた今、仕事に
関する展望などを
お聞かせください。

設立20周年を
迎えた今、仕事に
関する展望などを
お聞かせください。

温暖化係数の小さい冷媒の使用や
機器の開発、また冷媒漏れのチェック
体制などについてお聞かせください。

まとめ
「地球温暖化抑制」は、人類をはじめ、地球上のすべての生物にか
かわるたいへん重要なテーマです。東芝キヤリアは、開発する製
品や製造工程を通じてCO2の排出量を削減するなど、さまざまな
省エネ対策を進めるとともに、冷媒の使用や管理についても確固
たる方針のもとで取り組みを強化しています。今回の座談会で

は、オフィスやコンビニなどの店舗用の製品開発、そのような空間における快適性と省エネの両立
の研究やそれを製造する工程など、それぞれ違う視点の延長線上には、温暖化抑制という同じベクト

ルが発見できました。さらに進化した製品をお客さまにお届けできる機会が広がるとよいと思います。
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ガスリークを改善した治具
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新技術棟外観イメージ

R448Aに対応した
「屋外設置形DCインバーター冷凍機」
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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

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）。
※5 第6次環境アクションプラン期間内(2017年度～2020年度)での累計。 

＜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

2018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・リスク管理事業所・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
2018年度

まとめ目標 実績 評価
温室効果ガス総排出量の抑制※１ 6.1万t 5.0万t ○

温室効果ガス総排出量原単位※２の改善
（2013年度基準） 96% 88% ○

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

廃棄物量※3の抑制 0.29万ｔ 0.25万ｔ ○ ・廃棄物の再資源化推進により削減

廃棄物総発生量原単位の改善（2013年度基準） 98% 89% ○ ・廃棄物抑制施策や発生源管理により削減

水受入量原単位の改善（2013年度基準） 98% 44% ○ ・水の再利用や漏水対策により削減

化学物質総排出量原単位の改善（2013年度基準） 98% 47% ○ ・コンプレッサー粉体塗装化や排水処理工程での
 使用化学物質変更などにより削減

CO2排出抑制量※4の拡大（累計※5） 149万t 177万t ○ ・エネルギー効率の高い機種の拡販による

省資源化量の拡大（累計※5） 1.7万t 2.0万t ○ ・軽量化した製品の拡販による

循環資源（再生プラスチック）使用量の拡大（累計※5） 146t 169t ○ ・再生プラスチック使用部品の新規採用による

エクセレントECP創出数（累計※5） 8製品 12製品 ○ ・省エネ性能No.1製品の創出による

東芝キヤリアグループは、空調機器、給湯機器、換
気扇、冷凍機、コンプレッサーなどの製品、およびそ
れらのシステムの開発・製造・販売・サービス事業を
行う企業グループとして、環境調和型製品を社会
へ提供すること、および環境負荷の低減に配慮した
事業活動を通じて社会に貢献することを目指して
います。そして、「“かけがえのない地球環境”を健
全な状態で次世代に引き継いでいくことは、現存す
る人間の基本的責務との認識」に立ち、豊かな価値
の創造と地球との共生を図ります。脱炭素社会、循
環型社会、自然共生社会を目指した環境活動によ
り、持続可能な社会の実現に貢献します。

東芝キヤリアグループ環境基本方針

廃棄物処理委託先監査の様子

グリーンインダストリー認証式の様子

現場での監査の様子（東芝キヤリア タイ社）

JRコンテナ

東芝キヤリアグループ
ecoスタイルリーダーの活動共有サイト

「東芝キヤリアグループ環境基本方針」を推進するために、社長を環境経営責任者とする
体制を構築しています。部門やサイトごとに環境推進責任者を任命し、それぞれの事業活動に環
境活動を織り込んでいます。また、年に2回開催する「東芝キヤリアグループ地球環境会議」では、
各責任者が活動計画と実績を報告し、活動全体の総括を行っています。

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

2017年度に、パリ協定（地球温暖化抑制）への対策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、東芝キヤリアグループはその内容
に沿って独自の目標を設定しています。2018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）やSDGs（持続可能な開発目標）などの定性的な項目と、事
業活動との関連を分析し、環境活動計画に織り込んでいます。

Environmental Action Plan / 环境行动计划
環境アクションプラン

東芝キヤリアグループは、「世界中のお客さまのご要望にお応えできる付加価値の高い製品を
開発し提供すること」と、「それら製品のライフサイクル全体における環境負荷を最小にすること」の
両立を目指しています。環境負荷低減の施策として、「地球温暖化抑制」「資源有効活用」「化
学物質管理」の3つのテーマを中心に活動を行っています。
当社製品のライフサイクルのうち、最も環境負荷が高いのは「使用」時ですが、要素技術の開
発と、使用状況に合わせたそれぞれの製品の最適な組み合わせなどを製品開発段階から検討し、
ソリューションとしてお客さまに提案・提供しています。また、その他の「調達」「製造」「廃棄」「リサ
イクル」の各ステージにおいても、環境負荷の抑制と環境リスクの撲滅のため、法令遵守にとどまら
ない改善活動を実施しています。

Environmental Consideration at Entire Product Life-cycle / 产品生命周期整体的环保
製品ライフサイクル全体における環境配慮

毎年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。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年度までに143名が合格しました。この合格者を含む各環境資格保有者を「東芝
キヤリアグループecoスタイルリーダー」として登録し、より多くの従業員の環境意識醸成を図って
います。2019年4月現在の登録者数は173名で、2020年度までには200名を目指しています。

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

東芝ロジスティクス（株）との協働で、製品輸送の最適化を推進しています。主要輸送経路に
使用するトラックの大型化および製品の小形化による積載効率の向上、JRコンテナやフェリーの
活用、航空輸送の抑制によりCO2排出量の削減を図っています。さらに、各工場の製造品目を
見直し、消費地の近くで生産することで製品物流を削減するとともに、東芝グループ内の製品混
載、地区倉庫の削減、工場構内への保管推進や製品の客先直送化を進め、物流における
CO2削減を図っています。

Reduction of CO2 Emissions during Transportation / 削减运输时的二氧化碳排放量
輸送時におけるCO2排出量の削減

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。
近年の動向としては、土壌汚染対策法や廃掃法の電子マニフェスト化への法改正があり、各拠
点での対応を進めています。また、事業プロセスでの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、より確実な管理を目指しています。

Compliance Management with Environmental Laws and Regulations / 遵守相关环境法规
環境関連法規の遵法管理

国内外のすべての製造・開発拠点で環境規格ISO14001（2015年版）を取得しています
（P25参照）。そのほか、2018年に東芝キヤリアタイ社が、タイ政府から「グリーンインダストリー
レベル4」に認証されました。この認証制度は、製造プロセスと環境管理の継続的な改善の観点
から、企業における環境にやさしい操業精神の醸成を目標としているもので、レベル4の条件は
「すべての従業員が、より環境負荷の低い企業になるよう協力し、それが「文化」にまで達している
（グリーン・カルチャー）」こととされています。

Environment-related External Certification / 环境相关外部认证
環境関連外部認証

内部監査では、東芝グループ環境監査のスキームをもとに、当社の実態に合った「環境経営
監査」「サイト監査」「製品技術監査」を実施しています。2018年度までに、サイト監査員20名、
製品技術監査員18名、各国地域監査員9名が（株）東芝から認定されています。また、国内外
で製造活動が拡大するなか、各国における法令遵守はもちろん、製造や開発分野で環境リスク
のある拠点については、リスクの撲滅を最重要課題として環境推進実行責任者が「グローバル
環境巡視」を実施しています。現地を訪問し、内部監査による指摘があった場合はアフターフォ
ローを行います。また、拠点特有の課題についても、各拠点の環境推進責任者と話し合いながら、
迅速かつ確実に対応ができるよう支援しています。

Internal Audits at Manufacturing and Development Sites / 生产研发基地的内部审计
製造・開発拠点の内部監査

Our company creates products considering life-cycle and contributes widely to society / 创造出考虑到生命周期的产品，对社会做出重大贡献

ライフサイクルに配慮した製品を創出し、広く社会に貢献してい ます

※「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。
https://www.toshiba.co.jp/env/jp/vision/plan_j.htm

web
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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）。
※5 第6次環境アクションプラン期間内(2017年度～2020年度)での累計。 

＜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

2018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・リスク管理事業所・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
2018年度

まとめ目標 実績 評価
温室効果ガス総排出量の抑制※１ 6.1万t 5.0万t ○

温室効果ガス総排出量原単位※２の改善
（2013年度基準） 96% 88% ○

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

廃棄物量※3の抑制 0.29万ｔ 0.25万ｔ ○ ・廃棄物の再資源化推進により削減

廃棄物総発生量原単位の改善（2013年度基準） 98% 89% ○ ・廃棄物抑制施策や発生源管理により削減

水受入量原単位の改善（2013年度基準） 98% 44% ○ ・水の再利用や漏水対策により削減

化学物質総排出量原単位の改善（2013年度基準） 98% 47% ○ ・コンプレッサー粉体塗装化や排水処理工程での
 使用化学物質変更などにより削減

CO2排出抑制量※4の拡大（累計※5） 149万t 177万t ○ ・エネルギー効率の高い機種の拡販による

省資源化量の拡大（累計※5） 1.7万t 2.0万t ○ ・軽量化した製品の拡販による

循環資源（再生プラスチック）使用量の拡大（累計※5） 146t 169t ○ ・再生プラスチック使用部品の新規採用による

エクセレントECP創出数（累計※5） 8製品 12製品 ○ ・省エネ性能No.1製品の創出による

東芝キヤリアグループは、空調機器、給湯機器、換
気扇、冷凍機、コンプレッサーなどの製品、およびそ
れらのシステムの開発・製造・販売・サービス事業を
行う企業グループとして、環境調和型製品を社会
へ提供すること、および環境負荷の低減に配慮した
事業活動を通じて社会に貢献することを目指して
います。そして、「“かけがえのない地球環境”を健
全な状態で次世代に引き継いでいくことは、現存す
る人間の基本的責務との認識」に立ち、豊かな価値
の創造と地球との共生を図ります。脱炭素社会、循
環型社会、自然共生社会を目指した環境活動によ
り、持続可能な社会の実現に貢献します。

東芝キヤリアグループ環境基本方針

廃棄物処理委託先監査の様子

グリーンインダストリー認証式の様子

現場での監査の様子（東芝キヤリア タイ社）

JRコンテナ

東芝キヤリアグループ
ecoスタイルリーダーの活動共有サイト

「東芝キヤリアグループ環境基本方針」を推進するために、社長を環境経営責任者とする
体制を構築しています。部門やサイトごとに環境推進責任者を任命し、それぞれの事業活動に環
境活動を織り込んでいます。また、年に2回開催する「東芝キヤリアグループ地球環境会議」では、
各責任者が活動計画と実績を報告し、活動全体の総括を行っています。

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

2017年度に、パリ協定（地球温暖化抑制）への対策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、東芝キヤリアグループはその内容
に沿って独自の目標を設定しています。2018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）やSDGs（持続可能な開発目標）などの定性的な項目と、事
業活動との関連を分析し、環境活動計画に織り込んでいます。

Environmental Action Plan / 环境行动计划
環境アクションプラン

東芝キヤリアグループは、「世界中のお客さまのご要望にお応えできる付加価値の高い製品を
開発し提供すること」と、「それら製品のライフサイクル全体における環境負荷を最小にすること」の
両立を目指しています。環境負荷低減の施策として、「地球温暖化抑制」「資源有効活用」「化
学物質管理」の3つのテーマを中心に活動を行っています。
当社製品のライフサイクルのうち、最も環境負荷が高いのは「使用」時ですが、要素技術の開
発と、使用状況に合わせたそれぞれの製品の最適な組み合わせなどを製品開発段階から検討し、
ソリューションとしてお客さまに提案・提供しています。また、その他の「調達」「製造」「廃棄」「リサ
イクル」の各ステージにおいても、環境負荷の抑制と環境リスクの撲滅のため、法令遵守にとどまら
ない改善活動を実施しています。

Environmental Consideration at Entire Product Life-cycle / 产品生命周期整体的环保
製品ライフサイクル全体における環境配慮

毎年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。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年度までに143名が合格しました。この合格者を含む各環境資格保有者を「東芝
キヤリアグループecoスタイルリーダー」として登録し、より多くの従業員の環境意識醸成を図って
います。2019年4月現在の登録者数は173名で、2020年度までには200名を目指しています。

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

東芝ロジスティクス（株）との協働で、製品輸送の最適化を推進しています。主要輸送経路に
使用するトラックの大型化および製品の小形化による積載効率の向上、JRコンテナやフェリーの
活用、航空輸送の抑制によりCO2排出量の削減を図っています。さらに、各工場の製造品目を
見直し、消費地の近くで生産することで製品物流を削減するとともに、東芝グループ内の製品混
載、地区倉庫の削減、工場構内への保管推進や製品の客先直送化を進め、物流における
CO2削減を図っています。

Reduction of CO2 Emissions during Transportation / 削减运输时的二氧化碳排放量
輸送時におけるCO2排出量の削減

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。
近年の動向としては、土壌汚染対策法や廃掃法の電子マニフェスト化への法改正があり、各拠
点での対応を進めています。また、事業プロセスでの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、より確実な管理を目指しています。

Compliance Management with Environmental Laws and Regulations / 遵守相关环境法规
環境関連法規の遵法管理

国内外のすべての製造・開発拠点で環境規格ISO14001（2015年版）を取得しています
（P25参照）。そのほか、2018年に東芝キヤリアタイ社が、タイ政府から「グリーンインダストリー
レベル4」に認証されました。この認証制度は、製造プロセスと環境管理の継続的な改善の観点
から、企業における環境にやさしい操業精神の醸成を目標としているもので、レベル4の条件は
「すべての従業員が、より環境負荷の低い企業になるよう協力し、それが「文化」にまで達している
（グリーン・カルチャー）」こととされています。

Environment-related External Certification / 环境相关外部认证
環境関連外部認証

内部監査では、東芝グループ環境監査のスキームをもとに、当社の実態に合った「環境経営
監査」「サイト監査」「製品技術監査」を実施しています。2018年度までに、サイト監査員20名、
製品技術監査員18名、各国地域監査員9名が（株）東芝から認定されています。また、国内外
で製造活動が拡大するなか、各国における法令遵守はもちろん、製造や開発分野で環境リスク
のある拠点については、リスクの撲滅を最重要課題として環境推進実行責任者が「グローバル
環境巡視」を実施しています。現地を訪問し、内部監査による指摘があった場合はアフターフォ
ローを行います。また、拠点特有の課題についても、各拠点の環境推進責任者と話し合いながら、
迅速かつ確実に対応ができるよう支援しています。

Internal Audits at Manufacturing and Development Sites / 生产研发基地的内部审计
製造・開発拠点の内部監査

Our company creates products considering life-cycle and contributes widely to society / 创造出考虑到生命周期的产品，对社会做出重大贡献

ライフサイクルに配慮した製品を創出し、広く社会に貢献してい ます

※「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。
https://www.toshiba.co.jp/env/jp/vision/plan_j.htm
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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

累積認定数
当年度の認定数

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 （年度）
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H1
55
0

50cm
縮小

P160形
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H1
05
0

従来
105kg 79kg

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」

26kg削減

スーパーパワーエコゴールド
（R32冷媒）

エコキュート
（CO2冷媒）

インバーター
ショーケース
（CO2冷媒）

インバーター冷凍機
（R448A冷媒対応製品）

従来機種 新製品

「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認定製品を創出し、業務用空調機器、大形熱源機器、給湯機器、コールドチェーン
機器、換気機器のすべての製品群で認定されています。2018年度は新たに2つの製品が
認定され、全部で59製品となりました。

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、店舗・オフィス用エアコンの室外機において、モーター部分の設計を
見直してコンプレッサーの小形化を行いました。2ファンを1ファンにするなど、従来と同等能力の
機器よりも小形化を図り、質量を削減した開発に取り組んでいます。Recycleでは、再生プラス
チック部品を採用しています。また、ねじ本数の削減により、使用済み材料を再利用するため、
解体性の向上を図っています。

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-carrier.co.jp/company/csr/product/index_j.htm

web

東芝キヤリアグループが提供する製品は、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。2018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92万t-CO2/
年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
ついて低GWP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

欧州RoHS指令では、2019年7月から規制物質が10物質になり、REACH規則では高懸
念物質※が年々追加され、2019年7月時点で201物質となりました。また、欧州のみならず、アジ
ア諸国を含め世界各国で化学物質の規制が強化され、より確実な法の遵守が求められてい
ます。そのため、東芝キヤリアグループでは、各国グループ会社を含む横断的な体制で規制物
質含有部品の代替化を進めました。また、調達取引先さまとの情報交換ツールとして、富士事
業所ではグリーン調達システム「G-sysⅡ」を開発し、含有情報の管理などを強化しています。

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）

東芝キヤリアグループでは、開発するすべての製品の企画段階から、「地球温暖化抑
制」「資源有効活用」「化学物質管理」の3つの要素を取り入れ、それらの環境性能を継
続的に向上させ、さまざまな環境課題の解決に貢献する環境調和型製品（ECP）を創出し
ています。「地球温暖化抑制」では、196の国と地域が調印したパリ協定に貢献することを目
指しています。「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
用することを考えた省資源設計を実践しています。「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、欧州だけでなく世界各国に広がっているさまざまな化学物
質規制の遵守に対応しています。

Product Development to Solve Environmental Issues / 面向解决环境问题的产品研发
環境課題の解決に向けた製品開発

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

エクセレントECP製品
年度別登録件数

低GWP冷媒を採用した製品群

室外機のコンパクト・軽量化
（例）スーパーパワーエコゴールド

15 東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2019 16東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2019れレンタルやシェアして実践エコライフ（関係会社／エコ見習い）　そ「その先」が みえる製品 買ってますか？（川崎本社／トマト）
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Product  Highlights①  Air Conditioning and Heating Solutions / 产品介绍① 空调/热源解决方案

累積認定数
当年度の認定数

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 （年度）

3
2

9

4

12

8

5 7

16
20

32

40 7

47

2017 2018

10

57 2
59

H1
55
0

50cm
縮小

P160形

P160形

H1
05
0

従来
105kg 79kg

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」

26kg削減

スーパーパワーエコゴールド
（R32冷媒）

エコキュート
（CO2冷媒）

インバーター
ショーケース
（CO2冷媒）

インバーター冷凍機
（R448A冷媒対応製品）

従来機種 新製品

「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認定製品を創出し、業務用空調機器、大形熱源機器、給湯機器、コールドチェーン
機器、換気機器のすべての製品群で認定されています。2018年度は新たに2つの製品が
認定され、全部で59製品となりました。

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、店舗・オフィス用エアコンの室外機において、モーター部分の設計を
見直してコンプレッサーの小形化を行いました。2ファンを1ファンにするなど、従来と同等能力の
機器よりも小形化を図り、質量を削減した開発に取り組んでいます。Recycleでは、再生プラス
チック部品を採用しています。また、ねじ本数の削減により、使用済み材料を再利用するため、
解体性の向上を図っています。

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-carrier.co.jp/company/csr/product/index_j.htm

web

東芝キヤリアグループが提供する製品は、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。2018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92万t-CO2/
年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
ついて低GWP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

欧州RoHS指令では、2019年7月から規制物質が10物質になり、REACH規則では高懸
念物質※が年々追加され、2019年7月時点で201物質となりました。また、欧州のみならず、アジ
ア諸国を含め世界各国で化学物質の規制が強化され、より確実な法の遵守が求められてい
ます。そのため、東芝キヤリアグループでは、各国グループ会社を含む横断的な体制で規制物
質含有部品の代替化を進めました。また、調達取引先さまとの情報交換ツールとして、富士事
業所ではグリーン調達システム「G-sysⅡ」を開発し、含有情報の管理などを強化しています。

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）

東芝キヤリアグループでは、開発するすべての製品の企画段階から、「地球温暖化抑
制」「資源有効活用」「化学物質管理」の3つの要素を取り入れ、それらの環境性能を継
続的に向上させ、さまざまな環境課題の解決に貢献する環境調和型製品（ECP）を創出し
ています。「地球温暖化抑制」では、196の国と地域が調印したパリ協定に貢献することを目
指しています。「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
用することを考えた省資源設計を実践しています。「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、欧州だけでなく世界各国に広がっているさまざまな化学物
質規制の遵守に対応しています。

Product Development to Solve Environmental Issues / 面向解决环境问题的产品研发
環境課題の解決に向けた製品開発

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

エクセレントECP製品
年度別登録件数

低GWP冷媒を採用した製品群

室外機のコンパクト・軽量化
（例）スーパーパワーエコゴールド
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Environmental Management  环境经营
製品紹介① 大空間空調ソリューション
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Product  Highlights①  Large Space Air Conditioning Solution / 产品介绍① 大空间空调解决方案

従来型 FLEXAIR

26%
削減
63,697

86,486

年間消費電力量比較※2

（kWh/年）

不在時は運転停止で
ムダな電力を削減！

FLEXAIR（単体設置型）従来型ダクトタイプ空調

ON ON ON ON

 人が不在でも吹き続けてしまう…

OFFOFF

ON ON

1台ごとに
運用・設定
が可能

※2
60m×40m空間に
おいて、およそ冷房能力
300kWの比較

　その名のとおり、建屋空間の中で設置場所を選ばず、必要に応じて設置場
所を変更できるフレキシブルな空調システムです。しかも、天井ダクトが必
要ないので工事が簡単というメリットがあります。当社ではこれを「マルチタ
イプ ダクトレススポット空調システム」として業界で初めて開発しました。

　多くの作業現場で用いられている従来型タイプの空調機と比較し
たところ、60ｍ×40mの空間の場合、通年エネルギー消費効率
（APF）※1は、従来型が3.48に対してFLEXAIRは4.86でした。それに
より、年間消費電力量を約26%削減できました。また、使い方でも省
エネにつながります。例えば、広い空間は天井が高いところが多いの
で、建屋全体を空調するのではなく、対象となる人や機械に限定すれ
ば最小限のエネルギーですみます。室内ユニットを必要な場所だけ
に設置し、文字どおりスポット的に使用すれば、作業者がいる場合の
みや、個人の温冷感に応じて個別制御が可能です。

　これまで多くの空調システムを世に送り出してきましたが、もう一
度原点にもどり、お客さまの課題をつぶさに拾うことから始めました。
その結果、工場や倉庫などの広い作業空間では、暑い夏でも快適な
労働環境を求めていること、そのようなところでは、空調機の設置場
所を確保できないこと、そして、広い空間なので適温をキープするた
めにエネルギーを無駄に費やしていること、などがクローズアップさ
れてきたからです。

　室内ユニットを個別分散でき、しかも、柱などへの設置が可能で天井
ダクト工事も不要という特長は、工場や倉庫だけでなく汎用性がある
はずです。例えば、体育館、大規模商業施設、ゴルフ練習場、自動車整
備場、駅ホームなどでも、大風量仕様のFLEXAIRの活躍シーンが今後
ますます増えると思います。2018
年度の省エネ大賞「製品・ビジネス
モデル部門」で最高賞の経済産業
大臣賞を受賞したことが広く産業
界に認知され、大空間の省エネに
貢献する空調システムとして裾野
が広がっていくと思います。

　筐体のコンパクト化と大風量仕様を実現するために、風路を短く
して機内の抵抗を小さくし、本体背面から吸い込んで一直線に風を
吹き出す構造にしました。さらにその風を「速く、強く、遠く」まで届
けるための大形送風機と整流板を採用しました。整流板は、コンビ
ニなどのオープンショーケースがヒントになっており、ケース内の
冷気を逃がさないように、直進方向に強く吹くエアカーテンの機能
を応用しました。

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

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）

2018年度省エネ大賞経済産業大臣賞受賞
大空間の省エネ空調を実現したFLEXAIR

エクセレント

ECP

FLEXAIRはどのような製品ですか

なぜそのような製品を
開発することになったのですか

FLEXAIRで実現した省エネ性とは

スポット・ゾーン空調としての構造上の特徴は

FLEXAIRの今後の展開は

今後の展開が期待されるFLEXAIRについて、開発リーダーに話を聞きました。

※1 JIS B 8616・2015に基づき、ある一定の条件のもとにエアコンを使用したときの消費電力1kW当たりの
 冷房・暖房の能力を表したもの。この値が大きいほど省エネ性が高いといえる。

RPA-ZAP1121H
ホームセンターへの導入設置

津山事業所への導入事例

タグチ工業さまへの導入事例

寺崎 明
てら　　さき　　　あきら

掛川開発センター  熱源設計部

FLEXAIR

FLEXAIR

VOC
削減

（コンプ）
再生プラ PVC

削減

年間
CO2排出量

43%
削減 ※1

（P18）
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产品介绍② 生活中常见的环保产品

活躍する環境調和型製 品
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

製品紹介② 暮らしのなかで活躍する環境調和型製 品

HOSPITAL

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

海外向けヒートポンプ給湯機

Air to Water
－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

地球温暖化抑制、資源有効活用、化学物質管理に配慮した環境調  和型製品を多く提供しています 提供多种考虑到控制全球变暖、资源有效利用、化学物质管理的环境和谐型产品

Our company offers many environmentally conscious products considering global warming suppression, 
effective use of resources, and management of chemical substances.

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

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
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。低GWP冷
媒である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な
どや、工場、農業用ハウスな
どで使用されています。

スーパーやコンビニで、食品の鮮度を保ちます

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

R32冷媒を採用した、比較的小規模空間で使う空調機です

店舗・オフィス用空調
Air Conditioning for Stores and Offices / 店铺、办公室用空调

循環加温ヒートポンプ
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。

SMMS-e
海外市場での多様な
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、海外
で賞を受賞しました。

マルチ空調システム エクセレント

ECP

MiNi-SMMS
海外市場のコンドミニア
ムに対応したシリーズで
す。従来機種に対して送
風機や熱交換器を変更
して重量の削減を行っ
たり、出荷時の冷媒充填
量を54%削減して省資
源化を行いながら業界
トップクラスの省エネ性
能を実現しています。

Multi-type Air Conditioning System / 复合型空调系统

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

エクセレント

ECP空冷ヒートポンプ式熱源機
Air-cooled Heat Pump Heat Source Machine / 空冷热泵式热源机

ユニバーサルスマートX 
EDGEシリーズ
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、業界で高い
シェアを獲得しています。新型コンプ
レッサーを搭載した「USX EDGEシ
リーズ」は業界トップクラスの省エネ性
能、低外気温地域における加熱性能の
さらなる強化などを実現しています。

空調から産業プロセス用途まで対応可能な熱源機です

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
ラインアップを揃えています

エクセレント

ECP

スーパーパワーエコゴールド
業界で最も広い運転可能な温度範囲を
持ちながら、コンプレッサーの改良によ
り高い省エネ性能を実現しました。低
GWP冷媒であるR32冷媒を採用した
り、室外機用ファンなどの再生プラス
チック利用で資源を有効活用し、製造工
程でのVOC削減など化学物質の削減
も行っています。

省エネ製品

低GWP冷媒使用製品

CAONS700

SH-321DES
RDA-SAP2241HT

DVP-TD14CLDT

HWH-X466HA

MMY-MAP2206HT8P
MCY-MAP0607HT-C

HWS-P1104HR-E

ROA-RP803HS

USX EDGE
RUA-UP511H

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

※材料調達のタイミングによっては
　使用していない期間があります

※3 基準機種(2006年)との比較
※4 基準機種(2009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
小さい冷媒の採用

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

冷媒
対応

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

14%
削減※4

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

VOC
削減

（コンプ）
再生プラ

年間
CO2排出量

62%
削減※1

PVC
削減

資源有効
活用

年間
CO2排出量

48%
削減※1

資源有効
活用

年間
CO2排出量

10%
削減※3

VOC
削減

（コンプ）
再生プラ

年間
CO2排出量

56%
削減※1

PVC
削減

17 東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2019 18東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2019な何気なく捨ててるゴミも立派な環境汚染（津山／かすみん）　ら楽をするな、ポイ捨て禁止（津山／たっちゃん）



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

产品介绍② 生活中常见的环保产品

活躍する環境調和型製 品
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

製品紹介② 暮らしのなかで活躍する環境調和型製 品

HOSPITAL

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

海外向けヒートポンプ給湯機

Air to Water
－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

地球温暖化抑制、資源有効活用、化学物質管理に配慮した環境調  和型製品を多く提供しています 提供多种考虑到控制全球变暖、资源有效利用、化学物质管理的环境和谐型产品

Our company offers many environmentally conscious products considering global warming suppression, 
effective use of resources, and management of chemical substances.

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

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
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。低GWP冷
媒である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な
どや、工場、農業用ハウスな
どで使用されています。

スーパーやコンビニで、食品の鮮度を保ちます

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

R32冷媒を採用した、比較的小規模空間で使う空調機です

店舗・オフィス用空調
Air Conditioning for Stores and Offices / 店铺、办公室用空调

循環加温ヒートポンプ
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。

SMMS-e
海外市場での多様な
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、海外
で賞を受賞しました。

マルチ空調システム エクセレント

ECP

MiNi-SMMS
海外市場のコンドミニア
ムに対応したシリーズで
す。従来機種に対して送
風機や熱交換器を変更
して重量の削減を行っ
たり、出荷時の冷媒充填
量を54%削減して省資
源化を行いながら業界
トップクラスの省エネ性
能を実現しています。

Multi-type Air Conditioning System / 复合型空调系统

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

エクセレント

ECP空冷ヒートポンプ式熱源機
Air-cooled Heat Pump Heat Source Machine / 空冷热泵式热源机

ユニバーサルスマートX 
EDGEシリーズ
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、業界で高い
シェアを獲得しています。新型コンプ
レッサーを搭載した「USX EDGEシ
リーズ」は業界トップクラスの省エネ性
能、低外気温地域における加熱性能の
さらなる強化などを実現しています。

空調から産業プロセス用途まで対応可能な熱源機です

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
ラインアップを揃えています

エクセレント

ECP

スーパーパワーエコゴールド
業界で最も広い運転可能な温度範囲を
持ちながら、コンプレッサーの改良によ
り高い省エネ性能を実現しました。低
GWP冷媒であるR32冷媒を採用した
り、室外機用ファンなどの再生プラス
チック利用で資源を有効活用し、製造工
程でのVOC削減など化学物質の削減
も行っています。

省エネ製品

低GWP冷媒使用製品

CAONS700

SH-321DES
RDA-SAP2241HT

DVP-TD14CLDT

HWH-X466HA

MMY-MAP2206HT8P
MCY-MAP0607HT-C

HWS-P1104HR-E

ROA-RP803HS

USX EDGE
RUA-UP511H

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

※材料調達のタイミングによっては
　使用していない期間があります

※3 基準機種(2006年)との比較
※4 基準機種(2009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
小さい冷媒の採用

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

冷媒
対応

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

14%
削減※4

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

VOC
削減

（コンプ）
再生プラ

年間
CO2排出量

62%
削減※1

PVC
削減

資源有効
活用

年間
CO2排出量

48%
削減※1

資源有効
活用

年間
CO2排出量

10%
削減※3

VOC
削減

（コンプ）
再生プラ

年間
CO2排出量

56%
削減※1

PVC
削減

17 東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2019 18東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2019む昔みた虫や草花が希少種に今見るのは外来種（津山／taka43）　う上着を1枚多く着て設定温度１℃下げる（津山／いし）



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

①エアーコンプレッサー用の冷却水の改善

①大型環境試験室

③工場換気扇の高効率化

VSD

循環ポンプ

補給水（井水）15℃

32℃

クーリング
タワー

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

各建家へ 冷却水入

各建家へ圧縮エアー

工水ヘッダー

工水槽

給水（井水）
15℃

工業用井戸
および、地下
水浄化排水

ポンプ

16℃

エアーコンプレッサー（5台）

21℃冷却水出

クーリングタワー
設備停止

4.14.1

※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。

CO2総排出量

48,113
t-CO2

廃棄物総発生量

7,484t

化学物質排出量

15.4t

富士事業所 47.2%（22,710t-CO2）
・東芝キヤリアエンジニアリング＆ライフサポート（株）

東芝キヤリアタイ社
24.9%（11,968t-CO2）

東芝キヤリア中国社
7.6%（3,656t-CO2）

TCFGコンプレッサ
（タイ）社
10.3%（4,973t-CO2）

富士冷熱工業（株）
0.3%（160t-CO2）

その他非製造拠点 0.9%
（379t-CO2）
・本社
・6支社+サービスセンター（30名以上）
・東芝キヤリア空調販売（上海）社
・東芝テクノシステム（株）

掛川開発センター 
3.7%（1,799t-CO2）

富士冷熱工業（株）0.1%（9t）

TCFGコンプレッサ
（タイ）社
7.9%（592t）

掛川開発センター0.6%（46t）
東芝キヤリア
中国社
8.0%（596t）

富士事業所27.7%（2,077t）
・東芝キヤリアエンジニアリング＆
ライフサポート（株）

津山事業所18.2%
（1,359t）

その他非製造拠点 0.5%（40t）
・本社
・6支社+サービスセンター（30名以上）
・東芝キヤリア空調販売（上海）社
・東芝テクノシステム（株）

東芝キヤリア タイ社
37.0%（2,765t）

富士冷熱工業（株） 
8%（1.2t） 富士事業所 56%（8.6t）

津山事業所 4%（0.6t）

TCFGコンプレッサ
（タイ）社 
27%（4.2t）

東芝キヤリア タイ社 
2%（0.3t）

東芝キヤリア
中国社
3%（0.5t）

2018年度エネルギー起源CO2排出量の内訳

2018年度廃棄物総発生量の内訳

2018年度化学物質排出量の内訳

津山事業所 5.1%
（2,468t-CO2） 100

26.3 28.1 29.0 29.5 28.126.927.9

1990 2012 2013 2014 （年度）2017 201820162015

39,972

76,689

エネルギー起源CO2排出量（t-CO2）

エネルギー起源でない
温室効果ガス排出量（t-CO2）

エネルギー起源CO2排出量
基準年との原単位比較（％）

1,9904,5274,7713,7574,3326,766
45,969

2,006
48,11346,462

45,04043,57541,59737,817

温室効果ガス総発生量の推移/
エネルギー起源CO2排出量原単位の推移

11,960

2000

6,996 6,6926,827 6,698 7,085 7,242

2012 2013 20152014 2017 20182016 （年度）

廃棄物総発生量（t）基準年との原単位比較（％）100

34.3 33.236.3 30.9 30.5 34.6

7,484

32.5

※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。

廃棄物総発生量と原単位の推移

129.9129.9

29.829.8

2000

6.56.5 7.47.4

18.218.2 19.319.3

6.86.8

17.017.0

5.35.3 4.84.8

11.511.5 9.49.4 9.19.1
4.74.7
10.710.7

2012 2013 2014 2016 20172015 （年度）

100
PRTR対象排出量（t）
PRTR対象外排出量（t）

14.9

10.5
8.9 8.3

9.6

16.7

基準年との比較（％）

化学物質排出量の推移

15.5

2018

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

　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、生産部門のエネルギー使用量に加え、事業拡大に伴う開発・試験設備の
増設などにより、非生産部門のエネルギー使用量が増加傾向にあることが課題となっています。モノづくりの高効率化、空調や熱源機、LED照明の高
効率機器への転換や開発・試験設備の効率的使用を推進するなど削減施策を実施し、エネルギー起源CO2排出量※1の増加を最小限に抑えました。
CO2排出量原単位※2は、1990年度比で約72％削減となり、2018年度の各目標を達成しました。

　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67％削減しました。今後も削減活動を継続
して推進します。また、ゼロエミッション率（＝最終処分量／総発生量（％））は、2018年度の目標0.5％未満に対し0.2％となり、目標を達成しました。近年、
総発生量が増加傾向になっていますが、これは東芝キヤリアグループの事業拡大によるものです。

　化学物質について「削減・代替」「適正な管理」を実践しています。2018年度の排出量は、基準年度比で約90％削減ですが、昨年度に比べ微増しました。
これは、生産拡大によるものですが代替なども検討していきます。また、富士事業所内の新技術棟建設の際に確認された基準値を超える土壌汚染に関しては、行
政への報告とともに適切に除去処置を行い、区域指定は解除されました。過去に汚染された富士事業所と津山事業所では、浄化とモニタリングを継続しています。

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をご紹介します

控制全球变暖活动的事例
Examples of Global Warming Prevention Activities地球温暖化抑制活動の事例

资源有效利用的事例
Examples of Effective Use of Resources資源有効活用の事例

化学物质管理的事例
Examples of Chemical Substance Management化学物質管理の事例

①試験室の電力削減活動（掛川開発センター）
掛川開発センターでは、エネルギー消費量の90%超を試験評価業務が占めており、試験設備のエネ
ルギー削減が大きな課題です。2018年度は、大型環境試験室における使用熱源の最適化により、電
力起因で164t-CO2/年、継続的に推進しているボイラーレス化により、燃焼系で60t-CO2/年、合計
224t-CO2/年のCO2排出量を削減しました。

②試験室水槽設備の改善（富士事業所）
運転試験において、負荷側を模擬する水槽設備の熱源を、従来は工場のボイラーを使用していました
が、これを当社CAONSと電気ヒーターの併用方式に変更することで、24.9t-CO2/年の排出量を削減
しました。

③拠点の継続的な電力削減活動（東芝キヤリア タイ社）
東芝キヤリアタイ社（TCTC）では、継続的に省エネ施策を進めています。構内エアコンの中央コント
ロール化、換気扇のVSD（モーター速度制御）導入、クーリングタワーのモーターのインバーター導
入などにより、2015年度から2018年度までの間に435t-CO2/年の排出量を削減しました。

④塗装設備生産性改善（津山事業所）
USXシリーズの板金塗装工程見直しにより、時間あたりの塗装数の増加と塗装不良の低減をすすめ、
生産性を向上するとともに29ｔ-CO2/年の排出量を削減しました。

①冷却水を地下水に変更（富士事業所）
エアーコンプレッサー用の冷却水設備（クーリングタワー・循環ポンプ）に
は、従来まで工業用水を使用していました。この設備を撤廃し、冷却水に既
存の井水（地下水）と地下水浄化排水を利用する方式に切り替えました。
その結果、CO2排出量を40t-CO2/年、水受入量を11t/年削減しました。

②部材運搬の通い箱化（東芝キヤリア タイ社）
部材メーカーより部材が納入される際、傷つき防止用緩衝材でカバーさ
れた状態で受領していましたが、この緩衝材は再利用できず廃棄物と
なっていました。そこで、緩衝材を再利用可能な保護材つき金属製通い
箱に変更することで、廃棄物量を約5t/年削減することができました。

①排水処理工程用化学物質の変更（津山事業所）
従来、排水処理工程には塩化第二鉄を使用していました。これは
PRTR法（化学物質排出管理促進法）対象物質であり、使用量の
削減対象物質であると同時に、取り扱いでも安全上の注意を要する
物質でした。そのため、法令対象外のポリ硫酸第二鉄へ変更したこ
とで報告対象化学物質を約7t/年削減しました。また、塩化第二鉄
は事業所で唯一の報告対象物質でしたが、変更後は行政への報
告業務もなくなり、作業者の安全性だけでなく作業性も向上しました。

②事業系化学物質管理システム／TOCACHEF
TOCACHEFは、製造時の化学物質管理システムとして、化学物
質を含有する新規の材料を採用する際、専門部署による厳格な社
内回付や、承認された化学物質の使用量や排出量の記録に使用
されています。事業所間のデータ共有も可能で、現在、国内と中国
およびタイの一部の製造・開発拠点への展開が完了しています。

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

①エアーコンプレッサー用の冷却水の改善

①大型環境試験室

③工場換気扇の高効率化

VSD

循環ポンプ

補給水（井水）15℃

32℃

クーリング
タワー

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

各建家へ 冷却水入

各建家へ圧縮エアー

工水ヘッダー

工水槽

給水（井水）
15℃

工業用井戸
および、地下
水浄化排水

ポンプ

16℃

エアーコンプレッサー（5台）

21℃冷却水出

クーリングタワー
設備停止

4.14.1

※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。

CO2総排出量

48,113
t-CO2

廃棄物総発生量

7,484t

化学物質排出量

15.4t

富士事業所 47.2%（22,710t-CO2）
・東芝キヤリアエンジニアリング＆ライフサポート（株）

東芝キヤリアタイ社
24.9%（11,968t-CO2）

東芝キヤリア中国社
7.6%（3,656t-CO2）

TCFGコンプレッサ
（タイ）社
10.3%（4,973t-CO2）

富士冷熱工業（株）
0.3%（160t-CO2）

その他非製造拠点 0.9%
（379t-CO2）
・本社
・6支社+サービスセンター（30名以上）
・東芝キヤリア空調販売（上海）社
・東芝テクノシステム（株）

掛川開発センター 
3.7%（1,799t-CO2）

富士冷熱工業（株）0.1%（9t）

TCFGコンプレッサ
（タイ）社
7.9%（592t）

掛川開発センター0.6%（46t）
東芝キヤリア
中国社
8.0%（596t）

富士事業所27.7%（2,077t）
・東芝キヤリアエンジニアリング＆
ライフサポート（株）

津山事業所18.2%
（1,359t）

その他非製造拠点 0.5%（40t）
・本社
・6支社+サービスセンター（30名以上）
・東芝キヤリア空調販売（上海）社
・東芝テクノシステム（株）

東芝キヤリア タイ社
37.0%（2,765t）

富士冷熱工業（株） 
8%（1.2t） 富士事業所 56%（8.6t）

津山事業所 4%（0.6t）

TCFGコンプレッサ
（タイ）社 
27%（4.2t）

東芝キヤリア タイ社 
2%（0.3t）

東芝キヤリア
中国社
3%（0.5t）

2018年度エネルギー起源CO2排出量の内訳

2018年度廃棄物総発生量の内訳

2018年度化学物質排出量の内訳

津山事業所 5.1%
（2,468t-CO2） 100

26.3 28.1 29.0 29.5 28.126.927.9

1990 2012 2013 2014 （年度）2017 201820162015

39,972

76,689

エネルギー起源CO2排出量（t-CO2）

エネルギー起源でない
温室効果ガス排出量（t-CO2）

エネルギー起源CO2排出量
基準年との原単位比較（％）

1,9904,5274,7713,7574,3326,766
45,969

2,006
48,11346,462

45,04043,57541,59737,817

温室効果ガス総発生量の推移/
エネルギー起源CO2排出量原単位の推移

11,960

2000

6,996 6,6926,827 6,698 7,085 7,242

2012 2013 20152014 2017 20182016 （年度）

廃棄物総発生量（t）基準年との原単位比較（％）100

34.3 33.236.3 30.9 30.5 34.6

7,484

32.5

※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。

廃棄物総発生量と原単位の推移

129.9129.9

29.829.8

2000

6.56.5 7.47.4

18.218.2 19.319.3

6.86.8

17.017.0

5.35.3 4.84.8

11.511.5 9.49.4 9.19.1
4.74.7
10.710.7
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100
PRTR対象排出量（t）
PRTR対象外排出量（t）

14.9

10.5
8.9 8.3

9.6

16.7

基準年との比較（％）

化学物質排出量の推移

15.5

2018

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

　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、生産部門のエネルギー使用量に加え、事業拡大に伴う開発・試験設備の
増設などにより、非生産部門のエネルギー使用量が増加傾向にあることが課題となっています。モノづくりの高効率化、空調や熱源機、LED照明の高
効率機器への転換や開発・試験設備の効率的使用を推進するなど削減施策を実施し、エネルギー起源CO2排出量※1の増加を最小限に抑えました。
CO2排出量原単位※2は、1990年度比で約72％削減となり、2018年度の各目標を達成しました。

　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67％削減しました。今後も削減活動を継続
して推進します。また、ゼロエミッション率（＝最終処分量／総発生量（％））は、2018年度の目標0.5％未満に対し0.2％となり、目標を達成しました。近年、
総発生量が増加傾向になっていますが、これは東芝キヤリアグループの事業拡大によるものです。

　化学物質について「削減・代替」「適正な管理」を実践しています。2018年度の排出量は、基準年度比で約90％削減ですが、昨年度に比べ微増しました。
これは、生産拡大によるものですが代替なども検討していきます。また、富士事業所内の新技術棟建設の際に確認された基準値を超える土壌汚染に関しては、行
政への報告とともに適切に除去処置を行い、区域指定は解除されました。過去に汚染された富士事業所と津山事業所では、浄化とモニタリングを継続しています。

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をご紹介します

控制全球变暖活动的事例
Examples of Global Warming Prevention Activities地球温暖化抑制活動の事例

资源有效利用的事例
Examples of Effective Use of Resources資源有効活用の事例

化学物质管理的事例
Examples of Chemical Substance Management化学物質管理の事例

①試験室の電力削減活動（掛川開発センター）
掛川開発センターでは、エネルギー消費量の90%超を試験評価業務が占めており、試験設備のエネ
ルギー削減が大きな課題です。2018年度は、大型環境試験室における使用熱源の最適化により、電
力起因で164t-CO2/年、継続的に推進しているボイラーレス化により、燃焼系で60t-CO2/年、合計
224t-CO2/年のCO2排出量を削減しました。

②試験室水槽設備の改善（富士事業所）
運転試験において、負荷側を模擬する水槽設備の熱源を、従来は工場のボイラーを使用していました
が、これを当社CAONSと電気ヒーターの併用方式に変更することで、24.9t-CO2/年の排出量を削減
しました。

③拠点の継続的な電力削減活動（東芝キヤリア タイ社）
東芝キヤリアタイ社（TCTC）では、継続的に省エネ施策を進めています。構内エアコンの中央コント
ロール化、換気扇のVSD（モーター速度制御）導入、クーリングタワーのモーターのインバーター導
入などにより、2015年度から2018年度までの間に435t-CO2/年の排出量を削減しました。

④塗装設備生産性改善（津山事業所）
USXシリーズの板金塗装工程見直しにより、時間あたりの塗装数の増加と塗装不良の低減をすすめ、
生産性を向上するとともに29ｔ-CO2/年の排出量を削減しました。

①冷却水を地下水に変更（富士事業所）
エアーコンプレッサー用の冷却水設備（クーリングタワー・循環ポンプ）に
は、従来まで工業用水を使用していました。この設備を撤廃し、冷却水に既
存の井水（地下水）と地下水浄化排水を利用する方式に切り替えました。
その結果、CO2排出量を40t-CO2/年、水受入量を11t/年削減しました。

②部材運搬の通い箱化（東芝キヤリア タイ社）
部材メーカーより部材が納入される際、傷つき防止用緩衝材でカバーさ
れた状態で受領していましたが、この緩衝材は再利用できず廃棄物と
なっていました。そこで、緩衝材を再利用可能な保護材つき金属製通い
箱に変更することで、廃棄物量を約5t/年削減することができました。

①排水処理工程用化学物質の変更（津山事業所）
従来、排水処理工程には塩化第二鉄を使用していました。これは
PRTR法（化学物質排出管理促進法）対象物質であり、使用量の
削減対象物質であると同時に、取り扱いでも安全上の注意を要する
物質でした。そのため、法令対象外のポリ硫酸第二鉄へ変更したこ
とで報告対象化学物質を約7t/年削減しました。また、塩化第二鉄
は事業所で唯一の報告対象物質でしたが、変更後は行政への報
告業務もなくなり、作業者の安全性だけでなく作業性も向上しました。

②事業系化学物質管理システム／TOCACHEF
TOCACHEFは、製造時の化学物質管理システムとして、化学物
質を含有する新規の材料を採用する際、専門部署による厳格な社
内回付や、承認された化学物質の使用量や排出量の記録に使用
されています。事業所間のデータ共有も可能で、現在、国内と中国
およびタイの一部の製造・開発拠点への展開が完了しています。

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

東芝キヤリアグループ
の取り組み愛知目標

普及啓発
目標 1

従業員教育、情報発信、
外部との連携

戦略・計画への
取り組み

目標 2

環境方針、第6次環境アクション
プランの実行、ISO14001目的・
目標への取り組み

持続可能な
生産

目標 4
地球温暖化抑制、
資源有効活用

生息地破壊の
抑止

目標 5

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

化学汚染の
抑制

目標 8

化学物質管理、
工場排水の浄化

東芝キヤリアグループ
の取り組み愛知目標

外来種の防除
目標 9

拠点内外における
外来種の調査と防除

保護地域の
保全

目標 11

拠点外保護地域の
保全への貢献

種の保全
目標 12

希少な動植物の保護、
生息域外保全

生態系サービス
維持・管理

目標 14

拠点内外の生態系
サービスの管理と向上

知識・技術の
向上と普及

目標 19
生態系調査データの
蓄積・開示

①富士山麓での植樹（富士）　②樹木の苗の配布（TCTC）
③「ふじのくに森の町内会」の認定証　④布製エコバッグの配布（TCFG）

❶❶ ❷❷

❸❸ ❹❹
①「足るを知る経済センター」での田植え（TCFG）　②小学生環境イベント（富士）
③近隣小学校での教育（TCTC）　④NGOと連携しての教育（TCAC）

②域外の生物調査（富士）

①調整池の外来種駆除（津山）

❶❶ ❷❷

❸❸ ❹❹

①ゴーヤの「緑のカーテン」（FRC）　②カブトムシの生育場所整備（掛川）
③カブトムシの寄贈（掛川）　④トノサマガエルのための日よけ（ビオトープ）（掛川）

❶❶ ❷❷

❸❸ ❹❹
①移転した新ビオトープとメダカ〈絶滅危惧Ⅱ類（環境省）（静岡県）〉（富士）
②イヌセンブリ〈絶滅危惧Ⅱ類（環境省）、準絶滅危惧（岡山県）〉（津山）
③ミネラルリックの作成（TCTC）　④構内での植樹（TCAC）

❶❶ ❷❷

❸❸ ❹❹

ウシガエル

トノサマガエル  
〈準絶滅危惧（環境省）（静岡県）〉

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。

（富士）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。（TCTC）や（TCAC）では、樹木の種子や苗を従業員に配布し、地域の緑化
を呼びかけています。また、本報告書の印刷版は、「ふじのくに森の町内会」の「間
伐に寄与する紙」を使用しています。料金の一部は間伐に活用され、健全な森林の
育成に役立っています。（TCFG）では、プラスチックの削減を呼びかけるため、布製
のエコバッグを従業員に配布しました。

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】

愛知目標20項目中10項目について、国内外各拠点で活動を展開 しています
Activities are being carried out at domestic and overseas bases for 10 of AICH’s 20 target items / 针对爱知目标二十项中的十项在国内外各基地开展活动

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「東芝グループグローバル環境アクション」やISO  14001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。 

TCFGコンプレッサ（タイ）社（TCFG）では、田植え体験を通じて環境意識の醸成
を図っています。富士事業所（富士）や掛川開発センター（掛川）では、地域の小学生
が環境関連施設やビオトープを見学し、生物多様性保全と事業活動の関連性を学
んでいます。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
員が近隣小学校で環境教育を実施しています。

目標1のほか、2、14、19に貢献
【環境教育関連】

富士冷熱工業（株）（FRC）では拠点内にゴーヤで「緑のカーテン」をつくり、建屋
への遮熱に役立てています。（掛川）では、敷地内で刈った草を集めてカブトムシなど
の産卵場所をつくりました。育ったカブトムシを近隣保育園に寄贈し、子どもたちが自
然と触れ合う機会を提供しています。また、ビオトープではトノサマガエルなどが産卵す
るため、水が干上がらないよう日陰をつくっています。

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】

各拠点で絶滅危惧種の保護活動を行っています。（富士）のビオトープは、構内
の配置転換に伴い移転しましたが、移転前と同様の環境を保持し、ヤゴや絶滅危
惧種のメダカも移しました。津山事業所では、土壌の改良によってサクラタデやイヌセ
ンブリなどを増やしています。（TCTC）では、タイのカオヤイ国立公園でミネラルリック
（アジアゾウなど野生生物の塩舐め場）づくりを行いました。（TCAC）ではイチョウを
植樹し、成長を観察しています。

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】

津山事業所（津山）では構内の調整池の池干しを
行い、あわせてクサガメやウシガエルなどの外来種を駆
除し、モロコ、メダカ、ヌマエビなどの在来種を保護しまし
た。（富士）では、敷地の最終放流口と接続する河川
（田子江川）の生物調査を行ったところ、絶滅危惧種の
ニホンウナギなど、多数の生物を確認しました。この調査
結果を今後の生物多様性保全活動に役立てるとともに、
社内外へも発信していきます。　

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】

第6次環境アクションプラン（P13参照）を定め、
CO2、廃棄物、化学物質などさまざまな環境負荷を低
減することで生物多様性保全に努めています。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
物が接触しないよう感電防止策を講じています。

そのほかの主な取り組み
目標2、4、5、8、11、14に貢献

※「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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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

東芝キヤリアグループ
の取り組み愛知目標

普及啓発
目標 1

従業員教育、情報発信、
外部との連携

戦略・計画への
取り組み

目標 2

環境方針、第6次環境アクション
プランの実行、ISO14001目的・
目標への取り組み

持続可能な
生産

目標 4
地球温暖化抑制、
資源有効活用

生息地破壊の
抑止

目標 5

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

化学汚染の
抑制

目標 8

化学物質管理、
工場排水の浄化

東芝キヤリアグループ
の取り組み愛知目標

外来種の防除
目標 9

拠点内外における
外来種の調査と防除

保護地域の
保全

目標 11

拠点外保護地域の
保全への貢献

種の保全
目標 12

希少な動植物の保護、
生息域外保全

生態系サービス
維持・管理

目標 14

拠点内外の生態系
サービスの管理と向上

知識・技術の
向上と普及

目標 19
生態系調査データの
蓄積・開示

①富士山麓での植樹（富士）　②樹木の苗の配布（TCTC）
③「ふじのくに森の町内会」の認定証　④布製エコバッグの配布（TCFG）

❶❶ ❷❷

❸❸ ❹❹
①「足るを知る経済センター」での田植え（TCFG）　②小学生環境イベント（富士）
③近隣小学校での教育（TCTC）　④NGOと連携しての教育（TCAC）

②域外の生物調査（富士）

①調整池の外来種駆除（津山）

❶❶ ❷❷

❸❸ ❹❹

①ゴーヤの「緑のカーテン」（FRC）　②カブトムシの生育場所整備（掛川）
③カブトムシの寄贈（掛川）　④トノサマガエルのための日よけ（ビオトープ）（掛川）

❶❶ ❷❷

❸❸ ❹❹
①移転した新ビオトープとメダカ〈絶滅危惧Ⅱ類（環境省）（静岡県）〉（富士）
②イヌセンブリ〈絶滅危惧Ⅱ類（環境省）、準絶滅危惧（岡山県）〉（津山）
③ミネラルリックの作成（TCTC）　④構内での植樹（TCAC）

❶❶ ❷❷

❸❸ ❹❹

ウシガエル

トノサマガエル  
〈準絶滅危惧（環境省）（静岡県）〉

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。

（富士）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。（TCTC）や（TCAC）では、樹木の種子や苗を従業員に配布し、地域の緑化
を呼びかけています。また、本報告書の印刷版は、「ふじのくに森の町内会」の「間
伐に寄与する紙」を使用しています。料金の一部は間伐に活用され、健全な森林の
育成に役立っています。（TCFG）では、プラスチックの削減を呼びかけるため、布製
のエコバッグを従業員に配布しました。

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】

愛知目標20項目中10項目について、国内外各拠点で活動を展開 しています
Activities are being carried out at domestic and overseas bases for 10 of AICH’s 20 target items / 针对爱知目标二十项中的十项在国内外各基地开展活动

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「東芝グループグローバル環境アクション」やISO  14001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。 

TCFGコンプレッサ（タイ）社（TCFG）では、田植え体験を通じて環境意識の醸成
を図っています。富士事業所（富士）や掛川開発センター（掛川）では、地域の小学生
が環境関連施設やビオトープを見学し、生物多様性保全と事業活動の関連性を学
んでいます。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
員が近隣小学校で環境教育を実施しています。

目標1のほか、2、14、19に貢献
【環境教育関連】

富士冷熱工業（株）（FRC）では拠点内にゴーヤで「緑のカーテン」をつくり、建屋
への遮熱に役立てています。（掛川）では、敷地内で刈った草を集めてカブトムシなど
の産卵場所をつくりました。育ったカブトムシを近隣保育園に寄贈し、子どもたちが自
然と触れ合う機会を提供しています。また、ビオトープではトノサマガエルなどが産卵す
るため、水が干上がらないよう日陰をつくっています。

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】

各拠点で絶滅危惧種の保護活動を行っています。（富士）のビオトープは、構内
の配置転換に伴い移転しましたが、移転前と同様の環境を保持し、ヤゴや絶滅危
惧種のメダカも移しました。津山事業所では、土壌の改良によってサクラタデやイヌセ
ンブリなどを増やしています。（TCTC）では、タイのカオヤイ国立公園でミネラルリック
（アジアゾウなど野生生物の塩舐め場）づくりを行いました。（TCAC）ではイチョウを
植樹し、成長を観察しています。

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】

津山事業所（津山）では構内の調整池の池干しを
行い、あわせてクサガメやウシガエルなどの外来種を駆
除し、モロコ、メダカ、ヌマエビなどの在来種を保護しまし
た。（富士）では、敷地の最終放流口と接続する河川
（田子江川）の生物調査を行ったところ、絶滅危惧種の
ニホンウナギなど、多数の生物を確認しました。この調査
結果を今後の生物多様性保全活動に役立てるとともに、
社内外へも発信していきます。　

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】

第6次環境アクションプラン（P13参照）を定め、
CO2、廃棄物、化学物質などさまざまな環境負荷を低
減することで生物多様性保全に努めています。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
物が接触しないよう感電防止策を講じています。

そのほかの主な取り組み
目標2、4、5、8、11、14に貢献

※「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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環境イベント（掛川開発センター）
Environment Activity Report   环保活动报告環境活動報告

Environmental Events (Kakegawa Engineering Center)   环境活动 (挂川开发中心)

〈小学生たちの見学・体験コース〉
❶ショールーム「HRTS」にて環境調和型製品を見学
❷製品開発に使用する試験設備を見学
❸太陽光発電システムを見学
❹自然観察やビオトープ見学

カブトムシの
産卵場所
（刈草置場）

カブトムシの
産卵場所
（刈草置場）

ビオトープ

駐車場

無
響
室
❶❶

❷❷
❸❸

❹❹

試験設備試験設備

太
陽
光
パ
ネ
ル

ショールームにはいろいろなエア
コンがあって、工場やビルなど、

違う使い方があることがわかりました。よくテレビなどで
地球温暖化のことを聞いていましたが、その仕組みやど
うして温暖化になるのかが、見学前の説明でよくわかり
ました。網で池の水をすくうとトノサマガエルが入ってい
てビックリです。夏休みの楽しい思い出になりました。

カレンダーは毎日目にす
るものです。そこに、掛川

開発センターで体験した環境の思い出を加えることで、毎
日が環境との接点になると思います。見学内容を振り返り
ながらカレンダーづくりをサポートしていると、普段は味わ
えないコミュニケーションを楽しむことができました。子ど
もの目に地球温暖化抑制がどのように映っているか、eco
スタイルリーダーとして新たな発見があった一日でした。

ecoスタイルリーダー

小 学 生

掛川開発センターの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、令和環境カレンダーづくりに挑戦しました。

掛川開発センターで環境学習・自然観察。令和元年の思い出づくり、環境カレンダー。
Environmental study and nature observation at Kakegawa Engineering Center: Creating memories of the reiwa first year, environmental calendar.
在挂川开发中心进行环境学习、自然观察。2019年的回忆、环境日历。

特集❸
環境
イベント

見学前、実験を取り入れた
環境学習で「地球温暖化」を理解
見学前、実験を取り入れた
環境学習で「地球温暖化」を理解

ビオトープ周辺で敷地内に生息するさまざまな生物を観察ビオトープ周辺で敷地内に生息するさまざまな生物を観察
掛川開発センターは、森林が隣接する自然豊かな場所にあります。敷地内にあるビオトープにはさま

ざまな生物が生息しており、小学生たちは、その周りで昆虫やカエルなどを捕まえて観察していました。
ほかにも、カブトムシの幼虫が育つことを考慮し、刈草置場を堆肥場として保護する活動も行っている
ことの説明を受けました。また、敷地内には約700世帯分の電力をまかなうことができる太陽光発電シ
ステムがあり、自然エネルギーを利用した発電が、地球温暖化抑制につながることを理解しました。

毎年使える環境カレンダーづくりのスタート毎年使える環境カレンダーづくりのスタート
今回挑戦するのは「月・日・曜日」を自由に入れ替えて毎年使

える万年カレンダーです。カレンダー部分は大きなコルクボー
ドに磁石で自由に取り付けることができ、ボードの余白に見学
の思い出を絵や作文で各自が貼り付けます。見学前に座学で
学習したこと、ショールームのHRTSで説明を受けた製品の省
エネ性、自然観察で体験したセンター敷地内に生息する昆虫
や植物についてなどを、思い思いの表現方法でボードに貼り付
けました。カレンダーづくりが終わると、最後は各班に分かれて
発表会です。一人ひとりの発表の内容には、今回のテーマであ
る「地球温暖化」という言葉が入っており、身近なエアコンの省
エネ性が地球温暖化抑制につながることを実感していました。

掛川開発センターにあるHRTS（ショールーム）には、業界で多くの納入実績のある大規模
施設用の空調・熱源機器や、工場などの大規模空間においてスポット・ゾーン空調で省エネ性
を発揮する機器など、さまざまな製品を展示しています。普段は家庭用エアコンしか目にしな
い子どもたちは、ビル、店舗、工場などで使われている業務用大形機器それぞれの特徴や省
エネ性などを、メモを取りながら真剣に聞いていました。機器についての説明のほかにも、
「CAONSシリーズ」を使った乾燥装置で実際の温風を体験。また、HRTSを出た後は、騒音試
験を行う無響室や、カメラを向けただけで温度の差を測定するサーモビュアを体験しました。

試験設備やショールームで製品の省エネ性などを見学試験設備やショールームで製品の省エネ性などを見学

環境カレンダーづくりの感想

平成から令和に元号が変わったことをきっかけに、
環境イベントの創作物はカレンダーに決定しました。
社会・環境報告書全体のテーマが地球温暖化抑制で
あることから、カレンダーづくりのための見学に先立

ち、まず「地球温暖化って、な
あに？」という環境学習を行

いました。掛川開
発センターに在
籍するecoスタイ
ルリーダーが、小
学生向けにオリジ
ナルのパワーポ

イント資料を作成し、地球を包んでいる空気を布団に
例えて温室効果ガスとの関連を説明したり、二酸化炭
素が増えることが温暖化にも影響することについて
実験を交えて説明したりしました。また、東芝キヤリア
が製造している製品の解説にも工夫を凝らし、小学生
たちは興味津々で学習していました。

2019

地球温暖化の模擬実験を真剣に見ている子どもたち

カエル カマキリの卵の抜け殻 トンボ

地球温暖化について説明する
ecoスタイルリーダー

センター敷地内にある太陽光発電システムを見学

ビオトープで動植物の生息観察と虫の採集

スポット・ゾーン空調

無響室

乾燥装置

サーモビュア 丹野 英樹 臼井 一哉 松永 剛幸

栗原 義臣 滝本 功 海老原 幸治
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掛川開発センター長 環境担当グループ長
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環境イベント（掛川開発センター）
Environment Activity Report   环保活动报告環境活動報告

Environmental Events (Kakegawa Engineering Center)   环境活动 (挂川开发中心)

〈小学生たちの見学・体験コース〉
❶ショールーム「HRTS」にて環境調和型製品を見学
❷製品開発に使用する試験設備を見学
❸太陽光発電システムを見学
❹自然観察やビオトープ見学

カブトムシの
産卵場所
（刈草置場）

カブトムシの
産卵場所
（刈草置場）

ビオトープ

駐車場

無
響
室
❶❶

❷❷
❸❸

❹❹

試験設備試験設備

太
陽
光
パ
ネ
ル

ショールームにはいろいろなエア
コンがあって、工場やビルなど、

違う使い方があることがわかりました。よくテレビなどで
地球温暖化のことを聞いていましたが、その仕組みやど
うして温暖化になるのかが、見学前の説明でよくわかり
ました。網で池の水をすくうとトノサマガエルが入ってい
てビックリです。夏休みの楽しい思い出になりました。

カレンダーは毎日目にす
るものです。そこに、掛川

開発センターで体験した環境の思い出を加えることで、毎
日が環境との接点になると思います。見学内容を振り返り
ながらカレンダーづくりをサポートしていると、普段は味わ
えないコミュニケーションを楽しむことができました。子ど
もの目に地球温暖化抑制がどのように映っているか、eco
スタイルリーダーとして新たな発見があった一日でした。

ecoスタイルリーダー

小 学 生

掛川開発センターの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、令和環境カレンダーづくりに挑戦しました。

掛川開発センターで環境学習・自然観察。令和元年の思い出づくり、環境カレンダー。
Environmental study and nature observation at Kakegawa Engineering Center: Creating memories of the reiwa first year, environmental calendar.
在挂川开发中心进行环境学习、自然观察。2019年的回忆、环境日历。

特集❸
環境
イベント

見学前、実験を取り入れた
環境学習で「地球温暖化」を理解
見学前、実験を取り入れた
環境学習で「地球温暖化」を理解

ビオトープ周辺で敷地内に生息するさまざまな生物を観察ビオトープ周辺で敷地内に生息するさまざまな生物を観察
掛川開発センターは、森林が隣接する自然豊かな場所にあります。敷地内にあるビオトープにはさま

ざまな生物が生息しており、小学生たちは、その周りで昆虫やカエルなどを捕まえて観察していました。
ほかにも、カブトムシの幼虫が育つことを考慮し、刈草置場を堆肥場として保護する活動も行っている
ことの説明を受けました。また、敷地内には約700世帯分の電力をまかなうことができる太陽光発電シ
ステムがあり、自然エネルギーを利用した発電が、地球温暖化抑制につながることを理解しました。

毎年使える環境カレンダーづくりのスタート毎年使える環境カレンダーづくりのスタート
今回挑戦するのは「月・日・曜日」を自由に入れ替えて毎年使

える万年カレンダーです。カレンダー部分は大きなコルクボー
ドに磁石で自由に取り付けることができ、ボードの余白に見学
の思い出を絵や作文で各自が貼り付けます。見学前に座学で
学習したこと、ショールームのHRTSで説明を受けた製品の省
エネ性、自然観察で体験したセンター敷地内に生息する昆虫
や植物についてなどを、思い思いの表現方法でボードに貼り付
けました。カレンダーづくりが終わると、最後は各班に分かれて
発表会です。一人ひとりの発表の内容には、今回のテーマであ
る「地球温暖化」という言葉が入っており、身近なエアコンの省
エネ性が地球温暖化抑制につながることを実感していました。

掛川開発センターにあるHRTS（ショールーム）には、業界で多くの納入実績のある大規模
施設用の空調・熱源機器や、工場などの大規模空間においてスポット・ゾーン空調で省エネ性
を発揮する機器など、さまざまな製品を展示しています。普段は家庭用エアコンしか目にしな
い子どもたちは、ビル、店舗、工場などで使われている業務用大形機器それぞれの特徴や省
エネ性などを、メモを取りながら真剣に聞いていました。機器についての説明のほかにも、
「CAONSシリーズ」を使った乾燥装置で実際の温風を体験。また、HRTSを出た後は、騒音試
験を行う無響室や、カメラを向けただけで温度の差を測定するサーモビュアを体験しました。

試験設備やショールームで製品の省エネ性などを見学試験設備やショールームで製品の省エネ性などを見学

環境カレンダーづくりの感想

平成から令和に元号が変わったことをきっかけに、
環境イベントの創作物はカレンダーに決定しました。
社会・環境報告書全体のテーマが地球温暖化抑制で
あることから、カレンダーづくりのための見学に先立

ち、まず「地球温暖化って、な
あに？」という環境学習を行

いました。掛川開
発センターに在
籍するecoスタイ
ルリーダーが、小
学生向けにオリジ
ナルのパワーポ

イント資料を作成し、地球を包んでいる空気を布団に
例えて温室効果ガスとの関連を説明したり、二酸化炭
素が増えることが温暖化にも影響することについて
実験を交えて説明したりしました。また、東芝キヤリア
が製造している製品の解説にも工夫を凝らし、小学生
たちは興味津々で学習していました。

2019

地球温暖化の模擬実験を真剣に見ている子どもたち

カエル カマキリの卵の抜け殻 トンボ

地球温暖化について説明する
ecoスタイルリーダー

センター敷地内にある太陽光発電システムを見学
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多様性推進
従業員の男女構成 男性 女性

国内グループ会社　合計 2,061名 426名

海外グループ会社　合計 1,848名 1,635名

グループ全体 3,909名 2,061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

 

2018年度 4名 13名 8名
※数値は2019年4月1日現在

2018年度　特許出願・登録件数

特許出願件数
国内 92
海外※ 97
合計 189

特許登録件数
国内 63
海外※ 64
合計 127

※海外は中国実用新案を含む

2015年度 5名 10名 4名

2016年度 6名 8名 10名

2017年度 2名 7名 7名

各拠点の国際規格取得状況

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

全社コンプライアンス教育の履歴
フロン排出抑制法

CPL(契約責任・製造責任)

下請法教育および営業リスク

（TCC）墜落・転落防止措置の確実な実施と監視

製品セキュリティ教育および会計コンプライアンス

電安法教育および輸出管理

廃棄物の処理および清掃に関する法律（廃掃法）

お客さま満足度向上教育および技術者倫理

メンタルヘルス教育および
ワーク・スタイル・イノベーション教育

東芝グループ行動基準

適時開示教育および環境教育

情報の適切な管理に関する教育

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

新入社員教育の様子

従業員ボランティア支援、子どもによる演奏体験の様子

津山子ども広場
ホームページ

津山子ども広場
Facebook

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、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規格OHSAS18001を取得しています。

External Certification / 外部认证
外部認証

東芝グループは、人間尊重を基本として豊かな価値を創造し、世界の人々の生活・文化に貢献する企業集団であることを経営理念に掲げています。
この経営理念を具体化し、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であるための行動指針が「東
芝グループ行動基準」※です。東芝キヤリアグループも、役員および従業員一人ひとりがこの基準にのっとり、生命・安全と法令遵守を最優先するという基
本方針のもと、環境、人権、地域社会との調和などを重視した地球内企業として、健全で質の高い経営の実現を目指します。

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

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

web

東芝キヤリアグループでは、省エネ関連技術をはじめとした研究開発成果を重要な経営資源と
とらえ、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、2018年度は
国内外合わせて189件を特許出願し、新たに127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

東芝キヤリアグループでは一人ひとりの従業員を「人財」と捉え、社内教育により継続的
に知識や業務遂行能力を向上させることで、企業全体としての価値向上を目指しています。
そのため、全部門対象の各種コンプライアンス教育（P25表参照）や、階層別のスキルアップ
教育のほか、営業・サービス部門向けの商品設置工事に関する技術・安全教育、資格取
得支援、研究・開発部門向けの技術者教育、関連法規に関する教育、製造部門における
技能教育体制「カイレン道場」の整備など、各職種に特化した教育も実施しています。

In-house Training / 社内培训
社内教育

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

※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

東芝グループでは、2006年から毎年、従業員が所属するNPOなどの団体による社会貢
献活動を支援しています。2018年度の支援対象の一つに、東芝キヤリアグループの従業員
が所属する「NPO法人みる・あそぶ・そだつ津山子ども広場」※が選ばれ、パソコン提供の援
助を行いました。

Employee Volunteer Support / 职工志愿者支援
従業員ボランティア支援

※岡山県津山市を拠点として、「創造性豊かな芸術鑑賞活動などによる、子どもと大人がともに育ちあう環境づくり」を行うことで、
　子どもの社会参画や健やかな成長への寄与を目指しています。
　https://sites.google.com/view/tsuyama-kodomohiroba/

企業姿勢
Corporate Attitude   企业经营姿势

开展面向提高企业价值的各种活动
Our company is developing various activities to increase corporate value企業価値向上に向けたさまざまな活動を展開しています

東芝キヤリアグループは、「世界各地の法令や条例の変化」「経営のグローバル化」「ビジ
ネスの多様化」に伴うリスクの最小化やコンプライアンス違反の未然防止を行うため、法令・社
内規程・社会規範・倫理などの遵守をグローバルに徹底しています。また、働き方改革関連法
の2019年4月からの段階的な施行を受け、積極的な有給休暇の取得を推進するほか、全社
業務改革プロジェクト「SmartWorks！20」を立ち上げて業務の効率化に取り組んでいます。
これらを推進する体制としては、社長を委員長とする「リスク・コンプライアンス委員会」を組織し、
グループ全体の遵守状況をチェックして課題解決にあたるほか、「リスク相談ホットライン」を設
け、社内の誰もが相談しやすい体制を整えています。

Compliance / Risk Management / 合规/风险管理
コンプライアンス／リスクマネジメント

事業対象であるすべての国と地域において、国際的な平和や安全の維持を阻害
する恐れのある取引を行いません。また、各国の輸出入関連法規を遵守するため、輸
出のための事前チェック手続き方法を定めています。各部門での一次判定と、専任
部署による2重チェック体制で万全を期しています。

・輸出管理

空調機器の冷媒として使用されているフロンガスは、漏えいした場合の地球温暖化
への影響の大きさから、工事やサービスの委託業者に対してフロン排出抑制法に基
づく法定点検技術者の講習を延べ2,950名に対して実施しています。一方、フロン使
用機器所有の事業者向けの点検支援のための管理システムを無償提供しています。

・フロン排出抑制法

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

web

東芝キヤリアグループは、事業継続・発展のため、強靭で効率的なサプライチェー
ン、バリューチェーンの構築を目指しています。そこで、CSR調達、公正な競争、贈賄・
収賄の禁止、知的財産の尊重などについて、e-ラーニングや各部門内での相互確認
などを通じて、全従業員の教育を徹底しています。また、当社の関係者がコンプライアン
スに違反した事実、またはその疑いがある場合、その旨をお知らせいただく窓口として
「クリーン・パートナー・ライン」※を設けています。

・公正な事業慣行
この宣言に基づき、安全面では、繰り返し発生する切れ・こすれ災害の対策や、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
の撲滅などを目標とした活動を展開しています。
健康面では、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、禁煙日の設定、睡眠時無呼吸症候群高リスク者の発掘などを積
極的に実施しています。これらの活動が評価され、経済産業省創設の健康経営優良法人
（ホワイト500）に認定されました。

東芝キヤリアグループは、豊かな価値を創造し、世界の人々の生活・文化に
貢献し続けるため、その最大の財産である従業員の安全と健康を経営の
最重要課題に位置づけ、「安全健康経営」を推進します。

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安全健康経営宣言
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多様性推進
従業員の男女構成 男性 女性

国内グループ会社　合計 2,061名 426名

海外グループ会社　合計 1,848名 1,635名

グループ全体 3,909名 2,061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

 

2018年度 4名 13名 8名
※数値は2019年4月1日現在

2018年度　特許出願・登録件数

特許出願件数
国内 92
海外※ 97
合計 189

特許登録件数
国内 63
海外※ 64
合計 127

※海外は中国実用新案を含む

2015年度 5名 10名 4名

2016年度 6名 8名 10名

2017年度 2名 7名 7名

各拠点の国際規格取得状況

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

全社コンプライアンス教育の履歴
フロン排出抑制法

CPL(契約責任・製造責任)

下請法教育および営業リスク

（TCC）墜落・転落防止措置の確実な実施と監視

製品セキュリティ教育および会計コンプライアンス

電安法教育および輸出管理

廃棄物の処理および清掃に関する法律（廃掃法）

お客さま満足度向上教育および技術者倫理

メンタルヘルス教育および
ワーク・スタイル・イノベーション教育

東芝グループ行動基準

適時開示教育および環境教育

情報の適切な管理に関する教育

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

新入社員教育の様子

従業員ボランティア支援、子どもによる演奏体験の様子

津山子ども広場
ホームページ

津山子ども広場
Facebook

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、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規格OHSAS18001を取得しています。

External Certification / 外部认证
外部認証

東芝グループは、人間尊重を基本として豊かな価値を創造し、世界の人々の生活・文化に貢献する企業集団であることを経営理念に掲げています。
この経営理念を具体化し、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であるための行動指針が「東
芝グループ行動基準」※です。東芝キヤリアグループも、役員および従業員一人ひとりがこの基準にのっとり、生命・安全と法令遵守を最優先するという基
本方針のもと、環境、人権、地域社会との調和などを重視した地球内企業として、健全で質の高い経営の実現を目指します。

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

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

web

東芝キヤリアグループでは、省エネ関連技術をはじめとした研究開発成果を重要な経営資源と
とらえ、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、2018年度は
国内外合わせて189件を特許出願し、新たに127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

東芝キヤリアグループでは一人ひとりの従業員を「人財」と捉え、社内教育により継続的
に知識や業務遂行能力を向上させることで、企業全体としての価値向上を目指しています。
そのため、全部門対象の各種コンプライアンス教育（P25表参照）や、階層別のスキルアップ
教育のほか、営業・サービス部門向けの商品設置工事に関する技術・安全教育、資格取
得支援、研究・開発部門向けの技術者教育、関連法規に関する教育、製造部門における
技能教育体制「カイレン道場」の整備など、各職種に特化した教育も実施しています。

In-house Training / 社内培训
社内教育

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

※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

東芝グループでは、2006年から毎年、従業員が所属するNPOなどの団体による社会貢
献活動を支援しています。2018年度の支援対象の一つに、東芝キヤリアグループの従業員
が所属する「NPO法人みる・あそぶ・そだつ津山子ども広場」※が選ばれ、パソコン提供の援
助を行いました。

Employee Volunteer Support / 职工志愿者支援
従業員ボランティア支援

※岡山県津山市を拠点として、「創造性豊かな芸術鑑賞活動などによる、子どもと大人がともに育ちあう環境づくり」を行うことで、
　子どもの社会参画や健やかな成長への寄与を目指しています。
　https://sites.google.com/view/tsuyama-kodomohiroba/

企業姿勢
Corporate Attitude   企业经营姿势

开展面向提高企业价值的各种活动
Our company is developing various activities to increase corporate value企業価値向上に向けたさまざまな活動を展開しています

東芝キヤリアグループは、「世界各地の法令や条例の変化」「経営のグローバル化」「ビジ
ネスの多様化」に伴うリスクの最小化やコンプライアンス違反の未然防止を行うため、法令・社
内規程・社会規範・倫理などの遵守をグローバルに徹底しています。また、働き方改革関連法
の2019年4月からの段階的な施行を受け、積極的な有給休暇の取得を推進するほか、全社
業務改革プロジェクト「SmartWorks！20」を立ち上げて業務の効率化に取り組んでいます。
これらを推進する体制としては、社長を委員長とする「リスク・コンプライアンス委員会」を組織し、
グループ全体の遵守状況をチェックして課題解決にあたるほか、「リスク相談ホットライン」を設
け、社内の誰もが相談しやすい体制を整えています。

Compliance / Risk Management / 合规/风险管理
コンプライアンス／リスクマネジメント

事業対象であるすべての国と地域において、国際的な平和や安全の維持を阻害
する恐れのある取引を行いません。また、各国の輸出入関連法規を遵守するため、輸
出のための事前チェック手続き方法を定めています。各部門での一次判定と、専任
部署による2重チェック体制で万全を期しています。

・輸出管理

空調機器の冷媒として使用されているフロンガスは、漏えいした場合の地球温暖化
への影響の大きさから、工事やサービスの委託業者に対してフロン排出抑制法に基
づく法定点検技術者の講習を延べ2,950名に対して実施しています。一方、フロン使
用機器所有の事業者向けの点検支援のための管理システムを無償提供しています。

・フロン排出抑制法

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

web

東芝キヤリアグループは、事業継続・発展のため、強靭で効率的なサプライチェー
ン、バリューチェーンの構築を目指しています。そこで、CSR調達、公正な競争、贈賄・
収賄の禁止、知的財産の尊重などについて、e-ラーニングや各部門内での相互確認
などを通じて、全従業員の教育を徹底しています。また、当社の関係者がコンプライアン
スに違反した事実、またはその疑いがある場合、その旨をお知らせいただく窓口として
「クリーン・パートナー・ライン」※を設けています。

・公正な事業慣行
この宣言に基づき、安全面では、繰り返し発生する切れ・こすれ災害の対策や、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
の撲滅などを目標とした活動を展開しています。
健康面では、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、禁煙日の設定、睡眠時無呼吸症候群高リスク者の発掘などを積
極的に実施しています。これらの活動が評価され、経済産業省創設の健康経営優良法人
（ホワイト500）に認定されました。

東芝キヤリアグループは、豊かな価値を創造し、世界の人々の生活・文化に
貢献し続けるため、その最大の財産である従業員の安全と健康を経営の
最重要課題に位置づけ、「安全健康経営」を推進します。

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安全健康経営宣言
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②安全衛生大会①事業方針説明会

②低CO2川崎ブランド2018認定①町内会対話会（津山）

④ホワイト500認定証①優良賞マークと2018年度版報告書 ③受賞者 左から 遠藤隆久技師長、
　山梨泰執行役員、石田圭一グループ長

HRTS（掛川） HeaSite（津山） 東芝グループ環境展ENEX展の出展ブース

新商品提案会 工場見学会（津山） 保守サービス業務の様子 「ＲＥＭＡＣ」の画面

②ビル用空調コントローラー

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、
2019年8月31日現在で424,866台（80.7％）の改修が終了しました。事故の危険を防ぐ
ため、対象製品を発見した場合には、窓口までご連絡いただきますようお願いいたします。

お客さまとのかかわり
独自のソリューション提案や実機展示でお客さまとの接点を構築

お客さまの幅広いニーズにお応えするため、機能性や高効率性に優
れた多彩なラインアップを取り揃え、用途に合わせた最適な機器選定や
運用方法の検討など独自のソリューション提案を行っています。オフィス・
店舗・工場などの空調から産業プロセス用途まで、従来、ヒートポンプで
は対応できなかった場所にも導入できる製品をお客さまからの要望を技
術部門へフィードバックして開発し、省エネ推進に貢献しています。また
近年、日本国内では地球温暖化の影響により小学校や体育館などへ
の空調機器の設置が急務となっており、当社からも提案を行っていま
す。一方、国内外でお客さまと直接コミュニケーションできる場として、新
商品提案会や工場見学会などを設けています。

①最適なソリューション提案
Optimal Solution Proposal / 提出最佳解决方案

設備機器は、予防保全を怠ると性能の低下を招いてしまいます。そこで
当社では、冷凍空調機器の用途や使用条件など、お客さまごとに異なるご
要望に対応するため、専任技術者による稼働データ解析を行い、解析結
果に基づく整備計画策定ときめ細かなメンテナンスを提供しています。また、
2016年度から施行された「フロン排出抑制法」に関するお客さまの対応を
サポートし、負担を少しでも軽減するため、機器ごとの点検記録を簡単に残
すことができる「REMAC（フロン類取り扱い管理システム）」を開発して無
償※で提供しています。このシステムは、インターネットを利用してスマートフォ
ンなどで現場から点検記録を残すことができ、点検機器リストをあらかじめ
用意しておけば、作業の効率化を図ることができます。

②保守サービスの提案
Maintenance Service Proposal / 提出维护服务

富士事業所の「AIRS」では、当社の全製品群を展示し、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でき、製品も見学できる施設です。
津山事業所の「HeaSite」では、大形熱源機の実機を用いてさまざまな導
入事例を紹介し、カスタマイズ生産の製造ラインや、「FLEXAIR」（P16参
照）の現場への導入事例をご覧いただくことができます。

③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。2018年度は東京ビッグサイトで行われた「ENEX展」をはじめ、国内
外の展示会に出展しました。出展を通じて多くのお客さまに当社の製品群
や熱源ソリューションに触れていただき、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、「FLEXAIR」のほか、富士事
業所における自社製品を用いた省エネの取り組みについて紹介しました。

④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

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。

①地域行政や住民との対話 Dialogue with Local Governments and Residents / 
与地区行政单位和居民间的对话

川崎市などで構成される「低CO2川崎ブランド等推進協議会」より、川崎
市発の省エネ性に優れた製品として当社USX EDGEが認定されました。

②低CO2川崎ブランド  Low CO2 KAWASAKI Brand / 
低碳川崎品牌

調達お取引先さまに対し、事業方針の説明会を通じて調達業務への
協力要請を行っています。2018年度は説明会を2回実施し、延べ340
社、425名にご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

製品の設置工事現場における労働災害防止と、施工品質確保や施
工技術力向上のために、サービス･工事協力会社さまと「安全衛生協力
会」を組織しています。国内の9地区で、合計635社が登録しています。

②安全衛生協力会 Safety and Health Cooperation Association / 
安全卫生合作会

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

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

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

技術・活動・デザインなど、さまざまな点で社外から表彰

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

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
公司与顾客的关系
Relationship with Customers

※条件により一部有料

環境コミュニケーション大賞は、環境省と一般財団法人地球・人間環境
フォーラムの共催で毎年実施され22回目となります。東芝キヤリアグループ
社会・環境報告書2018が今回で2度目の受賞となりました。「限られた紙
面で環境責任者による方針と計画、実績がコンパクトにまとめられており、製
品における環境配慮や工場での地域社会との関係性など、読みやすい記
載が充実している」ことなどが評価されました。

①環境コミュニケーション大賞（優良賞） 受賞
Awarded Environmental Communication Awards (Excellence Award) / 荣获环境交流大奖(优秀奖)

一般社団法人電気学会より、「空調用低損失昇圧チョッパ回路の開発と
実用化」が、第75回電気学術振興賞（進歩賞）を受賞しました。この回路は、
大容量空調機の省エネ性向上と小型化に貢献するインバーター技術として、
当社の店舗・オフィス用エアコン、ビル・工場用空調システムに搭載されています。

③電気学術振興賞（進歩賞） 受賞
Awarded the IEEJ Technical Development Award (Progress Award) / 荣获电气学术振兴奖(进步奖)

国際的に権威のあるインダストリー・フォーラム・デザイン・ハノーバー※（ドイ
ツ）から、「iFデザイン賞」を授与されました。当社のビル用空調コントロー
ラー画面が、直感的に操作可能なインターフェースデザインによって、最大
128台の空調機をスマートに監視制御することを可能にした点が評価され、
2019年、当社および（株）東芝 デザインセンターの共同受賞となりました。

②「iFデザイン賞」 受賞
Awarded the “iF Design Award” / 荣获“iF 设计奖”

経済産業省創設の制度で、当社が従業員の健康管理を経営的な
視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人として、大規模法人部門で
認定されました。

④健康経営優良法人2019（ホワイト500）認定
2019 Health & Productivity Management Organization(White 500) Certified / 
认定为健康经营优秀法人 2019（白名单 500）

※1953年に設立された、最も長い歴史を持つ独立したデザイン団体
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②安全衛生大会①事業方針説明会

②低CO2川崎ブランド2018認定①町内会対話会（津山）

④ホワイト500認定証①優良賞マークと2018年度版報告書 ③受賞者 左から 遠藤隆久技師長、
　山梨泰執行役員、石田圭一グループ長

HRTS（掛川） HeaSite（津山） 東芝グループ環境展ENEX展の出展ブース

新商品提案会 工場見学会（津山） 保守サービス業務の様子 「ＲＥＭＡＣ」の画面

②ビル用空調コントローラー

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、
2019年8月31日現在で424,866台（80.7％）の改修が終了しました。事故の危険を防ぐ
ため、対象製品を発見した場合には、窓口までご連絡いただきますようお願いいたします。

お客さまとのかかわり
独自のソリューション提案や実機展示でお客さまとの接点を構築

お客さまの幅広いニーズにお応えするため、機能性や高効率性に優
れた多彩なラインアップを取り揃え、用途に合わせた最適な機器選定や
運用方法の検討など独自のソリューション提案を行っています。オフィス・
店舗・工場などの空調から産業プロセス用途まで、従来、ヒートポンプで
は対応できなかった場所にも導入できる製品をお客さまからの要望を技
術部門へフィードバックして開発し、省エネ推進に貢献しています。また
近年、日本国内では地球温暖化の影響により小学校や体育館などへ
の空調機器の設置が急務となっており、当社からも提案を行っていま
す。一方、国内外でお客さまと直接コミュニケーションできる場として、新
商品提案会や工場見学会などを設けています。

①最適なソリューション提案
Optimal Solution Proposal / 提出最佳解决方案

設備機器は、予防保全を怠ると性能の低下を招いてしまいます。そこで
当社では、冷凍空調機器の用途や使用条件など、お客さまごとに異なるご
要望に対応するため、専任技術者による稼働データ解析を行い、解析結
果に基づく整備計画策定ときめ細かなメンテナンスを提供しています。また、
2016年度から施行された「フロン排出抑制法」に関するお客さまの対応を
サポートし、負担を少しでも軽減するため、機器ごとの点検記録を簡単に残
すことができる「REMAC（フロン類取り扱い管理システム）」を開発して無
償※で提供しています。このシステムは、インターネットを利用してスマートフォ
ンなどで現場から点検記録を残すことができ、点検機器リストをあらかじめ
用意しておけば、作業の効率化を図ることができます。

②保守サービスの提案
Maintenance Service Proposal / 提出维护服务

富士事業所の「AIRS」では、当社の全製品群を展示し、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でき、製品も見学できる施設です。
津山事業所の「HeaSite」では、大形熱源機の実機を用いてさまざまな導
入事例を紹介し、カスタマイズ生産の製造ラインや、「FLEXAIR」（P16参
照）の現場への導入事例をご覧いただくことができます。

③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。2018年度は東京ビッグサイトで行われた「ENEX展」をはじめ、国内
外の展示会に出展しました。出展を通じて多くのお客さまに当社の製品群
や熱源ソリューションに触れていただき、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、「FLEXAIR」のほか、富士事
業所における自社製品を用いた省エネの取り組みについて紹介しました。

④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

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。

①地域行政や住民との対話 Dialogue with Local Governments and Residents / 
与地区行政单位和居民间的对话

川崎市などで構成される「低CO2川崎ブランド等推進協議会」より、川崎
市発の省エネ性に優れた製品として当社USX EDGEが認定されました。

②低CO2川崎ブランド  Low CO2 KAWASAKI Brand / 
低碳川崎品牌

調達お取引先さまに対し、事業方針の説明会を通じて調達業務への
協力要請を行っています。2018年度は説明会を2回実施し、延べ340
社、425名にご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

製品の設置工事現場における労働災害防止と、施工品質確保や施
工技術力向上のために、サービス･工事協力会社さまと「安全衛生協力
会」を組織しています。国内の9地区で、合計635社が登録しています。

②安全衛生協力会 Safety and Health Cooperation Association / 
安全卫生合作会

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

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

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

技術・活動・デザインなど、さまざまな点で社外から表彰

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

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
公司与顾客的关系
Relationship with Customers

※条件により一部有料

環境コミュニケーション大賞は、環境省と一般財団法人地球・人間環境
フォーラムの共催で毎年実施され22回目となります。東芝キヤリアグループ
社会・環境報告書2018が今回で2度目の受賞となりました。「限られた紙
面で環境責任者による方針と計画、実績がコンパクトにまとめられており、製
品における環境配慮や工場での地域社会との関係性など、読みやすい記
載が充実している」ことなどが評価されました。

①環境コミュニケーション大賞（優良賞） 受賞
Awarded Environmental Communication Awards (Excellence Award) / 荣获环境交流大奖(优秀奖)

一般社団法人電気学会より、「空調用低損失昇圧チョッパ回路の開発と
実用化」が、第75回電気学術振興賞（進歩賞）を受賞しました。この回路は、
大容量空調機の省エネ性向上と小型化に貢献するインバーター技術として、
当社の店舗・オフィス用エアコン、ビル・工場用空調システムに搭載されています。

③電気学術振興賞（進歩賞） 受賞
Awarded the IEEJ Technical Development Award (Progress Award) / 荣获电气学术振兴奖(进步奖)

国際的に権威のあるインダストリー・フォーラム・デザイン・ハノーバー※（ドイ
ツ）から、「iFデザイン賞」を授与されました。当社のビル用空調コントロー
ラー画面が、直感的に操作可能なインターフェースデザインによって、最大
128台の空調機をスマートに監視制御することを可能にした点が評価され、
2019年、当社および（株）東芝 デザインセンターの共同受賞となりました。

②「iFデザイン賞」 受賞
Awarded the “iF Design Award” / 荣获“iF 设计奖”

経済産業省創設の制度で、当社が従業員の健康管理を経営的な
視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人として、大規模法人部門で
認定されました。

④健康経営優良法人2019（ホワイト500）認定
2019 Health & Productivity Management Organization(White 500) Certified / 
认定为健康经营优秀法人 2019（白名单 500）

※1953年に設立された、最も長い歴史を持つ独立したデザイン団体

27 東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2019 28東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2019ゑエコとセコ、金の使い方がよくわかる（関係会社／大竹口 秀博）　ひひんやりと する前エアコン 確認を（九州／江崎 龍）



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。

お客さまとのかかわり
第三者所見
東芝キヤリアの概要

特集❷ 座談会
地域社会とのかかわり
社外表彰
関係会社紹介

ecoクロスワードパズル
環境いろはかるた
（ページ下欄外）

環境経営責任者メッセージ
東芝キヤリア20周年にあたって
特集❶ 地球温暖化抑制
環境経営
製品紹介①②
事業プロセスにおける環境活動
生物多様性保全活動
特集❸ 環境イベント（掛川開発センター）
企業姿勢
ビジネスパートナーさまとのかかわり

　松尾先生、弊社20周年にあたって第三者所見をいただきありがとうございます。2030年に向けてのパリ協定で
は、日本は2013年度比26%のCO2削減を宣言しています。我々ヒートポンプを利用した機器を提供している製造

業が、パリ協定が目的としている地球温暖化抑制のためにできることは、省エネ機器をグローバルに拡販することで少しでもCO2排出量を削減
することはもちろん、低GWP冷媒を使用した機器を提供することだと考えています。地球温暖化抑制は、SDGsの項目13（気候変動）でもあるた
め、重要なテーマとして今回の報告書で取り上げました。身近なコンビニをモチーフにトピックスを掲載し、読み手が身近に地球温暖化抑制をイ
メージできるよう、弊社の製品とのかかわりを紹介しました。また座談会では、環境調和型製品の開発や製造に取り組むメンバーで地球温暖化
抑制を深く掘り下げました。製造面では、既存の製造拠点に加え、今後拡大していく拠点に関しても、最小限の環境負荷でモノづくりを実践する
ことが必須です。従業員全員で知恵を絞りながら対処していきたいと思います。東芝グループグローバル環境アクションやecoスタイルリーダー
の拡大を通じて、地球環境を意識しながら、日々の事業活動を続けていくことが地球環境保全につながることだと考えています。

松尾 廣伸 (まつお ひろのぶ)
静岡大学大学院総合科学技術研究科
工学専攻電気電子工学コース　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、農村電化におけるマイクログリッドの最適化、
小規模エネルギーシステムにおける省エネルギー化と電力制御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2019　企画・編集長　佐々木 美弥

　今年度の社会・環境報告書は、会社設立以来の20年のあゆみと、
SDGsやパリ協定に貢献する環境調和型製品に焦点が当てられていま
す。SDGsは、一般への浸透が進んでいるだけでなく、これまでのお題目
的な動きから、その影響を評価する段階へと移りつつあります。評価する
ことは容易ではありませんが、いくつかのステップを経て、一層定着して
いくと思います。今回の報告では、バリューチェーンにおいてのSDGsへ
の影響に対して真摯に取り組んでいることが伝わってきました。
　一方、私たちの身の回りでは多くの自然災害が発生し、温暖化の影響
が目に見えて現れています。もはや「温暖化」という生易しい言葉ではな
く、「気候変動」もしくは「気候変動危機」という言葉を使用すべきで、
“待ったなし”と言っても過言ではありません。今年度のテーマに選んだ
「地球温暖化抑制」は、そういう点からも意義深いと思います。
　また、「東芝キヤリア20周年にあたって」では空調機器の進化を示し、
技術で市場をけん引してきた様子が分かります。テーマとの関連性とい
う意味でも、同社が開発してきた数々の製品が、暮らしにどうかかわって
きたかが取り上げられています。台風による大規模停電で明らかになっ
たように、私たちは空調なしで生きることが困難です。一方で、空調機器
の製造・販売・使用は、温暖化を進行させる活動でもあります。そこで、私
たちに求められるのは「上手なバランス」でしょう。一人ひとりができるこ
とは小さいかもしれませんが、歩み続けることが大切です。今年度版の
内容は、歩み続ける東芝キヤリアの意志を感じさせる内容です。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 トピックス・座談会について
　コンビニを題材にさまざまな製品が活躍している様子が示されてお
り、便利で快適な生活には、空調機・冷凍機・給湯機が不可欠であること
が伝わってきます。単に高性能な機器を使うだけでなく、適切な温度管
理や使用方法が大切なことも理解しやすくなっています。イニシャルコス
ト面で高性能機器の導入を躊躇する人もいますが、トータルコストでは安
価になります。また、「温と冷」両方の熱が必要なコンビニでは、さらなる
省エネ性向上が期待できそうです。もう一つ、建物や容器の断熱性能も

大切であることを加えておきましょう。
　ecoスタイルリーダーの方々を中心にした座談会では、それぞれの観
点で温暖化抑制への取り組みが語られています。目指すは、“我慢する
省エネではなく快適な省エネ”ですね。トータルソリューションによる実現
に期待します。

●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、外部認証などの実績をあげ
ていることが分かります。性能向上による省CO2化も示されています。
今後の低GWP冷媒のさらなる採用促進や、エクセレントECPの増加に
期待します。また、化学物質管理は、RoHS指令・REACH規制の改定に伴
い、ますますハードルが高くなっていると思います。最近、企業の長期的
な成長のためにはESG※が示す3つの観点が必要とされ、その考え方が
世界的に広まってきていますが、これを実践している東芝キヤリアがさら
なる活動を推進していくことを切に願います。

●生物多様性保全活動・環境イベント・環境活動について
　拠点ごとの活動が愛知目標と関連付けて紹介されています。小学生
の環境イベントは、ecoスタイルリーダーと一緒につくる「万年カレン
ダー」でした。学び・体験・経験をまとめ、遊びへと昇華させる手法はユ
ニークです。今後は、メンバーの情報交換の場である「ecoスタイルリー
ダー掲示板」から、新しいアイデアが生まれてくることを期待します。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困難だ
と思いますが、今後も着実な推進を期待します。

　最後に、本年も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。環境創造企業として、地球温暖化抑制に貢献す
る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。

20年のあゆみと温暖化抑制への取り組みが、分かりやすく表現されています。

●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、2018年度実績と、一部2019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
報告ガイドライン（2018年版）」の内容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

●報告対象期間　2018年4月1日～2019年3月31日
一部記事については、2019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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・東芝テクノシステム（株）
・東芝キヤリアエンジニアリング&ライフサポート（株）

第三者による
所見を受けて

※Environment  Social  Governance

環境活動報告...........................................................13

環境経営.............................................................................13
製品紹介①大空間空調ソリューション.......................16
製品紹介②暮らしのなかで活躍する環境調和型製品 17
事業プロセスにおける環境活動...................................19
生物多様性保全活動......................................................21
特集❸ 環境イベント（掛川開発センター）............................23

企業姿勢.......................................................................25

ステークホルダーとの
コミュニケーション...............................................27
お客さまとのかかわり......................................................27
ビジネスパートナーさまとのかかわり..........................28
地域社会とのかかわり
社外表彰

社会・環境報告書に対する第三者所見 ...29

第三者による所見を受けて

環境経営責任者メッセージ.....................................................1
東芝キヤリア20周年にあたって.............................................3
特集❶ 地球温暖化抑制.............................................................5
特集❷ 座談会..............................................................................9

東芝キヤリアの概要、関係会社紹介........................................裏表紙
ecoクロスワードパズルに挑戦！

Contents

29 東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2019 30東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2019ももう 1度 温度見直し、エコ設定（関係会社／なかもり）　せ世界が注目温暖化 地球の未来は我々が守る（富士／アオリイカ）



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。

お客さまとのかかわり
第三者所見
東芝キヤリアの概要

特集❷ 座談会
地域社会とのかかわり
社外表彰
関係会社紹介

ecoクロスワードパズル
環境いろはかるた
（ページ下欄外）

環境経営責任者メッセージ
東芝キヤリア20周年にあたって
特集❶ 地球温暖化抑制
環境経営
製品紹介①②
事業プロセスにおける環境活動
生物多様性保全活動
特集❸ 環境イベント（掛川開発センター）
企業姿勢
ビジネスパートナーさまとのかかわり

　松尾先生、弊社20周年にあたって第三者所見をいただきありがとうございます。2030年に向けてのパリ協定で
は、日本は2013年度比26%のCO2削減を宣言しています。我々ヒートポンプを利用した機器を提供している製造

業が、パリ協定が目的としている地球温暖化抑制のためにできることは、省エネ機器をグローバルに拡販することで少しでもCO2排出量を削減
することはもちろん、低GWP冷媒を使用した機器を提供することだと考えています。地球温暖化抑制は、SDGsの項目13（気候変動）でもあるた
め、重要なテーマとして今回の報告書で取り上げました。身近なコンビニをモチーフにトピックスを掲載し、読み手が身近に地球温暖化抑制をイ
メージできるよう、弊社の製品とのかかわりを紹介しました。また座談会では、環境調和型製品の開発や製造に取り組むメンバーで地球温暖化
抑制を深く掘り下げました。製造面では、既存の製造拠点に加え、今後拡大していく拠点に関しても、最小限の環境負荷でモノづくりを実践する
ことが必須です。従業員全員で知恵を絞りながら対処していきたいと思います。東芝グループグローバル環境アクションやecoスタイルリーダー
の拡大を通じて、地球環境を意識しながら、日々の事業活動を続けていくことが地球環境保全につながることだと考えています。

松尾 廣伸 (まつお ひろのぶ)
静岡大学大学院総合科学技術研究科
工学専攻電気電子工学コース　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、農村電化におけるマイクログリッドの最適化、
小規模エネルギーシステムにおける省エネルギー化と電力制御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2019　企画・編集長　佐々木 美弥

　今年度の社会・環境報告書は、会社設立以来の20年のあゆみと、
SDGsやパリ協定に貢献する環境調和型製品に焦点が当てられていま
す。SDGsは、一般への浸透が進んでいるだけでなく、これまでのお題目
的な動きから、その影響を評価する段階へと移りつつあります。評価する
ことは容易ではありませんが、いくつかのステップを経て、一層定着して
いくと思います。今回の報告では、バリューチェーンにおいてのSDGsへ
の影響に対して真摯に取り組んでいることが伝わってきました。
　一方、私たちの身の回りでは多くの自然災害が発生し、温暖化の影響
が目に見えて現れています。もはや「温暖化」という生易しい言葉ではな
く、「気候変動」もしくは「気候変動危機」という言葉を使用すべきで、
“待ったなし”と言っても過言ではありません。今年度のテーマに選んだ
「地球温暖化抑制」は、そういう点からも意義深いと思います。
　また、「東芝キヤリア20周年にあたって」では空調機器の進化を示し、
技術で市場をけん引してきた様子が分かります。テーマとの関連性とい
う意味でも、同社が開発してきた数々の製品が、暮らしにどうかかわって
きたかが取り上げられています。台風による大規模停電で明らかになっ
たように、私たちは空調なしで生きることが困難です。一方で、空調機器
の製造・販売・使用は、温暖化を進行させる活動でもあります。そこで、私
たちに求められるのは「上手なバランス」でしょう。一人ひとりができるこ
とは小さいかもしれませんが、歩み続けることが大切です。今年度版の
内容は、歩み続ける東芝キヤリアの意志を感じさせる内容です。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 トピックス・座談会について
　コンビニを題材にさまざまな製品が活躍している様子が示されてお
り、便利で快適な生活には、空調機・冷凍機・給湯機が不可欠であること
が伝わってきます。単に高性能な機器を使うだけでなく、適切な温度管
理や使用方法が大切なことも理解しやすくなっています。イニシャルコス
ト面で高性能機器の導入を躊躇する人もいますが、トータルコストでは安
価になります。また、「温と冷」両方の熱が必要なコンビニでは、さらなる
省エネ性向上が期待できそうです。もう一つ、建物や容器の断熱性能も

大切であることを加えておきましょう。
　ecoスタイルリーダーの方々を中心にした座談会では、それぞれの観
点で温暖化抑制への取り組みが語られています。目指すは、“我慢する
省エネではなく快適な省エネ”ですね。トータルソリューションによる実現
に期待します。

●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、外部認証などの実績をあげ
ていることが分かります。性能向上による省CO2化も示されています。
今後の低GWP冷媒のさらなる採用促進や、エクセレントECPの増加に
期待します。また、化学物質管理は、RoHS指令・REACH規制の改定に伴
い、ますますハードルが高くなっていると思います。最近、企業の長期的
な成長のためにはESG※が示す3つの観点が必要とされ、その考え方が
世界的に広まってきていますが、これを実践している東芝キヤリアがさら
なる活動を推進していくことを切に願います。

●生物多様性保全活動・環境イベント・環境活動について
　拠点ごとの活動が愛知目標と関連付けて紹介されています。小学生
の環境イベントは、ecoスタイルリーダーと一緒につくる「万年カレン
ダー」でした。学び・体験・経験をまとめ、遊びへと昇華させる手法はユ
ニークです。今後は、メンバーの情報交換の場である「ecoスタイルリー
ダー掲示板」から、新しいアイデアが生まれてくることを期待します。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困難だ
と思いますが、今後も着実な推進を期待します。

　最後に、本年も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。環境創造企業として、地球温暖化抑制に貢献す
る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。

20年のあゆみと温暖化抑制への取り組みが、分かりやすく表現されています。

●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、2018年度実績と、一部2019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
報告ガイドライン（2018年版）」の内容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

●報告対象期間　2018年4月1日～2019年3月31日
一部記事については、2019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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タテのカギ
 1． 新しい元号は「□□□」。（ヒントP23、24）
 ５． 東芝キヤリアでは、環境関係の資格保有者を「eco□□□□□□□□」に認定し
  環境活動の有識者として活動する制度を導入している。（ヒントP2、10、14）
 ６． 東芝キヤリア富士事業所ではAGV（□□□搬送車）の導入によって省力化と省エネの両方を実現した。（ヒントP11）
 ８． 東芝キヤリアは2016年度より施行された「フロン排出抑制法」へのお客さまの対応をサポートするため、
 フロン類取り扱い□□□システム「REMAC」を開発し提供している。（ヒントP27）
ヨコのカギ
 １． R32は地球温暖化係数（GWP）の値が小さい□□□□だ。（ヒントP8）
 ２． 「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□□□□ワンの製品が「東芝グループエクセレントECP」に認定される。（ヒントP15）
 ３． データの解析結果から得られた内容を機器の制御に生かす、東芝グループ全体の
 方向性として示されている「サイバー・フィジカル・□□□□」（ヒントP11）
 ４． コンビニなどのオープンショーケース内の冷気が逃げないのは「エア□□□□」のおかげ。（ヒントP7、16）
 ７． 東芝キヤリアでは製造活動時の化学管理物質を管理する□□□□系化学物質管理システム
 「TOCACHEF」を開発し、使用している。（ヒントP20）
 ８． 東芝キヤリアの社内教育の1つ。製造部門における技能教育体制を「□□□□道場」という。（ヒントP26）

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。

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

米国キヤリア社と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

富士事業所／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
津山事業所／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（2019年3月現在）
従 業 員 数：約2,300名（連結約6,000名）（2019年3月現在）

株　　　主：株式会社 東芝 60％
キヤリア HVACR インベストメンツ B. V. 40%

関 係 会 社：国内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、パッケージエアハン、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　2019年10月発行

「社会・環境報告書2019」はいかがでしたか。地球温暖化抑制を中心とした東芝キヤリアグループの環境活動を
ご理解いただけたところで、「ecoクロスワードパズル」に挑戦してください。 ヒントは報告書の中にあります。
あまり熱くならずに頭をクールダウンして始めましょう。
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東芝キヤリアグループ
社会・環境報告書

2019Have 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！

・東芝キヤリア 英国社
 業務用カスタムエアコンの販売

・東芝キヤリア タイ社
 小形エアコン（スプリットエアコン・
 ウインドウエアコン）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
 東芝開利空調（中国）有限公司
 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
 業務用空調機器の商品企画、開発、製造、販売

国内関係会社 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

1943年に東芝富士工場が建設される前
からあった楠の大樹「木かげ」が、2019年
8月に撤去されました。家庭用エアコンの
ブランド名称にもなった「木かげ」の思い出を、
いつまでも心に留めておきたいものです。

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


