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タテのカギ
 1． 東芝キヤリアグループの、「□□□□□□□□」は、
 開発から調達・製造・販売・据付工事・保守メンテナンス・製品廃棄にいたる
 さまざまなステージがあります。（ヒントP3）
 3． 富士事業所の「□□□□□」の池の中には、
 ヤゴや絶滅危惧種のメダカが生息しています。（ヒントP19）
 5． 東芝キヤリアは製品への「□□□□プラスチック」採用を積極的にすすめています。（ヒントP5、6、9、10）
 7． 富士冷熱工業（FRC）では拠点内にゴーヤで「緑の□□□□」をつくり、遮熱・省エネに役立てています。（ヒントP19）

ヨコのカギ
 2． 化学物質管理の取り組みの1つである「□□□□□□□□」（PVC）削減。（ヒントP12）
 4． 東芝キヤリアグループでは、毎月10日の「□□□□デー」に各拠点周辺の
 清掃活動を行っています。（ヒントP28）
 6． 津山事業所のショールーム「□□□□□」。（ヒントP22）
 8． 東芝キヤリアグループでは、eco検定（環境社会検定試験）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□□□□」として登録しています。（ヒントP3、27）
 9． 東芝キヤリアグループでは、製品の環境性能を継続的に向上させることで、
 環境課題の解決に貢献する「□□□□□調和型製品」（ECP）を創出しています。（ヒントP11）

A～Fにカタカナ6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。

「社会・環境報告書2020」はいかがでしたか。東芝キヤリアグループが、「地球温暖化抑制」「資源有効活用」
「化学物質管理」という３つの環境課題に取り組んでいることが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。東芝グループにとって重要な環境キーワードが登場します。ヒントは報告書の中
にありますよ。

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（2020年3月現在）
従 業 員 数：約2,200名（連結約6,000名）（2020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15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　2020年10月発行

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

ecoクロスワードパズルに挑戦！

・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

・東芝キヤリア空調欧州社
 業務用空調機器、暖房・給湯機器の
 製造、販売

・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6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

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。

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。

この報告書を
よく読んでから

クロスワードパズルに
挑戦してね！



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

良き地球市民として

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

経営ビジョン

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

新技術棟「e-Third」（富士事業所内）

東芝キヤリア中国社 新工場（イメージ図）

東芝キヤリア空調欧州社  （建設中）

東芝キヤリア タイ社（TCTC）

東芝キヤリアグループは、（株）東芝の空調・設備事業部と米国キヤリア
社の合弁により、1999年に誕生しました。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て以来、数 の々価値ある製品を世の中に送り
出し、外部機関からも評価を得ています。現在、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。2020年5月か
らは、さらなる開発の強化布陣として富士事業所内に新技術棟
「e-Third」を稼働させました。一方、海外においては中国1拠点、タイ2拠
点、インド1拠点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、欧州および中国での販売拠点網を通じて世界200カ国
以上に製品を納めています。
また、欧州を中心に省エネ性の高いヒートポンプ技術を使った空調・給
湯機器の大きな需要が見込まれるため、ポーランドに東芝キヤリア空調欧
州社を設立し、稼働準備を進めています。さらに中国では、開発・製造能力
を強化するため、杭州に東芝キヤリア中国社の新工場を建設中です。この
ように東芝キヤリアグループは、日本の技術力に加え、各海外拠点で付加
価値の高い環境調和型製品の開発力を強化し、世界各国の各地域に最
適な製品を提供するとともに、製造・販売のグローバルな拠点展開を加
速しています。

「愛知目標」は、2010年に開催された第10回生物多様性条
約締約国会議（COP10）で採択されました。“2050年までに
「自然と共生する世界」を実現することを目指し、2020年までに
生物多様性の損失を止めるための効果的かつ緊急の行動を
実施する”という20の個別目標が示されています。この会議の
開催に先駆け、東芝キヤリアグループでは、前年の2009年度
から国内3拠点（富士事業所、津山事業所、掛川開発センター）
における活動を開始し、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）でも生物多様性保全活動を拡大し
ています。「東芝グループグローバル環境アクション※4」として当
社グループが取り組んだ活動は2019年度実績で84件です
が、そのうち77件が生物多様性保全にも大きく関係するもので
す。各活動は、従業員への生物多様性保全の重要性を理解す
る心を醸成し、海外拠点では毎年趣向をこらした内容で地域の
方たちとともに取り組んでいます。「愛知目標」の最終年として、
各拠点の活動を整理し、「愛知目標」のうちの10項目について
報告します。
また、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ことから、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、製品を構成する部品
に含まれる化学物質についても、近年は世界各国の規制が拡
大しています。そのため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。

「愛知目標」10項目について、
生物多様性保全活動をグループ全体で
実施するとともに、製品化学物質管理を
一層強化していきます

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。地球温暖化を抑制するための「パリ協
定」、生物多様性保全を維持するための「愛知目標」、それらの
上位概念である「SDGs (Sustainable Development Goals)」
が提案され、日本はそれらに合意し推進を図っています。また、最
近では、企業の財務査定による評価のほか、これらESG（Envi-
ronment Social Governance）という数値には表れにくい事
項を評価し、推進するためのESG投資という概念が欧米をはじ
め日本でも拡大しています。
このような背景を踏まえ、世界の平均気温の上昇を産業革命
前と比較して2℃より低く抑え、1.5℃未満に抑える努力を追求
することを目標にした「パリ協定」に寄与するために、東芝キヤリ
アの役割は重要であると考えます。それは、世界各国に提供して
いる空調製品において、ライフサイクルアセスメント（LCA）に
よって導き出されたCO2排出量の95％以上を占める「使用時の
エネルギーに起因するCO2排出量」を大幅に削減することと、そ
れらの製品の「開発時や製造時に発生するエネルギー起因を含
めた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にあたり、温室効果ガスであ
る冷媒を使用していることから、高い技術で最適な冷媒を選定
し、低GWP冷媒※１の採用を順次行っています。
2020年6月、東芝グループはSBT認定※２取得を宣言し、東
芝キヤリアグループもその傘下として、製品提供におけるCO2削
減（Scope3）※3、およびそれらを実現するための自社事業プロ
セスにおけるCO2削減（Scope1および2）※3について2030年
度までのシナリオを作成し、具体的な施策を織り込む計画を立
案して実現していきます。

Top Commitment

新拠点拡大でさらなるグローバル化を目指し、
世界各国のお客さまへ価値のある
環境調和製品を提供していきます

「パリ協定」に寄与することを
あらためて宣言し、できることから
着実に取り組んでいきます

※１ 地球温暖化係数（GWP：Global Warming Potential）の小さい冷媒
※２ SBT認定（Science Based Target）企業が中長期的に設定する温室効果ガス削減目標が、
 パリ協定が求める水準と整合していることを認定する仕組み

※3 Scope1 : 自社による温室効果ガスの直接排出（燃料の燃焼、工業プロセス）
 Scope2 : 自社以外から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出
 Scope3 : Scope1、Scope2以外の間接排出（事業者の活動に関連する自社以外の排出）
※4 東芝グループが推進する従業員参加型の環境活動

President & CEO  Toshiba Carrier Corporation Toru Kubo

東芝キヤリア株式会社　取締役社長

2020年10月

久保 徹
く　   ぼ　  とおる
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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。

「愛知目標」10項目について、
生物多様性保全活動をグループ全体で
実施するとともに、製品化学物質管理を
一層強化していきます

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。地球温暖化を抑制するための「パリ協
定」、生物多様性保全を維持するための「愛知目標」、それらの
上位概念である「SDGs (Sustainable Development Goals)」
が提案され、日本はそれらに合意し推進を図っています。また、最
近では、企業の財務査定による評価のほか、これらESG（Envi-
ronment Social Governance）という数値には表れにくい事
項を評価し、推進するためのESG投資という概念が欧米をはじ
め日本でも拡大しています。
このような背景を踏まえ、世界の平均気温の上昇を産業革命
前と比較して2℃より低く抑え、1.5℃未満に抑える努力を追求
することを目標にした「パリ協定」に寄与するために、東芝キヤリ
アの役割は重要であると考えます。それは、世界各国に提供して
いる空調製品において、ライフサイクルアセスメント（LCA）に
よって導き出されたCO2排出量の95％以上を占める「使用時の
エネルギーに起因するCO2排出量」を大幅に削減することと、そ
れらの製品の「開発時や製造時に発生するエネルギー起因を含
めた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にあたり、温室効果ガスであ
る冷媒を使用していることから、高い技術で最適な冷媒を選定
し、低GWP冷媒※１の採用を順次行っています。
2020年6月、東芝グループはSBT認定※２取得を宣言し、東
芝キヤリアグループもその傘下として、製品提供におけるCO2削
減（Scope3）※3、およびそれらを実現するための自社事業プロ
セスにおけるCO2削減（Scope1および2）※3について2030年
度までのシナリオを作成し、具体的な施策を織り込む計画を立
案して実現していきます。

Top Commitment

新拠点拡大でさらなるグローバル化を目指し、
世界各国のお客さまへ価値のある
環境調和製品を提供していきます

「パリ協定」に寄与することを
あらためて宣言し、できることから
着実に取り組んでいきます

※１ 地球温暖化係数（GWP：Global Warming Potential）の小さい冷媒
※２ SBT認定（Science Based Target）企業が中長期的に設定する温室効果ガス削減目標が、
 パリ協定が求める水準と整合していることを認定する仕組み

※3 Scope1 : 自社による温室効果ガスの直接排出（燃料の燃焼、工業プロセス）
 Scope2 : 自社以外から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出
 Scope3 : Scope1、Scope2以外の間接排出（事業者の活動に関連する自社以外の排出）
※4 東芝グループが推進する従業員参加型の環境活動

President & CEO  Toshiba Carrier Corporation Toru Kubo

東芝キヤリア株式会社　取締役社長

2020年10月

久保 徹
く　   ぼ　  とおる
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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。

環境教育

環境調和型製品のグローバルでの提供 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

グリーン調達
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拠点環境担当者座談会
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従業員とのかかわり
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コーポレートガバナンス
バリューチェーンにおける
環境課題抽出と各対応
製品の企画・開発における
環境課題解決への取り組み
製造プロセスにおける
環境課題解決への取り組み
お客さまとのかかわり

地域社会とのかかわり
業界団体・行政とのかかわり
第三者所見
東芝キヤリアの概要、
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）

リコール情報
お取引先さまとのかかわり

東芝キヤリアグループ社会・環境報告書2020の
「マテリアリティマトリックス」
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ステークホルダーにとっての関心度

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。
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東芝キヤリアグループのバリューチェーンは、空調・熱源に
かかわる製品・システムについて、開発から調達・製造・販売・
据付工事・保守メンテナンス・製品廃棄に至るさまざまなス
テージがあり、環境負荷からの視点である「地球温暖化抑制」
「資源有効活用」「化学物質管理」を常に考えながら事業を展
開しています。
また、当社グループの特徴を生かした製品開発を推進しな
がら、お客さまが満足する製品を提供し、SDGs達成のための
課題解決に向けた取り組みを実践しています。例えば、持続可
能な社会を目指すために、当社が提供する空調機器や熱源機
器をさまざまな使用用途において最適化することで、都市、ビ
ル、工場などでのエネルギー負荷低減を図りながら、快適性や
ヘルスケアにもつながる室内環境を提案しています。
また、それらの製品を設置したり、設置後の点検や保守作業
を行ったりする場合の環境への配慮にも積極的に取り組んで
います。本報告書では、バリューチェーンの各ステージにおける
取り組みについて、環境負荷とSDGsの視点で整理し紹介して
います。

バリューチェーンにおける環境課題を
明確にし、SDGsを見据えながら
それぞれのステージで解決に挑みます

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、東芝キヤリアグループを取り巻くステークホルダーとの協働
が重要です。ステークホルダーの筆頭である全従業員は、地球環
境の動向を把握し、そして理解を深め、開発・製造から製品廃棄
までの各ステージで、環境保全への確実な配慮をすることが必
要になります。当社グループは、さまざまな環境教育のほか、環境
活動の核となる人財を「東芝キヤリアグループecoスタイルリー
ダー」として登録しています。ecoスタイルリーダーは、環境関連の
各種資格を保有し、国内ではeco検定合格者など環境に精通し
た人財でもあり、現在約220名が登録されています。
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、
製品を製造していくために必要な調達取引先さま、販売店さまを
はじめ、当社の製品を利用していただくお客さまなどさまざまなス
テークホルダーが東芝キヤリアグループの事業にかかわり、環境
活動にご理解をいただいています。調達取引先さまには、グロー
バルで課題となっている製品化学物質管理にご協力いただき、
調達品に関する化学物質データの提供と管理をお願いしていま
す。また、お客さまからは幅広いニーズを積極的に取り入れ、環境
負荷を低減するための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

●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、2019年度実績と、一部2020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」（右下表）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。

●報告対象期間　2019年4月1日～2020年3月31日
一部記事については、2020年4月以降の内容も掲載しています。

●発行元　東芝キヤリア株式会社

●報告対象組織

編集にあたって

●企画・編集長： 佐々木 美弥　●編集員： 林 恭正、市丸 雅浩、二村 保浩、五十嵐 慎一
●デザイン： 遠藤 麻里　●特集原稿制作： 横井 透　●挿絵（イラスト）： タナカ ユリ

《 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

・東芝キヤリア（株）
・富士冷熱工業（株）
・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）

3 東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2020 4東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2020いいつも買う コンビニコーヒー 脱ストロー（富士／ジメジメ嫌い！）　ろロバスト設計で 性能と安定性両立を目指す 技術者達（掛川／エコドライバー）



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。

環境教育

環境調和型製品のグローバルでの提供 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

グリーン調達

座談会2020 特集❶
拠点環境担当者座談会
生物多様性保全活動
特集❷
工場の省エネソリューションの紹介
従業員とのかかわり
受賞実績

環境経営責任者メッセージ
価値創造の歴史と長期ビジョン
コーポレートガバナンス
バリューチェーンにおける
環境課題抽出と各対応
製品の企画・開発における
環境課題解決への取り組み
製造プロセスにおける
環境課題解決への取り組み
お客さまとのかかわり

地域社会とのかかわり
業界団体・行政とのかかわり
第三者所見
東芝キヤリアの概要、
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）

リコール情報
お取引先さまとのかかわり

東芝キヤリアグループ社会・環境報告書2020の
「マテリアリティマトリックス」

東
芝
キ
ヤ
リ
ア
グ
ル
ー
プ
に
と
っ
て
の
報
告
重
要
度

中

中

高

高

ステークホルダーにとっての関心度

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。

環境経営責任者メッセージ .................................................................1 
価値創造の歴史と長期ビジョン........................................................5 
コーポレートガバナンス .........................................................................7 

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！

社会・環境報告書に対する第三者所見 ....................................... 30
第三者所見を受けて

ステークホルダーへの対応方針......................................................21
お客さまとのかかわり ...........................................................................22
　特集❷ 工場の省エネソリューションの紹介 .......................23
従業員とのかかわり ...............................................................................27
お取引先さまとのかかわり .................................................................28
地域社会とのかかわり..........................................................................28
業界団体・行政とのかかわり.............................................................29
受賞実績.......................................................................................................29

社会とともに歩む ーステークホルダーエンゲージメントー

バリューチェーンにおける環境課題抽出と各対応................. 9 
製品の企画・開発における環境課題解決への取り組み.....11
特集❶ 拠点環境担当者座談会 ......................................................13
製造プロセスにおける環境課題解決への取り組み..............17
生物多様性保全活動.............................................................................19

地球環境と向き合う ーバリューチェーンマネジメントー

目 次

東芝キヤリアグループのバリューチェーンは、空調・熱源に
かかわる製品・システムについて、開発から調達・製造・販売・
据付工事・保守メンテナンス・製品廃棄に至るさまざまなス
テージがあり、環境負荷からの視点である「地球温暖化抑制」
「資源有効活用」「化学物質管理」を常に考えながら事業を展
開しています。
また、当社グループの特徴を生かした製品開発を推進しな
がら、お客さまが満足する製品を提供し、SDGs達成のための
課題解決に向けた取り組みを実践しています。例えば、持続可
能な社会を目指すために、当社が提供する空調機器や熱源機
器をさまざまな使用用途において最適化することで、都市、ビ
ル、工場などでのエネルギー負荷低減を図りながら、快適性や
ヘルスケアにもつながる室内環境を提案しています。
また、それらの製品を設置したり、設置後の点検や保守作業
を行ったりする場合の環境への配慮にも積極的に取り組んで
います。本報告書では、バリューチェーンの各ステージにおける
取り組みについて、環境負荷とSDGsの視点で整理し紹介して
います。

バリューチェーンにおける環境課題を
明確にし、SDGsを見据えながら
それぞれのステージで解決に挑みます

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、東芝キヤリアグループを取り巻くステークホルダーとの協働
が重要です。ステークホルダーの筆頭である全従業員は、地球環
境の動向を把握し、そして理解を深め、開発・製造から製品廃棄
までの各ステージで、環境保全への確実な配慮をすることが必
要になります。当社グループは、さまざまな環境教育のほか、環境
活動の核となる人財を「東芝キヤリアグループecoスタイルリー
ダー」として登録しています。ecoスタイルリーダーは、環境関連の
各種資格を保有し、国内ではeco検定合格者など環境に精通し
た人財でもあり、現在約220名が登録されています。
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、
製品を製造していくために必要な調達取引先さま、販売店さまを
はじめ、当社の製品を利用していただくお客さまなどさまざまなス
テークホルダーが東芝キヤリアグループの事業にかかわり、環境
活動にご理解をいただいています。調達取引先さまには、グロー
バルで課題となっている製品化学物質管理にご協力いただき、
調達品に関する化学物質データの提供と管理をお願いしていま
す。また、お客さまからは幅広いニーズを積極的に取り入れ、環境
負荷を低減するための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

●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、2019年度実績と、一部2020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」（右下表）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。

●報告対象期間　2019年4月1日～2020年3月31日
一部記事については、2020年4月以降の内容も掲載しています。

●発行元　東芝キヤリア株式会社

●報告対象組織

編集にあたって

●企画・編集長： 佐々木 美弥　●編集員： 林 恭正、市丸 雅浩、二村 保浩、五十嵐 慎一
●デザイン： 遠藤 麻里　●特集原稿制作： 横井 透　●挿絵（イラスト）： タナカ ユリ

《 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

・東芝キヤリア（株）
・富士冷熱工業（株）
・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）

3 東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2020 4東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2020ははじめない？ 月夜は消灯 節電ナイト（川崎／エコスタイルリーダー５年生）　に日常点検の積み重ねで環境ヒヤリハット事故の発見（スタッフ／メイ）



■省エネ大賞受賞（５件）
 ・インバータ駆動DCロータリーコンプレッサー
  シリーズ(2000)
 ・スーパーパワーエコシリーズ(2000)
 ・スーパーパワーエコ BIGシリーズ(2001) 
 ・スーパーモジュールマルチ(2003)
 ・業務用貯湯式ヒートポンプ給湯機
  「ほっとパワーエコＢＩＧ」(2004) 

■省エネ大賞受賞（５件※3）
■ 日本冷凍空調学会 技術賞
 家庭エアコン用デュアルコンプレッサー
 (2009)
■ 電気技術顕彰「でんきの礎」
 インバーターエアコン(2008)
■ 電気科学技術奨励賞
 エアコン用高効率インバーター装置の
 開発と実用化(2008)

〈製造・販売・技術開発の一体化〉
 東芝キヤリア（株）、
 東芝キヤリア空調システムズ（株）、
 東洋キヤリア工業（株）の3社が合併

〈海外事業の強化〉
 東芝キヤリア（株）設立（1999）

〈海外事業の拡大〉
 東芝キヤリア タイ社設立
 TCFGコンプレッサ（タイ）社設立
 東芝キヤリア空調販売（上海）社設立
 東芝キヤリア中国社設立
〈国内サービス工事体制強化〉
 東芝キヤリア空調サービス（株）の吸収合併

〈海外事業の拡大〉
 東芝キヤリア欧州社設立※1
 東芝キヤリア・インド社設立
 東芝キヤリア空調欧州社設立※2

〈技術開発強化〉
 新技術棟「e-Third」稼働

■省エネ大賞受賞（2件※3）
■ 日本冷凍空調学会 技術賞
 熱源機「ユニバーサルスマートX」(2011)
■ 電気科学技術奨励賞
 空冷ヒートポンプ式熱源機における
 インバーターシステムの開発と実用化(2011)
■ 文部科学大臣表彰 科学技術賞
 家庭エアコン用可変気筒式
 ツインロータリーコンプレッサー(2012)
■ 地球温暖化防止活動 環境大臣表彰
 熱源機（ユニバーサルスマートX RUA-SPシリーズ）(2013)

■省エネ大賞受賞（6件※3）
■ 日本冷凍空調学会 技術賞
 ユニバーサルスマートX 3シリーズ(2015)
 大容量高効率ロータリー圧縮機
 「1000A4シリーズ」(2017)
■ 電気科学技術奨励賞
 空冷ヒートポンプ式熱源機における
 PWMコンバーターの開発と実用化(2016)
■ 地球温暖化防止活動 環境大臣表彰
 熱源機「HEATEDGE」（2017）

・富士事業所 水質測定室新設（1972）
・ISO14001取得（1997）
・「環境報告書」初発行（2003）
・本社環境組織発足（2004）

・環境経営情報システム運用開始（2005）
・富士山麓ブナ林植樹活動参加開始（2006）
・第1回東芝キヤリアグループ
 地球環境会議開催（2007）
・生物多様性活動開始（2009）
・エクセレントECP認定開始（2009）

・富士事業所ビオトープ設置（2011）
・小学生環境イベント開始（2012）
・津山事業所「岡山エコ事業所」に認定（2013）
・ecoスタイルリーダー認定開始（2014）

・グローバル環境巡視開始（2016）
・東芝グループグローバル環境アクションに
 参加開始（2017）
・富士事業所ビオトープ移転（2018）
・ecoスタイルリーダー掲示板開始（2019）
・COOL CHOICE賛同（2019）

事業プロセスCO2排出量の原単位削減

製品の機能あたりの消費電力削減

事業プロセスCO2総排出量削減

製品の使用時CO2排出量の削減

HCFC冷媒の全廃

製品の物流時CO2排出量原単位削減

代表的な
製品・技術・
企業トピック

生物多様性保全、
その他環境活動

環境への取り組み 東芝キヤリア第3次アクションプラン※5
（2001～2004年度）

東芝キヤリア第4次アクションプラン※5
（2005～2012年度）

東芝キヤリア第5次アクションプラン
（2013～2016年度）

東芝キヤリア第6次アクションプラン
（2017～2020年度）

地球温暖化抑制地球温暖化抑制
製品においては、低GWP冷
媒の積極採用や使用時エ
ネルギーの低減を進め、温
室効果ガスの排出削減に
努めています。また、効率化
を追求したモノづくりを推
進するとともに、開発部門
の設備も効率的な使用を
推進しています。

資源有効活用資源有効活用
再生プラスチックの採用、コ
ンプレッサーのダウンサイ
ジングによる省資源化など、
製品の3R※4を推進してい
ます。また、事業活動でも歩
留まり改善や適正な分別を
行い、発生する廃棄物量の
削減に取り組んでいます。

化学物質管理化学物質管理
年々追加される各国の製品
含有化学物質規制に対応す
るため、グリーン調達を実践
しています。また、塗装工程
を変更することで使用する
化学物質を削減するなど、
製造工程における管理を継
続的に実施しています。

・蒸気レス推進・設備のインバーター化推進

製品使用冷媒
の低ＧＷＰ化

・R32採用
・R448、R449A採用（コールドチェーン機器）

・R410A採用(店舗・オフィス用空調)
・R744採用（給湯機）

2000年～ 2010年～2005年～ 2015年～

■ 電気学術振興賞 進歩賞
 DCブラシレス圧縮機駆動用ベクトル
 制御インバーターの開発(2002)

事業プロセ ス化学物質取扱量削減／取扱量原単位削減

事業プロセス廃棄物総発生量原単位削減

事業プロセス水受入量原単位削減

・グリーン調達ガイドライン発行 ・RoHS分析センター設立
・製品系化学物質管理システム(G-sys)
 運用開始（特定15物質対応）

・事業系化学物質管理システム(TOCACHEF)運用開 始
・製品系化学物質管理システム(Eco Socce-T)運用 開始
 （REACH規則対応）

・製品系化学物質管理システム(G-sysⅡ)
 運用開始（RoHS指令、REACH規則対応）

製品含有化学物質の削減・鉛フリーはんだ採用 ・特定15物質群（RoHS6物質含）の削減 ・PVC/BFRの削減

事業プロセス廃棄物総発生量削減・ゼロエミッション率0.5％未満達成※6・ゼロエミッション率１％未満達成※6・プラスチック溶融化によるサーマルリサイクル

製品への資源投入量削減・店舗オフィス用エアコン業界トップクラスの小形化

製品への再生プラスチック採用・室外機プロペラファンへの採用

事業プロセス化学物質排出量原単位削減

事業プロセス化学物質排出量削減・コンプレッサー電着塗装推進 ・コンプレッサー粉体塗装推進

東芝キヤリア（株）は、（株）東芝の空調・設備事業部と米国キヤリア社の合弁会社として1999年4月に発足して以来、空調機器をはじめ
とした環境調和型製品を多数開発し、グローバルに提供してきました。2008年には、空調機器の心臓部であるコンプレッサーを効率よく
運転させるインバーター技術が評価され、「第１回でんきの礎」を受賞しました。また、大形熱源機器「ユニバーサルスマートＸシリーズ」
が省エネ大賞経済産業大臣賞および地球温暖化防止活動環境大臣表彰を受けるなど、東芝キヤリアの空調技術が外部機関からも
多数評価されており、高い省エネ技術と冷媒変換によりCO2排出量抑制に貢献しています。

東芝グループは、2050年のあるべき姿を「環境ビジョン2050」として掲げています。それを受け、当社でも「地球温暖化抑制」「資源有効活用」
「化学物質管理」の３つを環境活動の柱と位置づけ、中期目標としてアクションプランを策定しながら課題解決に取り組んでいます。さらに、
今年度はパリ協定が求める温暖化抑制水準と整合した温室効果ガス排出削減目標であるSBT認定取得を東芝グループが宣言していること
から、当社グループでは再生エネルギーの積極的な採用や、省エネ技術開発などによる温暖化抑制施策を2021年度からの活動計画に盛り
込み、推進していきます。また、愛知目標に基づいた生物多様性保全活動も、グループの国内外各拠点においてさまざまな活動を行っています。

東芝キヤリアグループは、ヒートポンプ技術を軸にお客さま
のご要望に的確にお応えする環境創造企業として、高品質
の熱応用ソリューションを提供します。それにより、社会な
らびに地球環境に貢献し、グローバルに成長するヒート
ポンプソリューションカンパニーを目指します。

環境ビジョン2050
東芝グループは「地球と調和した人類の豊かな生活」を2050年のある
べき姿として描き「環境ビジョン2050」を設定しています。環境影響低減
のために「地球温暖化の防止」「資源の有効活用」「化学物質の管理」の
3つの課題に取り組むことで、地球との共生を図っていきます。
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ヒートポンプ技術で、
エネルギー利用の
新しい姿を創造します。

東芝キヤリアグループ
環境活動長期ビジョン

价值创造的历史与长期愿景
History of Value Creation and Long-term Vision価値創造の歴史と長期ビジョン

※1 フランス　※2 ポーランド　※3 https://www.eccj.or.jp/bigaward/item.html　
※4 3R : Reduce（リデュース）、Reuse（リユース）、Recycle（リサイクル）
※5 2001～2012年度はボランタリープランとして実施　※6 廃棄物の最終処分率

5 東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2020 6東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2020ほ欲しいと思って手を出す前に、さっと確認、省エネマーク（関西／関西人）　へ平気なの？川や海がプラスチックであふれる（スタッフ／ナギサ）
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  シリーズ(2000)
 ・スーパーパワーエコシリーズ(2000)
 ・スーパーパワーエコ BIGシリーズ(2001) 
 ・スーパーモジュールマルチ(2003)
 ・業務用貯湯式ヒートポンプ給湯機
  「ほっとパワーエコＢＩＧ」(2004) 

■省エネ大賞受賞（５件※3）
■ 日本冷凍空調学会 技術賞
 家庭エアコン用デュアルコンプレッサー
 (2009)
■ 電気技術顕彰「でんきの礎」
 インバーターエアコン(2008)
■ 電気科学技術奨励賞
 エアコン用高効率インバーター装置の
 開発と実用化(2008)

〈製造・販売・技術開発の一体化〉
 東芝キヤリア（株）、
 東芝キヤリア空調システムズ（株）、
 東洋キヤリア工業（株）の3社が合併

〈海外事業の強化〉
 東芝キヤリア（株）設立（1999）

〈海外事業の拡大〉
 東芝キヤリア タイ社設立
 TCFGコンプレッサ（タイ）社設立
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 東芝キヤリア欧州社設立※1
 東芝キヤリア・インド社設立
 東芝キヤリア空調欧州社設立※2

〈技術開発強化〉
 新技術棟「e-Third」稼働
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■ 日本冷凍空調学会 技術賞
 熱源機「ユニバーサルスマートX」(2011)
■ 電気科学技術奨励賞
 空冷ヒートポンプ式熱源機における
 インバーターシステムの開発と実用化(2011)
■ 文部科学大臣表彰 科学技術賞
 家庭エアコン用可変気筒式
 ツインロータリーコンプレッサー(2012)
■ 地球温暖化防止活動 環境大臣表彰
 熱源機（ユニバーサルスマートX RUA-SPシリーズ）(2013)

■省エネ大賞受賞（6件※3）
■ 日本冷凍空調学会 技術賞
 ユニバーサルスマートX 3シリーズ(2015)
 大容量高効率ロータリー圧縮機
 「1000A4シリーズ」(2017)
■ 電気科学技術奨励賞
 空冷ヒートポンプ式熱源機における
 PWMコンバーターの開発と実用化(2016)
■ 地球温暖化防止活動 環境大臣表彰
 熱源機「HEATEDGE」（2017）

・富士事業所 水質測定室新設（1972）
・ISO14001取得（1997）
・「環境報告書」初発行（2003）
・本社環境組織発足（2004）

・環境経営情報システム運用開始（2005）
・富士山麓ブナ林植樹活動参加開始（2006）
・第1回東芝キヤリアグループ
 地球環境会議開催（2007）
・生物多様性活動開始（2009）
・エクセレントECP認定開始（2009）

・富士事業所ビオトープ設置（2011）
・小学生環境イベント開始（2012）
・津山事業所「岡山エコ事業所」に認定（2013）
・ecoスタイルリーダー認定開始（2014）

・グローバル環境巡視開始（2016）
・東芝グループグローバル環境アクションに
 参加開始（2017）
・富士事業所ビオトープ移転（2018）
・ecoスタイルリーダー掲示板開始（2019）
・COOL CHOICE賛同（2019）
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地球温暖化抑制地球温暖化抑制
製品においては、低GWP冷
媒の積極採用や使用時エ
ネルギーの低減を進め、温
室効果ガスの排出削減に
努めています。また、効率化
を追求したモノづくりを推
進するとともに、開発部門
の設備も効率的な使用を
推進しています。

資源有効活用資源有効活用
再生プラスチックの採用、コ
ンプレッサーのダウンサイ
ジングによる省資源化など、
製品の3R※4を推進してい
ます。また、事業活動でも歩
留まり改善や適正な分別を
行い、発生する廃棄物量の
削減に取り組んでいます。

化学物質管理化学物質管理
年々追加される各国の製品
含有化学物質規制に対応す
るため、グリーン調達を実践
しています。また、塗装工程
を変更することで使用する
化学物質を削減するなど、
製造工程における管理を継
続的に実施しています。

・蒸気レス推進・設備のインバーター化推進

製品使用冷媒
の低ＧＷＰ化

・R32採用
・R448、R449A採用（コールドチェーン機器）

・R410A採用(店舗・オフィス用空調)
・R744採用（給湯機）

2000年～ 2010年～2005年～ 2015年～

■ 電気学術振興賞 進歩賞
 DCブラシレス圧縮機駆動用ベクトル
 制御インバーターの開発(2002)

事業プロセ ス化学物質取扱量削減／取扱量原単位削減

事業プロセス廃棄物総発生量原単位削減

事業プロセス水受入量原単位削減

・グリーン調達ガイドライン発行 ・RoHS分析センター設立
・製品系化学物質管理システム(G-sys)
 運用開始（特定15物質対応）

・事業系化学物質管理システム(TOCACHEF)運用開 始
・製品系化学物質管理システム(Eco Socce-T)運用 開始
 （REACH規則対応）

・製品系化学物質管理システム(G-sysⅡ)
 運用開始（RoHS指令、REACH規則対応）

製品含有化学物質の削減・鉛フリーはんだ採用 ・特定15物質群（RoHS6物質含）の削減 ・PVC/BFRの削減

事業プロセス廃棄物総発生量削減・ゼロエミッション率0.5％未満達成※6・ゼロエミッション率１％未満達成※6・プラスチック溶融化によるサーマルリサイクル

製品への資源投入量削減・店舗オフィス用エアコン業界トップクラスの小形化

製品への再生プラスチック採用・室外機プロペラファンへの採用

事業プロセス化学物質排出量原単位削減

事業プロセス化学物質排出量削減・コンプレッサー電着塗装推進 ・コンプレッサー粉体塗装推進

東芝キヤリア（株）は、（株）東芝の空調・設備事業部と米国キヤリア社の合弁会社として1999年4月に発足して以来、空調機器をはじめ
とした環境調和型製品を多数開発し、グローバルに提供してきました。2008年には、空調機器の心臓部であるコンプレッサーを効率よく
運転させるインバーター技術が評価され、「第１回でんきの礎」を受賞しました。また、大形熱源機器「ユニバーサルスマートＸシリーズ」
が省エネ大賞経済産業大臣賞および地球温暖化防止活動環境大臣表彰を受けるなど、東芝キヤリアの空調技術が外部機関からも
多数評価されており、高い省エネ技術と冷媒変換によりCO2排出量抑制に貢献しています。

東芝グループは、2050年のあるべき姿を「環境ビジョン2050」として掲げています。それを受け、当社でも「地球温暖化抑制」「資源有効活用」
「化学物質管理」の３つを環境活動の柱と位置づけ、中期目標としてアクションプランを策定しながら課題解決に取り組んでいます。さらに、
今年度はパリ協定が求める温暖化抑制水準と整合した温室効果ガス排出削減目標であるSBT認定取得を東芝グループが宣言していること
から、当社グループでは再生エネルギーの積極的な採用や、省エネ技術開発などによる温暖化抑制施策を2021年度からの活動計画に盛り
込み、推進していきます。また、愛知目標に基づいた生物多様性保全活動も、グループの国内外各拠点においてさまざまな活動を行っています。

東芝キヤリアグループは、ヒートポンプ技術を軸にお客さま
のご要望に的確にお応えする環境創造企業として、高品質
の熱応用ソリューションを提供します。それにより、社会な
らびに地球環境に貢献し、グローバルに成長するヒート
ポンプソリューションカンパニーを目指します。

環境ビジョン2050
東芝グループは「地球と調和した人類の豊かな生活」を2050年のある
べき姿として描き「環境ビジョン2050」を設定しています。環境影響低減
のために「地球温暖化の防止」「資源の有効活用」「化学物質の管理」の
3つの課題に取り組むことで、地球との共生を図っていきます。
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ヒートポンプ技術で、
エネルギー利用の
新しい姿を創造します。

東芝キヤリアグループ
環境活動長期ビジョン

价值创造的历史与长期愿景
History of Value Creation and Long-term Vision価値創造の歴史と長期ビジョン

※1 フランス　※2 ポーランド　※3 https://www.eccj.or.jp/bigaward/item.html　
※4 3R : Reduce（リデュース）、Reuse（リユース）、Recycle（リサイクル）
※5 2001～2012年度はボランタリープランとして実施　※6 廃棄物の最終処分率

5 東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2020 6東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2020と動力使わずからくり改善 地球にやさしいエコ生産（富士／ハッサン）



TOCACHEFの使用画面

サイト監査における緊急時対応訓練の様子（TCTC）

各拠点の国際規格取得状況

ISO14001

ISO9001

ISO45001
（OHSAS18001
からの移行）

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） 
（掛川）
（TCFG） 
（TCAC）
（TCTC） 

  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
2017年12月
2019年1月
2019年8月
2019年11月

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

※1　日本国内の電力換算係数は5.31t-CO2/万kWh、海外はGHGプロトコルのデータを使用
※2　原単位には「連結売上高」を使用
※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

2019年度東芝キヤリアグループ環境アクションプラン

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
2019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 5.6万t 5.3万t ○

温室効果ガス総排出量原単位※２の改善
（2013年度基準） 94% 90% ○

・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
・高効率モノづくりの推進

廃棄物量※3の抑制 2.74千ｔ 2.73千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※2の改善（2013年度基準） 97% 90% ○ ・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※2の改善（2013年度基準） 97% 42% ○ ・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※2の改善（2013年度基準） 97% 48% ○ ・コンプレッサー粉体塗装化等により削減

CO2排出抑制量※4の拡大（累計※5） 231万t 270万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） 2.9万t 3.3万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） 210t 245t ○ ・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） 13製品 16製品 ○ ・省エネ性能No.1製品の創出による

全社コンプライアンス教育の履歴

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

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

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やISO45001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は「東芝グループ行動基準」を踏襲し、グループ員一人ひとりが、生命・安全と法令遵守を最
優先に、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

「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、法令の遵守を確実にするため、社内規程を
制定し、グローバルの全拠点で徹底しています。推進体制としては、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トップダウンでチェックして
課題解決にあたるほか、「リスク相談ホットライン」を設け、社内からも相談しやすい体制を整え
ています。また、働き方改革関連法の施行以前より、積極的な有給休暇の取得推進や、全社
業務改革プロジェクト「SmartWorks！20」において、テレワークなどを取り入れながら業務の
効率化に取り組んでいます。

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、各国の輸出関連法規を遵守するため、事前
にチェックするための手続きを定めています。各部門での1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

※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

公正な事業慣行のため、CSR調達をはじめ、公正な競争、贈賄・収賄の禁止、知
的財産の尊重などを徹底しています。そのため、 e-ラーニングや各部門員同士での相
互確認などを通じて、全従業員を対象とした教育を実施しています。また、当社の従業
員がコンプライアンスに違反した事実やその疑いがある場合、お客さまなどからご連絡
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

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、廃掃法の電子マニフェスト化やフロン排出抑制法の厳罰化などについての法改正
がありました。また、事業プロセスにおける事業系化学物質管理システム「TOCACHEF」の採用な
ど、法規に関するチェック機能を備えたツールを活用し、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

内部監査では、東芝グループ環境監査のスキームで、「環境経営監査」「サイト監査」「製品
技術監査」を実施しています。2019年度までに、サイト監査員19名、製品技術監査員17名、各国
地域監査員8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が懸念される拠点については、リス
クの撲滅を最重要課題として迅速かつ確実に対応ができるよう支援する「グローバル環境巡視」
を実施しています。

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

「東芝キヤリアグループ環境基本方針」に基づいて事業を推進するために、社長を環境経営
責任者とする体制を構築しています。部門や拠点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回の「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、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

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2017年度にスタートし、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。2019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

※「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

公司治理
Corporate governanceコーポレートガバナンス

東芝グループ行動基準教育

職務発明報奨制度関連規程の改定

輸出管理教育

ユニバーサルデザイン教育

環境教育

いきいきした働き方に関する教育

外為コンプライアンス教育

建設業法遵法教育 

お客さま満足向上教育

技術倫理教育

情報の適切な管理に関する教育

製品セキュリティ教育

墜落・転落防止措置の確実な実施と監視

電安法教育および輸出管理教育

会計コンプライアンス教育

適時開示教育

下請法教育

営業リスク教育

フロン排出抑制法の改正

1. 人権の尊重、 2. お客様の尊重、 3. 調達活動、 4. 生産・技術活動および品質活動、 
5. 営業活動、 6. 独占禁止法・官公庁取引規制等の遵守、 7. 贈賄の禁止、 8. 環境活動、 
9. 輸出管理、 10. 反社会的勢力の排除、 11. 技術者倫理の遵守、 12. 知的財産権の
尊重、 13. 適正な会計、 14. 広報活動、 15. 広告活動、 16. 職場環境の整備、 17. 情報
セキュリティ、 18. 会社財産の保全・利益相反行為の禁止、 19. 社会とのかかわり

東芝グループ行動基準一覧

7 東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2020 8東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2020ち地球からの支持率No.1を目指しましょう（富士／グレタ）　りリサイクル 限りある資源の 再利用（関係会社／たけたけ）



TOCACHEFの使用画面

サイト監査における緊急時対応訓練の様子（TCTC）

各拠点の国際規格取得状況

ISO14001

ISO9001

ISO45001
（OHSAS18001
からの移行）

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） 
（掛川）
（TCFG） 
（TCAC）
（TCTC） 

  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
2017年12月
2019年1月
2019年8月
2019年11月

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

※1　日本国内の電力換算係数は5.31t-CO2/万kWh、海外はGHGプロトコルのデータを使用
※2　原単位には「連結売上高」を使用
※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

2019年度東芝キヤリアグループ環境アクションプラン

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
2019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 5.6万t 5.3万t ○

温室効果ガス総排出量原単位※２の改善
（2013年度基準） 94% 90% ○

・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
・高効率モノづくりの推進

廃棄物量※3の抑制 2.74千ｔ 2.73千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※2の改善（2013年度基準） 97% 90% ○ ・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※2の改善（2013年度基準） 97% 42% ○ ・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※2の改善（2013年度基準） 97% 48% ○ ・コンプレッサー粉体塗装化等により削減

CO2排出抑制量※4の拡大（累計※5） 231万t 270万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） 2.9万t 3.3万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） 210t 245t ○ ・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） 13製品 16製品 ○ ・省エネ性能No.1製品の創出による

全社コンプライアンス教育の履歴

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

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

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やISO45001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は「東芝グループ行動基準」を踏襲し、グループ員一人ひとりが、生命・安全と法令遵守を最
優先に、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

「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、法令の遵守を確実にするため、社内規程を
制定し、グローバルの全拠点で徹底しています。推進体制としては、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トップダウンでチェックして
課題解決にあたるほか、「リスク相談ホットライン」を設け、社内からも相談しやすい体制を整え
ています。また、働き方改革関連法の施行以前より、積極的な有給休暇の取得推進や、全社
業務改革プロジェクト「SmartWorks！20」において、テレワークなどを取り入れながら業務の
効率化に取り組んでいます。

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、各国の輸出関連法規を遵守するため、事前
にチェックするための手続きを定めています。各部門での1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

※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

公正な事業慣行のため、CSR調達をはじめ、公正な競争、贈賄・収賄の禁止、知
的財産の尊重などを徹底しています。そのため、 e-ラーニングや各部門員同士での相
互確認などを通じて、全従業員を対象とした教育を実施しています。また、当社の従業
員がコンプライアンスに違反した事実やその疑いがある場合、お客さまなどからご連絡
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

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、廃掃法の電子マニフェスト化やフロン排出抑制法の厳罰化などについての法改正
がありました。また、事業プロセスにおける事業系化学物質管理システム「TOCACHEF」の採用な
ど、法規に関するチェック機能を備えたツールを活用し、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

内部監査では、東芝グループ環境監査のスキームで、「環境経営監査」「サイト監査」「製品
技術監査」を実施しています。2019年度までに、サイト監査員19名、製品技術監査員17名、各国
地域監査員8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が懸念される拠点については、リス
クの撲滅を最重要課題として迅速かつ確実に対応ができるよう支援する「グローバル環境巡視」
を実施しています。

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

「東芝キヤリアグループ環境基本方針」に基づいて事業を推進するために、社長を環境経営
責任者とする体制を構築しています。部門や拠点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回の「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、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

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2017年度にスタートし、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。2019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

※「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

公司治理
Corporate governanceコーポレートガバナンス

東芝グループ行動基準教育

職務発明報奨制度関連規程の改定

輸出管理教育

ユニバーサルデザイン教育

環境教育

いきいきした働き方に関する教育

外為コンプライアンス教育

建設業法遵法教育 

お客さま満足向上教育

技術倫理教育

情報の適切な管理に関する教育

製品セキュリティ教育

墜落・転落防止措置の確実な実施と監視

電安法教育および輸出管理教育

会計コンプライアンス教育

適時開示教育

下請法教育

営業リスク教育

フロン排出抑制法の改正

1. 人権の尊重、 2. お客様の尊重、 3. 調達活動、 4. 生産・技術活動および品質活動、 
5. 営業活動、 6. 独占禁止法・官公庁取引規制等の遵守、 7. 贈賄の禁止、 8. 環境活動、 
9. 輸出管理、 10. 反社会的勢力の排除、 11. 技術者倫理の遵守、 12. 知的財産権の
尊重、 13. 適正な会計、 14. 広報活動、 15. 広告活動、 16. 職場環境の整備、 17. 情報
セキュリティ、 18. 会社財産の保全・利益相反行為の禁止、 19. 社会とのかかわり

東芝グループ行動基準一覧
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地球温暖化抑制

事
業
活
動
を
通
じ
て
解
決
す
る
3
つ
の
環
境
課
題

資源有効活用

化学物質管理

調 達企画・開発 製 造 販売・営業活動・物流 設置工事 使用・サービス 製品の廃棄

●省エネ性の高い製品および　
それらの効率的な活用技術の
開発
●低GWP冷媒応用技術の開発 
●冷媒漏れ検知技術開発
●製品の最適形状化による輸送
時のエネルギー削減
●開発試験の効率化
●製品への省エネモードの搭載

●グリーン調達の促進
●低GWP冷媒の調達

●使用エネルギー削減
　例）蒸気レス化　　　　　　　　　
　　 製造の効率化

●製造工程でのフロン類漏えい　
対策
●製品からのフロン類漏えい防止
検査

●お客さまへの省エネソリュー
ション提案
●熱中症対策支援
●輸送エネルギー削減
　例）荷積の最適化　　　　　　　
　　 モーダルシフト　　　　　　　
　　 ハイブリッド営業車導入

●省エネや冷媒に関する　　　
お客さまへの情報開示

●フロン封入作業時の漏えい　
対策
●入替工事時の確実なフロン　
回収
●冷媒フロン類取り扱い技術者
講習実施

●省エネ運用支援
●性能低下・故障リスク低減に　
よる使用エネルギー削減
　例）遠隔監視システム　　　　　　
　　 定期メンテナンス　　　　　　　
　 　コールセンター　

●フロン排出抑制法対応支援
　例）REMACの提供

●フロン類漏えい防止と回収
●冷媒フロン類取り扱い技術者
講習実施

●小型化・軽量化・構造の最適化
による材料削減
●再生プラスチックの採用
●レアメタルの使用量削減
●最適材料での腐食などの予防
による長寿命化
●水使用製品における水使用量
の削減
　例）水使用量の見える化　　　　　
　　 銀イオン採用による水の再利用

●調達部品の梱包材削減
　例）輸送時の梱包材「通い箱」利用

●取引素材の有効利用に関する
協働
　例）銅端材の引き取り（再素材化）

●発注・受け取り業務のIT化

●不良発生の撲滅による廃棄物
発生抑制
●廃棄物の分別による有価化
　例）プラスチック廃棄物を固形燃料へ
　　 成形（サーマルリサイクル）

●水の使用量削減
●デジタル作業手順書の導入
●廃掃法の電子マニフェスト採用

●製品の小型・軽量化による　
輸送梱包削減
●再使用可能なJRコンテナの　
採用
●事務作業のペーパーレス化　
推進
●資源有効活用に関する　　　
お客さまへの情報開示

●廃掃法の電子マニフェスト　
採用（廃棄物の適正処理）
●梱包材や建材などの再利用の
促進
　例）既設配管の再利用

●性能低下・故障リスク低減に 
よる長寿命化
　例）遠隔監視システム　　　　　　
　　 定期メンテナンス　　　　　　
　　 コールセンター

●廃掃法の電子マニフェスト　
採用（廃棄物の適正処理）
●機器に付帯する廃棄物の　　
再利用の促進
　例）使用後のプラスチックファンの　
　　 再生利用

●WEEE指令対応

●製品に含有される化学物質の
削減・使用中止・代替化
●RoHS指令対応部品の採用
●REACH規則への対応

●調達取引先さまへの、環境リス
クのある化学物質の不使用・代
替化支援
●RoHS指令・REACH規則対応
のためのサプライチェーン管理
　例）G-sysⅡによる化学物質管理

●RoHS指令対応のための工程
管理支援
　例）フタル酸エステルを含む備品の　　
　　 保管適正化（接触による移行の防止）

●製造工程で使用する化学物質
漏えい対策
●製造工程で使用する化学物質
の削減・代替
　例）TOCHACEFによる化学物質管理

●RoHS指令対応のための工程
管理
　例）フタル酸エステルを含む備品の　　
　　 保管適正化（接触による移行の防止）

●車両のガソリンの削減による
環境事故リスク低減
　例）モーダルシフト　　　　　　　
　　 ハイブリッド営業車導入

●製品化学物質情報の開示

●入替工事の際の既設機器に　
含有または付帯される　　　
化学物質の適正な処理
　例）水銀　　　　　　　　　　　
　　 PCB　　　　　　　　　　　
　　 アスベスト　　　　　　　　　
　　 冷媒配管内冷凍機油

●性能低下・故障リスク低減に 
よる化学物質漏えい撲滅
　例）遠隔監視システム　　　　　　
　　 定期メンテナンス　　　　　　
　　 コールセンター

●廃棄する機器に含有または　
付帯する化学物質の適正な　
処理
　例）水銀　　　　　　　　　　　
　　 PCB　　　　　　　　　　　
　　 アスベスト　　　　　　　　　
　　 冷媒配管内冷凍機油

●J-MOSS対応

价值链中的环境问题提取与各应对措施
Identification of Environmental Issues in the   Value Chain, and Responsesバリューチェーンにおける環境課題抽出と各対応

東芝キヤリアグループは、製品の企画・開発、原材料の調達、製造プロセス、販売・営業・物流の各場面、製品の設置、お客さまの製品使
用時、製品の廃棄に至るまでをバリューチェーンととらえ、冷凍・空調事業における環境調和型製品の創出・提供に取り組んでいます。
バリューチェーンにおいて、「地球温暖化抑制」「資源有効活用」「化学物質管理」を3つの大きな環境課題として抽出し、対応を推進して
きました。2017年度からSDGsとの関連付けも行い、取り組みを整理、明確化しています。

「地球温暖化抑制」では、特に製品使用時のエネルギー削減や低ＧＷＰ冷媒を採用した製品開発を行い、フロン類の管理体制を徹底し
ています。「資源有効活用」では、材料削減や再生プラスチックの採用を進め、無駄を最小限に抑えた製造体制を整えるとともに、廃棄
物の削減を進めています。「化学物質管理」では、調達時および製品に含まれる化学物質の使用量削減のほか、製造時における代替化
を進めています。次頁からは、バリューチェーンにおける「企画・開発」や、「製造」の取り組みを紹介します。
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を多くの人の力が集まるecoキャップ回収運動（スタッフ／唯）　わわかったと思ったときには遅い、地球温暖化（関係会社／たにやん）
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資源有効活用

化学物質管理

調 達企画・開発 製 造 販売・営業活動・物流 設置工事 使用・サービス 製品の廃棄

●省エネ性の高い製品および　
それらの効率的な活用技術の
開発
●低GWP冷媒応用技術の開発 
●冷媒漏れ検知技術開発
●製品の最適形状化による輸送
時のエネルギー削減
●開発試験の効率化
●製品への省エネモードの搭載

●グリーン調達の促進
●低GWP冷媒の調達

●使用エネルギー削減
　例）蒸気レス化　　　　　　　　　
　　 製造の効率化

●製造工程でのフロン類漏えい　
対策
●製品からのフロン類漏えい防止
検査

●お客さまへの省エネソリュー
ション提案
●熱中症対策支援
●輸送エネルギー削減
　例）荷積の最適化　　　　　　　
　　 モーダルシフト　　　　　　　
　　 ハイブリッド営業車導入

●省エネや冷媒に関する　　　
お客さまへの情報開示

●フロン封入作業時の漏えい　
対策
●入替工事時の確実なフロン　
回収
●冷媒フロン類取り扱い技術者
講習実施

●省エネ運用支援
●性能低下・故障リスク低減に　
よる使用エネルギー削減
　例）遠隔監視システム　　　　　　
　　 定期メンテナンス　　　　　　　
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　例）REMACの提供

●フロン類漏えい防止と回収
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講習実施
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●再生プラスチックの採用
●レアメタルの使用量削減
●最適材料での腐食などの予防
による長寿命化
●水使用製品における水使用量
の削減
　例）水使用量の見える化　　　　　
　　 銀イオン採用による水の再利用

●調達部品の梱包材削減
　例）輸送時の梱包材「通い箱」利用

●取引素材の有効利用に関する
協働
　例）銅端材の引き取り（再素材化）

●発注・受け取り業務のIT化

●不良発生の撲滅による廃棄物
発生抑制
●廃棄物の分別による有価化
　例）プラスチック廃棄物を固形燃料へ
　　 成形（サーマルリサイクル）

●水の使用量削減
●デジタル作業手順書の導入
●廃掃法の電子マニフェスト採用

●製品の小型・軽量化による　
輸送梱包削減
●再使用可能なJRコンテナの　
採用
●事務作業のペーパーレス化　
推進
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●廃掃法の電子マニフェスト　
採用（廃棄物の適正処理）
●梱包材や建材などの再利用の
促進
　例）既設配管の再利用

●性能低下・故障リスク低減に 
よる長寿命化
　例）遠隔監視システム　　　　　　
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　　 コールセンター

●廃掃法の電子マニフェスト　
採用（廃棄物の適正処理）
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再利用の促進
　例）使用後のプラスチックファンの　
　　 再生利用

●WEEE指令対応

●製品に含有される化学物質の
削減・使用中止・代替化
●RoHS指令対応部品の採用
●REACH規則への対応

●調達取引先さまへの、環境リス
クのある化学物質の不使用・代
替化支援
●RoHS指令・REACH規則対応
のためのサプライチェーン管理
　例）G-sysⅡによる化学物質管理

●RoHS指令対応のための工程
管理支援
　例）フタル酸エステルを含む備品の　　
　　 保管適正化（接触による移行の防止）

●製造工程で使用する化学物質
漏えい対策
●製造工程で使用する化学物質
の削減・代替
　例）TOCHACEFによる化学物質管理

●RoHS指令対応のための工程
管理
　例）フタル酸エステルを含む備品の　　
　　 保管適正化（接触による移行の防止）

●車両のガソリンの削減による
環境事故リスク低減
　例）モーダルシフト　　　　　　　
　　 ハイブリッド営業車導入

●製品化学物質情報の開示

●入替工事の際の既設機器に　
含有または付帯される　　　
化学物質の適正な処理
　例）水銀　　　　　　　　　　　
　　 PCB　　　　　　　　　　　
　　 アスベスト　　　　　　　　　
　　 冷媒配管内冷凍機油

●性能低下・故障リスク低減に 
よる化学物質漏えい撲滅
　例）遠隔監視システム　　　　　　
　　 定期メンテナンス　　　　　　
　　 コールセンター

●廃棄する機器に含有または　
付帯する化学物質の適正な　
処理
　例）水銀　　　　　　　　　　　
　　 PCB　　　　　　　　　　　
　　 アスベスト　　　　　　　　　
　　 冷媒配管内冷凍機油

●J-MOSS対応

价值链中的环境问题提取与各应对措施
Identification of Environmental Issues in the   Value Chain, and Responsesバリューチェーンにおける環境課題抽出と各対応

東芝キヤリアグループは、製品の企画・開発、原材料の調達、製造プロセス、販売・営業・物流の各場面、製品の設置、お客さまの製品使
用時、製品の廃棄に至るまでをバリューチェーンととらえ、冷凍・空調事業における環境調和型製品の創出・提供に取り組んでいます。
バリューチェーンにおいて、「地球温暖化抑制」「資源有効活用」「化学物質管理」を3つの大きな環境課題として抽出し、対応を推進して
きました。2017年度からSDGsとの関連付けも行い、取り組みを整理、明確化しています。

「地球温暖化抑制」では、特に製品使用時のエネルギー削減や低ＧＷＰ冷媒を採用した製品開発を行い、フロン類の管理体制を徹底し
ています。「資源有効活用」では、材料削減や再生プラスチックの採用を進め、無駄を最小限に抑えた製造体制を整えるとともに、廃棄
物の削減を進めています。「化学物質管理」では、調達時および製品に含まれる化学物質の使用量削減のほか、製造時における代替化
を進めています。次頁からは、バリューチェーンにおける「企画・開発」や、「製造」の取り組みを紹介します。
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かかい物に 行く前確認 マイバッグとマイボトル（関係会社／いちご）　よ汚れた食器や調理器具。洗う前に油を拭き取ろう（関係会社／かぶぬしGT）
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従来
329kg 182kg

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」

4
63

従来(SMMS-i)

1,800×1,210×780mm
2,137×990×390mm

MiNi-SMMS
同等能力の室外機の小形・軽量化（例）

147kg
削減

エクセレントECP製品
年度別登録件数

海外向け 日本向け

为解决产品策划与开发中环境问题 的措施
Efforts to Resolve Environmental Iss  ues in Product Planning and Development製品の企画・開発における環境課題解決への取り組み

「地球温暖化抑制」「資源有効活用」「化学物質管理」の3要素で、上市時
点において主要環境性能が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。2019年度は新たに4つの製品が認定され、全部
で63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

※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ス
テージを考えた場合、「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。2019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93万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つの大きな施策として、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ています。これらの製品開発を進めることによ
り、パリ協定に定められた目標達成への貢献を目指しています。そのほか、製品の
最適形状化による輸送時の積載方法の効率化や、開発試験の最適化による
エネルギーの削減も実施しています。

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

国内外に向けた、さまざまな用途のエクセレントECP製品の一部を紹介します。
Introduction of the excellent ECPs / 优秀的 ECP 产品的介绍
エクセレントECP製品の紹介

東芝キヤリアグループでは、全製品において「地球温暖化抑制」「資源有効活用」「化学物質管理」の3つの課題解決に取り組み、
環境性能を継続的に向上させることで、環境調和型製品（ECP）を創出しています。ここでは、バリューチェーンの中でも重点を置
く製品の「企画・開発」時について紹介します。

地球環境に影響がある化学物質の製品使用において、欧州をはじめ世界各国
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。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、2020年6月時点で209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、多種の製品の製造がある富士事業所では、製品系化
学物質管理システム「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）

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、海外での受賞
実績もあります。

ミニスーパーモジュールマルチ
(MiNi-SMMS)
海外市場の小規模商用施設や大
型住宅に対応した横吹き形の
MiNi-SMMSシリーズの中でも大
能力の機種です。従来この能力帯
は、縦吹き形で大きいサイズの製
品でしたが、新開発の高効率コン
プレッサーを搭載した小形機種と
して対応しました。室外機の小形・
軽量化により省資源化を実現して
います。

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℃までの給湯が可
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。

スーパーパワーエコ暖太郎
寒冷地対応の空調機で、新規開発
の「液インジェクションツインロー
タリーコンプレッサ－」の採用によ
り、厳寒時でも安定した高暖房運
転を実現するとともに、高い省エ
ネ性を実現しています。低GWP
冷媒であるR32冷媒を採用してい
るほか、室外機の小形・軽量化、室
外機用ファンなどに再生プラス
チックを利用し、資源を有効活用
しています。

屋外設置小形
インバーター冷凍機
コンビニエンスストアの冷凍用や
別置ショーケースなどの室外ユ
ニットとして使用される冷凍機で、
より小さい出力での運転が可能に
なり、高い省エネ性を実現してい
ます。低GWP冷媒であるR448A、
R449Aにも対応し、室外機用ファ
ンなどに再生プラスチックを利用
し、資源を有効活用しています。

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。

Multi-type Air Conditioning System / 复合型空调系统
マルチ空調システム エクセレント

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

エクセレント

ECP

海外向けヒートポンプ給湯機
Heat Pump Water Heaters for Overseas Customers / 海外热泵供给热水机

エクセレント

ECP

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

エクセレント

ECP

換気機器
Ventilators / 通风设备

エクセレント

ECP

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省資源設計を実
践しています。Reduceの一例として、マルチ空調システムの室外機において、縦吹
き形を横吹き形にすることにより小形・軽量化を図るとともに、設置場所の省スペー
ス化を図っています。Recycleでは、プロペラファン、ベルマウス、吹き出しキャビネット
などに再生プラスチックを採用しています。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。さらに、レアメタルの使用量の
削減や、最適材料を選定して劣化や腐食などを予防し長寿命化を図っています。
エコキュートにおいては、使用時の水使用量表示や、水を再生利用する機能を搭
載し、節水を支援しています。

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

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

MMY-MAP2206HT8P

HWS-P1104HR-E

ROA-HRP801HS

TAM130AU-SV

DVP-TD14CLDT

MCY-MHP1404HT8-C

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）

低GWP冷媒を採用した製品群

※1 基準機種（2000年）との比較　※２ 基準機種（2002年）との比較

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

化学物質管理

資源有効
活用

本体軽量化や
水削減 ※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。
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 低ＧＷＰ冷媒採用

地球温暖化抑制

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

12%
削減※1

再生プラ
年間

CO2排出量

51%
削減※1

資源有効
活用

冷媒
対応 再生プラ

年間
CO2排出量

64%
削減※1

PVC
削減

資源有効
活用

冷媒
対応 再生プラ

年間
CO2排出量

37%
削減※1

PVC
削減

再生プラ
年間

CO2排出量

64%
削減※2

PVC
削減

ーバリューチェーンマネジメントー地球環境と向き合う
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た待機電力を減らして、お財布にやさしい省エネ貢献（関係会社／なが）　れレジ袋むやみにすてるな、タダじやない（九州／K・T）
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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 2019

10

57 2
59

従来
329kg 182kg

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」

4
63

従来(SMMS-i)

1,800×1,210×780mm
2,137×990×390mm

MiNi-SMMS
同等能力の室外機の小形・軽量化（例）

147kg
削減

エクセレントECP製品
年度別登録件数

海外向け 日本向け

为解决产品策划与开发中环境问题 的措施
Efforts to Resolve Environmental Iss  ues in Product Planning and Development製品の企画・開発における環境課題解決への取り組み

「地球温暖化抑制」「資源有効活用」「化学物質管理」の3要素で、上市時
点において主要環境性能が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。2019年度は新たに4つの製品が認定され、全部
で63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

※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ス
テージを考えた場合、「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。2019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93万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つの大きな施策として、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ています。これらの製品開発を進めることによ
り、パリ協定に定められた目標達成への貢献を目指しています。そのほか、製品の
最適形状化による輸送時の積載方法の効率化や、開発試験の最適化による
エネルギーの削減も実施しています。

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

国内外に向けた、さまざまな用途のエクセレントECP製品の一部を紹介します。
Introduction of the excellent ECPs / 优秀的 ECP 产品的介绍
エクセレントECP製品の紹介

東芝キヤリアグループでは、全製品において「地球温暖化抑制」「資源有効活用」「化学物質管理」の3つの課題解決に取り組み、
環境性能を継続的に向上させることで、環境調和型製品（ECP）を創出しています。ここでは、バリューチェーンの中でも重点を置
く製品の「企画・開発」時について紹介します。

地球環境に影響がある化学物質の製品使用において、欧州をはじめ世界各国
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。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、2020年6月時点で209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、多種の製品の製造がある富士事業所では、製品系化
学物質管理システム「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）

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、海外での受賞
実績もあります。

ミニスーパーモジュールマルチ
(MiNi-SMMS)
海外市場の小規模商用施設や大
型住宅に対応した横吹き形の
MiNi-SMMSシリーズの中でも大
能力の機種です。従来この能力帯
は、縦吹き形で大きいサイズの製
品でしたが、新開発の高効率コン
プレッサーを搭載した小形機種と
して対応しました。室外機の小形・
軽量化により省資源化を実現して
います。

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℃までの給湯が可
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。

スーパーパワーエコ暖太郎
寒冷地対応の空調機で、新規開発
の「液インジェクションツインロー
タリーコンプレッサ－」の採用によ
り、厳寒時でも安定した高暖房運
転を実現するとともに、高い省エ
ネ性を実現しています。低GWP
冷媒であるR32冷媒を採用してい
るほか、室外機の小形・軽量化、室
外機用ファンなどに再生プラス
チックを利用し、資源を有効活用
しています。

屋外設置小形
インバーター冷凍機
コンビニエンスストアの冷凍用や
別置ショーケースなどの室外ユ
ニットとして使用される冷凍機で、
より小さい出力での運転が可能に
なり、高い省エネ性を実現してい
ます。低GWP冷媒であるR448A、
R449Aにも対応し、室外機用ファ
ンなどに再生プラスチックを利用
し、資源を有効活用しています。

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。

Multi-type Air Conditioning System / 复合型空调系统
マルチ空調システム エクセレント

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

エクセレント

ECP

海外向けヒートポンプ給湯機
Heat Pump Water Heaters for Overseas Customers / 海外热泵供给热水机

エクセレント

ECP

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

エクセレント

ECP

換気機器
Ventilators / 通风设备

エクセレント

ECP

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省資源設計を実
践しています。Reduceの一例として、マルチ空調システムの室外機において、縦吹
き形を横吹き形にすることにより小形・軽量化を図るとともに、設置場所の省スペー
ス化を図っています。Recycleでは、プロペラファン、ベルマウス、吹き出しキャビネット
などに再生プラスチックを採用しています。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。さらに、レアメタルの使用量の
削減や、最適材料を選定して劣化や腐食などを予防し長寿命化を図っています。
エコキュートにおいては、使用時の水使用量表示や、水を再生利用する機能を搭
載し、節水を支援しています。

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

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

MMY-MAP2206HT8P

HWS-P1104HR-E

ROA-HRP801HS

TAM130AU-SV

DVP-TD14CLDT

MCY-MHP1404HT8-C

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）

低GWP冷媒を採用した製品群

※1 基準機種（2000年）との比較　※２ 基準機種（2002年）との比較

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

化学物質管理

資源有効
活用

本体軽量化や
水削減 ※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。
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 低ＧＷＰ冷媒採用

地球温暖化抑制

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

12%
削減※1

再生プラ
年間

CO2排出量

51%
削減※1

資源有効
活用

冷媒
対応 再生プラ

年間
CO2排出量

64%
削減※1

PVC
削減

資源有効
活用

冷媒
対応 再生プラ

年間
CO2排出量

37%
削減※1

PVC
削減

再生プラ
年間

CO2排出量

64%
削減※2

PVC
削減

ーバリューチェーンマネジメントー地球環境と向き合う
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そそれはゴミ？ ちょっとの工夫で ゴミから再生（関係会社／ちこ）　つ作ってみようグリーンカーテン お庭でできる暑さ対策（関係会社／みぃ）



キム）地球温暖化抑制に向けた、皆さんの努力がよくわかりましたが、
（TCTC）では、工場の廃棄物削減についても積極的に取り組んでいま
すので紹介させてください。まず、ペーパーレス化の一環として、組立ライン
で使う作業手順書をタブレットに切り替えるプロジェクトが進んでいます。こ
れにより、紙の節約はもちろん、作業効率も向上しました。また、部品運送
用の梱包箱とパレットを調達取引先さまに返却することで廃棄物量を削
減しています。

山本）（TCTC）は、使用済みの木製パ
レットを寄付するなど、廃棄しないで有効に
活用するユニークな活動を行っていると聞
きましたが、それについても是非紹介してく
ださい。

キム）先ほど申し上げた調達取引先さま
への返却は、国内で部品を調達した場合
です。しかし、海外から部品を輸入する際の
梱包箱は使用後に廃棄物になってしまうの
で、それを削減するために非営利法人に寄
付しています。その量は直近4年間の累計で
65tになりました。その木材が、福祉目的での
住居建築に利用されるなど、社会に貢献し
ていることを聞くと嬉しいですね。また、
（TCTC）の従業員で行うリサイクルコンテストでは、驚くような作品がたくさ
ん登場します。このようなアイディアは、環境担当と従業員との日常的な会
話から生まれるもので、（TCTC）の素晴らしい文化だと思っています。

山本）従業員全員が廃棄物を出さないために知恵を絞っていることがよ
くわかります。（津山）でも端材を極力出さずに鉄材をカットするパンチ手法
を取り入れていますが、それを断熱材のカットにも展開しました。また、塗装
前処理薬品を変更することで化学物質削減ができ、汚泥などの沈殿物
（スラッジ）もほとんどなくなって同時に廃棄物の削減にもなりました。

高山）（富士）では、立地的な特徴として敷地の地下を富士山の湧
き水が通っていて、これを資源として再利用する取り組みがありま

す。地下水の温度は一年を通して約15℃で一定なので、
冷却塔設備の代わりに使うことで電力量削減にもつながり、
今後は空調の冷熱源としての利用も検討しています。さらに

地下水は、工場内の生活用水としても利用されています。

楊）（TCAC）は、熱交換器の製造で銅をたくさん使いますが、その工程
で出た銅の端材が廃棄物になってしまうことが課題でした。その削減策とし
て、銅の調達取引先さまに持ち帰ってもらい、その重量相当の代金を次回
の納入時で相殺するようにしました。また、冷媒や廃油は有価物として、資
格ある業者で処理してもらうようにしました。

山本）（津山）でも塗装不良で出た塗料の廃棄を減らす活動をしていま
す。中国では、都市生活ごみの再生利用を推進していると聞きました。工
場で出たごみがレンガとして再生されているという話ですが、それはすごい
ですね。

製造プロセスにかかわる環境部 門のキーパーソンが語り合う
Discussions among Key Persons in the Environmental Department Involved in the  Manufacturing Process  / 与制造工艺相关的环境部门关建人物相互畅谈

高山）（富士）は、東芝キヤリアグループの中でも最大規模の製造・開発
拠点です。約50年にわたり、空調機器の製造を行ってきた（富士）では、
製造で使用する電力（以下、製造系）が開発で使用する電力（以下、開
発系）よりも多い状態で推移してきました。ところが、2015年度を境にそれが
逆転しました。その理由として、さまざまな省エネ活動を取り入れたことで製
造系が削減できた一方、開発試験業務が年々増えたことがあげられます。

楊）（富士）には新技術棟「e-Third」ができて、ますます開発推進体制
が強化されましたね。

高山）当社が提供する空調機器をはじめとした「省エネソリューション」
のさまざまな実証実験を行う技術棟そのものが省エネを追求した建物で
あるため、環境担当として温度管理や照明管理など、これからしっかり目を
配っていきたいと思います。また、CO2削減の観点から言うと、開発試験で
自社の省エネ製品を使うことで改善に結びつけています。

山本）（津山）は大形機器を中心とした製造拠点で、以前からエネル
ギー消費の削減に取り組んできました。製造用の設備を入れ替える時は
省エネ性を重視し、これまでも大幅なエネルギー削減を実現してきました。

そうした取り組みでは、2007年から
導入している電力監視システムで
得られた分析結果をもとに改善の
優先順位をつけ、地道に努力を続
けてきたという背景があります。
そのような改善活動の積
み重ねが評価され、数
年前には賞※をいただ

きました。（津山）は大形機器の製造部門だけですが、その開発にあたる
掛川の開発センターが、（津山）と同等の電力使用量であることを踏まえる
と、（富士）における取り組みでも工夫が必要になりますね。

キム）（TCTC）でも、同様に電力使用量を減らすことがテーマです。その
ため、照明のLED化やエアコンのインバータ化に取り組んでいます。また、
高山さんが言ったとおり、（TCTC）も開発試験室の電力使用の比率が
多くなっていますので、削減方法を模索中です。さらに、工場での太陽光
発電も検討中ですが、さまざま条件面でハードルが高いのも事実ですね。

楊）中国では、政府が太陽光発電を推奨していて、発電用のパネルを設

置する会社に対して還付などの優遇措置もあります。環境担当としても積
極的に新拠点への導入を考えています。耐荷重の問題など、設置に関す
る諸問題を考慮し、工場棟の屋上への設置で話を進めています。

山本）太陽光発電は（津山）も導入を検討しなければならないと思っ
ています。事業所全体の電力使用が、電力会社との契約範囲の上限
に近づいている今の状況では、太陽光発電との併用も選択肢の1つ
で、状況に応じた対応が大切だと思っています。これからは、SBT認定
（P2記載）の観点からも東芝キヤリアグループとして検討を続けることが
大切ですね。

特集1 拠点環境担当者座談会

● 文中の拠点名表記について…（富士）： 富士事業所、（津山）： 津山事業所、  （TCTC）： 東芝キヤリア タイ社、（TCAC）： 東芝キヤリア中国社

日本・タイ・中国の各製造拠点の環境部門キー パーソンが、リモートで座談会を行いました。
バリューチェーン上の製造プロセスにお ける環境課題に対する取り組みを中心に、

各拠点が実施しているさまざまな環境活動が 紹介され、充実した意見交換が展開されました。

電力使用量の削減など、各拠点で取り組んでいる
地球温暖化抑制に向けた活動をご紹介ください

廃棄物の量を減らし資源を有効に利用する
取り組みや、さまざまなプロセスで行っている
化学物質管理についてお聞かせください

（TCTC）が寄付した木製パレット(上)と
木製パレットを再利用してつくった家(下)

※平成28年度 エネルギー管理功労者
　中国経済産業局長賞受賞

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

201020092008200720062005 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

（年度）

（年度）

製造系電力使用量

開発系電力使用量

（富士）の電力使用量推移と対応

2015年度から製造系と
開発系の電力使用量が逆転
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システム

高効率
空調機 高効率

空調機

照明LED化
14F～16F

省エネ型
板金加工機

遮光ネット

2019年度総使用量：
（対2005年度）37%削減

（津山）のエネルギー使用量（原油換算）推移と削減施策の導入

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。

電力

その他

実質生産高
原単位

（富士）は、当社最大規模の事業
所で、主に業務用空調機器や
給湯機器、換気機器の設計開
発と製造を行っています。環境
への影響を最小限にするため、
私の部門では、開発試験や製
造現場のインフラ設備、工事の
管理を行うほか、ISO推進、廃
棄物管理、環境における遵法管
理やビオトープの管理を行い、
環境・CSRの両面で効果的な施
策を企画・実行しています。
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（津山）は、大形熱源機などを
製造している事業所で、豊か
な自然環境に位置しています。
私の部門では、消費電力をは
じめとした事業所で使われる
エネルギーの監視、排水や廃
棄物の管理を行い、環境関連
の遵法やISOについて、さま
ざまな対応業務を行っていま
す。また、希少な動植物を保
護するなど、生物多様性保全
にも力を入れています。
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評価、排水・廃棄物の管理、環
境アセスメントやISO推進な
どを実施しています。環境活
動では、地元NGOや近隣企
業と協働してさまざまな活動
を展開しています。現在建設
中の新拠点には、環境負荷を
低減するさまざまな施策を盛
り込んでいます。
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やん　りー
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点で、ここから世界各地域に向
けて出荷されています。私の部
門では、消費エネルギーの監
視、排水・廃棄物の管理、ISO推
進を行っています。敷地内の自
然環境は乏しいですが、社外で
の環境・CSR活動を積極的に実
施しています。
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キム）地球温暖化抑制に向けた、皆さんの努力がよくわかりましたが、
（TCTC）では、工場の廃棄物削減についても積極的に取り組んでいま
すので紹介させてください。まず、ペーパーレス化の一環として、組立ライン
で使う作業手順書をタブレットに切り替えるプロジェクトが進んでいます。こ
れにより、紙の節約はもちろん、作業効率も向上しました。また、部品運送
用の梱包箱とパレットを調達取引先さまに返却することで廃棄物量を削
減しています。

山本）（TCTC）は、使用済みの木製パ
レットを寄付するなど、廃棄しないで有効に
活用するユニークな活動を行っていると聞
きましたが、それについても是非紹介してく
ださい。

キム）先ほど申し上げた調達取引先さま
への返却は、国内で部品を調達した場合
です。しかし、海外から部品を輸入する際の
梱包箱は使用後に廃棄物になってしまうの
で、それを削減するために非営利法人に寄
付しています。その量は直近4年間の累計で
65tになりました。その木材が、福祉目的での
住居建築に利用されるなど、社会に貢献し
ていることを聞くと嬉しいですね。また、
（TCTC）の従業員で行うリサイクルコンテストでは、驚くような作品がたくさ
ん登場します。このようなアイディアは、環境担当と従業員との日常的な会
話から生まれるもので、（TCTC）の素晴らしい文化だと思っています。

山本）従業員全員が廃棄物を出さないために知恵を絞っていることがよ
くわかります。（津山）でも端材を極力出さずに鉄材をカットするパンチ手法
を取り入れていますが、それを断熱材のカットにも展開しました。また、塗装
前処理薬品を変更することで化学物質削減ができ、汚泥などの沈殿物
（スラッジ）もほとんどなくなって同時に廃棄物の削減にもなりました。

高山）（富士）では、立地的な特徴として敷地の地下を富士山の湧
き水が通っていて、これを資源として再利用する取り組みがありま

す。地下水の温度は一年を通して約15℃で一定なので、
冷却塔設備の代わりに使うことで電力量削減にもつながり、
今後は空調の冷熱源としての利用も検討しています。さらに

地下水は、工場内の生活用水としても利用されています。

楊）（TCAC）は、熱交換器の製造で銅をたくさん使いますが、その工程
で出た銅の端材が廃棄物になってしまうことが課題でした。その削減策とし
て、銅の調達取引先さまに持ち帰ってもらい、その重量相当の代金を次回
の納入時で相殺するようにしました。また、冷媒や廃油は有価物として、資
格ある業者で処理してもらうようにしました。

山本）（津山）でも塗装不良で出た塗料の廃棄を減らす活動をしていま
す。中国では、都市生活ごみの再生利用を推進していると聞きました。工
場で出たごみがレンガとして再生されているという話ですが、それはすごい
ですね。

製造プロセスにかかわる環境部 門のキーパーソンが語り合う
Discussions among Key Persons in the Environmental Department Involved in the  Manufacturing Process  / 与制造工艺相关的环境部门关建人物相互畅谈

高山）（富士）は、東芝キヤリアグループの中でも最大規模の製造・開発
拠点です。約50年にわたり、空調機器の製造を行ってきた（富士）では、
製造で使用する電力（以下、製造系）が開発で使用する電力（以下、開
発系）よりも多い状態で推移してきました。ところが、2015年度を境にそれが
逆転しました。その理由として、さまざまな省エネ活動を取り入れたことで製
造系が削減できた一方、開発試験業務が年々増えたことがあげられます。

楊）（富士）には新技術棟「e-Third」ができて、ますます開発推進体制
が強化されましたね。

高山）当社が提供する空調機器をはじめとした「省エネソリューション」
のさまざまな実証実験を行う技術棟そのものが省エネを追求した建物で
あるため、環境担当として温度管理や照明管理など、これからしっかり目を
配っていきたいと思います。また、CO2削減の観点から言うと、開発試験で
自社の省エネ製品を使うことで改善に結びつけています。

山本）（津山）は大形機器を中心とした製造拠点で、以前からエネル
ギー消費の削減に取り組んできました。製造用の設備を入れ替える時は
省エネ性を重視し、これまでも大幅なエネルギー削減を実現してきました。

そうした取り組みでは、2007年から
導入している電力監視システムで
得られた分析結果をもとに改善の
優先順位をつけ、地道に努力を続
けてきたという背景があります。
そのような改善活動の積
み重ねが評価され、数
年前には賞※をいただ

きました。（津山）は大形機器の製造部門だけですが、その開発にあたる
掛川の開発センターが、（津山）と同等の電力使用量であることを踏まえる
と、（富士）における取り組みでも工夫が必要になりますね。

キム）（TCTC）でも、同様に電力使用量を減らすことがテーマです。その
ため、照明のLED化やエアコンのインバータ化に取り組んでいます。また、
高山さんが言ったとおり、（TCTC）も開発試験室の電力使用の比率が
多くなっていますので、削減方法を模索中です。さらに、工場での太陽光
発電も検討中ですが、さまざま条件面でハードルが高いのも事実ですね。

楊）中国では、政府が太陽光発電を推奨していて、発電用のパネルを設

置する会社に対して還付などの優遇措置もあります。環境担当としても積
極的に新拠点への導入を考えています。耐荷重の問題など、設置に関す
る諸問題を考慮し、工場棟の屋上への設置で話を進めています。

山本）太陽光発電は（津山）も導入を検討しなければならないと思っ
ています。事業所全体の電力使用が、電力会社との契約範囲の上限
に近づいている今の状況では、太陽光発電との併用も選択肢の1つ
で、状況に応じた対応が大切だと思っています。これからは、SBT認定
（P2記載）の観点からも東芝キヤリアグループとして検討を続けることが
大切ですね。

特集1 拠点環境担当者座談会

● 文中の拠点名表記について…（富士）： 富士事業所、（津山）： 津山事業所、  （TCTC）： 東芝キヤリア タイ社、（TCAC）： 東芝キヤリア中国社
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物を助ける塩舐め場づくりなどを行いました。そして、2019年には農村での
堰づくり活動を行いました。堰は、干ばつ時は貯水槽の役割を果たし、大
雨では洪水を緩和してくれます。この活動は人 の々暮らしを守るだけでな
く、周辺の生態系維持にもつながる大切な活動です。

高山）石の採取や運搬、竹枠の設置やセメントの流し込みなど、想像し
ただけでも作業内容がたくさんあるのでたいへんだったと思います。

キム）従業員の中には地方の農村出身者も多く、農村の人たちが不自
由に思っていることや悩みを理解しています。そのような観点で毎年の
CSRデーの活動内容を検討するのですが、堰づくりは、農村出身の総務
課長がアイディアを出してくれました。総勢100名ほどが参加し、皆、「人を
助ける・手伝う」気持ちを前面に出して頑張っていました。

楊）中国でもCSR活動はさまざまな企業に定着し、このところ社会貢献
の意識がかなり高まってきました。最近では、NGO団体と連携して外来
種植物の駆除を行うなど、自然環境を維持する積極的な活動を展開
しています。

山本）（津山）は自然豊かな環境にありますから、敷地そのものがさまざま
な動植物の生息地になっています。そのため、敷地内で生息していると考
えられるイノシシやシカが近隣に影響を及ぼす可能性もあり、生物多様性
保全と地域の中での事業の在り方の両面で管理の難しさを実感してい

ます。また、里山維持の観点から、岡山県準絶滅危
惧植物のサクラタデやイヌセンブリを保護し数を増やしました。

高山）（津山）と違って（富士）は緑が少ないので、2011年からビオトー
プに力を入れてきました。新技術棟建設に伴い、そのビオトープを移転す
ることになりましたが、移転場所は敷地外からの生物を呼び込むためにも
境界線に近いところを選定しました。ビオトープの水には基本的に浄化済
みの工場排水を利用しています。絶滅危惧種のメダカを生育していること
もあり、ビオトープ担当は管理に余念がありません。

楊）近隣の子どもたちを招いてビオトープ見学を行うこともあると聞きまし
た。メダカや昆虫を観察して喜ぶ子どもたちの姿が目に浮かびます。

高山）ビオトープには自作の看板を設置し、子どもたちに生
物多様性保全の大切さを楽しく理解してもらおうと努力して
います。また、敷地外を流れる川に工場からの水が放流さ

れることから、専門家の指導のもとで川の水生生物調査を行っています。
ニホンウナギやアユも確認され、さらにヘイケボタルの幼虫も見つかりまし
た。近い将来、ビオトープでホタル観察ができれば素敵ですよね。

キム）（TCTC）でも、同じ工業団地にある会社と協力し、近隣の小学
校の生徒を対象に環境関連の教育活動を実施しています。（富士）で
行っているビオトープの活動は、子どもたちに生物多様性保全活動の大
切さを教える意味で、とても有意義な環境教育だと思います。

楊）（TCAC）の環境メンバーの考えとして、子どもの頃から環境に対す
る認識を持ってもらうことが大切だということがあるので、（TCTC）と同じく
環境教育には力を入れています。例えば、私たちが用意したビデオを観て
もらったり、テーマを与えて絵を描いてもらったりし、生徒同士で質問を出し
合って答えた人にはペンやノートをプレゼントするなど、楽しい演出を取り
入れています。最近は、植物の種をプレゼントしました。

高山）日本の拠点では、そうした環境教育をはじめ、さまざまな環境コミュ
ニケーション活動を推進する従業員をecoスタイルリーダーとして登録し、
最近では活動内容が多様化しています。環境関連の資格保持者や東
京商工会議所が行うeco検定の合格者ですが、各拠点で登録者も増
えています。タイや中国にはeco検定制度がないので登録者数は少ない
ですが、積極的に実施している活動内容を聞くと、日本の拠点も見習わ
なければならないと思います。

山本）高山さんと同感です。（津山）
ではecoスタイルリーダーの登録者はか
なり増えてきましたが、何を行うかなど、

運用面の課題が浮き彫りに
なっています。タイや中国で実
践している社外に向けての積
極的な活動はとても参考になり
ました。また、このような有意義

な活動を取り上げ、環境担当の意見交換する場があれば良いですね。

キム）タイや中国のCSR活動が充実しているとの感想をいただきました
が、私は日本の2拠点の活動がとても参考になりました。また、エネルギー
や化学物質の管理、廃棄物の削減や拠点地域の生態系維持など、一
口に「環境活動」と言っても奥が深く、今日の話は（TCTC）で行う活動
の良いヒントになったと思います。

楊）電力使用量の推移を1つ取っても、製造系と開発系を分けることで
見えてくるものがありました。ecoスタイルリーダーの活躍の場を拡充してい
く方針でも、今後の環境活動の参考になる話題が満載でした。私は、こ
の座談会で新拠点移転を機に取り組んでみたいことがたくさんできたよう
な気がします。

楊）都市のごみはすべて集められた後で分類され、レンガに
再生できるものを集めて専門業者がレンガをつくっています。
建築需要が高い中国ではレンガも多く必要とされています。

キム）先ほど、製造工程の薬品を変えることで、廃棄物削減につながる
と同時に化学物質も減らせるという山本さんのお話がありましたが、
（TCTC）でも化学物質管理に力を入れ、室外機の製造ラインで使う洗
剤をエタノール成分のないものに移行しています。今後はこれを他のライン
にも展開しようと思っています。また、工場敷地内で起きた車からのオイル
漏れの事象では、地下への浸透や構外への流出は避けられましたが、
有害化学物質対応のヒヤリハット事例として点検や担当部門の教育を
徹底しています。

山本）（津山）でもフォークリフトのオイル漏れがありました。このようなヒヤリ
ハットの事故を根絶するためにも、普段の教育や情報共有が大切です
ね。また、（津山）の化学物質削減への取り組みとして、廃水処理設備で
使う薬品を塩化第二鉄からポリ硫化第二鉄に変更したことがあります。こ
れにより、PRTR法※対象物質である塩化第二鉄を適用除外することが
でき、報告義務がなくなりました。

高山）ところで、東芝キヤリアグループが製造時の化学物質管理に
使っているTOCACHEFは、日本の拠点で先行して運用が始まり、その
後、海外拠点で運用が始まりましたが、（TCTC）や（TCAC）ではシステ
ム運用はもう慣れましたか。

キム）（TCTC）では導入して1年ほどになります。以前のシステム
ではチェックできなかった化学物質を管理することができるので、
使い勝手が良いと思います。

楊）このシステムを導入して、化学物質管理の全体的な流れが理解し
やすくなり、使い方に慣れてくるにつれ、環境安全担当のメンバーもこのシ
ステムを利用してスムーズな管理を行っています。改善が考えられる細か
な部分については、全拠点で情報を共有していけば、より充実した運用
ができると思います。

キム）（TCTC）では、グローバル環境アクションとして毎年バラエティに
富んだ活動を実施しています。2つの重要な活動があり、それは小学生向
けの環境教育と従業員主体のCSRデーです。生物多様性保全の観点
から、マングローブの植樹、ウミガメ保護センターでの清掃活動、野生動
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各拠点で特徴的な生物多様性保全活動や、
環境コミュニケーション活動を紹介してください

地球温暖化抑制・資源有効活用・化学物質管理、これら3つの環境課題については、
拠点ごとで抱える問題が異なり、かつ日々変化しているため、各拠点が自身の課題
として確実に解決していくことが重要です。また、生物多様性保全や環境コミュニ

ケーション活動については、座談会に参加した拠点の担当が、特徴的な活動の実施内容を紹介し
ました。今後の活動がますます充実していことはもとより、それらの活動が、他の拠点の活動を牽
引していく一助になることを期待しています。東芝キヤリアグループは、グローバルに展開する拠
点が互いに協調し、ESGの視点においてもしっかりと活動していくことを宣言します。
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います。また、工場敷地からつながる河川ではさまざまな生物が確認されました。

作業指示書のタブレット化は、2019年実績で980㎏の紙の削減になりました。また、
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物を助ける塩舐め場づくりなどを行いました。そして、2019年には農村での
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みの工場排水を利用しています。絶滅危惧種のメダカを生育していること
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・調達取引先さま
 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

拠点別ecoスタイルリーダー
の登録状況（2020年3月末現在）

富士
104名

津山
57名

掛川15名

川崎14名

支社支店13名

海外11名
国内関係会社7名

221名

（TCTC）は
アイディア満載の
活動をたくさん
行っています

（津山）周辺の
自然環境は
とても豊かで
素晴らしいです

（TCAC）は
新拠点稼働後も、
積極的な活動を
推進していきます

（富士）は
技術棟、

ビオトープなど、
環境担当の腕の
見せ所です
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ののんびりでもいい 動くことが大切（富士／山田 瑞紀）　おおうちでも こまめに消灯 テレワーク（富士／山崎 容稔）



①高効率機器

③試験水槽加温装置CAONS

②節水式洗浄水タンク①固形燃料化した発砲スチロール

①リサイクルセンター

②掛川開発センターに設置のヒートポンプ熱源機

塩化第二鉄 ポリ硫酸第二鉄

①事業プロセス改善における化学物質管理（東芝キヤリアグループ）
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为解决产品工艺中环境问题的措施
Efforts to Resolve Environmental Issues in the   Manufacturing Process製造プロセスにおける環境課題解決への取り組み

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

　長年にわたり、東芝キヤリアグループ全体で排出するエネルギー起源CO2※1を含む温室効果ガスの削減活動に取り組んでおり、基準年である1990年
度と比較して原単位※2比で73%削減しました。しかし、近年は事業拡大や開発試験施設の増設に伴い、エネルギー使用量が増加傾向にあることから、
モノづくりにおける効率化の推進、LED照明、高効率空調機や熱源機の導入などの省エネ施策や、製造工程でのフロン類漏えい対策を実施し、エネル
ギー起源CO2排出量の増加を最小限に抑えています。

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

　3R活動の徹底や不良の撲滅による廃棄物の発生量削減に努めています。2019年度の廃棄物の総発生量は、基準年である2000年度の原単位比※
で69％削減しました。近年は事業拡大により廃棄物の総発生量が増加傾向にありますが、引き続き3R活動を推進するほか、デジタル作業手順書の導
入によるペーパーレス化や廃掃法における電子マニフェスト化を進め遵法を確実に行います。

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

　化学物質については、「削減と代替」「適正な管理」を実践しています。2019年度の排出量は基準年である2000年度比で90%削減しました。対前
年比では微増となりましたが、これは生産拡大によるものです。また、化学物質の地中や排水への漏えい対策を徹底するとともに、過去に土壌が汚染さ
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。

※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

web

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

資源有効活用の事例

化学物質管理の事例

资源有效利用的事例
Examples of Effective Use of Resources

化学物质管理的事例
Examples of Chemical Substance Management

①高効率機器の拡大による省エネ（東芝キヤリアグループ）
省エネの推進には機器そのものの性能も重要な要素です。東芝キヤリアグ
ループでは、国内、海外ともに高効率機器への更新、採用を推進していま
す。インバータ空調機への更新、LED照明や高効率モータの採用・更新な
どの施策を展開し、2019年度はグループ全体で106.3t-CO2の削減に貢献
しました。

②BEMSの導入によるエネルギー削減　　　　　　　　　　
　（TCFGコンプレッサ（タイ）社）
TCFGコンプレッサ（タイ）社では、BEMS※を導入しエネルギーの削減を推進
しています。排気フードやエアーバルブ、空調機器などの適正管理を行うなど、
その効果は確実に表れており、2019年度では60tを超えるCO2を削減しました。

③蒸気レス化によるエネルギー削減（富士事業所）
富士事業所の試験室では、水槽の熱源に蒸気を使用しているものがありま
す。この熱源をCAONSにかえることで、蒸気レス化を推進しています。2019年
度においては213tのCO2を削減しました。

①3Rによる資源有効活用（東芝キヤリアグループ）
東芝キヤリアグループは、「抑制（Reduce）、再使用（Reuse）、再資源化
（Recycle）」を重視し、全拠点で推進しています。部材納入時は通い箱を使
用、通い箱が使用できないものは荷姿の簡素化を図るなど、梱包材廃棄物を
抑制しています。ほかにも木製パレットやプラスチックパレットの再使用を推進し
ています。また、発生した廃棄物の適正な分別で再資源化を促進しています。

②節水型トイレによる水使用量の削減　　　　　　　　　　
　（東芝キヤリア タイ社）（掛川開発センター）
東芝キヤリアグループでは、トイレの洗浄水タンクを節水タイプに変更し、水
使用量の削減を実現しました。従来の一定量タイプから水量を選択できる
デュアル式にすることなどで、2019年度はグループ全体で8,000m3を超える
節水効果がありました。

①事業プロセス改善における化学物質管理　　　　　　　　
　（東芝キヤリアグループ）
化学物質管理の柱は、代替化と使用量削減の2つです。東芝キヤリアグ
ループの各拠点は、継続的にこれら2つの活動を推進しています。富士事業
所のコンプレッサーの粉体塗装は、VOC削減（年間6.4t）の代表例として広
く認知されており、他の工程への横展開も計画中です。代替化に関しては、
津山事業所の排水処理に使用する薬品にPRTR法対象物質が含まれて
いたことを受け、含まないものへの変更により約7t削減し、人体と環境両方の
負荷を低減することができました。

②ボイラーレスによる化学物質削減（掛川開発センター）
試験室の熱源をボイラーからヒートポンプ熱源機に変更する改善施策は、ボ
イラー燃料である化学物質の削減にも大きな効果をもたらします。試験室を
多く抱える掛川開発センターでは、この施策によりボイラー燃料であるLPGを
継続的に削減し、2019年度は2.6t削減しました。

※1 電力のCO2排出量算出に用いるCO2排出係数は、受電端係数(日本国内：5.31t-CO2/万kWh)。海外電力はGHGプロトコルのデータを使用しています。
※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。

※BEMS（Building Energy Management System）

※ 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。

東芝キヤリアグループでは、バリューチェーンの「製造」において、「地球温暖化抑制」「資源有効活用」「化学物質管理」の3つの課題を
解決するために、国内外のすべての開発・製造拠点でさまざまな省エネ施策を実行しています。ここでは、拠点別の数値を示すととも
に、活動事例の一部を紹介します。
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く車のガス放出を下げよう（富士／ナチュラル）　や山の森を育てることは海の森を育てること（スタッフ／薫）



①高効率機器

③試験水槽加温装置CAONS

②節水式洗浄水タンク①固形燃料化した発砲スチロール

①リサイクルセンター

②掛川開発センターに設置のヒートポンプ熱源機

塩化第二鉄 ポリ硫酸第二鉄

①事業プロセス改善における化学物質管理（東芝キヤリアグループ）
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Mitigation of Climate Change 
地球变暖对策地球温暖化抑制

　長年にわたり、東芝キヤリアグループ全体で排出するエネルギー起源CO2※1を含む温室効果ガスの削減活動に取り組んでおり、基準年である1990年
度と比較して原単位※2比で73%削減しました。しかし、近年は事業拡大や開発試験施設の増設に伴い、エネルギー使用量が増加傾向にあることから、
モノづくりにおける効率化の推進、LED照明、高効率空調機や熱源機の導入などの省エネ施策や、製造工程でのフロン類漏えい対策を実施し、エネル
ギー起源CO2排出量の増加を最小限に抑えています。

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

　3R活動の徹底や不良の撲滅による廃棄物の発生量削減に努めています。2019年度の廃棄物の総発生量は、基準年である2000年度の原単位比※
で69％削減しました。近年は事業拡大により廃棄物の総発生量が増加傾向にありますが、引き続き3R活動を推進するほか、デジタル作業手順書の導
入によるペーパーレス化や廃掃法における電子マニフェスト化を進め遵法を確実に行います。

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

　化学物質については、「削減と代替」「適正な管理」を実践しています。2019年度の排出量は基準年である2000年度比で90%削減しました。対前
年比では微増となりましたが、これは生産拡大によるものです。また、化学物質の地中や排水への漏えい対策を徹底するとともに、過去に土壌が汚染さ
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控制全球变暖活动的事例
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資源有効活用の事例
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资源有效利用的事例
Examples of Effective Use of Resources

化学物质管理的事例
Examples of Chemical Substance Management

①高効率機器の拡大による省エネ（東芝キヤリアグループ）
省エネの推進には機器そのものの性能も重要な要素です。東芝キヤリアグ
ループでは、国内、海外ともに高効率機器への更新、採用を推進していま
す。インバータ空調機への更新、LED照明や高効率モータの採用・更新な
どの施策を展開し、2019年度はグループ全体で106.3t-CO2の削減に貢献
しました。

②BEMSの導入によるエネルギー削減　　　　　　　　　　
　（TCFGコンプレッサ（タイ）社）
TCFGコンプレッサ（タイ）社では、BEMS※を導入しエネルギーの削減を推進
しています。排気フードやエアーバルブ、空調機器などの適正管理を行うなど、
その効果は確実に表れており、2019年度では60tを超えるCO2を削減しました。

③蒸気レス化によるエネルギー削減（富士事業所）
富士事業所の試験室では、水槽の熱源に蒸気を使用しているものがありま
す。この熱源をCAONSにかえることで、蒸気レス化を推進しています。2019年
度においては213tのCO2を削減しました。

①3Rによる資源有効活用（東芝キヤリアグループ）
東芝キヤリアグループは、「抑制（Reduce）、再使用（Reuse）、再資源化
（Recycle）」を重視し、全拠点で推進しています。部材納入時は通い箱を使
用、通い箱が使用できないものは荷姿の簡素化を図るなど、梱包材廃棄物を
抑制しています。ほかにも木製パレットやプラスチックパレットの再使用を推進し
ています。また、発生した廃棄物の適正な分別で再資源化を促進しています。

②節水型トイレによる水使用量の削減　　　　　　　　　　
　（東芝キヤリア タイ社）（掛川開発センター）
東芝キヤリアグループでは、トイレの洗浄水タンクを節水タイプに変更し、水
使用量の削減を実現しました。従来の一定量タイプから水量を選択できる
デュアル式にすることなどで、2019年度はグループ全体で8,000m3を超える
節水効果がありました。

①事業プロセス改善における化学物質管理　　　　　　　　
　（東芝キヤリアグループ）
化学物質管理の柱は、代替化と使用量削減の2つです。東芝キヤリアグ
ループの各拠点は、継続的にこれら2つの活動を推進しています。富士事業
所のコンプレッサーの粉体塗装は、VOC削減（年間6.4t）の代表例として広
く認知されており、他の工程への横展開も計画中です。代替化に関しては、
津山事業所の排水処理に使用する薬品にPRTR法対象物質が含まれて
いたことを受け、含まないものへの変更により約7t削減し、人体と環境両方の
負荷を低減することができました。

②ボイラーレスによる化学物質削減（掛川開発センター）
試験室の熱源をボイラーからヒートポンプ熱源機に変更する改善施策は、ボ
イラー燃料である化学物質の削減にも大きな効果をもたらします。試験室を
多く抱える掛川開発センターでは、この施策によりボイラー燃料であるLPGを
継続的に削減し、2019年度は2.6t削減しました。

※1 電力のCO2排出量算出に用いるCO2排出係数は、受電端係数(日本国内：5.31t-CO2/万kWh)。海外電力はGHGプロトコルのデータを使用しています。
※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。

※BEMS（Building Energy Management System）

※ 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。

東芝キヤリアグループでは、バリューチェーンの「製造」において、「地球温暖化抑制」「資源有効活用」「化学物質管理」の3つの課題を
解決するために、国内外のすべての開発・製造拠点でさまざまな省エネ施策を実行しています。ここでは、拠点別の数値を示すととも
に、活動事例の一部を紹介します。
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ま窓を開けて 風鈴の音で 自然を聞く（富士／s）　け研究開発が開く快適でエコな未来（スタッフ／美登里）



①下草刈り（富士） ②樹木の苗の配布（TCTC） 
③堰づくり（TCTC） ④「ふじのくに森の町内会」認定書

①稲作体験（TCFG）  ②小学生環境イベント（富士）
③ゴーヤの「緑のカーテン」（FRC） ④カブトムシ寄贈（掛川）

①池干し（津山）
②ウシガエルの駆除（津山）
③カナダアキノキリンソウの駆除（TCAC）

①構内に植樹したイチョウの木（TCAC）
②日除け用ネット（掛川）
③構内で生息しているムラサキセンブリ（津山）
④吉祥樹の植樹（TCFG）①ビオトープ（富士）　②域外の生物調査（富士）　③メダカ（富士）　④ニホンウナギ（富士・域外）

❶❶ ❷❷

❸❸ ❹❹

❶❶

❷❷

❸❸

❶❶ ❷❷

❸❸ ❹❹

❶❶

❷❷

❸❸

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。

❹❹

❶❶

❷❷

❸❸ ❹❹

2019年度の愛知目標 該当活動件数（同一の活動が複数の項目に該当している場合があります。）

全社
（富士）
（津山）
（掛川）
（TCTC）
（TCFG）
（TCAC）
その他

8
10
8
7
7
5
9
23

8
1
2
3
2
3
5
3

8
2
1
2
3
2
3
2

ー
5
4
2
3
2
5
19

ー
2
1
1
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1
2
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1
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1
1
1
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1
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1
ー
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1
ー
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1
ー
ー
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1
2
1
1
1
1
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2
1
1
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1
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1
2
1
ー
ー
ー
ー
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件数拠点名 目標 1 目標 2 目標 4 目標 5 目標 8 目標 9 目標 11 目標 12 目標 14 目標 19

　東芝キヤリア
 グループの
取り組み

愛知目標

従業員教育、
情報発信、外部
との連携

地球温暖化抑制、
資源有効活用

化学 物質管理、
工場 排水の浄化

拠点内外における
外来種の調査と防除

拠点外保護地域の
保全への貢献

希少な動植物の保護、
生息域外保全

拠点内外の生態系
サービスの管理と向上

生態系調査データの
蓄積・開示

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

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

普及啓発 戦略・計画への
取り組み

持続可能な
生産

生息地破壊の
抑止

化学汚染の
抑制

外来種の
防除

保護地域の
保全 種の保全 生態系サービス

維持・管理
知識・技術の
向上と普及

目標 1 目標 2 目標 4 目標 5 目標 8 目標 9 目標 11 目標 12 目標 14 目標 19

保护生物多样性的活动
Biodiversity Conservation Activity生物多様性保全活動

（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（TCTC）では、洪水発生時に
備え、下流域の人的被害や生態系
への被害を軽減するため、地元の方と
共同で堰づくりを行いました。さらに、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。これにより、使用料金
の一部が間伐に活用され、健全な森
林の育成に役立っています。

座学の環境教育のほかに、体 
験学習を行っています。（TCFG） 
では稲作体験を通じて、従業員の
環境意識を醸成しています。
（FRC）では拠点内にゴーヤで
「緑のカーテン」をつくり、遮熱・省
エネに役立てています。（富士）や
（掛川）では、社外教育として近隣
地域の小学生を対象に環境教
育を実施しました。また、敷地内で
刈った草を集めてカブトムシの産
卵場所を設け、育った幼虫を近隣
の保育園に寄贈して教育の機会
を提供しています。

各拠点で生物調査を実施
し、在来種と外来種の生息状況
を確認しています。（津山）では、
構内の調整池の池干しに合わ
せてクサガメやウシガエルなどの
外来種を駆除しました。その際、
モロコ、メダカ、ヌマエビなどの在
来種は一時的に隔離し、池干し
後に戻しました。（TCAC）では、
近隣企業やNGOと協力し、中
国浙江省の河川敷で外来種
植物であるカナダアキノキリンソ
ウの刈り取りを行っています。

第6次環境アクションプラン
（P8参照）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。

（富士）のビオトープは、敷地中央
エリアから敷地の端に移転したこと 
で、外部環境とのつながりをより強化
しています。移転先の近くには工場敷
地からの最終放流口があり、その先
の外部河川である田子江川の生物
調査を実施した結果、絶滅危惧種
のニホンウナギなど、多種の生物が確
認できました。また、トンボのヤゴや、元
の場所から移殖してきた絶滅危惧種
のメダカ、シランなどが生息し、それらを
保護しています。生物調査の結果を
含め、今後の活動に役立てるととも
に、社内外へも発信していきます。

地域に生息する絶滅危惧種を保護
しています。構内活動として、（TCTC）
がモクレンの一種、（TCAC）がイチョウ
などを植樹し、成長を観察しています。
（津山）では、生育環境を整備してサク
ラタデやムラサキセンブリなどを増やして
います。（掛川）では、トノサマガエルなど
が産卵する湿地が干上がらないよう、
ネットを張って日陰をつくっています。構外
活動としては、（TCFG）ではマメ科のナ
ンバンサイカチなどの植物を植えたり、
（TCTC）ではタイの国立公園内で絶
滅危惧種の動物を保護するため、「塩
舐め場」を整備したりしています。

※「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。

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ISO14001の活動目標に組み込まれ、計画的に実施しています。
また、日本国内の各社・各団体の活動を取りまとめる「にじゅうまるプロジェクト」※に活動を登録しています。

目標5のほか、
1、9、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

目標12のほか、
2、5、11、19に貢献

拠点内外の
絶滅危惧種保護

目標1のほか、
2、14、19に貢献

環境教育関連

目標9のほか、
1、2、19に貢献

拠点内外の
外来種の調査と防除

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

そのほかの
主な取り組み
目標2、4、8
に貢献

● 文中の拠点名表記について…（富士）： 富士事業所、（掛川）:  掛川開発センター、（津山）： 津山事業所、（FRC）： 富士冷熱工業（株）、（TCTC）： 東芝キヤリア タイ社、（TCFG）: TCFGコンプレッサ（タイ）社、（TCAC）： 東芝キヤリア中国社

ーバリューチェーンマネジメントー地球環境と向き合う
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ふ冬コタツ 体もすっぽり ストーブＯＦＦ（富士／ナーガス）　こごみ箱へ 入れる前に再確認 地球にやさしいリサイクル（富士／内藤 真吾）



①下草刈り（富士） ②樹木の苗の配布（TCTC） 
③堰づくり（TCTC） ④「ふじのくに森の町内会」認定書

①稲作体験（TCFG）  ②小学生環境イベント（富士）
③ゴーヤの「緑のカーテン」（FRC） ④カブトムシ寄贈（掛川）

①池干し（津山）
②ウシガエルの駆除（津山）
③カナダアキノキリンソウの駆除（TCAC）

①構内に植樹したイチョウの木（TCAC）
②日除け用ネット（掛川）
③構内で生息しているムラサキセンブリ（津山）
④吉祥樹の植樹（TCFG）①ビオトープ（富士）　②域外の生物調査（富士）　③メダカ（富士）　④ニホンウナギ（富士・域外）
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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。

❹❹
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❷❷
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2019年度の愛知目標 該当活動件数（同一の活動が複数の項目に該当している場合があります。）

全社
（富士）
（津山）
（掛川）
（TCTC）
（TCFG）
（TCAC）
その他
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件数拠点名 目標 1 目標 2 目標 4 目標 5 目標 8 目標 9 目標 11 目標 12 目標 14 目標 19

　東芝キヤリア
 グループの
取り組み

愛知目標

従業員教育、
情報発信、外部
との連携

地球温暖化抑制、
資源有効活用

化学 物質管理、
工場 排水の浄化

拠点内外における
外来種の調査と防除

拠点外保護地域の
保全への貢献

希少な動植物の保護、
生息域外保全

拠点内外の生態系
サービスの管理と向上

生態系調査データの
蓄積・開示

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

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

普及啓発 戦略・計画への
取り組み

持続可能な
生産

生息地破壊の
抑止

化学汚染の
抑制

外来種の
防除

保護地域の
保全 種の保全 生態系サービス

維持・管理
知識・技術の
向上と普及

目標 1 目標 2 目標 4 目標 5 目標 8 目標 9 目標 11 目標 12 目標 14 目標 19

保护生物多样性的活动
Biodiversity Conservation Activity生物多様性保全活動

（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（TCTC）では、洪水発生時に
備え、下流域の人的被害や生態系
への被害を軽減するため、地元の方と
共同で堰づくりを行いました。さらに、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。これにより、使用料金
の一部が間伐に活用され、健全な森
林の育成に役立っています。

座学の環境教育のほかに、体 
験学習を行っています。（TCFG） 
では稲作体験を通じて、従業員の
環境意識を醸成しています。
（FRC）では拠点内にゴーヤで
「緑のカーテン」をつくり、遮熱・省
エネに役立てています。（富士）や
（掛川）では、社外教育として近隣
地域の小学生を対象に環境教
育を実施しました。また、敷地内で
刈った草を集めてカブトムシの産
卵場所を設け、育った幼虫を近隣
の保育園に寄贈して教育の機会
を提供しています。

各拠点で生物調査を実施
し、在来種と外来種の生息状況
を確認しています。（津山）では、
構内の調整池の池干しに合わ
せてクサガメやウシガエルなどの
外来種を駆除しました。その際、
モロコ、メダカ、ヌマエビなどの在
来種は一時的に隔離し、池干し
後に戻しました。（TCAC）では、
近隣企業やNGOと協力し、中
国浙江省の河川敷で外来種
植物であるカナダアキノキリンソ
ウの刈り取りを行っています。

第6次環境アクションプラン
（P8参照）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。

（富士）のビオトープは、敷地中央
エリアから敷地の端に移転したこと 
で、外部環境とのつながりをより強化
しています。移転先の近くには工場敷
地からの最終放流口があり、その先
の外部河川である田子江川の生物
調査を実施した結果、絶滅危惧種
のニホンウナギなど、多種の生物が確
認できました。また、トンボのヤゴや、元
の場所から移殖してきた絶滅危惧種
のメダカ、シランなどが生息し、それらを
保護しています。生物調査の結果を
含め、今後の活動に役立てるととも
に、社内外へも発信していきます。

地域に生息する絶滅危惧種を保護
しています。構内活動として、（TCTC）
がモクレンの一種、（TCAC）がイチョウ
などを植樹し、成長を観察しています。
（津山）では、生育環境を整備してサク
ラタデやムラサキセンブリなどを増やして
います。（掛川）では、トノサマガエルなど
が産卵する湿地が干上がらないよう、
ネットを張って日陰をつくっています。構外
活動としては、（TCFG）ではマメ科のナ
ンバンサイカチなどの植物を植えたり、
（TCTC）ではタイの国立公園内で絶
滅危惧種の動物を保護するため、「塩
舐め場」を整備したりしています。

※「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。

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ISO14001の活動目標に組み込まれ、計画的に実施しています。
また、日本国内の各社・各団体の活動を取りまとめる「にじゅうまるプロジェクト」※に活動を登録しています。

目標5のほか、
1、9、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

目標12のほか、
2、5、11、19に貢献

拠点内外の
絶滅危惧種保護

目標1のほか、
2、14、19に貢献

環境教育関連

目標9のほか、
1、2、19に貢献

拠点内外の
外来種の調査と防除

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

そのほかの
主な取り組み
目標2、4、8
に貢献

● 文中の拠点名表記について…（富士）： 富士事業所、（掛川）:  掛川開発センター、（津山）： 津山事業所、（FRC）： 富士冷熱工業（株）、（TCTC）： 東芝キヤリア タイ社、（TCFG）: TCFGコンプレッサ（タイ）社、（TCAC）： 東芝キヤリア中国社

ーバリューチェーンマネジメントー地球環境と向き合う

19 東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2020 20東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2020

Tackling the Global Environment  –Value Chain Management–  / 面对地球环境 ー价值链管理ー

えエコキュート、エコな給湯そのままやん！（関西／関西人）　て天気が晴れなら照明消そう（富士／エコ泉）



ビジネスEXPO（北海道） 関西ソリューション提案会

Web展示会の画面

保守サービス業務の様子 「ＲＥＭＡＣ」の画面

HRTS（掛川） HeaSite（津山）

お客さま 従業員

地域社会
業界団体・
教育機関

行 政 お取引先
さま

東芝キヤリア
グループ

・省エネソリューションおよび保守サービス提案
・社外ホームページの公開、SNSへの参加（Linkedin）
・ショールームの設置、ショールームや工場の見学会
・新商品提案会や展示会への出展
・社会・環境報告書発行
・フロン使用機器管理システム
 の提供（REMAC）

・各種教育、研修
・部門長対話会
・従業員満足度調査
・健康診断、保健指導
・育児、介護休暇制度の設置
・発明報奨

・ グリーン調達
・ 事業方針説明会
・ 安全衛生協力会
  の設置
・ フロン排出抑制法
 講習会
・ 調達取引先さまへの
 各種監査

・ 地域行政との
 意見交換
・ 行政主催の
  イベント参加
  （COOL CHOICE
 運動）
・ 各種法令の
 相談、届け出
・ 納税 

・住民との対話会
・地域の児童を対象とした環境教育
・近隣の清掃活動
・地域団体主催のイベント参加
・近隣の生物調査
・地域での社会貢献
 （ペットボトルキャップの回収）

・業界団体への参加
・業界団体主催のイベント参加
 （にじゅうまるプロジェクト）
・学会発表や共同研究

従業員の健康と
安全はもちろんのこと、
教育を通じた人財育成にも力
を入れています。多様な人財が活
躍する、働きがいのある職場づくり
を推進しています。

公平・公正な
お取引先さまと

のパートナーシップ
を深めるために、法
令遵守、環境配慮を
基本とし、説明会や
講習など情報共有
を積極的に取り組
　　んでいます。

自治体とのコミュ
ニケーションを深
めて情報収集によ
る環境事故の未然
防止や法令遵守な
ど行政と連携した
事業活動を行って
います。

ニーズに合わせた
省エネソリューションを

提案し、高い技術と高品質な
製品でお客さまの課題を解決す
るとともに、長期的な信頼関係を
築くよう努めています。

地域の発展、地域との共生、地域
の環境保全という視点を重視した
活動を実践し、地域のニーズに耳
を傾け、地域社会から信頼される
企業グループを目指します。

さまざまな環境問題は業界全体
で取り組むべき課題です。業界の
発展と社会貢献のために積極的
な参画をしています。

お客さまとのかかわり利益相关方的应对方针
Policy for Responding to Stakeholdersステークホルダーへの対応方針

東芝キヤリアグループは、「お客さま」「従業員」「お取引先さま」「地域社会」「業界団体」「行政」をステークホルダーと位置付け、
それぞれの皆さまと信頼関係を構築すべく、企業価値向上に向けた取り組みを実践しています。コミュニケーション活動を通じて
把握した意見や要望を企業活動の改善につなげるとともに、社会全体の課題解決に向けた取り組みにも反映させています。
将来へ向けての姿勢として、ステークホルダーの皆さまとの関係性を深化させ、持続的な成長活動を進めていきます。 お客さまの幅広いニーズにお応えするため、機能性や効率性に優れた多彩な製

品ラインアップの中から、最適な機器選定、無理のない省エネの運用方法、それらの
組み合わせについての検討など、さまざまなソリューション提案を行っています。オフィ
ス・店舗・工場などの空調用途から産業プロセスにおける熱源用途まで、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などのお客さまの要望を技術
部門へフィードバックして開発しています。また、近年国内では、猛暑対策として小学
校や体育館などに空調機器を設置したり、ウイルス対策として高機能な換気設備の
提案を行ったりしています。さらに、ソリューション提案会や工場見学会を積極的に
実施し、国内外のお客さまから直接課題を吸い上げる機会を設けています。

Proposal of Solutions / 解决方案建议
ソリューション提案

富士事業所の「AIRS（エアーズ）」では、当社のほとんどの製品群を展示し、工
場内の生産工程で実際に稼働中の製品も見学できます。掛川開発センターの
「HRTS（ハーツ）」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（ヒーサイト）」では、大形熱源機器の実機を
用いてさまざまな導入事例を紹介しているほか、実際の製造ラインの導入事例を見
学することができます。

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

2019年は、国内各地域で行われた「ソリューション提案会」をはじめ、国内外の
展示会に出展し、多くのお客さまから貴重なご意見やご要望を伺いました。また、
2019年度下期に予定されていた展示会の多くが社会情勢によって中止となりまし
た。しかし、お客さまに対して当社の製品紹介や技術紹介の機会を別の形で提供
するため、2020年度上期からWeb展示会「HEATPUMP SOLUTION Digital 
EXPO 2020※」を実施し、さまざまな熱源ソリューションをご紹介しています。

Exhibitions / 展览会
展示会

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）のリコールでは、
17年目を迎え8割を超える補修が終了しました。

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。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。

※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 お問い合わせ先 0120-787-080

家庭用エアコンLDR／YDR

東芝キヤリア製品の無償点検・補修のお知らせ

2020年2月に行った自然冷媒CO2ヒートポンプ給湯機
（エコキュート）のリコールでは、積極的に補修を進めて
います。

自然冷媒CO2ヒートポンプ給湯機（エコキュート）

リコール

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

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要望に対応するた
め、専任技術者が稼働データ解析を行い、その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、フロン排出抑制法に関するお客さまの負
担を少しでも軽減するため、フロン使用機器管理システム（REMAC）※を開発し、無
償で提供しています。このシステムは、多数の機器の点検記録をオンラインで管理し、
現場からスマートフォンなどで記録を登録することができるため、作業の大幅な効率化
を図ることができるとともに、お客さまへの保守サービス提案に役立っています。

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

※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。条件により一部有料。

公司与顾客的关系
Relationship with Customers

※https://www.toshiba-carrier.co.jp/news/event/DigitalExpo2020/index_j.htm
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web

お問い合わせ先 0120-444-899 お問い合わせ先 0120-787-080

家庭用エアコンLDR／YDR

東芝キヤリア製品の無償点検・補修のお知らせ

2020年2月に行った自然冷媒CO2ヒートポンプ給湯機
（エコキュート）のリコールでは、積極的に補修を進めて
います。

自然冷媒CO2ヒートポンプ給湯機（エコキュート）

リコール

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

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要望に対応するた
め、専任技術者が稼働データ解析を行い、その結果に基づく整備計画策定ときめ
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現場からスマートフォンなどで記録を登録することができるため、作業の大幅な効率化
を図ることができるとともに、お客さまへの保守サービス提案に役立っています。

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

※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。条件により一部有料。

公司与顾客的关系
Relationship with Customers

※https://www.toshiba-carrier.co.jp/news/event/DigitalExpo2020/index_j.htm
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さ在宅で 超クールビズにて会議中（関係会社／さすらいの環境人）
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50℃の熱を再利用

25℃の熱を
再利用して
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工業用水の
32℃の熱を
回収

熱回収
CAONS

40℃の熱を回収

冷却

出荷まで製品を
大型の冷凍庫で一時保管

大形熱源機

排気 排気 排気

空調・製造プロセスなど、工場は省エネいっぱいの大空間

広い工場では、建物全体の空調を
支える力強い熱源機が活躍！

空調

1
空調

2
空調

3

Large Space Factories are Offered Various Solutions for Energy-saving in Air-  conditioning and Manufacturing Processes  / 空调及制造工艺等，工厂是一个节能处处有的大空间

狙ったところへ風を送れる から、
まさしくムダを省いた空調 だ！

製造現場では、作業員がいない場所も空調されて いるのは効率的ではありま
せん。それを解消するために、この工場では作業員 がいるエリアだけをスポット・
ゾーン空調しています。工場内の柱などを使って 設置し、遠くのエリアにも
風を送ることができます。快適な作業環境で生産 効率も向上します。

大量の換気が必要な場所で、
室内に新鮮な空気を取り込める！

工場では、大量の換気で室内を新鮮な状態に保ちたい場所や、作業内容によって
空調室内機が汚れてしまう場所があります。そのため、室内機と室外機を一体にし
て外に設置し、新鮮な外気を室内に取り込める空調機が活躍します。オイルミスト
や粉じんによる室内機の汚れ防止のため、鉄工所などで使用されています。

東芝キヤリアグループは、工場内の空調、製造工程の熱利用、製品保管 などにおいて、お客さまの課題を解決する省エネ提案を行っています。
低温から高温まで、幅広い温度帯をつくり出す製品が、工場全体の 省エネソリューションに貢献し、モノづくりの現場を支えています。

ここでは子どもたちが見た工場のさ まざまな取り組みをご紹介します。

空調で実感！

製造工程で発見！ 低温保管で納得！

大空間を快適に 保つ空調システム技術

熱を捨てずに使うヒートポンプ技術 大きな空間をまるごと冷やす省エネ技術

空気の熱を利用する
循環加温システムはスゴイ！

製造工程

1
工場ではさまざまな製造工程に熱が必要です。その熱を空気中から
取り出し、水を加熱するヒートポンプ技術を利用すれば、従来の化石
燃料を使う燃焼機器よりも熱効率が良く省エネです。温められた水
は部品洗浄などの工程に使われますが、室外機からは涼しい風が
出るので、別の作業現場の空調機としても活用できます。　

工場内ではさまざまな熱が出 ているね。
熱を捨てずに有効利用すれば 、さらに省エネ！

製造工程

2
工場では、さまざまな工程で熱が発生したり、冷却用 に地下水を利用したりしま
す。普通なら発生した熱はそのまま捨てられてしまい ますが、ヒートポンプ技術で
一旦熱を回収し、違う温度で使えばより効果的です。例えば、繊維加工では高温、
中温、冷却といった複数の温度帯で、回収した熱をムダ なく再利用しています。

大きな冷温・冷凍環境で、
製品の品質をキープ！ 

低温保管

1

製品を冷蔵・冷凍保管する大きな保管庫は、
常時稼働させなければならないためにエネル
ギー消費はどうしても増える傾向にありま
す。出荷までの製品の品質を保持するため
に、大型の保管庫を最適な冷温状態に保つ
省エネ技術が活躍しています。

工場内に入って実感したのは、空調が行き届いていることでした。
ここで活躍しているのが大形の熱源システムです。不良品を出さ
ないために一定の温度が求められる製造工程はもちろん、事務所
や食堂など、工場内で働く多くの人がいつも快適に過ごせるよう、
万一のトラブルでも停止リスクを回避し、高い運転効率で省エネを
実現しています。

特集2 工場の省エネソリューションの紹介お客さまとのかかわり
Relationship with Customers / 公司与顾客的关系

人がいるところ
だけへの空調は
エネルギーの
節約になるね

たくさんの
換気ができるから
室内の空気はいつも

新鮮だね

倉庫全体を
大型の冷蔵保管庫
として使って
いるんだね

こんなに広いのに、
工場はどうして
どこも快適なの？

おうちの
冷蔵庫と比べると
大きさがまるで
違うよ

部品の
洗浄などに使う
50℃～90℃の熱
がつくれるんだ

どんな技術に
出合えるか
楽しみだね

新しく熱を
つくらなくて
済むから
節約になるね

かっこいい機械が
ズラリと並んでいる、
これが熱の
源だね

なるほど、
室内機が外なので
油やチリで
汚れないね

機械から出る
涼しい風が夏場の
空調に使えるのも
便利だね

回収した熱を
再利用して
使い分けるのが
省エネだね

広い工場でも
遠くまで風が届いて

快適だね
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屋外での
シングルエースの
メンテナンス

一体形
だから室内に
機械室が
不要

最大配管長100m

高低差

15m

それぞれのモジュールごとに
バックアップ運転

※ユニバーサルスマートＸシリーズ以外に、本ページ掲載の製品では、CAONS700、熱回収CAONS、PROCOOLにも搭載されています。

タブレット

モジュールコントローラー
（ユニバーサルスマートX内蔵）

さらに、それぞれの
圧縮機ごとにバックアップ運転

コンプレッサー

圧縮機 圧縮機 圧縮機 圧縮機

気流シミュレーション ●風速分布：急量14.5ｍ3/min、周囲温度27℃ 
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例： 外気温が低い時の熱源機の運転効率を調べる試験

通常は冷熱源と温熱源が別々

低温殺菌等
加熱負荷

ボイラー冷却塔

30℃ 35℃
120℃
蒸気

70℃ 80℃

冷却水系統から排熱回収

低温殺菌等
加熱負荷

冷却塔

熱回収熱源機
30℃

35℃

30℃

70℃ 80℃

75℃
85℃

排熱回収

導入前 導入後

熱回収

冷却する 加熱する

＜水熱源＞

地熱／地下水
製造ライン
機械冷却水
など

＜利用側＞

加熱工程
洗浄工程
給湯・暖房
など

25℃～85℃  

20℃～80℃
  

モジュールを
真横から
見たところ

モジュールの中にある
4つのコンプレッサーの
うち1つが故障しても、
他の3つは稼働

低温の環境試験室 ユニットクーラー

コンデンシングユニット

熱源機

※風速はFLEXAIRの例（参考値）です。

熱源ユニット

循環用ポンプ

洗浄機・
加温装置等

供給ユニット

循環加温

冷風の再利用も可能
（イメージ）

1st stage
コンプレッサーで加温

2nd stage
コンプレッサーで、さらに加温

空気
の熱

空気
の熱

空気
の熱

ターボ冷凍機 ターボ冷凍機

10℃～40℃  

5℃～35℃
  

PROCOOLで
試験室の室温を

下げる

今回は、広い工場を空調するための熱源機の活躍、製造工程で
排出された熱の再利用、作業環境に応じてムダな空調を行わな
いなど、たくさんの工夫をわかりやすく紹介しました。工場内の
さまざまな場所でさまざまな温度帯の熱をつくり出している東芝
キヤリアグループの製品は、私たちの暮らしに欠かせないモノづ
くりの現場で、省エネに貢献しています。

さまざまな用途で活躍する東芝キヤリアの省エネソリューション

ユニバーサルスマートXシリーズ
－15℃～55℃まで対応 空冷ヒートポンプ熱源機

空冷ヒートポンプ熱源機と
して、大規模施設や低外気
温地域で活躍しています。
高い空調システム制御能力
で、建屋面積が広い工場の
空調設備のエネルギーコス
ト削減に貢献します。

FLEXAIRシリーズ
幅広い冷房使用温度に対応 スポット・ゾーン空調システム

天井が高く、間仕切りがない工場・体育館・ホールなどの空
間全体を空調するには、たくさんのエネルギーが必要です。
そのため、特定のエリアだけに送風することができれば大幅
な省エネになります。それを実現したのがFLEXAIRです。

シングルエース
空冷式一体形パッケージエアコン

室内・室外ユニット一体形のメ
リットを生かし、「室内のより広い
スペースを確保」「室内で運転音
が気にならない」「時間に関係な
く屋外で保守・点検が可能」など、
従来までの課題を解決したシン
グルエースが活躍しています。

PROCOOL
－40℃～10℃まで対応 コンデンシングユニット

世界最大級の大容量DCツインインバー
ターロータリーコンプレッサーを搭載し、
業界トップクラスの省エネ性能を実現し
ました。大型の冷蔵倉庫や低温の環境試
験室の冷却システム、既存の店舗・施設
での大規模な工事を行わないで新規設
置する場合に適しています。

●業界トップクラスの長配管に対応
PROCOOL（コンデンシングユニット）からユニットクーラーま
で最大配管長100m、上方向15m・下方向30mの設置を実現
し、保管庫や試験室が遠い施設の長配管や、ビルにおける屋
上設置・地上設置が可能です。また、高調波制御ユニットを別途
設置する必要がないので、追加の電源設備費用が不要です。

CAONSシリーズ
30℃～90℃まで対応 循環加温ヒートポンプ

生産プロセスで出た熱を、冷
媒を使って空気中から汲み
上げ、循環させて水を加熱す
るのが循環加温ヒートポンプ
「CAONS」です。こうして得
た熱を、別の熱が必要な生産
プロセスに利用し、エネル
ギーの消費やランニングコス
トを削減します。

熱回収CAONS／熱回収SFMC
5℃～85℃まで対応 熱回収ヒートポンプ

●90℃までのお湯をつくることが可能
2つのDCツインロータリーコンプレッサーで最適制御し、2段階で高温にしま
す。高温になった冷媒の熱を水に伝え、循環する水の温度を上げて90℃の高
温に保ちます。排出される冷風を冷房用途として使うこともできます。

●水熱源から水をもらい、適した使用温度で再利用
水熱源の入口温度は10℃～40℃で回収し、加温工程では50℃～85℃の中・高温熱の供給が
可能です。冷却・加熱の両方の工程がある施設で省エネに貢献します。また、加熱で用いられ
るボイラーからの代替あるいは併用で、エネルギーコストの削減が期待できます。

●遠隔操作で運転データを把握
モジュールコントローラーに無線LANを標準搭載しています。設備の管理
担当者は、マシン本体のサービスパネルのところまで行かなくても、運転時
間・運転圧力・故障履歴などのデータは、専用アプリを搭載したタブレットな
どで確認できます。

●モジュールinモジュールでリスク分散※
4つの独立した冷媒回路で構成された「モジュールinモジュール」を
採用しています。モジュールごとのバックアップ運転を行い、さらにそ
れぞれの圧縮機ごとにもバックアップ運転を行うことで、稼働能力の
安定とリスク分散を同時に実現しています。

●一体形だから施工やメンテナンスも便利
必要なのはダクト工事と1次側電源の電気工事だけで、冷媒配管工事は不要で
す。また、空調機の室内への搬入が不要。しかも、保守・点検も屋外でできるので、
店舗の営業や工場の稼働を止めずに作業できます。

●大風量仕様で効果的な
　スポット空調
整流板組み込みタイプの大風量仕様
は、速い風速で遠くまで風を送ること
ができるので、工場などの広い空間
では効果的です。特に夏は十分な冷
風感を供給できるので、熱中症対策
などの労働環境改善に貢献します。
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●搬送熱ロスを削減
動力室にあるボイラーで加熱さ
れた蒸気は、搬送過程で放熱し
てロスが出るため効率的ではあ
りません。製造設備の近くに
CAONSを分散して設置するこ
とで、発生した熱のロスを防ぐこ
とができます。

●スポット空調とゾーン空調
限定した人に風を送るスポット
空調と限定したエリアに風を
送るゾーン空調が可能です。
自立設置型と単体設置型があ
り、いずれも工場内の梁や柱を
利用して設置できるので、大が
かりな設置工事は不要です。

特集2 工場の省エネソリューションの紹介お客さまとのかかわり
Relationship with Customers / 公司与顾客的关系

それぞれ別の温熱源と冷熱源から出
ていた排熱を捨てずに回収して再利
用します。例えば工場では、地熱や地
下水、機械の冷却水から出る熱を別
工程に使うことでエネルギーコスト削
減につながります。また、かけ流し温泉の温排水から出る熱を
回収し、給湯用の補助熱源として利用することもできます。

塗装前処理（富士事業所）

FLEXAIR2

導入事例（左:津山事業所（省エネ大賞受賞製品）、右:富士事業所（新シリーズ））
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き今日もまた どこかで溢れる無駄エネルギー 拾って再生エネルギー（富士／高山 周史） 
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業界トップクラスの省エネ性能を実現し
ました。大型の冷蔵倉庫や低温の環境試
験室の冷却システム、既存の店舗・施設
での大規模な工事を行わないで新規設
置する場合に適しています。

●業界トップクラスの長配管に対応
PROCOOL（コンデンシングユニット）からユニットクーラーま
で最大配管長100m、上方向15m・下方向30mの設置を実現
し、保管庫や試験室が遠い施設の長配管や、ビルにおける屋
上設置・地上設置が可能です。また、高調波制御ユニットを別途
設置する必要がないので、追加の電源設備費用が不要です。

CAONSシリーズ
30℃～90℃まで対応 循環加温ヒートポンプ

生産プロセスで出た熱を、冷
媒を使って空気中から汲み
上げ、循環させて水を加熱す
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た熱を、別の熱が必要な生産
プロセスに利用し、エネル
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トを削減します。

熱回収CAONS／熱回収SFMC
5℃～85℃まで対応 熱回収ヒートポンプ

●90℃までのお湯をつくることが可能
2つのDCツインロータリーコンプレッサーで最適制御し、2段階で高温にしま
す。高温になった冷媒の熱を水に伝え、循環する水の温度を上げて90℃の高
温に保ちます。排出される冷風を冷房用途として使うこともできます。

●水熱源から水をもらい、適した使用温度で再利用
水熱源の入口温度は10℃～40℃で回収し、加温工程では50℃～85℃の中・高温熱の供給が
可能です。冷却・加熱の両方の工程がある施設で省エネに貢献します。また、加熱で用いられ
るボイラーからの代替あるいは併用で、エネルギーコストの削減が期待できます。

●遠隔操作で運転データを把握
モジュールコントローラーに無線LANを標準搭載しています。設備の管理
担当者は、マシン本体のサービスパネルのところまで行かなくても、運転時
間・運転圧力・故障履歴などのデータは、専用アプリを搭載したタブレットな
どで確認できます。

●モジュールinモジュールでリスク分散※
4つの独立した冷媒回路で構成された「モジュールinモジュール」を
採用しています。モジュールごとのバックアップ運転を行い、さらにそ
れぞれの圧縮機ごとにもバックアップ運転を行うことで、稼働能力の
安定とリスク分散を同時に実現しています。

●一体形だから施工やメンテナンスも便利
必要なのはダクト工事と1次側電源の電気工事だけで、冷媒配管工事は不要で
す。また、空調機の室内への搬入が不要。しかも、保守・点検も屋外でできるので、
店舗の営業や工場の稼働を止めずに作業できます。

●大風量仕様で効果的な
　スポット空調
整流板組み込みタイプの大風量仕様
は、速い風速で遠くまで風を送ること
ができるので、工場などの広い空間
では効果的です。特に夏は十分な冷
風感を供給できるので、熱中症対策
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●搬送熱ロスを削減
動力室にあるボイラーで加熱さ
れた蒸気は、搬送過程で放熱し
てロスが出るため効率的ではあ
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特集2 工場の省エネソリューションの紹介お客さまとのかかわり
Relationship with Customers / 公司与顾客的关系

それぞれ別の温熱源と冷熱源から出
ていた排熱を捨てずに回収して再利
用します。例えば工場では、地熱や地
下水、機械の冷却水から出る熱を別
工程に使うことでエネルギーコスト削
減につながります。また、かけ流し温泉の温排水から出る熱を
回収し、給湯用の補助熱源として利用することもできます。
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ゆゆめのはしごみんなでやろう美化活動（関係会社／大竹 達也）　め恵まれた自然環境を次の時代に残そう（スタッフ／優太）



新入社員教育

安全・健康教育

③事業方針説明会①グリーン調達運用
　ガイドライン表紙

①オープンファクトリーの様子（津山）①静岡県環境保全協会視察（富士）

③清掃活動の様子（TCFG）

②小学校での環境教育（TCTC）②小学校での環境教育（TCAC）

④東芝キヤリアでの回収（川崎本社）

「健康経営優良法人2020」認定証

ecoスタイルリーダー
掲示板

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 2,137名 553名

海外グループ会社　合計 2,442名 1,500名

グループ全体 4,579名 2,053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

 

2019年度 2名 10名 9名
数値は2020年4月1日現在

2016年度 6名 8名 10名

2017年度 2名 7名 7名

2018年度 4名 13名 8名

2019年度　特許出願・登録件数

特許出願件数
国内 87
海外※ 96
合計 183

特許登録件数
国内 57
海外※ 70
合計 127

※海外は中国実用新案を含む

従業員とのかかわり 公司与员工的关系
Relationship with Employees お取引先さまとのかかわり 与业务伙伴的关系

Relationship with Business Partners

多国籍、多様な属性の従業員を毎年採用しています。女性従業員の比率は約26％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、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、従業員それ
ぞれのライフステージに合わせた勤務ができるよう、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※、再雇用制度など各種制度を
整備しています。日常業務の中での働き方改革の一環としては、在宅勤務（テレワーク）、Web
会議の採用などを行っています。

Employee Diversity / 员工多元化
従業員の多様性

※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

製品を構成する部材、製造工程などの事業プロセスで使用される部
材の調達において、環境負荷の低減を目指しています。そこで、「東芝キ
ヤリアグリーン調達運用ガイドライン」の中でグリーン調達基準を示し、調
達取引先さまに「環境規制物質管理体制の構築」「納入品の有害物
質の不含有調査」「調達品の環境品質確保のための契約の締結」お
よび「東芝グループ管理物質について情報提供」を依頼しています。ま
た、調達取引先さまに対して実施している「事業方針説明会」では、当
社の方針に基づく調達業務への協力要請のほか、近年の欧州をはじめ
とした製品含有化学物質の規制拡大に伴う法令改正について情報を
共有しています。

Green Procurement / 绿色采购
①グリーン調達

調達取引先さまに対し、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。2019年度は1回実施し、176社、215名にご出席い
ただきました。

Business Policy Explanation Meeting / 事业方针说明会
③事業方針説明会

空調機器などの冷媒として使用されているフロンガスは、地球温暖化
への影響の大きさを考慮し、フロン排出抑制法が定められています。当社
は製造者の社会的責務として、工事やサービスの委託業者に対してこ
の法律に基づく法定点検技術者講習を実施し、2020年3月までに延べ
2,950名が受講しました。また、フロン使用機器を所有している事業者向
けの点検支援のため、フロン使用機器管理システム （REMAC）を提供
しています。

CFC Emission Control Law  Legal Inspection Engineer Training / 
〈氟利昂排放抑制法〉法定检查技术人员讲习

②フロン排出抑制法 法定点検技術者講習

製品の設置工事現場における労働災害防止、施工技術および品質
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。

Safety and Health Cooperation Association / 安全卫生合作会
④安全衛生協力会

国内外各拠点の近隣住民の皆さまと、定期的に対話会を行っていま
す。事業所内の施設の見学などを通じて事業活動や環境負荷低減へ
の努力について理解を深めていただき、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ます。

Dialogue with Local Residents  / 与地区居民的对话
①地域住民との対話

日本、中国、タイの各製造拠点で、近隣の児童・生徒を対象に環境教
育を実施しています。ごみの分別方法など、基本的なことを理解していた
だくとともに、環境業務に携わる従業員が当社の環境活動を紹介します。
この講義は、CSR教育としても好評をいただいています。

Environmental Education for Neighboring Elementary Schools / 对近邻小学等的环境教育
②近隣小学校などへの環境教育

各拠点周辺で行っている毎月10日の「トーシバデー」をはじめとする定
期的な清掃活動や、地元のマラソン大会での清掃ボランティア活動などを
通して、地域の美化、従業員の社会参加意識や3R意識の向上、海洋
プラスチック削減などの自然環境の保全維持に貢献しています。

Cleanup Activities / 清理活动
③清掃活動

日本の各拠点でペットボトルのキャップの回収に協力しています。分別
回収によって、1kg（約400個）あたり約3kg-CO2の削減になるほか、世界
に向けてワクチンや地域の植樹活動の資金元となるリサイクル原料として
NPO団体などに提供したりしています。

Plastic Bottle Cap Collection / 宝特瓶瓶盖回收
④ペットボトルキャップ回収

※モノづくり力向上のために国内外の拠点で実施されている独自の教育活動。
　初級や中級教育含む段階別教育でスキルアップできる体制を整えており、改善の横展開にも生かされています。

東芝キヤリアグループは、一人ひとりの従業員を「人財」ととらえ、知識や業務遂行能力の継
続的な向上を図るため社内教育を実践し、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（P7表参照）や階層別のスキルアップ教育を
行っています。ほかにも、営業・サービス部門向けの商品設置工事に関する技術・安全教育や
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、製造技能大会「東芝テクニカルコンテスト」への
参加など、それぞれの職種に特化した教育も実施しています。

In-house Training and Developing Human Resources  / 公司内部教育与公司内部人才培养
社内教育と社内人財育成

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。2019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eco検定（環境社会検定試験）の
受験を補助・奨励しており、2019年度までに189名が合格し、「eco検定推進企業」
として登録されました。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、「ecoスタイルリーダー掲示板」などで環境関
連の情報を共有するとともに、環境活動参加意識の醸成を図っています。

環境人財の育成

この宣言に基づき、安全面については、繰り返し発生する切れ擦れ災害の対策や重大リスク
となる墜落・転落防止措置の確実な実施と監視、社用車および通勤時における自動車運転
交通事故の撲滅等を重点目標とし活動を展開しています。健康面では、疾病予防と心身の健
康保持増進に向け、高齢化、メンタルヘルス、メタボリックシンドローム対応に重点的に取り組ん
でいます。2019年12月末には全拠点の屋内喫煙所を廃止し、就業時間内を禁煙としました。こ
れらの活動から、2019年度は、経済産業省の「健康経営優良法人2020」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

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、
2019年度は国内外合わせて183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。

Appropriate Evaluation of Employees (patent-related) / 人才的合理评价（专利相关）
人財の適正評価（特許関連）

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

27 東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2020 28東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2020

ーステークホルダーエンゲージメントー社会とともに歩む Going Forward Together with Society –Stakeholder Engagement –  / 与社会同行 ー利益相关方参与ー

み未来の地球はエアコンのリモコンでかえる（富士／パイオニア）　し『自分だけやっても』ではなく『自分だけでもやってみよう』（富士／ぽてと）



新入社員教育

安全・健康教育

③事業方針説明会①グリーン調達運用
　ガイドライン表紙

①オープンファクトリーの様子（津山）①静岡県環境保全協会視察（富士）

③清掃活動の様子（TCFG）

②小学校での環境教育（TCTC）②小学校での環境教育（TCAC）

④東芝キヤリアでの回収（川崎本社）

「健康経営優良法人2020」認定証

ecoスタイルリーダー
掲示板

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 2,137名 553名

海外グループ会社　合計 2,442名 1,500名

グループ全体 4,579名 2,053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

 

2019年度 2名 10名 9名
数値は2020年4月1日現在

2016年度 6名 8名 10名

2017年度 2名 7名 7名

2018年度 4名 13名 8名

2019年度　特許出願・登録件数

特許出願件数
国内 87
海外※ 96
合計 183

特許登録件数
国内 57
海外※ 70
合計 127

※海外は中国実用新案を含む

従業員とのかかわり 公司与员工的关系
Relationship with Employees お取引先さまとのかかわり 与业务伙伴的关系

Relationship with Business Partners

多国籍、多様な属性の従業員を毎年採用しています。女性従業員の比率は約26％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、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、従業員それ
ぞれのライフステージに合わせた勤務ができるよう、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※、再雇用制度など各種制度を
整備しています。日常業務の中での働き方改革の一環としては、在宅勤務（テレワーク）、Web
会議の採用などを行っています。

Employee Diversity / 员工多元化
従業員の多様性

※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

製品を構成する部材、製造工程などの事業プロセスで使用される部
材の調達において、環境負荷の低減を目指しています。そこで、「東芝キ
ヤリアグリーン調達運用ガイドライン」の中でグリーン調達基準を示し、調
達取引先さまに「環境規制物質管理体制の構築」「納入品の有害物
質の不含有調査」「調達品の環境品質確保のための契約の締結」お
よび「東芝グループ管理物質について情報提供」を依頼しています。ま
た、調達取引先さまに対して実施している「事業方針説明会」では、当
社の方針に基づく調達業務への協力要請のほか、近年の欧州をはじめ
とした製品含有化学物質の規制拡大に伴う法令改正について情報を
共有しています。

Green Procurement / 绿色采购
①グリーン調達

調達取引先さまに対し、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。2019年度は1回実施し、176社、215名にご出席い
ただきました。

Business Policy Explanation Meeting / 事业方针说明会
③事業方針説明会

空調機器などの冷媒として使用されているフロンガスは、地球温暖化
への影響の大きさを考慮し、フロン排出抑制法が定められています。当社
は製造者の社会的責務として、工事やサービスの委託業者に対してこ
の法律に基づく法定点検技術者講習を実施し、2020年3月までに延べ
2,950名が受講しました。また、フロン使用機器を所有している事業者向
けの点検支援のため、フロン使用機器管理システム （REMAC）を提供
しています。

CFC Emission Control Law  Legal Inspection Engineer Training / 
〈氟利昂排放抑制法〉法定检查技术人员讲习

②フロン排出抑制法 法定点検技術者講習

製品の設置工事現場における労働災害防止、施工技術および品質
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。

Safety and Health Cooperation Association / 安全卫生合作会
④安全衛生協力会

国内外各拠点の近隣住民の皆さまと、定期的に対話会を行っていま
す。事業所内の施設の見学などを通じて事業活動や環境負荷低減へ
の努力について理解を深めていただき、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ます。

Dialogue with Local Residents  / 与地区居民的对话
①地域住民との対話

日本、中国、タイの各製造拠点で、近隣の児童・生徒を対象に環境教
育を実施しています。ごみの分別方法など、基本的なことを理解していた
だくとともに、環境業務に携わる従業員が当社の環境活動を紹介します。
この講義は、CSR教育としても好評をいただいています。

Environmental Education for Neighboring Elementary Schools / 对近邻小学等的环境教育
②近隣小学校などへの環境教育

各拠点周辺で行っている毎月10日の「トーシバデー」をはじめとする定
期的な清掃活動や、地元のマラソン大会での清掃ボランティア活動などを
通して、地域の美化、従業員の社会参加意識や3R意識の向上、海洋
プラスチック削減などの自然環境の保全維持に貢献しています。

Cleanup Activities / 清理活动
③清掃活動

日本の各拠点でペットボトルのキャップの回収に協力しています。分別
回収によって、1kg（約400個）あたり約3kg-CO2の削減になるほか、世界
に向けてワクチンや地域の植樹活動の資金元となるリサイクル原料として
NPO団体などに提供したりしています。

Plastic Bottle Cap Collection / 宝特瓶瓶盖回收
④ペットボトルキャップ回収

※モノづくり力向上のために国内外の拠点で実施されている独自の教育活動。
　初級や中級教育含む段階別教育でスキルアップできる体制を整えており、改善の横展開にも生かされています。

東芝キヤリアグループは、一人ひとりの従業員を「人財」ととらえ、知識や業務遂行能力の継
続的な向上を図るため社内教育を実践し、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（P7表参照）や階層別のスキルアップ教育を
行っています。ほかにも、営業・サービス部門向けの商品設置工事に関する技術・安全教育や
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、製造技能大会「東芝テクニカルコンテスト」への
参加など、それぞれの職種に特化した教育も実施しています。

In-house Training and Developing Human Resources  / 公司内部教育与公司内部人才培养
社内教育と社内人財育成

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。2019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eco検定（環境社会検定試験）の
受験を補助・奨励しており、2019年度までに189名が合格し、「eco検定推進企業」
として登録されました。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、「ecoスタイルリーダー掲示板」などで環境関
連の情報を共有するとともに、環境活動参加意識の醸成を図っています。

環境人財の育成

この宣言に基づき、安全面については、繰り返し発生する切れ擦れ災害の対策や重大リスク
となる墜落・転落防止措置の確実な実施と監視、社用車および通勤時における自動車運転
交通事故の撲滅等を重点目標とし活動を展開しています。健康面では、疾病予防と心身の健
康保持増進に向け、高齢化、メンタルヘルス、メタボリックシンドローム対応に重点的に取り組ん
でいます。2019年12月末には全拠点の屋内喫煙所を廃止し、就業時間内を禁煙としました。こ
れらの活動から、2019年度は、経済産業省の「健康経営優良法人2020」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

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、
2019年度は国内外合わせて183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。

Appropriate Evaluation of Employees (patent-related) / 人才的合理评价（专利相关）
人財の適正評価（特許関連）

地域社会とのかかわり 公司与社区的关系
Relationship with Local Community
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ゑゑあこんをこまめに消すのは逆効果（富士／けん）　ひビオトープで日本の固有種を育もう（富士／BlueTree）
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①電気・電子4団体主催の生物多様性
　保全活動セミナー参加の様子

②COOL CHOICE ロゴ ③「富士山麓ブナ林創造事業」
　静岡県富士市から感謝状

低CO2川崎ブランド認定式（左は川崎市長）省エネ大賞表彰式

未来技術遺産登録証と記念盾世界初家庭用インバーターエアコン

FLEXAIRPROCOOL

奨励賞受賞の表彰状と盾
※東レ株式会社さま、東芝環境
ソリューション株式会社さま、
当社による共同受賞

業界団体・行政とのかかわり 公司与行业团体及政府部门的关系
Relation with Industry Groups and Government

获奖经历
Awards受賞実績

①業界団体の一員としての活動
Activities as a Member of Industry Groups / 作为行业团体一员的活动

（一社）日本冷凍空調工業会や（一社）日本電機工業会などの業界
団体の一員として、低GWP冷媒の採用や生物多様性保全活動につい
ての相互勉強会などに参加し、環境課題の情報共有や対応施策を検討
しています。

②COOL CHOICE運動※への参加
Participation in the COOL CHOICE Movement / 参加 COOL CHOICE 运动

温室効果ガス削減の国民運動「COOL CHOICE」に賛同し、提供
する製品の使用時のエネルギー削減、低GWP冷媒の採用検討、事業活
動や家庭におけるエネルギーの削減を呼びかけています。

③地域行政とのコミュニケーション
Communication with Local Government / 与地区政府部门的沟通

環境イベントや日常的な環境施設管理業務において、地域行政との情報
交換を重視しています。法令の変更や設備の更新などに伴う各種手続きに
ついて、定期的な相談を行うことで環境事故を未然に防ぐよう努めています。

④にじゅうまるプロジェクト※
Nijyu-maru Project / 与 Nijyu-maru 项目

愛知目標達成のため、製造・開発拠点ごとにさまざまな生物多様性保全活
動を展開しています。IUCN‒J（国際自然保護連合日本委員会）が運営し、
産官民が参加するこのプロジェクトには、15件の活動実績を登録しています。

冷凍機「PROCOOL」が、（一財）省エネルギーセンター主催の2019
年度省エネ大賞［製品・ビジネスモデル部門］において、業務用機器の省
エネを進める技術が高く評価され、省エネルギーセンター会長賞を受賞し
ました。前身である「21世紀型省エネルギー機器・システム表彰」を含め、
今回で通算29回目の受賞となりました。

スポット・ゾーン空調システム「FLEXAIR」が、「低CO2川崎ブランド」
の認定を受けました。この認定は、ライフサイクル全体を通じてCO2削減に
貢献する川崎発の製品・技術、サービスを評価し、広く発信することで地
球温暖化対策を推進するものです。当社としては、2018年のUSX EDGE
に続き2製品目の認定となりました。

①省エネ大賞／省エネルギーセンター会長賞
Energy Conservation Grand Prize Award / Energy Conservation Center Chairman's Prize / 
节能大奖／日本节能中心会长奖

家庭用インバーターエアコン（「インバーター駆動エアコン」RAS-225 
PKHV（1981））が、国立科学博物館の未来技術遺産に登録されまし
た。世界初のインバーター搭載小形エアコンで、消費電力の大幅な低減
と小形化技術が、ほかの家電にも影響を与えたことが評価されました。
「ロータリーコンプレッサーB型シリー
ズ（1969）」を含めて当社の製品群
として2回目の登録となりました。

③重要科学技術史資料（愛称：未来技術遺産）
Essential Historical Materials for Science and Technology (MIRAI Technology Heritage)a / 
重要科学技术史资料（昵称：未来技术遗产）

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

業務用空調機に使用する再生プラスチック（ガラス繊維入りプラスチッ
ク）の循環利用スキームを構築するにあたり、再生プラスチックの採用評
価にライフサイクルアセスメント（LCA）評価を利用している点など、環境負
荷低減に取り組んでいることが評価されました。

④LCA日本フォーラム奨励賞※受賞
Received the LCA Japan Forum Award / LCA 日本论坛鼓励奖

　松尾先生、報告書の内容に関して、網羅的に所見をいただきありがとうございます。今回の報告書では、東
芝キヤリアグループの製品提供が世界に拡大していく中で、グループを取り巻く「バリューチェーン」と「ス
テークホルダー」に焦点を当てたうえで我々の役割を明確にし、これまで「地球温暖化抑制」「資源有効活用」

「化学物質管理」の3つの課題に対して取り組んできた活動をSDGsと結びつけて紹介しました。その中には、「パリ協定」「愛知目標」を
達成するための活動も含まれています。また、海外で製造の主力となっているタイや中国の拠点と、日本の製造拠点の環境キーパーソン
によるリモート座談会では、お互いの環境活動を紹介することによって、自拠点の課題を再確認できたと思います。
　今後、開発体制の拡充や海外での製造の拡大化に伴って生じる環境課題を含め、グループ全体で連携し、解決していきたいと思いま
す。ecoスタイルリーダー制度などを通じて、東芝キヤリアグループで働くすべての人が自発的に環境活動の重要性を認識し、我々が行
う企業活動のあらゆるステージで環境活動を取り入れていくことが、環境創造企業を目指す東芝キヤリアグループにとって重要な使命
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2020 企画・編集長　佐々木 美弥

　コロナ禍の夏は、豪雨による河川の氾濫や土砂災害が多い夏でもありま
した。また、私の住む静岡県浜松市が日本の最高気温に並ぶ41.1℃を記録
するなど、暑さや熱中症との闘いの夏でもありました。日本は、もはやエアコ
ンなしでは命に危機が及ぶ気候になっています。世界中に気候変動危機の
影響が現れている今、生活環境の維持と地球環境問題意識の共有、そして
対応は避けられない課題です。
　今年度の社会・環境報告書は、「パリ協定」「愛知目標」「SDGs」に関する
東芝キヤリアグループの取り組みが非常にわかりやすく、これまでとは違っ
た構成で表現されています。「地球環境と向き合う－バリューチェーンマネ
ジメント－」と「社会とともに歩む－ステークスホルダーエンゲージメント－」
の各カテゴリーで整理し、会社としてのかかわりについて工夫を取り入れた
紹介の仕方です。さらに、開発体制や新拠点の拡充で、国内外各拠点ともに
飛躍を目指す様子が伝わるとともに、グループ各社の環境に関する取り組
みが伝わってきます。報告書内では重要なキーワードが繰り返し説明され、
読者はとても勉強になると思います。定着してきたSDGsやESGに早くから
真摯に取り組んできた環境活動を感じ取ることができました。以下、主な記
事について項目別に所見を述べさせていただきます。

●価値創造の歴史と長期ビジョン
　多くの製品を世の中に送り出し、同時に環境への取り組みを行ってきた
ことが一目で理解できます。また、この頁での記載内容を中心に、それぞれ
の記事にも展開しています。そして、これまでも伝え続けてきたヒートポン
プ技術を軸にした環境創造企業であることを、長期ビジョンとして明示し
ています。

●地球環境と向き合う －バリューチェーンマネジメント－
　「バリューチェーンにおける環境課題抽出と各対応」では、企画から製品
の廃棄に至るまでの環境課題に対する対応内容が詳細にまとめられ、製品
のライフサイクルにおける環境への取り組みがわかります。そうして生み出
されたエクセレントECPが紹介され、分野ごとにどのような形で寄与してい
るかがわかります。
　特集1の「拠点環境担当者座談会」では、国内とタイ（TCTC）・中国
（TCAC）の各担当からそれぞれ特徴ある活動が紹介され、とても興味深い

内容になっています。特に国内では、開発系の電力使用量が製造系を上
回っていることに驚かされました。製造の海外拡大が進んでいることにも関
係すると思いますが、開発側も同時に省エネを推進していかなければなり
ません。また、タイのリサイクルコンテスト、中国の再生レンガ、日本国内の豊
かな自然保護活動、地域密着型の子どもたちへの環境教育などが話題に
なりました。これからも担当者間で情報や意見の交換を続けていただき、活
動の充実度を高めていただきたいと思います。
　「製造プロセスにおける環境課題解決への取り組み」では、拠点ごとの
特徴が興味深い結果になっており、改善への糸口が示されていると思いま
す。拠点ごとで課題に違いがあると思いますが、さらなる深い取り組みが望
まれます。
　「生物多様性保全活動」では、愛知目標に対するグループの取り組みと
具体例が紹介され、座談会の記載内容と重ね合わせると、活動の実態がよ
くわかります。

●社会とともに歩む －ステークスホルダーエンゲージメント－
　お客さま、従業員、お取引先さま、地域社会、業界団体・教育機関、行政を
ステークホルダーと位置付け、それぞれとのかかわりがわかりやすく紹介さ
れています。特に特集2の「工場の省エネソリューションの紹介」では、工場
内での省エネや快適な環境の維持について、自社製品と連動させた表現に
なっています。また、「製造プロセスにおける環境課題解決への取り組み」で
示されたこととの関係性も理解できます。“我慢する省エネではなく、快適な
省エネ”を示し、自社の取り組みがさまざまな分野で活用できるのは素晴ら
しいと思います。

　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。東芝キヤリアグループの製品面・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。これからも環境創造企業として、暮らしの環境
と地球環境の両面に貢献する素晴らしい製品を提供していただくことを
願ってやみません。前述では、メインの記事を中心に所見を述べてきました
が、欄外にはグループ員が作成した「環境いろはかるた」で、楽しい標語も
掲載されています。製品のみならず、環境報告書の誌面でも、常に新しい視
点を取り入れる貴社の益々のご発展を祈念しております。

環境活動に関する取り組みが、新たな視点でわかりやすく表現されています。

社会・環境報告書に対する第三者所見
Observation by Third Party on Our CSR Report  ⁄ 第三方对社会·环保报告书的意见

※パリ協定で定められた温室効果ガス削減目標を達成するために、日本が世界に誇る省エネ・低炭
　素型の製品・サービス・行動など、温暖化対策に資するあらゆる「賢い選択」を促す国民運動。

第三者所見を
受けて
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ももったいないが合言葉 職場みんなで 省資源（関係会社／鈴木 克彦）　せ全ページ印刷せずに必要なページを指定紙削減（九州／岩田 美紀子）



④にじゅうまるプロジェクト ロゴ
※ホームページ  http://bd20.jp/

①電気・電子4団体主催の生物多様性
　保全活動セミナー参加の様子

②COOL CHOICE ロゴ ③「富士山麓ブナ林創造事業」
　静岡県富士市から感謝状

低CO2川崎ブランド認定式（左は川崎市長）省エネ大賞表彰式

未来技術遺産登録証と記念盾世界初家庭用インバーターエアコン

FLEXAIRPROCOOL

奨励賞受賞の表彰状と盾
※東レ株式会社さま、東芝環境
ソリューション株式会社さま、
当社による共同受賞

業界団体・行政とのかかわり 公司与行业团体及政府部门的关系
Relation with Industry Groups and Government

获奖经历
Awards受賞実績

①業界団体の一員としての活動
Activities as a Member of Industry Groups / 作为行业团体一员的活动

（一社）日本冷凍空調工業会や（一社）日本電機工業会などの業界
団体の一員として、低GWP冷媒の採用や生物多様性保全活動につい
ての相互勉強会などに参加し、環境課題の情報共有や対応施策を検討
しています。

②COOL CHOICE運動※への参加
Participation in the COOL CHOICE Movement / 参加 COOL CHOICE 运动

温室効果ガス削減の国民運動「COOL CHOICE」に賛同し、提供
する製品の使用時のエネルギー削減、低GWP冷媒の採用検討、事業活
動や家庭におけるエネルギーの削減を呼びかけています。

③地域行政とのコミュニケーション
Communication with Local Government / 与地区政府部门的沟通

環境イベントや日常的な環境施設管理業務において、地域行政との情報
交換を重視しています。法令の変更や設備の更新などに伴う各種手続きに
ついて、定期的な相談を行うことで環境事故を未然に防ぐよう努めています。

④にじゅうまるプロジェクト※
Nijyu-maru Project / 与 Nijyu-maru 项目

愛知目標達成のため、製造・開発拠点ごとにさまざまな生物多様性保全活
動を展開しています。IUCN‒J（国際自然保護連合日本委員会）が運営し、
産官民が参加するこのプロジェクトには、15件の活動実績を登録しています。

冷凍機「PROCOOL」が、（一財）省エネルギーセンター主催の2019
年度省エネ大賞［製品・ビジネスモデル部門］において、業務用機器の省
エネを進める技術が高く評価され、省エネルギーセンター会長賞を受賞し
ました。前身である「21世紀型省エネルギー機器・システム表彰」を含め、
今回で通算29回目の受賞となりました。

スポット・ゾーン空調システム「FLEXAIR」が、「低CO2川崎ブランド」
の認定を受けました。この認定は、ライフサイクル全体を通じてCO2削減に
貢献する川崎発の製品・技術、サービスを評価し、広く発信することで地
球温暖化対策を推進するものです。当社としては、2018年のUSX EDGE
に続き2製品目の認定となりました。

①省エネ大賞／省エネルギーセンター会長賞
Energy Conservation Grand Prize Award / Energy Conservation Center Chairman's Prize / 
节能大奖／日本节能中心会长奖

家庭用インバーターエアコン（「インバーター駆動エアコン」RAS-225 
PKHV（1981））が、国立科学博物館の未来技術遺産に登録されまし
た。世界初のインバーター搭載小形エアコンで、消費電力の大幅な低減
と小形化技術が、ほかの家電にも影響を与えたことが評価されました。
「ロータリーコンプレッサーB型シリー
ズ（1969）」を含めて当社の製品群
として2回目の登録となりました。

③重要科学技術史資料（愛称：未来技術遺産）
Essential Historical Materials for Science and Technology (MIRAI Technology Heritage)a / 
重要科学技术史资料（昵称：未来技术遗产）

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

業務用空調機に使用する再生プラスチック（ガラス繊維入りプラスチッ
ク）の循環利用スキームを構築するにあたり、再生プラスチックの採用評
価にライフサイクルアセスメント（LCA）評価を利用している点など、環境負
荷低減に取り組んでいることが評価されました。

④LCA日本フォーラム奨励賞※受賞
Received the LCA Japan Forum Award / LCA 日本论坛鼓励奖

　松尾先生、報告書の内容に関して、網羅的に所見をいただきありがとうございます。今回の報告書では、東
芝キヤリアグループの製品提供が世界に拡大していく中で、グループを取り巻く「バリューチェーン」と「ス
テークホルダー」に焦点を当てたうえで我々の役割を明確にし、これまで「地球温暖化抑制」「資源有効活用」

「化学物質管理」の3つの課題に対して取り組んできた活動をSDGsと結びつけて紹介しました。その中には、「パリ協定」「愛知目標」を
達成するための活動も含まれています。また、海外で製造の主力となっているタイや中国の拠点と、日本の製造拠点の環境キーパーソン
によるリモート座談会では、お互いの環境活動を紹介することによって、自拠点の課題を再確認できたと思います。
　今後、開発体制の拡充や海外での製造の拡大化に伴って生じる環境課題を含め、グループ全体で連携し、解決していきたいと思いま
す。ecoスタイルリーダー制度などを通じて、東芝キヤリアグループで働くすべての人が自発的に環境活動の重要性を認識し、我々が行
う企業活動のあらゆるステージで環境活動を取り入れていくことが、環境創造企業を目指す東芝キヤリアグループにとって重要な使命
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2020 企画・編集長　佐々木 美弥

　コロナ禍の夏は、豪雨による河川の氾濫や土砂災害が多い夏でもありま
した。また、私の住む静岡県浜松市が日本の最高気温に並ぶ41.1℃を記録
するなど、暑さや熱中症との闘いの夏でもありました。日本は、もはやエアコ
ンなしでは命に危機が及ぶ気候になっています。世界中に気候変動危機の
影響が現れている今、生活環境の維持と地球環境問題意識の共有、そして
対応は避けられない課題です。
　今年度の社会・環境報告書は、「パリ協定」「愛知目標」「SDGs」に関する
東芝キヤリアグループの取り組みが非常にわかりやすく、これまでとは違っ
た構成で表現されています。「地球環境と向き合う－バリューチェーンマネ
ジメント－」と「社会とともに歩む－ステークスホルダーエンゲージメント－」
の各カテゴリーで整理し、会社としてのかかわりについて工夫を取り入れた
紹介の仕方です。さらに、開発体制や新拠点の拡充で、国内外各拠点ともに
飛躍を目指す様子が伝わるとともに、グループ各社の環境に関する取り組
みが伝わってきます。報告書内では重要なキーワードが繰り返し説明され、
読者はとても勉強になると思います。定着してきたSDGsやESGに早くから
真摯に取り組んできた環境活動を感じ取ることができました。以下、主な記
事について項目別に所見を述べさせていただきます。

●価値創造の歴史と長期ビジョン
　多くの製品を世の中に送り出し、同時に環境への取り組みを行ってきた
ことが一目で理解できます。また、この頁での記載内容を中心に、それぞれ
の記事にも展開しています。そして、これまでも伝え続けてきたヒートポン
プ技術を軸にした環境創造企業であることを、長期ビジョンとして明示し
ています。

●地球環境と向き合う －バリューチェーンマネジメント－
　「バリューチェーンにおける環境課題抽出と各対応」では、企画から製品
の廃棄に至るまでの環境課題に対する対応内容が詳細にまとめられ、製品
のライフサイクルにおける環境への取り組みがわかります。そうして生み出
されたエクセレントECPが紹介され、分野ごとにどのような形で寄与してい
るかがわかります。
　特集1の「拠点環境担当者座談会」では、国内とタイ（TCTC）・中国
（TCAC）の各担当からそれぞれ特徴ある活動が紹介され、とても興味深い

内容になっています。特に国内では、開発系の電力使用量が製造系を上
回っていることに驚かされました。製造の海外拡大が進んでいることにも関
係すると思いますが、開発側も同時に省エネを推進していかなければなり
ません。また、タイのリサイクルコンテスト、中国の再生レンガ、日本国内の豊
かな自然保護活動、地域密着型の子どもたちへの環境教育などが話題に
なりました。これからも担当者間で情報や意見の交換を続けていただき、活
動の充実度を高めていただきたいと思います。
　「製造プロセスにおける環境課題解決への取り組み」では、拠点ごとの
特徴が興味深い結果になっており、改善への糸口が示されていると思いま
す。拠点ごとで課題に違いがあると思いますが、さらなる深い取り組みが望
まれます。
　「生物多様性保全活動」では、愛知目標に対するグループの取り組みと
具体例が紹介され、座談会の記載内容と重ね合わせると、活動の実態がよ
くわかります。

●社会とともに歩む －ステークスホルダーエンゲージメント－
　お客さま、従業員、お取引先さま、地域社会、業界団体・教育機関、行政を
ステークホルダーと位置付け、それぞれとのかかわりがわかりやすく紹介さ
れています。特に特集2の「工場の省エネソリューションの紹介」では、工場
内での省エネや快適な環境の維持について、自社製品と連動させた表現に
なっています。また、「製造プロセスにおける環境課題解決への取り組み」で
示されたこととの関係性も理解できます。“我慢する省エネではなく、快適な
省エネ”を示し、自社の取り組みがさまざまな分野で活用できるのは素晴ら
しいと思います。

　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。東芝キヤリアグループの製品面・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。これからも環境創造企業として、暮らしの環境
と地球環境の両面に貢献する素晴らしい製品を提供していただくことを
願ってやみません。前述では、メインの記事を中心に所見を述べてきました
が、欄外にはグループ員が作成した「環境いろはかるた」で、楽しい標語も
掲載されています。製品のみならず、環境報告書の誌面でも、常に新しい視
点を取り入れる貴社の益々のご発展を祈念しております。

環境活動に関する取り組みが、新たな視点でわかりやすく表現されています。

社会・環境報告書に対する第三者所見
Observation by Third Party on Our CSR Report  ⁄ 第三方对社会·环保报告书的意见

※パリ協定で定められた温室効果ガス削減目標を達成するために、日本が世界に誇る省エネ・低炭
　素型の製品・サービス・行動など、温暖化対策に資するあらゆる「賢い選択」を促す国民運動。

第三者所見を
受けて

環境いろはかるた29 東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2020 30東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2020

ーステークホルダーエンゲージメントー社会とともに歩む Going Forward Together with Society –Stakeholder Engagement –  / 与社会同行 ー利益相关方参与ー

す捨てるはごみ、使えば資源（富士／石川 颯）
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タテのカギ
 1． 東芝キヤリアグループの、「□□□□□□□□」は、
 開発から調達・製造・販売・据付工事・保守メンテナンス・製品廃棄にいたる
 さまざまなステージがあります。（ヒントP3）
 3． 富士事業所の「□□□□□」の池の中には、
 ヤゴや絶滅危惧種のメダカが生息しています。（ヒントP19）
 5． 東芝キヤリアは製品への「□□□□プラスチック」採用を積極的にすすめています。（ヒントP5、6、9、10）
 7． 富士冷熱工業（FRC）では拠点内にゴーヤで「緑の□□□□」をつくり、遮熱・省エネに役立てています。（ヒントP19）

ヨコのカギ
 2． 化学物質管理の取り組みの1つである「□□□□□□□□」（PVC）削減。（ヒントP12）
 4． 東芝キヤリアグループでは、毎月10日の「□□□□デー」に各拠点周辺の
 清掃活動を行っています。（ヒントP28）
 6． 津山事業所のショールーム「□□□□□」。（ヒントP22）
 8． 東芝キヤリアグループでは、eco検定（環境社会検定試験）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□□□□」として登録しています。（ヒントP3、27）
 9． 東芝キヤリアグループでは、製品の環境性能を継続的に向上させることで、
 環境課題の解決に貢献する「□□□□□調和型製品」（ECP）を創出しています。（ヒントP11）

A～Fにカタカナ6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。

「社会・環境報告書2020」はいかがでしたか。東芝キヤリアグループが、「地球温暖化抑制」「資源有効活用」
「化学物質管理」という３つの環境課題に取り組んでいることが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。東芝グループにとって重要な環境キーワードが登場します。ヒントは報告書の中
にありますよ。

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（2020年3月現在）
従 業 員 数：約2,200名（連結約6,000名）（2020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15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　2020年10月発行

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

ecoクロスワードパズルに挑戦！

・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

・東芝キヤリア空調欧州社
 業務用空調機器、暖房・給湯機器の
 製造、販売

・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6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

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。

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。

この報告書を
よく読んでから

クロスワードパズルに
挑戦してね！


