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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！

https://wss3.5star.jp/survey/login/jktmbfjf
PCからアクセス

スマホは
こちらから
アクセス！

ヨコのカギ
 1． 新技術棟「e-THIRD」は、開発した空調機器を開発者自ら評価・体験できる
 「 オフィス」としての機能を持っています。（ヒントP.8）
 3． 東芝キヤリアでは、2012年から富士事業所近隣の児童クラブの生徒を
 事業所などに招き、環境経営活動の見学や敷地内の自然観察を行う
 「 」を開催しています。（ヒントP.23）
 4． 東芝グループは生物多様性保全活動について、5つの活動テーマを設定し、これらのテーマに
 「連携」「教育」「 」を絡めることで活動を拡大・深化させ、活動全体の充実を目指します。（ヒントP.21、22）
 5． 省エネ大賞を受賞したコールドチェーン機器「PROCOOL」は、世界最大級の「ツインロータリー 」を
 搭載し、業界トップクラスの省エネを実現しています。（ヒントP.18）

タテのカギ
 2． 東芝キヤリアの大形熱源機「ユニバーサルスマートX」には、「 システム」を採用した
 保守メニューがあり、故障や非効率運転を管理することでCO2削減に貢献しています。（ヒントP.12）
 5． 長年にわたり事業所内の環境保全に貢献していることが評価され、富士事業所の担当者が
 静岡県環境保全協会の「環境保全 賞」（個人）を受賞しました。（ヒントP.27）
 6． 東芝キヤリアグループは、お取引先さまとの「 ・公正」な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て、さまざまな活動に取り組んでいます。（ヒントP.24）
 7． 川崎市は、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・技術などを「低CO2川崎 」
 として認定しています。当社製品は2018年から3年連続認定されています。（ヒントP.3）

A～Gにカタカナ7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。簡単なアンケートにお答えい
ただいた上で、回答者全員に粗品を差し上げます。

「社会・環境報告書2021」はいかがでしたか。東芝キヤリアグループが、「気候変動への対応」
「循環経済への対応」「生態系への配慮」という３つの主要なテーマで環境経営活動に取り組んで
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。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（2021年3月現在）
従 業 員 数：約2,200名（連結約6,000名）（2021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2社、海外13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（冷凍機、クーリングユニット）
6) 換気扇、換気システム
7) コンプレッサー
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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

・東芝キヤリア北米社
 空調機器の設計、開発、商品企画、営業技術支援、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3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

・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。

有 機 物 質を含んだ
廃液が少ない、水なし
印刷方式で作成しま
した。

東芝キヤリアは、静岡県の豊かな森
づくりをサポートしています。この

『ふじのくに森の町内会』の紙には、
林地に捨てられる間伐材を資源とし
て活用する費用が含まれています。

東芝キヤリアグループ東芝キヤリアグループ
社会・環境報告書社会・環境報告書
東芝キヤリアグループ東芝キヤリアグループ
社会・環境報告書社会・環境報告書

東芝キヤリア株式会社



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

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。

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

経営理念

経営ビジョン

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工場

東芝キヤリア タイ社（TCTC）外観

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

鼎談会2021

プレスリリース ・新技術棟 https://www.toshiba-carrier.co.jp/news/press/200124/
 ・欧州拠点 https://www.toshiba-carrier.co.jp/news/press/200121/

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

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

環境経営責任者メッセージ Top Commitment

President & CEO  Toshiba Carrier Corporation Toru Kubo
東芝キヤリア株式会社　取締役社長

2021年10月

久保 徹
く　   ぼ 　  とおる

東芝キヤリアグループは、1999年（株）東芝の空調・設備事業部と米

国キヤリア社との合弁で設立され今年度で21年目になります。再生可能

エネルギーの一つである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、

高品質の製品・システム・サービスを提供しています。当社は、キヤリア社

合弁以前の東芝時代から、空調技術で世界を牽引していくための要素

技術である「ロータリーコンプレッサーシリーズ」や「インバーターシステ

ム」を積極的に開発し、これらの製品およびシステムの省エネ性、すなわち

CO2削減に寄与する功績が外部機関からも高い評価を得ています。ま

た、2020年5月から富士事業所で稼働している新技術棟「e-THIRD」

は、快適と省エネの両方を実現する空調を目指し、オフィス内で実証実験

を行っています。機器の配置や制御方法など、さまざまな条件での空調を

実際に従業員が体現し、膨大な情報を整理しながら実態に即した製品

やシステムを提供できるようCPS※1を実現していきます。一方、海外におい

ては、中国、タイ、インド、ポーランドに製造拠点を展開し、米国キヤリア社

の販売ネットワークと連携しながら世界200カ国以上に製品を納めていま

す。東芝キヤリアグループは、日本の技術力に加え、海外における各拠点

で付加価値を高めながら最適な環境調和型製品を開発し、製造拠点、

販売拠点のグローバル展開を加速しています。

深刻な気候変動問題に対応するため、世界各国がオンラインで集い

「気候野心サミット2020※3」を行いました。ここでは、「パリ協定」での宣言

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するととも

に理解を深め、開発・製造から保守メンテナンスまでの各ステージで、環境

保全への確実な配慮が必要です。当社グループは、各種環境教育のほ

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、

また、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、231名

（2021年3月現在）が登録されています。一方、社外との連携として2012

年度から近隣の小学生向けの環境イベントを行ってきましたが、中学・高

校・大学へと進学した方 に々当時のイベントについて振り返っていただき、

環境への興味を促すきっかけづくりになったことがわかりました。そのほか、

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とする我々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。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。

を大きく上回る計画を各国が示し、日本は、2050年までに温室効果ガスの

排出を実質ゼロにする「カーボンニュートラル」の実現を目指すことを宣言

しました。「パリ協定」の実現に向け、東芝グループでは2020年10月に

SBT認定を取得し、東芝キヤリアグループも「製品提供におけるCO2削

減（Scope3）」、ならびに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）」について2021年度から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ました。その中

で、Scope2（電気の使用によるCO2排出）について、2030年度0を目指し

ます。Scope1および2では、多様なニーズにお応えするための開発にかか

わるCO2排出量の増大、Scope3でも技術部門での省エネ機種開発、低

GWP冷媒※4の採用を重要課題と考え、本報告書では中核工場である

富士事業所内の技術部門のメンバーによる鼎談を通じて現状と対応策

を紹介しています。また、「気候変動への対応」を東芝キヤリアグループの

バリューチェーンで整理し、当社の空調・熱源にかかわる製品・システムの

開発から、調達・製造・販売・据付工事・保守メンテナンスに至るまでさまざ

まなステージでの施策を報告書内で詳しく紹介しています。

東芝グループでは、新たに「気候変動への対応」「循環経済への対

応」「生態系への配慮」という３つの主要なテーマで東芝環境未来ビ

ジョン2050を策定しました。「気候変動への対応」は、まさに「パリ協定」に

寄与することであり、今年度の報告書では関連項目を大きく取り上げてい

ます。「循環経済への対応」では、「資源有効活用」という概念を面前の

ことだけではなく大きな経済という輪の中で考え、我々の開発した製品に

資源を有効に活用していく３Rの考えを盛り込むことにより、世界各国で販

売している製品が循環経済に寄与できると考えています。また、「生態系

への配慮」は、「化学物質管理」「生物多様性保全」として実行してき

た活動であり、製造時に使用する化学物質の管理に加え、近年では製

品を構成する部品中に含まれる化学物質についてもグループ全体で体

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。また、生物多様性保全活動は、海外を含む6拠点で展開して

いますが、さらに、我々のさまざまな事業活動の中で、生物多様性保全の

ベースとなる地球環境保全のため、各拠点における製造活動では、環境

事故防止をはじめとした環境法規の遵守や、環境リスクの撲滅が重要

であると考えます。そのため、これらの確実な実行に向け、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。

「気候変動への対応」を含め、人類の将来を考えた持続可能な社

会を構築することが最重要課題であるため、国連では「SDGｓ

（Sustainable Development Goals）」が提案されました。東芝キヤリア

もSDGsを理解し、当社の特徴を生かした製品の開発を推進しながら、

お客さまが満足する製品を提供し、課題解決に取り組みます。例えば、

持続可能な社会を目指すためには、当社が提供する空調機器や熱源

機器をさまざまな用途において最適化することにより、都市、ビル、工場で

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

内環境を積極的に提案していきます。また、製品の据付工事や保守メン

テナンスでも環境への配慮を積極的に行っています。本報告書では、新

たに設定された東芝環境未来ビジョン2050の主要３テーマ別に活動を

整理し掲載しています。

※1 Cyber Physical System : 現実世界（フィジカル空間）でのセンサーネットワークが生み出す膨大な
観測データなどの情報について、サイバー空間の強力なコンピューティング能力と結びつけ数値化
し定量的に分析すること

※2 Science Based Targets : 企業が中・長期的に設定する温室効果ガス削減目標が、パリ協定の求め
る水準と整合していることを認定する仕組み

※3 パリ協定採択5周年を記念し、2020年12月に気候変動対策へのさらなる取り組みを国際社会に呼び
かけることを目的として開催され、75の国・地域、グローバル企業、NGOやユース団体の代表が参加

※4 Global Warming Potential（地球温暖化係数）の小さい冷媒
※5 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（P.4参照）

持続可能な社会（Sustainable Society）を
構築するために我々のできることからSDGs※5に臨みます

ステークホルダーと連携し、
付加価値の高い環境調和型製品を提供します

新技術棟での最新技術で、快適と省エネを両立した価値のある
環境調和型製品を世界各国のお客さまへ提供していきます

東芝環境未来ビジョン2050の主要3テーマを中心に
海外を含めた全拠点で環境活動を展開していきます

気候変動対応を加速させるとともに「パリ協定」への寄与を
あらためて宣言し、2030年までのSBT※2を実現していきます
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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

鼎談会2021

プレスリリース ・新技術棟 https://www.toshiba-carrier.co.jp/news/press/200124/
 ・欧州拠点 https://www.toshiba-carrier.co.jp/news/press/200121/

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

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

環境経営責任者メッセージ Top Commitment

President & CEO  Toshiba Carrier Corporation Toru Kubo
東芝キヤリア株式会社　取締役社長

2021年10月

久保 徹
く　   ぼ 　  とおる

東芝キヤリアグループは、1999年（株）東芝の空調・設備事業部と米

国キヤリア社との合弁で設立され今年度で21年目になります。再生可能

エネルギーの一つである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、

高品質の製品・システム・サービスを提供しています。当社は、キヤリア社

合弁以前の東芝時代から、空調技術で世界を牽引していくための要素

技術である「ロータリーコンプレッサーシリーズ」や「インバーターシステ

ム」を積極的に開発し、これらの製品およびシステムの省エネ性、すなわち

CO2削減に寄与する功績が外部機関からも高い評価を得ています。ま

た、2020年5月から富士事業所で稼働している新技術棟「e-THIRD」

は、快適と省エネの両方を実現する空調を目指し、オフィス内で実証実験

を行っています。機器の配置や制御方法など、さまざまな条件での空調を

実際に従業員が体現し、膨大な情報を整理しながら実態に即した製品

やシステムを提供できるようCPS※1を実現していきます。一方、海外におい

ては、中国、タイ、インド、ポーランドに製造拠点を展開し、米国キヤリア社

の販売ネットワークと連携しながら世界200カ国以上に製品を納めていま

す。東芝キヤリアグループは、日本の技術力に加え、海外における各拠点

で付加価値を高めながら最適な環境調和型製品を開発し、製造拠点、

販売拠点のグローバル展開を加速しています。

深刻な気候変動問題に対応するため、世界各国がオンラインで集い

「気候野心サミット2020※3」を行いました。ここでは、「パリ協定」での宣言

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するととも

に理解を深め、開発・製造から保守メンテナンスまでの各ステージで、環境

保全への確実な配慮が必要です。当社グループは、各種環境教育のほ

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、

また、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、231名

（2021年3月現在）が登録されています。一方、社外との連携として2012

年度から近隣の小学生向けの環境イベントを行ってきましたが、中学・高

校・大学へと進学した方 に々当時のイベントについて振り返っていただき、

環境への興味を促すきっかけづくりになったことがわかりました。そのほか、

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とする我々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。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。

を大きく上回る計画を各国が示し、日本は、2050年までに温室効果ガスの

排出を実質ゼロにする「カーボンニュートラル」の実現を目指すことを宣言

しました。「パリ協定」の実現に向け、東芝グループでは2020年10月に

SBT認定を取得し、東芝キヤリアグループも「製品提供におけるCO2削

減（Scope3）」、ならびに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）」について2021年度から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ました。その中

で、Scope2（電気の使用によるCO2排出）について、2030年度0を目指し

ます。Scope1および2では、多様なニーズにお応えするための開発にかか

わるCO2排出量の増大、Scope3でも技術部門での省エネ機種開発、低

GWP冷媒※4の採用を重要課題と考え、本報告書では中核工場である

富士事業所内の技術部門のメンバーによる鼎談を通じて現状と対応策

を紹介しています。また、「気候変動への対応」を東芝キヤリアグループの

バリューチェーンで整理し、当社の空調・熱源にかかわる製品・システムの

開発から、調達・製造・販売・据付工事・保守メンテナンスに至るまでさまざ

まなステージでの施策を報告書内で詳しく紹介しています。

東芝グループでは、新たに「気候変動への対応」「循環経済への対

応」「生態系への配慮」という３つの主要なテーマで東芝環境未来ビ

ジョン2050を策定しました。「気候変動への対応」は、まさに「パリ協定」に

寄与することであり、今年度の報告書では関連項目を大きく取り上げてい

ます。「循環経済への対応」では、「資源有効活用」という概念を面前の

ことだけではなく大きな経済という輪の中で考え、我々の開発した製品に

資源を有効に活用していく３Rの考えを盛り込むことにより、世界各国で販

売している製品が循環経済に寄与できると考えています。また、「生態系

への配慮」は、「化学物質管理」「生物多様性保全」として実行してき

た活動であり、製造時に使用する化学物質の管理に加え、近年では製

品を構成する部品中に含まれる化学物質についてもグループ全体で体

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。また、生物多様性保全活動は、海外を含む6拠点で展開して

いますが、さらに、我々のさまざまな事業活動の中で、生物多様性保全の

ベースとなる地球環境保全のため、各拠点における製造活動では、環境

事故防止をはじめとした環境法規の遵守や、環境リスクの撲滅が重要

であると考えます。そのため、これらの確実な実行に向け、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。

「気候変動への対応」を含め、人類の将来を考えた持続可能な社

会を構築することが最重要課題であるため、国連では「SDGｓ

（Sustainable Development Goals）」が提案されました。東芝キヤリア

もSDGsを理解し、当社の特徴を生かした製品の開発を推進しながら、

お客さまが満足する製品を提供し、課題解決に取り組みます。例えば、

持続可能な社会を目指すためには、当社が提供する空調機器や熱源

機器をさまざまな用途において最適化することにより、都市、ビル、工場で

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

内環境を積極的に提案していきます。また、製品の据付工事や保守メン

テナンスでも環境への配慮を積極的に行っています。本報告書では、新

たに設定された東芝環境未来ビジョン2050の主要３テーマ別に活動を

整理し掲載しています。

※1 Cyber Physical System : 現実世界（フィジカル空間）でのセンサーネットワークが生み出す膨大な
観測データなどの情報について、サイバー空間の強力なコンピューティング能力と結びつけ数値化
し定量的に分析すること

※2 Science Based Targets : 企業が中・長期的に設定する温室効果ガス削減目標が、パリ協定の求め
る水準と整合していることを認定する仕組み

※3 パリ協定採択5周年を記念し、2020年12月に気候変動対策へのさらなる取り組みを国際社会に呼び
かけることを目的として開催され、75の国・地域、グローバル企業、NGOやユース団体の代表が参加

※4 Global Warming Potential（地球温暖化係数）の小さい冷媒
※5 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（P.4参照）

持続可能な社会（Sustainable Society）を
構築するために我々のできることからSDGs※5に臨みます

ステークホルダーと連携し、
付加価値の高い環境調和型製品を提供します

新技術棟での最新技術で、快適と省エネを両立した価値のある
環境調和型製品を世界各国のお客さまへ提供していきます

東芝環境未来ビジョン2050の主要3テーマを中心に
海外を含めた全拠点で環境活動を展開していきます

気候変動対応を加速させるとともに「パリ協定」への寄与を
あらためて宣言し、2030年までのSBT※2を実現していきます
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世界で216件目、国内では39件目となる
IEEEマイルストーンに、世界初の業務用・家庭
用インバーターエアコンが認定されたことを光栄
に思います。それまで一定速度でコンプレッサー
を駆動し、設定温度を基準にオン／オフを繰り
返していたものを、インバーター技術の採用で
設定温度までの到達時間を短縮し、到達後は
コンプレッサーの回転数を落として運転すること
で省エネ性と快適性を飛躍的に向上させまし

た。認定記念イベントとして開催されたパネルディスカッションでは、開発に携
わった大先輩の皆さんからたくさんの苦労話が飛び出しましたが、開発試
験の中でインバーター化による快適性を実感した時「これはいける」と確信
したそうです。インバーター技術がエアコンの省エネ性と快適性に一石を投
じたことが、この認定に結びついたのだと思います。

当時は、制御回路でデジタル信号を作り正弦波PWM※2制御を行って
いました。その後、電子デバイスの進歩、省エネ性と快適性ニーズの高まり、
省エネ規制などが相まって、インバーター装置の性能は飛躍的に向上しま
した。以降、当社のインバーター開発は「高効率」「高信頼性」「小形・低
コスト」の3軸を追求し、高力率回路、正弦波ベクトル制御、新回路トポロ
ジーによる高効率回路といったいくつもの「業界初」を生み出してきました。

昨年は、1つのコンプレッサーモーターを2つのインバーターで効率良く駆
動する業界初のデュアル・ステート・インバーター技術をビル用マルチ空調
システム「スーパーマルチuシリーズ」に適用するなど、先輩たちのDNAが
確実に受け継がれています。

気候変動への影響緩和としてエネルギー使用量の削減が求めら
れる中、エアコンのインバーター化率は世界で約57%※3とされていま
す。日本、欧州、中国に比べ東南アジア、中東、北米のインバーター化
率はまだまだ低いのが現状で、これを引き上げて地球環境に貢献する
ことがインバーター技術者の使命となっています。また、地域のニーズに
合った製品開発を推進すると同時に、低GWP冷媒の採用、周辺機
器との連携制御、建物との最適な組み合わせなど、付加価値を提供
する技術開発も必要です。そのため、実証実験機能を持つ新技術棟
「e-THIRD」を活用し、新技術開発にも取り組んでいきます。

ビル用マルチ空調システム「スーパーマルチuシリーズ」が、2020年度省
エネ大賞の製品・ビジネスモデル部門において、省エネのソリューション機
能が評価され、最高賞の経済産業大臣賞を受賞しました。省エネ大賞
は通算30件目の受賞となりました。

コンデンシングユニット「PROCOOL」が「低CO2川崎ブランド’20」に
認定されました。川崎市は、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・技術などを認定し、広く発信しています。当社は、2018
年から3年連続の認定となりました。

省エネ大賞（経済産業大臣賞）
Energy Conservation Grand Prize Award / Energy Conservation Center Chairman's Prize / 
节能大奖／日本节能中心会长奖

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

電気・電子・情報技術の関連分野において達
成された画期的なイノベーションの中で、開発
から少なくとも25年以上経過し、社会や産業
の発展に大きく貢献したと歴史的業績を認定
する制度です。東芝グループとしては3つ目、
空調業界では初※4の認定となります。

1980年に業務用、翌1981年に家庭用のイン
バーターエアコンを世界で初めて開発、量産化
しました。この製品は、マイクロコンピューター
制御などにより、小形・軽量化したインバーター
で冷暖房能力を細やかに調整でき、高い快適
性と省エネ向上を実現しました。
［家庭用インバーターエアコンの当時の販売価格：32万円］

IEEEマイルストーンとは

世界初 業務用・家庭用インバーターエアコン

※1 IEEE（アイ・トリプル・イー ： Institute of Electrical and Electronics Engineers） 人類社会の有益な技術革新に貢献する世界最大の専門家組織で、世界160ヵ国以上、40万人を超える会員が所属
※2 Pulse Width Modulation　※3 2019年６月 日本冷凍空調工業会の統計データより　※4 2020年11月時点当社調べ

※2021年4月  東芝キヤリア（株）に吸収合併

家庭用インバーターエアコン業務用インバーターエアコン

IEEEマイルストーンの認定を受けたことについての思い

インバーターエアコン誕生後の技術変遷について

気候変動への対応として、これからの製品開発で目指すこと

エレクトロニクス担当技師長

遠藤 隆久
えん　 どう　　　たか　 ひさ

●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活動も合わせたかたちで、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、2020年度実績と、一部2021年度の活
動情報を掲載しています。環境項目については、環境省の「環境報
告ガイドライン（2018年版）」の内容から報告すべき重要な項目を
抽出し、選択しました。また、主な活動について、SDGsとの関連を

「マテリアリティマトリックス」（下表）を用いて表記しました。

●理解しやすい報告書を目指して
編集にあたっては、一般の方でも理解できるよう極力平易な表

現を心がけ、図や写真などを加えて、視覚的なわかりやすさを追
求しました。詳細データは各項目にURLを記載していますので、併
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　2020年4月1日～2021年3月31日
一部記事については、2021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、小松 修、市丸 雅浩、二村 保浩、五十嵐 慎一
●デザイン： 遠藤 麻里　●原稿制作： 横井 透　●取材写真： 鈴木 真弓

《 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）

受賞実績

IEEEマイルストーン認定を機に新たな決意。
大先輩たちのDNAを受け継ぎ、さらなる省エネ技術の開発へ。

当社が世界で初めて開発、量産化した業務用・家庭用のインバーターエアコンは、長きにわたって人々の暮らしに定着し、今回、IEEE※1

マイルストーンの認定につながりました。ほかにも東芝キヤリアグループは、気候変動への対応に貢献する製品を開発し、数々の受賞実
績があります。ここでは、IEEEマイルストーン認定の思いや、省エネ大賞・低CO2川崎ブランド受賞についてご紹介します。

获奖经历
Awards

てい　　だん　　かい

3 東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2021 4東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2021い一日ひとつ、エコな意識と実践で豊かな地球を次世代へ（川崎／虎命）　ろ路上にポイ捨て環境破壊（関係会社／マスター）
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IEEEマイルストーン認定の記念碑（左から）IEEE 名古屋支部 Chair 片山 正昭氏、IEEE 前年度会長 福田 敏男氏、
当社社長 久保 徹、当社副社長 ウーン ウィーチン

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
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鼎談会 気候変動への対応
生物多様性保全活動
気候変動に対応する
空調ソリューションのご提案
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世界で216件目、国内では39件目となる
IEEEマイルストーンに、世界初の業務用・家庭
用インバーターエアコンが認定されたことを光栄
に思います。それまで一定速度でコンプレッサー
を駆動し、設定温度を基準にオン／オフを繰り
返していたものを、インバーター技術の採用で
設定温度までの到達時間を短縮し、到達後は
コンプレッサーの回転数を落として運転すること
で省エネ性と快適性を飛躍的に向上させまし

た。認定記念イベントとして開催されたパネルディスカッションでは、開発に携
わった大先輩の皆さんからたくさんの苦労話が飛び出しましたが、開発試
験の中でインバーター化による快適性を実感した時「これはいける」と確信
したそうです。インバーター技術がエアコンの省エネ性と快適性に一石を投
じたことが、この認定に結びついたのだと思います。

当時は、制御回路でデジタル信号を作り正弦波PWM※2制御を行って
いました。その後、電子デバイスの進歩、省エネ性と快適性ニーズの高まり、
省エネ規制などが相まって、インバーター装置の性能は飛躍的に向上しま
した。以降、当社のインバーター開発は「高効率」「高信頼性」「小形・低
コスト」の3軸を追求し、高力率回路、正弦波ベクトル制御、新回路トポロ
ジーによる高効率回路といったいくつもの「業界初」を生み出してきました。

昨年は、1つのコンプレッサーモーターを2つのインバーターで効率良く駆
動する業界初のデュアル・ステート・インバーター技術をビル用マルチ空調
システム「スーパーマルチuシリーズ」に適用するなど、先輩たちのDNAが
確実に受け継がれています。

気候変動への影響緩和としてエネルギー使用量の削減が求めら
れる中、エアコンのインバーター化率は世界で約57%※3とされていま
す。日本、欧州、中国に比べ東南アジア、中東、北米のインバーター化
率はまだまだ低いのが現状で、これを引き上げて地球環境に貢献する
ことがインバーター技術者の使命となっています。また、地域のニーズに
合った製品開発を推進すると同時に、低GWP冷媒の採用、周辺機
器との連携制御、建物との最適な組み合わせなど、付加価値を提供
する技術開発も必要です。そのため、実証実験機能を持つ新技術棟
「e-THIRD」を活用し、新技術開発にも取り組んでいきます。

ビル用マルチ空調システム「スーパーマルチuシリーズ」が、2020年度省
エネ大賞の製品・ビジネスモデル部門において、省エネのソリューション機
能が評価され、最高賞の経済産業大臣賞を受賞しました。省エネ大賞
は通算30件目の受賞となりました。

コンデンシングユニット「PROCOOL」が「低CO2川崎ブランド’20」に
認定されました。川崎市は、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・技術などを認定し、広く発信しています。当社は、2018
年から3年連続の認定となりました。

省エネ大賞（経済産業大臣賞）
Energy Conservation Grand Prize Award / Energy Conservation Center Chairman's Prize / 
节能大奖／日本节能中心会长奖

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

電気・電子・情報技術の関連分野において達
成された画期的なイノベーションの中で、開発
から少なくとも25年以上経過し、社会や産業
の発展に大きく貢献したと歴史的業績を認定
する制度です。東芝グループとしては3つ目、
空調業界では初※4の認定となります。

1980年に業務用、翌1981年に家庭用のイン
バーターエアコンを世界で初めて開発、量産化
しました。この製品は、マイクロコンピューター
制御などにより、小形・軽量化したインバーター
で冷暖房能力を細やかに調整でき、高い快適
性と省エネ向上を実現しました。
［家庭用インバーターエアコンの当時の販売価格：32万円］

IEEEマイルストーンとは

世界初 業務用・家庭用インバーターエアコン

※1 IEEE（アイ・トリプル・イー ： Institute of Electrical and Electronics Engineers） 人類社会の有益な技術革新に貢献する世界最大の専門家組織で、世界160ヵ国以上、40万人を超える会員が所属
※2 Pulse Width Modulation　※3 2019年６月 日本冷凍空調工業会の統計データより　※4 2020年11月時点当社調べ

※2021年4月  東芝キヤリア（株）に吸収合併

家庭用インバーターエアコン業務用インバーターエアコン

IEEEマイルストーンの認定を受けたことについての思い

インバーターエアコン誕生後の技術変遷について

気候変動への対応として、これからの製品開発で目指すこと

エレクトロニクス担当技師長

遠藤 隆久
えん　 どう　　　たか　 ひさ

●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活動も合わせたかたちで、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、2020年度実績と、一部2021年度の活
動情報を掲載しています。環境項目については、環境省の「環境報
告ガイドライン（2018年版）」の内容から報告すべき重要な項目を
抽出し、選択しました。また、主な活動について、SDGsとの関連を

「マテリアリティマトリックス」（下表）を用いて表記しました。

●理解しやすい報告書を目指して
編集にあたっては、一般の方でも理解できるよう極力平易な表

現を心がけ、図や写真などを加えて、視覚的なわかりやすさを追
求しました。詳細データは各項目にURLを記載していますので、併
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　2020年4月1日～2021年3月31日
一部記事については、2021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、小松 修、市丸 雅浩、二村 保浩、五十嵐 慎一
●デザイン： 遠藤 麻里　●原稿制作： 横井 透　●取材写真： 鈴木 真弓

《 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）

受賞実績

IEEEマイルストーン認定を機に新たな決意。
大先輩たちのDNAを受け継ぎ、さらなる省エネ技術の開発へ。

当社が世界で初めて開発、量産化した業務用・家庭用のインバーターエアコンは、長きにわたって人々の暮らしに定着し、今回、IEEE※1

マイルストーンの認定につながりました。ほかにも東芝キヤリアグループは、気候変動への対応に貢献する製品を開発し、数々の受賞実
績があります。ここでは、IEEEマイルストーン認定の思いや、省エネ大賞・低CO2川崎ブランド受賞についてご紹介します。

获奖经历
Awards

てい　　だん　　かい
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Scope3
上　流

Scope1 Scope2

自　社
Scope3
下　流

①燃料の燃焼 ①電気の使用 ②製品の使用 製品の廃棄

環境コミュニケーション

環境リスクマネジメント・コンプライアンス
・環境遵法体制　・環境経営活動推進体制
・環境パトロール　・東芝総合環境監査　・ISO外部認証取得

・環境に関する取り組みのWebなどでの紹介
・社外での環境教育
・社会・環境報告書

循環経済への対応 生態系への配慮気候変動への対応
・製品製造時の

CO2削減
・製造時に発生する

廃棄物の3R
・製造時の化学物質使用量・

排出量削減
・グリーン調達

・調達取引先さまへの
特定化学物質の不使用・

代替化支援

化学物質の管理

・排水の再利用による
水受け入れ量削減

水資源の管理

・希少種保護
・外来種駆除

・社内環境整備
（ビオトープなど）
・社外での植林活動

生物多様性保全

・空調による
熱中症対策など

・低GWP冷媒
の採用

・使用時CO2排出量が
少ない製品の開発

・取引先さまの
フロン排出抑制法対応を

支援するシステム
（REMAC P.25参照）

・輸送時の
 CO2削減

・保守メンテナンス体制
の強化による
製品長寿命化

・製品の小形化による
省資源

・再生プラスチック
部品の採用

・再使用可能な
輸送用コンテナの採用

原材料 通勤輸送・配送

重要3テーマの活動とSDGs

東芝キヤリアグループは、社会の気候変動への対応に貢献する高品質のヒート
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、
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。

　SDGsは、2016年から2030年までの15年間で、持続可能でよりよい世界を目指すために、国際社会が取り組むべき課題として定められた
世界共通の目標です。当社は、環境事故の防止・環境負荷の低減という観点で、およそ半世紀前から「気候変動への対応（地球温暖化
抑制）」「循環経済への対応（資源有効活用）」「生態系への配慮（化学物質管理・生物多様性保全）」を重要テーマと位置付け、事業
の拡大とともに環境経営活動を充実させてきました。当社の環境経営活動をSDGsの観点から整理し分析したところ、どの過程の項目でも
SDGsの目標と密接なかかわりがあり、同時に多くの項目でステークホルダーの皆さまとの協力なしでは目標の達成は難しいことが再認識され
ました。今後は、より一層ステークホルダーの皆さまと連携および協働しながら環境負荷へのマイナス要因をなくし、プラスの影響面を向上させ
て目標の実現に貢献していきます。

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。

重要環境テーマとSDGs達成へ向けた活動東芝キヤリアグループ環境活動長期ビジョン

Toshiba Carrier's Environmental Vision / 东芝开利的环境愿景 Toshiba Carrier's Environmental Management Activities and SDGs / 东芝开利的环境经营活动与联合国可持续发展目标（SDGs）

東芝キヤリアの環境ビジョン 東芝キヤリアの環境経営活動とSDGｓ

　東芝キヤリアグループは、東芝グループの傘下として、「豊かな
価値の創造と地球との共生をめざした環境経営を通じて持続可
能な社会の実現に貢献」することを目的とし、持続可能な社会、
すなわち脱炭素社会・循環型社会・自然共生社会の実現を目
指します。そのために、2050年のあるべき姿に向けて「気候変動へ
の対応」「循環経済への対応」「生態系への配慮」の3分野へ
の取り組みを主眼とした「東芝グループ環境未来ビジョン2050」
を定め、グループ全体で推進しています。
　中期目標である「第7次環境アクションプラン」（2021年度～
2023年度）では、重点項目の3分野、およびこれらの活動を支える

「環境基盤活動」において、19項目の目標を設定しています。

東芝グループ環境未来ビジョン2050

　2020年のパリ協定本格運用開始以降、日本を含む世界各国は気候変動への対応を加速させています。東
芝グループもこれに貢献していくため、第7次環境アクションプランの中で2030年度に向けた温室効果ガス削減目
標を設定しました。この目標は、SBTイニシアチブからSBT（Science Based Targets）認定を取得しています。

気候変動への対応　－SBT認定取得－

https://www.toshiba.co.jp/env/jp/vision/vision2050_0_j.htm

環境未来ビジョン2050 ：
https://www.toshiba.co.jp/env/jp/vision/vision2050_0_j.htm

第7次環境アクションプラン: 
https://www.toshiba.co.jp/env/jp/vision/plan2_j.htm

※東芝グループの3つの温室効果ガス削減目標（すべて2019年度基準）

　東芝キヤリアグループは東芝グループの傘下として、バリューチェーンの中で自社の事業活動で排出する温室効果ガス（SBTのScope1および
2）と、お客さまが当社製品を使用する際に排出する温室効果ガス（SBTのScope3）の排出量削減に貢献します。

〈東芝キヤリアグループの具体的な取り組み〉

SDGsは、それぞれの目標達成への活動が連動してほかの目標達成にも貢献することから、環境に限らず17すべての
項目への達成につなげていきたいと考えています。環境を含む事業活動全般のSDGsについてはHPをご覧ください。
https://www.toshiba.co.jp/sustainability/jp/csr_management/sdgs.htm

①Scope1および2
　（自社グループの事業活動による温室効果ガス排出量削減）
・開発・製造工程における高効率設備（熱源機・空調など）への投資
・再生可能エネルギー（太陽光エネルギーなど）の活用

②Scope3
　（販売したエネルギー消費製品・サービスの使用による温室効果ガス排出量削減）
・先進的な省エネ技術を採用した環境調和型製品の提供
・低GWP冷媒を採用した製品の提供

5 東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2021 6東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2021ほほんとに必要その商品 考え直して 節約効果（関係会社／ジョニー）　へ部屋に太陽光 太陽の熱でエアコン要らず（富士／村上 浩）



Scope3
上　流

Scope1 Scope2

自　社
Scope3
下　流

①燃料の燃焼 ①電気の使用 ②製品の使用 製品の廃棄

環境コミュニケーション

環境リスクマネジメント・コンプライアンス
・環境遵法体制　・環境経営活動推進体制
・環境パトロール　・東芝総合環境監査　・ISO外部認証取得

・環境に関する取り組みのWebなどでの紹介
・社外での環境教育
・社会・環境報告書

循環経済への対応 生態系への配慮気候変動への対応
・製品製造時の

CO2削減
・製造時に発生する

廃棄物の3R
・製造時の化学物質使用量・

排出量削減
・グリーン調達

・調達取引先さまへの
特定化学物質の不使用・

代替化支援

化学物質の管理

・排水の再利用による
水受け入れ量削減

水資源の管理

・希少種保護
・外来種駆除

・社内環境整備
（ビオトープなど）
・社外での植林活動

生物多様性保全

・空調による
熱中症対策など

・低GWP冷媒
の採用

・使用時CO2排出量が
少ない製品の開発

・取引先さまの
フロン排出抑制法対応を

支援するシステム
（REMAC P.25参照）

・輸送時の
 CO2削減

・保守メンテナンス体制
の強化による
製品長寿命化

・製品の小形化による
省資源

・再生プラスチック
部品の採用

・再使用可能な
輸送用コンテナの採用

原材料 通勤輸送・配送

重要3テーマの活動とSDGs

東芝キヤリアグループは、社会の気候変動への対応に貢献する高品質のヒート
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、
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。

　SDGsは、2016年から2030年までの15年間で、持続可能でよりよい世界を目指すために、国際社会が取り組むべき課題として定められた
世界共通の目標です。当社は、環境事故の防止・環境負荷の低減という観点で、およそ半世紀前から「気候変動への対応（地球温暖化
抑制）」「循環経済への対応（資源有効活用）」「生態系への配慮（化学物質管理・生物多様性保全）」を重要テーマと位置付け、事業
の拡大とともに環境経営活動を充実させてきました。当社の環境経営活動をSDGsの観点から整理し分析したところ、どの過程の項目でも
SDGsの目標と密接なかかわりがあり、同時に多くの項目でステークホルダーの皆さまとの協力なしでは目標の達成は難しいことが再認識され
ました。今後は、より一層ステークホルダーの皆さまと連携および協働しながら環境負荷へのマイナス要因をなくし、プラスの影響面を向上させ
て目標の実現に貢献していきます。

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。

重要環境テーマとSDGs達成へ向けた活動東芝キヤリアグループ環境活動長期ビジョン

Toshiba Carrier's Environmental Vision / 东芝开利的环境愿景 Toshiba Carrier's Environmental Management Activities and SDGs / 东芝开利的环境经营活动与联合国可持续发展目标（SDGs）

東芝キヤリアの環境ビジョン 東芝キヤリアの環境経営活動とSDGｓ

　東芝キヤリアグループは、東芝グループの傘下として、「豊かな
価値の創造と地球との共生をめざした環境経営を通じて持続可
能な社会の実現に貢献」することを目的とし、持続可能な社会、
すなわち脱炭素社会・循環型社会・自然共生社会の実現を目
指します。そのために、2050年のあるべき姿に向けて「気候変動へ
の対応」「循環経済への対応」「生態系への配慮」の3分野へ
の取り組みを主眼とした「東芝グループ環境未来ビジョン2050」
を定め、グループ全体で推進しています。
　中期目標である「第7次環境アクションプラン」（2021年度～
2023年度）では、重点項目の3分野、およびこれらの活動を支える

「環境基盤活動」において、19項目の目標を設定しています。

東芝グループ環境未来ビジョン2050

　2020年のパリ協定本格運用開始以降、日本を含む世界各国は気候変動への対応を加速させています。東
芝グループもこれに貢献していくため、第7次環境アクションプランの中で2030年度に向けた温室効果ガス削減目
標を設定しました。この目標は、SBTイニシアチブからSBT（Science Based Targets）認定を取得しています。

気候変動への対応　－SBT認定取得－

https://www.toshiba.co.jp/env/jp/vision/vision2050_0_j.htm

環境未来ビジョン2050 ：
https://www.toshiba.co.jp/env/jp/vision/vision2050_0_j.htm

第7次環境アクションプラン: 
https://www.toshiba.co.jp/env/jp/vision/plan2_j.htm

※東芝グループの3つの温室効果ガス削減目標（すべて2019年度基準）

　東芝キヤリアグループは東芝グループの傘下として、バリューチェーンの中で自社の事業活動で排出する温室効果ガス（SBTのScope1および
2）と、お客さまが当社製品を使用する際に排出する温室効果ガス（SBTのScope3）の排出量削減に貢献します。

〈東芝キヤリアグループの具体的な取り組み〉

SDGsは、それぞれの目標達成への活動が連動してほかの目標達成にも貢献することから、環境に限らず17すべての
項目への達成につなげていきたいと考えています。環境を含む事業活動全般のSDGsについてはHPをご覧ください。
https://www.toshiba.co.jp/sustainability/jp/csr_management/sdgs.htm

①Scope1および2
　（自社グループの事業活動による温室効果ガス排出量削減）
・開発・製造工程における高効率設備（熱源機・空調など）への投資
・再生可能エネルギー（太陽光エネルギーなど）の活用

②Scope3
　（販売したエネルギー消費製品・サービスの使用による温室効果ガス排出量削減）
・先進的な省エネ技術を採用した環境調和型製品の提供
・低GWP冷媒を採用した製品の提供

5 東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2021 6東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2021とときどき実施、適度な換気で良い空気（川崎／Aチーム）　ち近くなら車使わず徒歩で行く（関係会社／みぃ）



2017年度省エネ大賞　資源エネルギー庁長官賞受賞 
ユニバーサルスマートX EDGEシリーズ

e-THIRD外観

e-THIRD内 実証実験エリア（写真はイメージ）

園内展望デッキに設置したFLEXAIR2

新冷媒
R410A対応

ハイブリッド
インバーター

パリ首脳会談で気候変動
協定が成立された時の様子

（写真提供：共同通信社）

スマートエアフローシステムを
活用した実験イメージ

空調機器の多くにHCFC冷媒のR22が使用されていた頃、
東芝 空調・設備事業部時代の1991年、屋外設置型冷凍機
の冷媒をR12からR22へ切り替えました。また、1997年に
は熱源機でスクリューチラー「グローバルチラー」に初めて
R134aを採用しました。

2015年にGWPがR410Aの約1/3であるR32を店舗・オ
フィス用エアコン ウルトラパワーエコに採用し、以降、多
数の機種へ展開しました。2020年には熱源機のユニ
バーサルスマートX EDGE32シリーズに採用するなど、
地球温暖化への影響を低減しました。

低温機器用に採用されていたR404AはGWPが3,920
と高いため、よりGWPが低く、不燃性のR448A（GWP 
=1,386)やR449A（GWP=1,396）の採用を推進し、
2020年にはこれらの冷媒を屋外型インバーター冷凍機
に採用しました。

HFC冷媒への転換では、業界に先駆けて1998年、家庭
用エアコン 大清快シリーズにR410Aを採用して以降、
採用する機種を拡大していきました。また、2000年以
降には業務用エアコンや給湯器でもR410Aを採用し、
大きく省エネ化を推進しました。

ヒートポンプ技術が進み、GWPの低い　CO2などの
自然冷媒の採用が進みました。エコキュ　ートの名前で
知られる自然冷媒ヒートポンプ給湯機が　普及し、2009
年に当社が開発した家庭用エコキュート 　ESTIAシリ
ーズにはCO2冷媒R744を採用しました。

●屋外設置型冷凍機
　(TAM100JA-S)(R22)：（1991年） ●業務用ワイドマルチ(R407C)：（1998年） ●スーパーモジュールマルチ(R410A)：（2003年） ●家庭用エコキュート ESTIAシリーズ(R744)：（2009年）

●3方向オープンショーケース(R744)：（2014年）

●スマートエコneo(R32)：（2019年）
●スーパーパワーエコゴールド(R32)：（2018年）

●3灯CO2ショーケース
　(R744):(2020年)

●スーパーパワーエコ 暖太郎(R32)：（2019年）

●空冷ユニバーサルスマートX 
　EDGE32(R32)：（2020年）
●屋外型インバーター冷凍機
　(R448A、R449A)：（2020年）

●スクリューチラー「グローバルチラー」(R134a)：（1997年）

●家庭用ヒートポンプ給湯器
　ホットパワーエコシリーズ(R410A)：（2003年） ●スーパーパワーエコゴールド(R410A)：（2014年）

●家庭用エアコン大清快LDR（R410A）：（1998年）

●スーパーフレックスモジュー　ルチラー
　(R410A)：（2006年）

●モジュールマルチ(R407C)：（2000年）

●ウルトラパワーエコ(R32)：（2015年）
●業務用エコキュート(R744)：（2015年）

●パワーエコ(R410A)：（2000年）

●スーパーパワーエコ(R410A)：（2001年）
●空冷モジュールパッケージ(R407C)：（2002年）

※世界初業務用エアコンツインロータリーコンプレッサー(R410A)：（2000年） 

1993年度 省エネバンガード21
(現省エネ大賞)
通商産業大臣賞
家庭用冷房・暖房兼用
スプリット形ルームエアコン
TWIN DD

1996年度 省エネ大賞
省エネルギーセンター会長賞
業務用パッケージエアコン
AIU-J1406HG/ROA-J1404HT

2001年度 省エネ大賞
省エネルギーセンター会長賞
LDK換気システム
インバーター搭載自動運転シリーズ

2005年度 省エネ大賞
省エネルギーセンター会長賞
インバーター搭載
オープンショーケース

2014年度 省エネ大賞
省エネルギーセンター会長賞
ESTIAプレミアムモデル

2008年度 省エネ　大賞
経済産業大臣賞
店舗・オフィス用エ　アコン
スーパーパワーエコ　キューブシリーズ

2017年度 省エネ大賞
資源エネルギー庁長官賞
ユニバーサルスマートX 
EDGEシリーズ

2020年度 省エネ大賞
経済産業大臣賞
ビル用マルチエアコン
スーパーマルチuシリーズ

●1989年
環境担当部門発足

●1997年
富士ISO認証取得

●2003年
「環境報告書」
初発行

●2005年
第4次EAP※開始
物流CO2の評価

●2007年
津山・掛川ISO取得

（TCC）Gr. 第1回地球　環境会議開催

●2013年
第5次EAP開始
継続

●2014年
ecoスタイルリーダー
認定開始

●2017年
第6次EAP開始
継続

●2020年
SBT認定取得

●2021年
第7次EAP開始

低
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の
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（株）東芝 空調・設備事業部時代（～1998年）

熱源機、空調機器、給湯器、冷凍機器それぞれについて、低   GWP冷媒を採用して地球温暖化抑制に貢献しています

東芝キヤリアはこれまで30件の省エネ大賞と、2件の地  球温暖化防止活動環境大臣表彰を受賞しています

●1972年
「国連人間環境会議
（人間環境宣言）」採択

●1979年
「省エネルギー法」制定

●1985年
「オゾン層保護のための
ウィーン条約」採択

●1987年
「オゾン層を破壊する物質に関する
モントリオール議定書」採択

●1988年
「オゾン層保護法」制定

●1997年
COP3「京都議定書」採択

●2005年 
「京都議定書」発効

●2008年
「京都議定書」第一約束期間開始
（2012年まで）

●2001年
「フロン回収・破壊法」制定

●2002年
「京都議定書」批准 ●2008年

「省エネルギー法」改正
（エネルギー管理が工場・事業場
から事業者単位へ変更）

●2013年 「フロン排出抑制法」制定

●2015年
COP21開催

「パリ協定」採択

●2006年
「欧州F-gas規制※」施行

●2016年 
「パリ協定」発効、モントリオール議定書締約国会合
（MOP28）開催 キガリ改正

●2018年
「オゾン層保護法」改正
（HFCの生産、
消費量を段階的に削減）

●2019年
冷媒HCFC生産中止

●2020年 
冷媒HCFC生産、消費全廃

●2021年
菅首相、2030年の温室効果ガス排出目標 
2013年度比46％削減を表明

●2020年
菅首相が「国際公約」　
温室効果ガス排出量を2050年に実質ゼロ

●2019年
「オゾン層保護法」施行

東芝キヤリア時代  （1999～2021年）

当社の前身である東芝 空調・設備事業部は、1981年に世界初の家庭
用インバーターエアコン（2019年に未来技術遺産登録、2021年に
IEEEマイルストーン認定)を開発、販売しました。その後も冷凍空調機
器を開発し、1993年には第1回目の省エネ大賞を受賞しました。

東芝キヤリアが発足して10年では、家庭用・業務用エアコンのほか、給湯器、ショーケー
ス、換気システムなど多くの製品で省エネ大賞を受賞し、業界を牽引してきました。ま
た、2005年2月、京都議定書の発効で温室効果ガス排出削減の動きが活発化したこと
を受け、省エネ性の高い製品を次々と開発し、気候変動への対応に貢献しています。

2010年以降では、国内外で気候変動への対応に向けた法令などが制定され、脱炭素
社会を目指す動きが加速し、グローバルで対策を講じるようになりました。当社は、大
形熱源機、店舗・オフィス用空調、工場用空調など、ニーズに合わせて機能を強化した
製品を多数開発し、2020年度までに通算30件目となる省エネ大賞を受賞しました。

●スプリット形ルームエアコン
　TWIN DD（1993年）

●スプリット形ルームエアコン
　電気上手なエアコン（1994年）

●スプリット形ルームエアコン
　電気上手（1995年）

●業務用パッケージエアコン
　（1996年）

●スプリット形ルームエアコン
　大清快シリーズ
　（1998年）

●スーパーパワーエコBIGシリーズ（2001年） ●インバーター搭載オープンショーケース（200  5年） ●ユニバーサルスマートX 3シリーズ（2015年） 

●新インバーター駆動搭載機器ルームエアコン
　大清快シリーズ（1999年）

●newスーパーパワーエコシリーズ（2002年）

●東芝ルー　 ムエアコン大清快(2008年) ★HEATEDGE（2017年） 

●スーパーパワーエコシリーズ（2000年） ●ほっとパワーエコBIG（2004年） ●家庭用ルーム   エアコン東芝ルームエアコン大清快（2007年） ●スーパーパワーエコゴールド（2016年）

●LDK換気システム インバーター搭載自動運転シリーズ（2001年） ●スーパー　 パワーエコキューブシリーズ（2008年） ●PROCOOL（2019年）
●インバーター駆動DCロータリーコンプレッサーシリーズ（2000年） ●屋外設置インバーター冷凍機（2   006年）

●ユニバーサルスマートX 
　EDGEシリーズ（2017年）

●スプリット形ルームエアコン大清快シリーズ（2003年） ●ほっとパワー    エコウルトラBIG（2007年） ★ユニバーサルスマートX 
　RUA-SPシリーズ（2013年）●スーパーモジュールマルチ（2003年）

●ハイブリッド換気システムⅢ（2003年）

●スーパーマルチｕ　
　シリーズ（2020年）

●スーパーフレックスモジュールチ  ラー（2006年） ●ユニバーサルスマートX
　（2011年）

●ESTIAプレミアムモデル（2014年） ●FLEXAIＲ（2018年）

★は地球温暖化防止活動環境大臣表彰

京都議定書発効を記念して
行われたパレードの様子

（写真提供：共同通信社）

※HFC冷媒規制

※環境アクションプラン

东芝开利应对气候变化的历程
Toshiba Carrier History of Response to Climate Change東芝キヤリア 気候変動への対応のあゆみ

省エネ製品の開発と低GWP冷媒採用の両輪で地球環境に貢献しています省エネ製品の開発と低GWP冷媒採用の両輪で地球環境に貢献しています 新技術棟「e-THIRD」の活用など、快適性を追求する取り組みを加速させています
　1970年代に入り、地球温暖化が深刻な問題として注目されるようになりました。日本ではエネルギー資源の有
効利用を目指す取り組みとして1979年に省エネルギー法が制定され、国際的な枠組みがつくられるなど、環境に
影響を及ぼす気候変動への対応がクローズアップされるようになりました。東芝キヤリアは、前身である東芝の空
調・設備事業部時代から、空気中の熱を集めて利用するヒートポンプ技術を基盤に省エネ技術で環境調和型
製品を開発しています。また、ヒートポンプに使用される冷媒についても低GWP冷媒の採用を進め、CO2排出量
の抑制に貢献しています。

　東芝グループ全体として、脱炭素社会の実現を目指した「気候変動への対応」の取り組みを強化していることから、
2020年にSBT認定を取得しました。当社もグループ傘下としてそれにベクトルを合わせた取り組みを積極的に推進して
います。富士事業所に新しくできた製品開発の拠点「e-THIRD」は、研究・開発に使用するエネルギーを抑制すること
ができ、さらに、開発した空調機器を開発者自ら評価・体験できる「実証オフィス」としての機能を持っています。日本として
未来へ向けた温室効果ガスの削減目標が明確に示された今、東芝キヤリアは人々が感じる快適性も追求しながら、お
客さまのニーズにお応えできる魅力のあるソリューションを提供していきます。

屋外での快適性を追求する
動物園での実証実験

地下鉄駅構内の快適性を
追求する実証実験

オフィス空間の快適性を
追求する実証実験

新技術棟「e-THIRD」では、ブロック分け
したオフィスエリアごとに異なる空調シ
ステムを使用し、比較実験を行っていま
す。空調の体感とリアルタイムに表示さ
れる実証データを活用し、製品・ソリュー
ション開発につなげています。

国内動物園の展望デッキに当社の「ス
ポット・ゾーン空調FLEXAIR2」を設置
し、必要なエリアを局所的に空調する屋
外環境での実証実験を行いました。こ
の実験では、園内にある井戸水を使うこ
とで冷媒を使わずCO2排出量を約1/5
に削減しました。

国内の大都市を走る地下鉄の駅構内
にスマートエアフローシステムを設置
し、冷たい気流感を得る実証実験を行
いました。鉄道施設でスマートエアフ
ローシステムを活用した実証実験は日
本初でした。

東芝キヤリア実証実験の紹介
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　り離席時は照明不要 消灯行動忘れずに（関係会社／なかじー）　ぬ布マスク捨てる前にリサイクル（川崎／太郎）



2017年度省エネ大賞　資源エネルギー庁長官賞受賞 
ユニバーサルスマートX EDGEシリーズ

e-THIRD外観

e-THIRD内 実証実験エリア（写真はイメージ）

園内展望デッキに設置したFLEXAIR2

新冷媒
R410A対応

ハイブリッド
インバーター

パリ首脳会談で気候変動
協定が成立された時の様子

（写真提供：共同通信社）

スマートエアフローシステムを
活用した実験イメージ

空調機器の多くにHCFC冷媒のR22が使用されていた頃、
東芝 空調・設備事業部時代の1991年、屋外設置型冷凍機
の冷媒をR12からR22へ切り替えました。また、1997年に
は熱源機でスクリューチラー「グローバルチラー」に初めて
R134aを採用しました。

2015年にGWPがR410Aの約1/3であるR32を店舗・オ
フィス用エアコン ウルトラパワーエコに採用し、以降、多
数の機種へ展開しました。2020年には熱源機のユニ
バーサルスマートX EDGE32シリーズに採用するなど、
地球温暖化への影響を低減しました。

低温機器用に採用されていたR404AはGWPが3,920
と高いため、よりGWPが低く、不燃性のR448A（GWP 
=1,386)やR449A（GWP=1,396）の採用を推進し、
2020年にはこれらの冷媒を屋外型インバーター冷凍機
に採用しました。

HFC冷媒への転換では、業界に先駆けて1998年、家庭
用エアコン 大清快シリーズにR410Aを採用して以降、
採用する機種を拡大していきました。また、2000年以
降には業務用エアコンや給湯器でもR410Aを採用し、
大きく省エネ化を推進しました。

ヒートポンプ技術が進み、GWPの低い　CO2などの
自然冷媒の採用が進みました。エコキュ　ートの名前で
知られる自然冷媒ヒートポンプ給湯機が　普及し、2009
年に当社が開発した家庭用エコキュート 　ESTIAシリ
ーズにはCO2冷媒R744を採用しました。

●屋外設置型冷凍機
　(TAM100JA-S)(R22)：（1991年） ●業務用ワイドマルチ(R407C)：（1998年） ●スーパーモジュールマルチ(R410A)：（2003年） ●家庭用エコキュート ESTIAシリーズ(R744)：（2009年）

●3方向オープンショーケース(R744)：（2014年）

●スマートエコneo(R32)：（2019年）
●スーパーパワーエコゴールド(R32)：（2018年）

●3灯CO2ショーケース
　(R744):(2020年)

●スーパーパワーエコ 暖太郎(R32)：（2019年）

●空冷ユニバーサルスマートX 
　EDGE32(R32)：（2020年）
●屋外型インバーター冷凍機
　(R448A、R449A)：（2020年）

●スクリューチラー「グローバルチラー」(R134a)：（1997年）

●家庭用ヒートポンプ給湯器
　ホットパワーエコシリーズ(R410A)：（2003年） ●スーパーパワーエコゴールド(R410A)：（2014年）

●家庭用エアコン大清快LDR（R410A）：（1998年）

●スーパーフレックスモジュー　ルチラー
　(R410A)：（2006年）

●モジュールマルチ(R407C)：（2000年）

●ウルトラパワーエコ(R32)：（2015年）
●業務用エコキュート(R744)：（2015年）

●パワーエコ(R410A)：（2000年）

●スーパーパワーエコ(R410A)：（2001年）
●空冷モジュールパッケージ(R407C)：（2002年）

※世界初業務用エアコンツインロータリーコンプレッサー(R410A)：（2000年） 

1993年度 省エネバンガード21
(現省エネ大賞)
通商産業大臣賞
家庭用冷房・暖房兼用
スプリット形ルームエアコン
TWIN DD

1996年度 省エネ大賞
省エネルギーセンター会長賞
業務用パッケージエアコン
AIU-J1406HG/ROA-J1404HT

2001年度 省エネ大賞
省エネルギーセンター会長賞
LDK換気システム
インバーター搭載自動運転シリーズ

2005年度 省エネ大賞
省エネルギーセンター会長賞
インバーター搭載
オープンショーケース

2014年度 省エネ大賞
省エネルギーセンター会長賞
ESTIAプレミアムモデル

2008年度 省エネ　大賞
経済産業大臣賞
店舗・オフィス用エ　アコン
スーパーパワーエコ　キューブシリーズ

2017年度 省エネ大賞
資源エネルギー庁長官賞
ユニバーサルスマートX 
EDGEシリーズ

2020年度 省エネ大賞
経済産業大臣賞
ビル用マルチエアコン
スーパーマルチuシリーズ

●1989年
環境担当部門発足

●1997年
富士ISO認証取得

●2003年
「環境報告書」
初発行

●2005年
第4次EAP※開始
物流CO2の評価

●2007年
津山・掛川ISO取得

（TCC）Gr. 第1回地球　環境会議開催

●2013年
第5次EAP開始
継続

●2014年
ecoスタイルリーダー
認定開始

●2017年
第6次EAP開始
継続

●2020年
SBT認定取得

●2021年
第7次EAP開始
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（株）東芝 空調・設備事業部時代（～1998年）

熱源機、空調機器、給湯器、冷凍機器それぞれについて、低   GWP冷媒を採用して地球温暖化抑制に貢献しています

東芝キヤリアはこれまで30件の省エネ大賞と、2件の地  球温暖化防止活動環境大臣表彰を受賞しています

●1972年
「国連人間環境会議
（人間環境宣言）」採択

●1979年
「省エネルギー法」制定

●1985年
「オゾン層保護のための
ウィーン条約」採択

●1987年
「オゾン層を破壊する物質に関する
モントリオール議定書」採択

●1988年
「オゾン層保護法」制定

●1997年
COP3「京都議定書」採択

●2005年 
「京都議定書」発効

●2008年
「京都議定書」第一約束期間開始
（2012年まで）

●2001年
「フロン回収・破壊法」制定

●2002年
「京都議定書」批准 ●2008年

「省エネルギー法」改正
（エネルギー管理が工場・事業場
から事業者単位へ変更）

●2013年 「フロン排出抑制法」制定

●2015年
COP21開催

「パリ協定」採択

●2006年
「欧州F-gas規制※」施行

●2016年 
「パリ協定」発効、モントリオール議定書締約国会合
（MOP28）開催 キガリ改正

●2018年
「オゾン層保護法」改正
（HFCの生産、
消費量を段階的に削減）

●2019年
冷媒HCFC生産中止

●2020年 
冷媒HCFC生産、消費全廃

●2021年
菅首相、2030年の温室効果ガス排出目標 
2013年度比46％削減を表明

●2020年
菅首相が「国際公約」　
温室効果ガス排出量を2050年に実質ゼロ

●2019年
「オゾン層保護法」施行

東芝キヤリア時代  （1999～2021年）

当社の前身である東芝 空調・設備事業部は、1981年に世界初の家庭
用インバーターエアコン（2019年に未来技術遺産登録、2021年に
IEEEマイルストーン認定)を開発、販売しました。その後も冷凍空調機
器を開発し、1993年には第1回目の省エネ大賞を受賞しました。

東芝キヤリアが発足して10年では、家庭用・業務用エアコンのほか、給湯器、ショーケー
ス、換気システムなど多くの製品で省エネ大賞を受賞し、業界を牽引してきました。ま
た、2005年2月、京都議定書の発効で温室効果ガス排出削減の動きが活発化したこと
を受け、省エネ性の高い製品を次々と開発し、気候変動への対応に貢献しています。
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社会を目指す動きが加速し、グローバルで対策を講じるようになりました。当社は、大
形熱源機、店舗・オフィス用空調、工場用空調など、ニーズに合わせて機能を強化した
製品を多数開発し、2020年度までに通算30件目となる省エネ大賞を受賞しました。
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●新インバーター駆動搭載機器ルームエアコン
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Toshiba Carrier History of Response to Climate Change東芝キヤリア 気候変動への対応のあゆみ
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　1970年代に入り、地球温暖化が深刻な問題として注目されるようになりました。日本ではエネルギー資源の有
効利用を目指す取り組みとして1979年に省エネルギー法が制定され、国際的な枠組みがつくられるなど、環境に
影響を及ぼす気候変動への対応がクローズアップされるようになりました。東芝キヤリアは、前身である東芝の空
調・設備事業部時代から、空気中の熱を集めて利用するヒートポンプ技術を基盤に省エネ技術で環境調和型
製品を開発しています。また、ヒートポンプに使用される冷媒についても低GWP冷媒の採用を進め、CO2排出量
の抑制に貢献しています。

　東芝グループ全体として、脱炭素社会の実現を目指した「気候変動への対応」の取り組みを強化していることから、
2020年にSBT認定を取得しました。当社もグループ傘下としてそれにベクトルを合わせた取り組みを積極的に推進して
います。富士事業所に新しくできた製品開発の拠点「e-THIRD」は、研究・開発に使用するエネルギーを抑制すること
ができ、さらに、開発した空調機器を開発者自ら評価・体験できる「実証オフィス」としての機能を持っています。日本として
未来へ向けた温室効果ガスの削減目標が明確に示された今、東芝キヤリアは人々が感じる快適性も追求しながら、お
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したオフィスエリアごとに異なる空調シ
ステムを使用し、比較実験を行っていま
す。空調の体感とリアルタイムに表示さ
れる実証データを活用し、製品・ソリュー
ション開発につなげています。

国内動物園の展望デッキに当社の「ス
ポット・ゾーン空調FLEXAIR2」を設置
し、必要なエリアを局所的に空調する屋
外環境での実証実験を行いました。こ
の実験では、園内にある井戸水を使うこ
とで冷媒を使わずCO2排出量を約1/5
に削減しました。

国内の大都市を走る地下鉄の駅構内
にスマートエアフローシステムを設置
し、冷たい気流感を得る実証実験を行
いました。鉄道施設でスマートエアフ
ローシステムを活用した実証実験は日
本初でした。

東芝キヤリア実証実験の紹介
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るルールを決めて、こまめに分別回収（関係会社／もっち）　を温暖化防止で健全な地球を守りましょう（川崎／ポチ）
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Environment  / 环境環 境

る中央監視室を設置するだけでなく、エネルギーの消費状況を誰もが館

内のデジタルサイネージで確認できるようにしました。もちろん、高効率熱源

機やビル用空調マルチシステムを採用するほか、全館LED照明、セン

サーによる調光、セキュリティシステムと連動した待機電力カットなど、随所で

省エネに取り組んでいます。また、自然採光、自然換気、断熱性能の高い

外装など、建築面での工夫も行っていますが、e-THIRD全体で見た場合

では試験設備が全エネルギーの84%を占めていることも事実です。

図司）おふたりのお話を伺ったうえで、私たちの部門でもどのように省エネを
推進しているかをご紹介します。試験のための空気冷却の最適化として、

省エネ大賞を受賞した自社製冷凍機「PROCOOL」（P.18参照）の導入

などを行っています。また、水冷冷凍機のスケール洗浄による効率低下の抑

制や、試験設備の緻密なスケジュール運転を行うツールで24時間稼働す

ることにより、試験設備立ち上げ時の膨大な電力を削減しています。ほかに

もさまざまな電力の見える化を実践して温暖化抑制に貢献しています。

内藤）e-THIRD自体の取り組みはこれまでお話しした通りですが、ほかに
強調したいこととして技術者への環境教育があります。新人を対象にした

教育以外にも、3年目、5年目などの節目で行うものがあります。今後は、海

外拠点に対しても展開していきます。また、必須受験としてeco検定※4を重

視しています。複雑且つ多様化する環境課題の知識を幅広く吸収するに

はとても有用な検定だと思うので欠かせないと考えています。技術者教育

はナレッジ管理担当としては重要だと位置付け、e-THIRDをきっかけに充

実を図っていきたいと思います。

長岡）私たちの部門では、機器の効率向上による年間消費電力量の削
減、冷媒の低GWP化に主眼を置き、環境性能No.1のエクセレントECPを

目指すのが大前提です。ほかにも、海外における一定速機種のインバー

ター化を目指すことで気候変動への対応に取り組みます。いずれにせよ、

新しくできたe-THIRDは、製品開発で省エネ性と快適性を追求する技術

者にとって、多くのメリットを提供してくれる場だと思います。

図司）（富士）では、2015年度を境に試験などを含む「開発系」の消費
電力量が、製造などの「事業系」を上回るようになったため、より一層の省

エネ施策が必要になってきました。2020年度には新技術棟「e-THIRD」

が始動したことで、消費電力量のさらなる増加が予想されます。

内藤）当社グループで技術開発部門があるのは国内では（富士）と（掛
川）、海外では（TCAC）と（TCTC）ですが、e-THIRDはグローバル開発

体制の中核的存在として（富士）に誕生しました。執務エリアを実証オフィ

スとし、空調機器の設計者が自らこの施設で体感しながら実証データを

活用して開発作業を行います。ABW※1の考え方を取り入れたスペースを

各所に配置しているのも特徴です。図司さんが所属する機器の性能評価

を行う部門もあり、試験設備も充実していますね。

図司）「試験」と一口に言っても、空調機器の場合は「信頼性試験」と
「性能試験」があります。機器に使われる冷媒のことも含め、長期間にわ

たって品質を維持するため、さまざまな条件のもとで緻密な試験を行わな

ければなりません。条件が変わってしまうような干渉要因があると試験に影

響を及ぼすことから、ある1つの条件で安定したデータを取得するのに数

時間かかることも珍しくありません。実際の使用時に近い状態で機器の性

能を把握するために、いくつもの条件で試験を実施すると試験室を使う期

間も長くなり、消費電力量は相当なものになってしまいます。

長岡）製品開発と試験は切り離しては考えられません。私は、他社のベン
チマークを行いつつ、「気候変動への対応」「循環経済への対応」「生

態系への配慮」という環境の基本3要素を満たすエクセレントECPの創

出（P.17参照）に取り組んでいます。製品の企画段階から環境性能No.1

を目標（ecoターゲット）に設定し、承認段階で目標の達成状況やECP基

準適合の確認を行います

が、図司さんの部門で厳し

く取り組んでいる試験や評

価には本当に感謝してい

ます。一方、グループ拠点

間で開発の効率化は重

要なテーマであり、「開発

する製品が多いから電力

消費も多い」では済まされ

ないので、エネルギーの上手な利用を技術者としても真剣に考えています。

図司）信頼性や品質の追求に力を入れると、どうしても試験工程が増え
てしまいます。エクセレントECP認定の担当は、そこを一切妥協しませんので

試験には時間をかけざるを得ません。また、空調機器で実現する省エネ性

と快適性の両立は、実証オフィスとしてのe-THIRDが起点となり、ここで使

用される機器自体が省エネ化されていけば、施設全体としてのエネル

ギー削減も進むはずです。

内藤）e-THIRDは稼働してまだ1年です。実証オフィスとしての機能を発
揮し、省エネと快適性、この両面からさまざまなデータを蓄積し、そのデータ

を開発部門が評価していくことになります。そして、単独の製品だけでなく、

お客さまのニーズに応えるソリューションシステムに反映させていきます。

e-THIRDでは、見学に訪れたお客さまに採用したシステムを紹介し、そこ

からもお客さまの意見を取り入れて開発にフィードバックしています。

図司）以前は製品の環境性能を冷暖房のCOP※2だけで比較していた
時代がありましたが、今は、実際の使用時に近いいくつかの性能で評価

し、省エネ性と快適性を評価します。実証データをもとに検証して製品に

反映させ、そして商品力を高める、これを実践できるe-THIRDが竣工した

ことで、開発部門は高い意欲で取り組んでいるのではないかと思います。

長岡）そうですね。また、気候変動への対応強化が急務になっている今、
東芝全体としてSBT認定を取得したことも影響しています。「自社・製品・

発電」それぞれのGHG※3に対して目標を立て、認定取得を行いました

が、グループ傘下の当社も、「自社GHG」と「製品GHG」でそれぞれ

Scope1と2および3として2030年度までの目標を設定しました（P.5参照）。

先ほどから話題になっている試験室のエネルギー消費が多くなったことは

自社GHGに関してのことですが、SBTのScope3は、開発した製品が世

の中に対してどのような影響を与えるかがポイントになります。

内藤）そこで、CO2排出量の削減に大きく寄与するエクセレントECPが
クローズアップされるわけですね。2019年度比でScope３は14％削減な

ので、2030年までこの先10年と考えると、1年あたり1.4％減は高いハード

ルだと思います。

長岡）確かにその通りです。製品開発で目標達成の鍵になることの一つ
に、冷媒使用があげられます。いかに、地球温暖化係数の低い冷媒を使

用した製品を開発するかが課題と言えるでしょう。例えば、使用する冷媒

量が多い大形熱源機にもＲ32と

いう低GWP冷媒を採用し、製

品面から気候変動への対応に

取り組んでいます（P.13参照）。

内藤）自社GHGという意味で
は、e-THIRDは消費エネル

ギーをリアルタイムで見える化す

富士事業所における「開発系」の消費電力量が
2015年度以降増大、その要因についてお聞かせください

製品開発におけるe-THIRDの役割、また、
SBT認定との関係についてお聞かせください

それぞれの立場で、これからの気候変動への
対応で思うことをお聞かせください

開発系の消費電力量が事業系を上回る
ようになった事実を踏まえ、課題の抽出と
具体的な対策について、実証オフィス機

能を持つe-THIRDが立ち上がったことをきっかけに、具体的な
深掘りができました。東芝キヤリアグループは、開発する製品や
開発環境はもちろん、技術者の環境知識の充実など、総合的な
観点で気候変動への対応に取り組んでまいります。

※1 Activity Based Working ： 時間と場所を自由に選択できる働き方　
※2 Coefficient of Performance ： 空調機器などのエネルギー消費効率の目安として使われる係数
※3 Greenhouse Gas : 温室効果ガス
※4 東京商工会議所が行っている「環境社会検定試験」

中央監視室

まとめ

e-THIRD始動、技術部門の3名が語り合う
「創造・実証」をコンセプトに技術開発の中核となるe-THIRDが本格的  に始動しました。e-THIRDの運営管理部門、エネルギーを多く使用する
開発試験設備部門、環境調和型製品創出の技術部門、それぞれの責任  者が省エネへの取り組みの実態と今後の展望について意見交換しました。

e-THIRD started up    3 people from the Technology Division    discuss  / e-THIRD启动，技术部门的3位员工相互畅谈

★文中の拠点表記について…（富士）:富士事業所、（掛川）:掛川開発セ   ンター、（TCAC）:東芝キヤリア中国社、（TCTC）:東芝キヤリア タイ社

コラボレーションエリア

鼎談会  気候変動への対応
Round-table meeting   Response to climate change / 鼎谈会应对气候变化

てい　　　だん　　かい

富士事業所の中でもエネルギーを多く使用する性能試験室の維
持・管理・校正を行うとともに、性能評価試験を行っています。主に
店舗・オフィス用の空調機や、大型ビル・百貨店などに設置するビ
ル用マルチ空調といった冷媒を使った空調機が試験の対象です。

技術設備管理評価担当図司 貴宏
ず　   し　　 たか ひろ

法令遵守管理、環境技術の技術部取り纏め部門で、SBT認定関連業
務、環境アクションプラン立案業務、エクセレントECPの創出推進を担
当しています。開発の上流部門として、企画書作成段階でecoターゲッ
トを決めるルールづくりを行い、新製品の開発に取り組んでいます。

技術法規・環境担当長岡 良明
なが  おか　  よし   あき

e-THIRDの快適性評価を把握し、製品開発部門と連携してデータ
のフィードバックを行うとともに、社外に対するPRも行っています。
また、技術者への環境教育、新入社員のecoスタイルリーダー養成、
技術成果物や技術ノウハウの管理・伝承業務を行っています。

ナレッジ管理担当内藤 真吾
ない   とう　   しん    ご

　わ我が子にも しっかり見せたい エゾオコジョ（関係会社／ひわっちゃん）　か過剰包装やめてみよう中身は愛情つまってる（関係会社／みぃ）

https://www.toshiba-carrier.co.jp/company/csr/product/index_j.htm
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外装など、建築面での工夫も行っていますが、e-THIRD全体で見た場合

では試験設備が全エネルギーの84%を占めていることも事実です。
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推進しているかをご紹介します。試験のための空気冷却の最適化として、
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などを行っています。また、水冷冷凍機のスケール洗浄による効率低下の抑
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ることにより、試験設備立ち上げ時の膨大な電力を削減しています。ほかに

もさまざまな電力の見える化を実践して温暖化抑制に貢献しています。

内藤）e-THIRD自体の取り組みはこれまでお話しした通りですが、ほかに
強調したいこととして技術者への環境教育があります。新人を対象にした

教育以外にも、3年目、5年目などの節目で行うものがあります。今後は、海

外拠点に対しても展開していきます。また、必須受験としてeco検定※4を重

視しています。複雑且つ多様化する環境課題の知識を幅広く吸収するに

はとても有用な検定だと思うので欠かせないと考えています。技術者教育

はナレッジ管理担当としては重要だと位置付け、e-THIRDをきっかけに充

実を図っていきたいと思います。

長岡）私たちの部門では、機器の効率向上による年間消費電力量の削
減、冷媒の低GWP化に主眼を置き、環境性能No.1のエクセレントECPを

目指すのが大前提です。ほかにも、海外における一定速機種のインバー

ター化を目指すことで気候変動への対応に取り組みます。いずれにせよ、

新しくできたe-THIRDは、製品開発で省エネ性と快適性を追求する技術

者にとって、多くのメリットを提供してくれる場だと思います。

図司）（富士）では、2015年度を境に試験などを含む「開発系」の消費
電力量が、製造などの「事業系」を上回るようになったため、より一層の省

エネ施策が必要になってきました。2020年度には新技術棟「e-THIRD」

が始動したことで、消費電力量のさらなる増加が予想されます。

内藤）当社グループで技術開発部門があるのは国内では（富士）と（掛
川）、海外では（TCAC）と（TCTC）ですが、e-THIRDはグローバル開発

体制の中核的存在として（富士）に誕生しました。執務エリアを実証オフィ

スとし、空調機器の設計者が自らこの施設で体感しながら実証データを

活用して開発作業を行います。ABW※1の考え方を取り入れたスペースを

各所に配置しているのも特徴です。図司さんが所属する機器の性能評価

を行う部門もあり、試験設備も充実していますね。

図司）「試験」と一口に言っても、空調機器の場合は「信頼性試験」と
「性能試験」があります。機器に使われる冷媒のことも含め、長期間にわ

たって品質を維持するため、さまざまな条件のもとで緻密な試験を行わな

ければなりません。条件が変わってしまうような干渉要因があると試験に影

響を及ぼすことから、ある1つの条件で安定したデータを取得するのに数

時間かかることも珍しくありません。実際の使用時に近い状態で機器の性

能を把握するために、いくつもの条件で試験を実施すると試験室を使う期

間も長くなり、消費電力量は相当なものになってしまいます。

長岡）製品開発と試験は切り離しては考えられません。私は、他社のベン
チマークを行いつつ、「気候変動への対応」「循環経済への対応」「生

態系への配慮」という環境の基本3要素を満たすエクセレントECPの創
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富士事業所における「開発系」の消費電力量が
2015年度以降増大、その要因についてお聞かせください

製品開発におけるe-THIRDの役割、また、
SBT認定との関係についてお聞かせください

それぞれの立場で、これからの気候変動への
対応で思うことをお聞かせください

開発系の消費電力量が事業系を上回る
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具体的な対策について、実証オフィス機

能を持つe-THIRDが立ち上がったことをきっかけに、具体的な
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開発環境はもちろん、技術者の環境知識の充実など、総合的な
観点で気候変動への対応に取り組んでまいります。
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※2 Coefficient of Performance ： 空調機器などのエネルギー消費効率の目安として使われる係数
※3 Greenhouse Gas : 温室効果ガス
※4 東京商工会議所が行っている「環境社会検定試験」

中央監視室

まとめ

e-THIRD始動、技術部門の3名が語り合う
「創造・実証」をコンセプトに技術開発の中核となるe-THIRDが本格的  に始動しました。e-THIRDの運営管理部門、エネルギーを多く使用する
開発試験設備部門、環境調和型製品創出の技術部門、それぞれの責任  者が省エネへの取り組みの実態と今後の展望について意見交換しました。

e-THIRD started up    3 people from the Technology Division    discuss  / e-THIRD启动，技术部门的3位员工相互畅谈

★文中の拠点表記について…（富士）:富士事業所、（掛川）:掛川開発セ   ンター、（TCAC）:東芝キヤリア中国社、（TCTC）:東芝キヤリア タイ社

コラボレーションエリア

鼎談会  気候変動への対応
Round-table meeting   Response to climate change / 鼎谈会应对气候变化

てい　　　だん　　かい

富士事業所の中でもエネルギーを多く使用する性能試験室の維
持・管理・校正を行うとともに、性能評価試験を行っています。主に
店舗・オフィス用の空調機や、大型ビル・百貨店などに設置するビ
ル用マルチ空調といった冷媒を使った空調機が試験の対象です。

技術設備管理評価担当図司 貴宏
ず　   し　　 たか ひろ

法令遵守管理、環境技術の技術部取り纏め部門で、SBT認定関連業
務、環境アクションプラン立案業務、エクセレントECPの創出推進を担
当しています。開発の上流部門として、企画書作成段階でecoターゲッ
トを決めるルールづくりを行い、新製品の開発に取り組んでいます。

技術法規・環境担当長岡 良明
なが  おか　  よし   あき

e-THIRDの快適性評価を把握し、製品開発部門と連携してデータ
のフィードバックを行うとともに、社外に対するPRも行っています。
また、技術者への環境教育、新入社員のecoスタイルリーダー養成、
技術成果物や技術ノウハウの管理・伝承業務を行っています。

ナレッジ管理担当内藤 真吾
ない   とう　   しん    ご

よ夜空の星 いつまでも見られる澄んだ空 残していかねば未来へと（津山／こうも連合）



万が一の場合、
現場に出動

ユニバーサルスマートX
EDGE32シリーズ

ヘリウム充填による
ガスリーク検査機

JRコンテナ

納入事例集

ガスリークを
改善した治具

サービスセンター
24時間365日遠隔監視

ユニバーサルスマートＸの遠隔監視システム

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

●グリーン調達の促進
●低GWP冷媒の調達

●お客さまへの省エネソリューション提案
●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

●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
●再生可能エネルギー使用

●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 ・冷媒フロン類取扱技術者更新講習実施

●フロン類漏えい防止と回収
●冷媒フロン類取扱技術者更新講習実施

●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

●冷媒漏れ検知技術開発
●低GWP冷媒応用技術の開発 

●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

●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
●冷媒フロン類取扱技術者更新講習

→P.13参照

→P.24参照

→P.20参照

→P.19, 20参照

→P.15, 16, 25参照

→P.24参照

→P.24参照

→P.24, 25参照

製品の
企画・開発

製 造

製品の
使用・

サービス

遠隔監視による保守で運転状態を管理
複数の機器を接続して運転の管理・制御を行い、フロアやテナ
ント別に運転状態の見える化を実現しています。運転スケジュー
ル管理、セーブ運転などの省エネ制御が可能になりました。
また、「ユニバーサルスマートＸ」には遠隔監視システムを採用し
た保守メニューがあり、運転状態や汚れ・劣化を管理し、故障
や非効率運転を抑えることでCO2削減に貢献しています。

熱源転換の提案や物流時のCO2削減
ボイラー熱源からヒートポンプ熱源への転換など、省エネ効果の
高いソリューションをお客さまのニーズに合わせて提案していま
す。また、さまざまな省エネ効果やお客さまの声を紹介した納入事
例集で、当社サービスの積極的なPR活動を行っています。物流
においても、鉄道輸送の活用、東芝グループ内の製品混載、地
区倉庫の削減・客先直送推進などでCO2削減を図っています。

製造現場の省エネ対策と冷媒管理
製造ラインをコンベア方式からAGV※搬送に変えるなど、エネル
ギー削減に取り組むほか、作業者の快適性と省エネ性の両
面を考え、スポット・ゾーン空調システム「FLEXAIRシリーズ」
を製造現場に導入しています。また、冷媒の製品封入時に使
用する治具の継ぎ目の溶接やヘリウムガスの利用を行い、徹
底した製品検査で大気への漏えい防止に取り組んでいます。

R32冷媒の採用と製品使用時の省エネ
積極的に低GWP冷媒を採用しています。店舗・オフィス用エ
アコンでは2015年から、チラーなど大形熱源機では2020年
からR32冷媒の採用を開始しました。また、使用時のエネル
ギー削減に貢献する製品として、ビル用マルチシステム「スー
パーマルチuシリーズ」が省エネ大賞を受賞するなど、業界を
リードする省エネ製品を開発しています。

价值链上应对气候变化与具体措施
Response to climate change in the value chain and specific initiativesバリューチェーンにおける気候変動への対応と具体的な取り組み

東芝キヤリアグループは、「製品の企画・開発」から「製品の廃棄」に至るまでをバリューチェーンととらえ、環境調和型製品の創出・提供に取り　組んでいます。
今年度の報告書では、バリューチェーンにおける気候変動対応に関連する主な項目として、「製品の企画・開発」「製造」「販売・営業活動・物流」　「製品の使用・サービス」にフォーカスしました。右ページでは、それらのCO2削減について紹介します。

販売・
営業活動・

物流

●使用エネルギー削減
●製造工程でのフロン類漏えい対策

●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 

●お客さまへの
　省エネソリューション提案
●輸送エネルギー削減

●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

CO2削減

CO2削減

CO2削減

CO2削減

※Automatic Guided Vehicle : 無人搬送車
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た高くても、買っていこうよ！省エネ商品（津山／178）　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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そその手から 企業環境への 恩返し（関係会社／大竹 達也）　つつねに意識してスイッチオンオフエコ生活（富士／望月 宏昌）
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DCトリプルロータリーコンプレッサー世界初※1

デュアルステートインバーター世界初※3
1つのコンプレッサーを2つのインバーターで駆動、
さらに当社独自の技術デュアルステートモータード
ライブ※4で大容量運転と高効率運転を両立。

部分負荷運転に最適なロータリーコンプレッサー
がさらに進化し、大容量・コンパクトでありながら運
転範囲全域で高効率を実現。

※1 3つのシリンダーを有した世界最大容量のDCロータリーコンプレッサー（当社調べ）
※2 Diamond Like Carbonの頭文字の略
※3 空調機用インバーターにおいて（当社調べ）
※4 負荷に応じてインバーター駆動を1つか2つに切り替える技術
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价值链管理／产品中的环境活动
Value chain management / Environmental activities  in productsバリューチェーンマネジメント／製品における環境活動

環境性能を継続的に向上させるための取り組みとして、前ページに記載したバリューチェーンの中の「製品の企画・開発」につい
てご紹介します。東芝キヤリアグループは、省エネ性の高い空調機器の開発でCO2排出量を抑制するとともに、低GWP冷媒の採
用で気候変動に対応しています。

付 航
フ　　　  ハン

空調設計部

　GWPがR410Aの約1/3以下であるR32冷媒を採用した店舗・オフィス用エアコン「ウルトラパワーエコ 大容量クラ
スP224・P280形」（8HP、10HP相当）を開発しました。この製品では、コンプレッサー、制御器、熱交換器、DCファン
モーターとプロペラファンといった要素部品について設計面の高効率化を図りました。また、PMV※1の最適化マッチン
グ技術を採用した冷媒制御で、従来機種に対してP224・P280形でそれぞれ約5％・約7％の省エネ性を実現し、
APF※2はそれぞれ6.4・6.0となり業界トップクラスを実現しました。また、年間CO2排出量は基準機種（2000年）に対し
て約59％削減を達成しました。冷房運転時の室外温度上限は52℃、暖房運転時の室外温度下限は－27℃と、猛暑
の夏や厳寒の冬でもタフで安心の信頼性を確保します。また、特定化学物質を使用せず、再生プラスチックの採用や
既設配管の再利用が可能で、「循環経済への対応」にも貢献しています。

　環境負荷の低いR32冷媒を採用したモジュール型空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX 
EDGE32シリーズ」を開発しました。EDGE32シリーズでは、R32に最適化した新開発のDCインバーターツインロータ
リーコンプレッサーを搭載することで、従来までのR410Ａ冷媒を採用したモデルと比較して冷却のCOP※が平均７％
向上しました。加えて、冷媒封入量を約17％削減することでCO2換算量を約73％削減できました。また、R32冷媒と液
インジェクションによる強制冷却機構を搭載した新型コンプレッサーの組み合わせ、電子式膨張弁、ファンモーター、
コンプレッサーモーターなどを駆動させるアクチュエーターの最適なチューニングを行うことで、低外気温度においても
性能を維持しながら定格加熱性能を改善できるモデルや、散水機能による高効率モデルなどのラインアップを揃え、
省エネに貢献しています。

竹内 一志
たけ　　うち　　　 かず　　 し
熱源設計部

三浦 賢
み　　 うら　　　けん
空調設計部

※1 Pulse Motor Valve ： 電子膨張弁　
※2 Annual Performance Factor ： 通年エネルギー消費効率

※Coefficient Of Performance 入力エネルギーに対する利用エネルギーの比率

店舗・オフィス用エアコン「ウルトラパワーエコ 大容量クラスP224・P280形」の開発
2020年度省エネ大賞経済産業大臣賞受賞

空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX EDGE32シリーズ」の開発

ビル空調のライフサイクルコスト（LCC）低減に
貢献するスーパーマルチuシリーズ
製品の開発コンセプトや省エネ大賞受賞のポイントになった
技術などについて、開発担当者にお話を聞きました。

スーパーマルチuシリーズはどのような製品ですか
　都市部のビルを中心に、ビル空調についてさまざまなニーズが高まっており、省エ
ネ性はもちろん、省スペースで簡便な空調設計ができることが重要視されるようになり
ました。また、寒冷地など地域特有の課題も浮き彫りになってきたことから、お客さまの
幅広いニーズに応える製品が求められるようになりました。スーパーマルチuシリーズ
は、これらの課題を解決するビル用マルチ空調システムです。

製品の開発コンセプトは
　ビル空調の寿命は15～20年と言われ、更新時期が訪れる物件が増えてきたこと
から、当社ではコンパクトな室外機設計で高効率なマルチ空調システムを展開して
いく方針を立てました。一方、ヒートポンプ機の普及が遅れている寒冷地では、暖房
運転時の霜取り運転、暖房能力低下という課題もあったことから、寒冷地強化もコ
ンセプトでした。これまでの販売実績から、新規／更新の設置割合などのマーケティ
ングを行い、開発コンセプトを設定しました。

省エネ大賞受賞のポイントは
　業界最小クラスでありながら、業界トップクラスのAPF（5.5～5.6）を達
成したことです。それを実現した技術として、DCトリプルロータリーコンプ
レッサーを採用したこと、コンプレッサーのモーター部にオープン巻線を
採用し、2つのインバーターで1つのコンプレッサーを駆動する技術を採
用したことがあげられます。高出力／低出力を適宜切り替えることで高効
率運転を可能にしました。これは空調用としては世界初の技術です。

そのほかクローズアップしたい点は
　寒冷地へのヒートポンプ機の普及を目的として採用した個別除霜制
御技術です。寒冷地では、暖房運転の時に室外機側に霜が付着して
暖房能力が徐 に々低下するので、定期的な除霜が必要です。ヒートポ
ンプ機は必ず除霜しますが、霜取り運転中は暖房を供給できないという
課題がありました。それを解決したのがこの製品です。また、古い室内機
を新規の室外機で動かす新旧混在運転を可能にしたことで、工事の
日程や予算の面からもフレキシブルな更新ができるようになりました。

スーパーマルチuシリーズの今後の展開は
　この製品シリーズは、設計、施工、運用、メンテナンスといったビルの
ライフサイクルにおける課題を解決し、ビルそのものの付加価値向上に
貢献します。当社では、より高効率仕様のタイプ、省設置タイプなどのラ
インアップを揃え、さらにスーパーマルチuシリーズと組み合わせた最
適なソリューション提案でお客さまのニーズにお応えしていきます。

開 発 者
インタビュー

※1 基準機種（2000年）との比較　※２ 基準機種（2006年）との比較

生態系への配慮（化学物質管理）

※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

循環経済への対応（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

気候変動への対応
VOC
削減

（コンプ）

コンプレッサー粉体塗装採用に
よる製造プロセスでの揮発性有
機化合物（VOC）の削減

資源有効
活用

本体軽量化

13 東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2021 14東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2021

Environment  / 环境環 境

ね寝る前に エアコン設定 確認を（九州／山下 辰憲）　な鍋油、拭取る事で水質維持（関係会社／はー）
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※2 Diamond Like Carbonの頭文字の略
※3 空調機用インバーターにおいて（当社調べ）
※4 負荷に応じてインバーター駆動を1つか2つに切り替える技術
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价值链管理／产品中的环境活动
Value chain management / Environmental activities  in productsバリューチェーンマネジメント／製品における環境活動

環境性能を継続的に向上させるための取り組みとして、前ページに記載したバリューチェーンの中の「製品の企画・開発」につい
てご紹介します。東芝キヤリアグループは、省エネ性の高い空調機器の開発でCO2排出量を抑制するとともに、低GWP冷媒の採
用で気候変動に対応しています。

付 航
フ　　　  ハン

空調設計部

　GWPがR410Aの約1/3以下であるR32冷媒を採用した店舗・オフィス用エアコン「ウルトラパワーエコ 大容量クラ
スP224・P280形」（8HP、10HP相当）を開発しました。この製品では、コンプレッサー、制御器、熱交換器、DCファン
モーターとプロペラファンといった要素部品について設計面の高効率化を図りました。また、PMV※1の最適化マッチン
グ技術を採用した冷媒制御で、従来機種に対してP224・P280形でそれぞれ約5％・約7％の省エネ性を実現し、
APF※2はそれぞれ6.4・6.0となり業界トップクラスを実現しました。また、年間CO2排出量は基準機種（2000年）に対し
て約59％削減を達成しました。冷房運転時の室外温度上限は52℃、暖房運転時の室外温度下限は－27℃と、猛暑
の夏や厳寒の冬でもタフで安心の信頼性を確保します。また、特定化学物質を使用せず、再生プラスチックの採用や
既設配管の再利用が可能で、「循環経済への対応」にも貢献しています。

　環境負荷の低いR32冷媒を採用したモジュール型空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX 
EDGE32シリーズ」を開発しました。EDGE32シリーズでは、R32に最適化した新開発のDCインバーターツインロータ
リーコンプレッサーを搭載することで、従来までのR410Ａ冷媒を採用したモデルと比較して冷却のCOP※が平均７％
向上しました。加えて、冷媒封入量を約17％削減することでCO2換算量を約73％削減できました。また、R32冷媒と液
インジェクションによる強制冷却機構を搭載した新型コンプレッサーの組み合わせ、電子式膨張弁、ファンモーター、
コンプレッサーモーターなどを駆動させるアクチュエーターの最適なチューニングを行うことで、低外気温度においても
性能を維持しながら定格加熱性能を改善できるモデルや、散水機能による高効率モデルなどのラインアップを揃え、
省エネに貢献しています。

竹内 一志
たけ　　うち　　　 かず　　 し
熱源設計部

三浦 賢
み　　 うら　　　けん
空調設計部

※1 Pulse Motor Valve ： 電子膨張弁　
※2 Annual Performance Factor ： 通年エネルギー消費効率

※Coefficient Of Performance 入力エネルギーに対する利用エネルギーの比率

店舗・オフィス用エアコン「ウルトラパワーエコ 大容量クラスP224・P280形」の開発
2020年度省エネ大賞経済産業大臣賞受賞

空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX EDGE32シリーズ」の開発

ビル空調のライフサイクルコスト（LCC）低減に
貢献するスーパーマルチuシリーズ
製品の開発コンセプトや省エネ大賞受賞のポイントになった
技術などについて、開発担当者にお話を聞きました。

スーパーマルチuシリーズはどのような製品ですか
　都市部のビルを中心に、ビル空調についてさまざまなニーズが高まっており、省エ
ネ性はもちろん、省スペースで簡便な空調設計ができることが重要視されるようになり
ました。また、寒冷地など地域特有の課題も浮き彫りになってきたことから、お客さまの
幅広いニーズに応える製品が求められるようになりました。スーパーマルチuシリーズ
は、これらの課題を解決するビル用マルチ空調システムです。

製品の開発コンセプトは
　ビル空調の寿命は15～20年と言われ、更新時期が訪れる物件が増えてきたこと
から、当社ではコンパクトな室外機設計で高効率なマルチ空調システムを展開して
いく方針を立てました。一方、ヒートポンプ機の普及が遅れている寒冷地では、暖房
運転時の霜取り運転、暖房能力低下という課題もあったことから、寒冷地強化もコ
ンセプトでした。これまでの販売実績から、新規／更新の設置割合などのマーケティ
ングを行い、開発コンセプトを設定しました。

省エネ大賞受賞のポイントは
　業界最小クラスでありながら、業界トップクラスのAPF（5.5～5.6）を達
成したことです。それを実現した技術として、DCトリプルロータリーコンプ
レッサーを採用したこと、コンプレッサーのモーター部にオープン巻線を
採用し、2つのインバーターで1つのコンプレッサーを駆動する技術を採
用したことがあげられます。高出力／低出力を適宜切り替えることで高効
率運転を可能にしました。これは空調用としては世界初の技術です。

そのほかクローズアップしたい点は
　寒冷地へのヒートポンプ機の普及を目的として採用した個別除霜制
御技術です。寒冷地では、暖房運転の時に室外機側に霜が付着して
暖房能力が徐 に々低下するので、定期的な除霜が必要です。ヒートポ
ンプ機は必ず除霜しますが、霜取り運転中は暖房を供給できないという
課題がありました。それを解決したのがこの製品です。また、古い室内機
を新規の室外機で動かす新旧混在運転を可能にしたことで、工事の
日程や予算の面からもフレキシブルな更新ができるようになりました。

スーパーマルチuシリーズの今後の展開は
　この製品シリーズは、設計、施工、運用、メンテナンスといったビルの
ライフサイクルにおける課題を解決し、ビルそのものの付加価値向上に
貢献します。当社では、より高効率仕様のタイプ、省設置タイプなどのラ
インアップを揃え、さらにスーパーマルチuシリーズと組み合わせた最
適なソリューション提案でお客さまのニーズにお応えしていきます。

開 発 者
インタビュー

※1 基準機種（2000年）との比較　※２ 基準機種（2006年）との比較

生態系への配慮（化学物質管理）

※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

循環経済への対応（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

気候変動への対応
VOC
削減

（コンプ）

コンプレッサー粉体塗装採用に
よる製造プロセスでの揮発性有
機化合物（VOC）の削減

資源有効
活用

本体軽量化
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室内ユニット
省エネneoリモコン

64系統
集中コントローラー

高効率S仕様

冷暖フレックス

排 熱

省エネ!!

中間期の負荷
暖房約30％（＋冷房約25％）

窓下やバルコニーに設置可能

スーパー
マルチu

省エネ

創エネ
省エネ

創エネ

応用制御・管理システム TCC- LINK.u系統図

高効率空調を使ったZEB実現のイメージ

暖房能力の外気温度特性(ピーク能力) 暖房運転可能範囲(外気温度)
プラズマイオン
チャージャー
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側で吸収

外気温度（℃WB）
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－15 －5 60

UP
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切替タイプ

スーパーマルチu 暖太郎寒冷地用

※図中のパーセント表記は、ピーク時の負荷を100％とした場合の数字

高精細静電
タッチスクリーン

採用

直感的な
タッチ

スクロール

など

など

など

ビルの省エ ネニーズが
あちこちに あります

気候変動が進む中、ビル空調において省エネと快適性の両方を追求する東芝キヤリアは、さまざまなニーズに対応する
最適なシステムを提案します。大規模空間で使用する大形熱源機をはじめ、ビルの規模やオフィス環境に合わせた空調
機器の製品バリエーションを取り揃え、ビルにかかわる多くの方に満足のいくソリューションを提供します。

より高効率な空調機器をビル空調に採用すれば、ビル全体の省エネ化をさらに向上
させることができます。「スーパーマルチuシリーズ高効率S仕様」は、スタンダード仕様
よりもAPFが改善し、ビルオーナーさまが求めるZEB（ZeroEnergy Building）に貢
献します。

■トップクラスの省エネ性能 スーパーマルチuシリーズ 高効率S仕様

■業界初「プラズマ空清」
独自の技術による電気集塵方式を採用した「プラズマ空清」
を天井吊形エアコンへ標準搭載しました。浮遊ウイルスを31
分で99%空間から捕集し、店舗やオフィスでの空気清浄化に
貢献します。

■狭い室外機置き場の課題解決
低中層ビルでは室外機の設置スペースをなかなか確保
できません。スーパーマルチminiは、窓下やバルコニーの
スペースに設置できるコンパクト設計です。

業務用全熱交換ユニット

寒冷地には暖房使用時に特有の課題があります。「スーパーマルチuシリーズ
暖太郎」は、外気温度－27℃WB（湿球温度）まで安定的でパワフルな暖房
を実現します。また、ロータリーコンプレッサーの特性を活かし、除霜運転時にお
ける室温の低下を抑制し、短い除霜運転で快適性を向上しました。

着霜量に応じて、除霜中・除霜後にホットガスバイパス回路から暖かい冷媒を流して排水中の除
霜水温を上げ、スムーズな排水の相乗効果で室外機底板の凍結を抑制します。

■ホットガスバイパス回路で熱交換器の除霜性能&除霜水温アップ

省エネ性の高い空調機器を設置するだけでなく、ビル空調の集中・連動制御を実現する全熱交換
ユニットを導入し、換気に工夫を取り入れた省エネも大切です。全熱交換換気は、排気と外気との間
で温度と湿度を交換するため、熱交換しないファンだけで外気を取り入れる換気よりも、冷暖房それ
ぞれ高い節電効果が期待できます。

ビル空調の省エネ性を維持しながら、快適性・安全性
を管理することが求められています。スーパーマルチuシ
リーズの室外機、室内ユニット、リモコンなどを通信で結
び、集中・連動制御できるTCC-LINK.uを取り入れるこ
とで、省エネの見える化を効率的に行うことができます。

夏の冷房使用時は、ピークの時間帯でも省エネを実現します。また、冬場の暖房使用
時は、暖まった熱を捨てずに回収して使用することができるので省エネです。

■空調機器の省エネを助ける全熱交換換気

ビルの空調稼働状況全体を把握できます。館内室外機
最大32台、室内ユニット最大128台の稼働状況をタッチ
スクリーンのシンプルな操作で確認できます。

■128系統タッチスクリーンコントローラー

バリューチェーンマネジメント／空調ソリューションのご提案

高効率の各種空調機器ビル空調
ソリューション① ビル全 体の最適なコントロールシステムビル空調

ソリューション② 換気を取り入れた節電の工夫ビル空調
ソリューション③

排熱回収による省エネビル空調
ソリューション⑤

寒冷地環境の快適な空調ビル空調
ソリューション④

東芝キヤリアでは、工場、店舗・オフィス、データセンターなど、さまざまな空調ソリューションに取り組んでいます。
その中でも今回はビルにフォーカスし、「高効率の各種空調機器」「ビル全体の最適なコントロールシステム」「換気を取り入れた節電の工夫」

「寒冷地環境の快適な空調」「排熱回収による省エネ」など、用途やニーズに応じた提案を取り上げ、ビルが抱える省エネ課題の解決や気候変 動への対応にについて紹介します。

省エネ以外にもニーズに合ったソリューションをご提案その他

室内ユニットごとに冷房と暖房を自由に選べます。日射の影響などでビル内各
所で温度差が発生する場合に適した運転を実現し、中間期や冬場の冷暖
同時運転に1系統の冷媒で対応できます。

早朝から夕刻まで、室内ユニッ
トごとの負荷に応じて冷房・暖
房能力が可変し、冷房と暖房
が大きく切り替わります。中間
期の負荷の場合、室内ユニッ
トで従来機との差分わずか5%
の吸熱です。

■室内ユニットで吸熱し
　省エネに貢献

价值链管理／空调解决方案建议
Value chain management / Air conditi   oning solution proposal

エクセレント

ECP

VOC
削減

（コンプ）

再生プラ

年間
CO2排出量

48%
  削減※

年間
CO2排出量

27%
削減※

エクセレント

ECP

VOC
削減

（コンプ）

再生プラ

※基準機種（2000年）との比較

※基準機種（1994年）
　との比較

外気温－15℃WBでも
定格暖房能力維持

［ピーク時］
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気候変動が進む中、ビル空調において省エネと快適性の両方を追求する東芝キヤリアは、さまざまなニーズに対応する
最適なシステムを提案します。大規模空間で使用する大形熱源機をはじめ、ビルの規模やオフィス環境に合わせた空調
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を天井吊形エアコンへ標準搭載しました。浮遊ウイルスを31
分で99%空間から捕集し、店舗やオフィスでの空気清浄化に
貢献します。

■狭い室外機置き場の課題解決
低中層ビルでは室外機の設置スペースをなかなか確保
できません。スーパーマルチminiは、窓下やバルコニーの
スペースに設置できるコンパクト設計です。

業務用全熱交換ユニット

寒冷地には暖房使用時に特有の課題があります。「スーパーマルチuシリーズ
暖太郎」は、外気温度－27℃WB（湿球温度）まで安定的でパワフルな暖房
を実現します。また、ロータリーコンプレッサーの特性を活かし、除霜運転時にお
ける室温の低下を抑制し、短い除霜運転で快適性を向上しました。

着霜量に応じて、除霜中・除霜後にホットガスバイパス回路から暖かい冷媒を流して排水中の除
霜水温を上げ、スムーズな排水の相乗効果で室外機底板の凍結を抑制します。

■ホットガスバイパス回路で熱交換器の除霜性能&除霜水温アップ

省エネ性の高い空調機器を設置するだけでなく、ビル空調の集中・連動制御を実現する全熱交換
ユニットを導入し、換気に工夫を取り入れた省エネも大切です。全熱交換換気は、排気と外気との間
で温度と湿度を交換するため、熱交換しないファンだけで外気を取り入れる換気よりも、冷暖房それ
ぞれ高い節電効果が期待できます。

ビル空調の省エネ性を維持しながら、快適性・安全性
を管理することが求められています。スーパーマルチuシ
リーズの室外機、室内ユニット、リモコンなどを通信で結
び、集中・連動制御できるTCC-LINK.uを取り入れるこ
とで、省エネの見える化を効率的に行うことができます。

夏の冷房使用時は、ピークの時間帯でも省エネを実現します。また、冬場の暖房使用
時は、暖まった熱を捨てずに回収して使用することができるので省エネです。

■空調機器の省エネを助ける全熱交換換気

ビルの空調稼働状況全体を把握できます。館内室外機
最大32台、室内ユニット最大128台の稼働状況をタッチ
スクリーンのシンプルな操作で確認できます。

■128系統タッチスクリーンコントローラー

バリューチェーンマネジメント／空調ソリューションのご提案
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東芝キヤリアでは、工場、店舗・オフィス、データセンターなど、さまざまな空調ソリューションに取り組んでいます。
その中でも今回はビルにフォーカスし、「高効率の各種空調機器」「ビル全体の最適なコントロールシステム」「換気を取り入れた節電の工夫」

「寒冷地環境の快適な空調」「排熱回収による省エネ」など、用途やニーズに応じた提案を取り上げ、ビルが抱える省エネ課題の解決や気候変 動への対応にについて紹介します。

省エネ以外にもニーズに合ったソリューションをご提案その他

室内ユニットごとに冷房と暖房を自由に選べます。日射の影響などでビル内各
所で温度差が発生する場合に適した運転を実現し、中間期や冬場の冷暖
同時運転に1系統の冷媒で対応できます。

早朝から夕刻まで、室内ユニッ
トごとの負荷に応じて冷房・暖
房能力が可変し、冷房と暖房
が大きく切り替わります。中間
期の負荷の場合、室内ユニッ
トで従来機との差分わずか5%
の吸熱です。

■室内ユニットで吸熱し
　省エネに貢献

价值链管理／空调解决方案建议
Value chain management / Air conditi   oning solution proposal

エクセレント

ECP

VOC
削減

（コンプ）

再生プラ

年間
CO2排出量

48%
  削減※

年間
CO2排出量

27%
削減※

エクセレント

ECP

VOC
削減

（コンプ）

再生プラ

※基準機種（2000年）との比較

※基準機種（1994年）
　との比較

外気温－15℃WBでも
定格暖房能力維持

［ピーク時］
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ののんびりと ひなたぼっこで 暖房いらず（川崎／旅人）　お温暖化、異常気象でみんなが困る（関係会社／まゆちゃん）
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エクセレントECP製品
年度別登録件数

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」

従来機種

スーパーマルチu

P280形 P280形

990mm

2000mm

990mm

780mm

20mm

P560形

780mm

設置面積1.56㎡ 設置面積1.00㎡

の面積を削減
710×780ｍｍ

日本向け海外向け

MMY-MUP1001HT8P-E

HWT-1101HW-E

TAM3000AR-SV

VFP-C8MSSL

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）

インバーター冷凍機
（R448A冷媒対応製品）

ユニバーサルスマートX EDGE32
(R32冷媒)

低GWP冷媒を採用した製品群

RPA-UP282UHYG

省資源化に貢献するコンパクト化の例

价值链管理／产品开发中的课题解决措施
Value chain management / Efforts to resolve product development issuesバリューチェーンマネジメント／製品開発における課題解決への取り組み

「気候変動への対応」「循環経済への対応」「生態系への配慮」の3テー
マで、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。2020年度は新たに7つの製品が認
定され、全部で70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

東芝キヤリアグループが提供する製品は、ライフサイクルそれぞれの段階を考え
た場合、「使用」時のCO2排出量が最も多く、全体の90％以上を占めています。
2020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99万t-CO2/年の削減となりました。また、気候変動への対応
へのもう一つの大きな施策として、低GWP冷媒の採用を順次進め、欧州F-gas規
制への対応も着実に進めています。このような施策により、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、製品輸送時の積載効率を良くする
最適な形状化や、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。

Response to climate change / 应对气候变化

気候変動への対応

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

SMMS-u
欧州やアジアをはじめ、さまざまな
地域の要望を実現したローカル
フィットシリーズです。世界最大容
量のトリプルロータリーコンプレッ
サー搭載、熱交換器の大形化、
ファン形状の最適化などにより冷
凍サイクルを改善しました。業界トッ
プクラスの省エネ性と設置面積を
最大で35%削減するなど、「気候
変動への対応」「循環経済への
対応」に貢献します。

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M i N i -
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
主に欧州において一般家庭
の給湯や冷暖房に使用され、
最大で65℃の給湯が可能で
す。また、外気温43℃まで給湯
が可能です。低GWP冷媒で
あるR32冷媒を採用し、従来
機種に比べユニット容積を
55％削減するなど業界トップク
ラスのコンパクト化を実現し、
「気候変動への対応」「循環
経済への対応」「生態系へ
の配慮」に貢献します。

FLEXAIR２
工場・体育館・ホールなどの屋内大空間や、ゴル
フ練習場・駅ホームなどの開放空間で特定の人
やエリアだけに送風できるため、空間全体を空調
するより大幅な省エネを実現します。また、梁や柱
を利用して設置することで大がかりなダクト工事が
不要で、「気候変動への対応」「循環経済への
対応」「生態系への配慮」に貢献します。

PROCOOL
店舗・大規模冷蔵倉庫・
低温環境試験室などの
冷却システムに使用されて
います。世界最大級のツイ
ンロータリーコンプレッサー
を搭載し、業界トップクラス
の省エネを実現していま
す。また、ファンに再生プラ
スチックを使用し、「気候
変動への対応」「循環経
済への対応」「生態系へ
の配慮」に貢献します。

サイレントクリーンファン
戸建住宅の24時間換気用をメインに、トイ
レ・洗面所の壁面や天井に敷設されたダ
クト（パイプ）に設置する換気機器です。大
風量・低騒音を実現し、床面積によっては
従来機種に比べ設置台数を削減できま
す。また、新しい小形モーターの採用で業
界トップクラスの低消費電力を実現するとと
もに、再生プラスチックの採用で「気候変
動への対応」「循環経済への対応」「生
態系への配慮」に貢献します。

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

スポット・ゾーン空調システム
Spot and Zone Air-Conditioning Systems / 定点和区域空调系统

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

東芝キヤリアグループでは、開発するすべての製品において「気候変動への対応」「循環経済への対応」「生態系への配慮」の3つ
のテーマについて積極的に取り組み、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）を創出して環境課題の解決
に貢献しています。

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では、マルチ空調システムの室外機において、高静圧ファン
の開発やコンプレッサー能力拡大などにより小形・軽量化を実現し、従来機種と
同能力で設置面積削減を図りました。右図で示すように、例えば従来は2台必要
だったものがコンパクトな1台で対応できます。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
を削減し、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。

Response to the recycling economy (effective use of resources) / 应对循环经济（有效利用资源）

循環経済への対応（資源有効活用）

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

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。
EU-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、2021年7月時点で219物質となりました。
2021年1月から欧州化学品庁へのSVHC含有登録も義務化されました。また、
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、製品系化学物質管理システム「G-sys
Ⅱ」を開発・運用し、含有情報の管理などを強化しています。

Consideration for the ecosystem (management of chemical substances contained in products) / 
关爱生态系统（产品所含化学物质管理）

生態系への配慮（製品含有化学物質管理）

※高懸念物質 ： SVHC（Substances of Very High Concern）

※1 基準機種（2000年）との比較　※２ 基準機種（2018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

揮発性有機
化合物（VOC）
の削減

VOC
削減

生態系への配慮（化学物質管理）

本体軽量化 ※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

循環経済への対応（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

気候変動への対応

年間
CO2排出量

39%
削減※1

年間
CO2排出量

12%
削減※1

年間
CO2排出量

51%
削減※1

冷媒
対応

再生プラ

再生プラ

年間
CO2排出量

5%
削減※2

VOC
削減

PVC
削減

年間
CO2排出量

53%
削減※1

再生プラ VOC
削減

年間
CO2排出量

5%
削減※1

VOC
削減

PVC
削減

資源有効
活用

資源有効
活用

資源有効
活用

資源有効
活用

資源有効
活用
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く空気の循環しっかり回して効率的に空調管理（関係会社／もっち）　ややってみよう エアコン温度を 1℃だけ（関係会社／流浪の環境人）
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製品系化学物質管理システム「G-sys Ⅱ」
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スーパーマルチu
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インバーター冷凍機
（R448A冷媒対応製品）

ユニバーサルスマートX EDGE32
(R32冷媒)

低GWP冷媒を採用した製品群

RPA-UP282UHYG

省資源化に貢献するコンパクト化の例

价值链管理／产品开发中的课题解决措施
Value chain management / Efforts to resolve product development issuesバリューチェーンマネジメント／製品開発における課題解決への取り組み

「気候変動への対応」「循環経済への対応」「生態系への配慮」の3テー
マで、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。2020年度は新たに7つの製品が認
定され、全部で70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

東芝キヤリアグループが提供する製品は、ライフサイクルそれぞれの段階を考え
た場合、「使用」時のCO2排出量が最も多く、全体の90％以上を占めています。
2020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99万t-CO2/年の削減となりました。また、気候変動への対応
へのもう一つの大きな施策として、低GWP冷媒の採用を順次進め、欧州F-gas規
制への対応も着実に進めています。このような施策により、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、製品輸送時の積載効率を良くする
最適な形状化や、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。

Response to climate change / 应对气候变化

気候変動への対応

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

SMMS-u
欧州やアジアをはじめ、さまざまな
地域の要望を実現したローカル
フィットシリーズです。世界最大容
量のトリプルロータリーコンプレッ
サー搭載、熱交換器の大形化、
ファン形状の最適化などにより冷
凍サイクルを改善しました。業界トッ
プクラスの省エネ性と設置面積を
最大で35%削減するなど、「気候
変動への対応」「循環経済への
対応」に貢献します。

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M i N i -
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
主に欧州において一般家庭
の給湯や冷暖房に使用され、
最大で65℃の給湯が可能で
す。また、外気温43℃まで給湯
が可能です。低GWP冷媒で
あるR32冷媒を採用し、従来
機種に比べユニット容積を
55％削減するなど業界トップク
ラスのコンパクト化を実現し、
「気候変動への対応」「循環
経済への対応」「生態系へ
の配慮」に貢献します。

FLEXAIR２
工場・体育館・ホールなどの屋内大空間や、ゴル
フ練習場・駅ホームなどの開放空間で特定の人
やエリアだけに送風できるため、空間全体を空調
するより大幅な省エネを実現します。また、梁や柱
を利用して設置することで大がかりなダクト工事が
不要で、「気候変動への対応」「循環経済への
対応」「生態系への配慮」に貢献します。

PROCOOL
店舗・大規模冷蔵倉庫・
低温環境試験室などの
冷却システムに使用されて
います。世界最大級のツイ
ンロータリーコンプレッサー
を搭載し、業界トップクラス
の省エネを実現していま
す。また、ファンに再生プラ
スチックを使用し、「気候
変動への対応」「循環経
済への対応」「生態系へ
の配慮」に貢献します。

サイレントクリーンファン
戸建住宅の24時間換気用をメインに、トイ
レ・洗面所の壁面や天井に敷設されたダ
クト（パイプ）に設置する換気機器です。大
風量・低騒音を実現し、床面積によっては
従来機種に比べ設置台数を削減できま
す。また、新しい小形モーターの採用で業
界トップクラスの低消費電力を実現するとと
もに、再生プラスチックの採用で「気候変
動への対応」「循環経済への対応」「生
態系への配慮」に貢献します。

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

スポット・ゾーン空調システム
Spot and Zone Air-Conditioning Systems / 定点和区域空调系统

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

東芝キヤリアグループでは、開発するすべての製品において「気候変動への対応」「循環経済への対応」「生態系への配慮」の3つ
のテーマについて積極的に取り組み、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）を創出して環境課題の解決
に貢献しています。

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では、マルチ空調システムの室外機において、高静圧ファン
の開発やコンプレッサー能力拡大などにより小形・軽量化を実現し、従来機種と
同能力で設置面積削減を図りました。右図で示すように、例えば従来は2台必要
だったものがコンパクトな1台で対応できます。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
を削減し、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。

Response to the recycling economy (effective use of resources) / 应对循环经济（有效利用资源）

循環経済への対応（資源有効活用）

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

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。
EU-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、2021年7月時点で219物質となりました。
2021年1月から欧州化学品庁へのSVHC含有登録も義務化されました。また、
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、製品系化学物質管理システム「G-sys
Ⅱ」を開発・運用し、含有情報の管理などを強化しています。

Consideration for the ecosystem (management of chemical substances contained in products) / 
关爱生态系统（产品所含化学物质管理）

生態系への配慮（製品含有化学物質管理）

※高懸念物質 ： SVHC（Substances of Very High Concern）

※1 基準機種（2000年）との比較　※２ 基準機種（2018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

揮発性有機
化合物（VOC）
の削減

VOC
削減

生態系への配慮（化学物質管理）

本体軽量化 ※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

循環経済への対応（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

気候変動への対応

年間
CO2排出量

39%
削減※1

年間
CO2排出量

12%
削減※1

年間
CO2排出量

51%
削減※1

冷媒
対応

再生プラ

再生プラ

年間
CO2排出量

5%
削減※2

VOC
削減

PVC
削減

年間
CO2排出量

53%
削減※1

再生プラ VOC
削減

年間
CO2排出量

5%
削減※1

VOC
削減

PVC
削減

資源有効
活用

資源有効
活用

資源有効
活用

資源有効
活用

資源有効
活用

17 東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2021 18東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2021

Environment  / 环境環 境

まマイバッグ おしゃれに始めるエコ活動（関係会社／あさがお）　け消し忘れライト一つでも省エネ効果（津山／ありさん）



e-THIRD内試験室 掛川開発センター試験室

工場屋上の太陽光パネル
(TCFGコンプレッサ(タイ)社)

高効率ハイサイクルプレスライン

空調機筐体の粉体塗装工程 コンプレッサーの粉体塗装工程

TOCACHEFの承認ワークフロー（例）

申請
部門

・仕入れ先から
 SDS入手

環境
部門

・環境法令
・環境への影響
・排出率 など

安全
部門

・労働安全基準
・人体への影響
・使用上の注意 など

環境
責任者

・拠点での
 使用許可

閲覧者
・他拠点での
 導入検討

TOCACHEF
・全データ保管
・承認進捗管理

申請 承認 承認 承認

閲覧

申請画面

・商品名 ・使用工程
・SDS記載の
 化学物質 など

ネスティングデータ

風力・太陽光ハイブリッド発電(蓄電機能
付き)による駐車場照明(富士事業所)

津山事業所15.2%
（1,125t）

エネルギー
起源CO2排出量

52,847
t-CO2

富士事業所 45.3%
（23,939t-CO2）
・東芝キヤリアエンジニアリング＆
 ライフサポート（株）

東芝キヤリア タイ社
25.3%（13,397t-CO2）

東芝キヤリア中国社
9.7%（5,123t-CO2）

TCFGコンプレッサ
（タイ）社
9.9%（5,255t-CO2）

富士冷熱工業（株）
0.3%（142t-CO2）

その他非製造拠点 0.7%
（330t-CO2）
・本社、支社、サービスセンター
・東芝キヤリア空調販売（上海）社
・東芝テクノシステム（株）

掛川開発センター 
4.5%（2,362t-CO2）

2020年度エネルギー起源CO2排出量の内訳
津山事業所 4.3%

（2,298t-CO2）

廃棄物総発生量

7,409t

富士冷熱工業（株） 0.2%（16t）

TCFGコンプレッサ
（タイ）社
9.0%（665t）

掛川開発センター0.4%（27t）

東芝キヤリア中国社
11.6%（858t）

富士事業所 27.9%（2,064t）
・東芝キヤリアエンジニアリング＆
ライフサポート（株）

その他非製造拠点  0.2%（25t）
・本社、支社、サービスセンター
・東芝キヤリア空調販売（上海）社
・東芝テクノシステム（株）

東芝キヤリア タイ社
35.5%（2,628t）

2020年度廃棄物総発生量の内訳

化学物質排出量

12.3t富士冷熱工業（株） 
6.0%（0.7t）

富士事業所 54.6%（6.7t）

津山事業所
4.5%（0.5t）

TCFGコンプレッサ（タイ）社 
30.6%（3.8t）

東芝キヤリア中国社 
2.6%（0.3t）

東芝キヤリア タイ社
1.7%（0.2t）

2020年度化学物質排出量の内訳

100

29.0 29.5 28.1 26.9 27.926.928.1

1990 2014 （年度）2017 201820162015

39,972

76,689

エネルギー起源CO2排出量（t-CO2）

エネルギー起源でない
温室効果ガス排出量（t-CO2）

エネルギー起源CO2排出量
基準年との原単位比較（％）

1,9904,5274,7713,757
45,969

2,006 2,234

48,113 50,861

1.750
52.84746,46245,04043,575

温室効果ガス総発生量の推移/
エネルギー起源CO2排出量原単位※2の推移

11,960

2000 20152014 2017 20182016 （年度）

廃棄物総発生量（t）基準年との原単位比較（％）100

廃棄物総発生量と原単位の推移

4.14.1

129.9129.9

29.829.8

2000

6.86.8

17.017.0

5.35.3 4.84.8

11.511.5 9.49.4 9.19.1
4.74.7
10.710.7

5.55.5
11.111.1

2014 2016 20172015 （年度）

100
PRTR対象排出量（t）
PRTR対象外排出量（t）

14.9

10.5 8.9 8.3 9.7 10.3

3.73.7
8.58.5

7.7

基準年との比較（％）

化学物質排出量の推移

2018

2019

2019

2019

2020

2020

2020

6,692 6,698 7,085 7,242

33.2 31.1 30.5 34.6

7,484

32.5

7,950

31.4

7,409

29.2

バリューチェーンマネジメント／製造プロセスにおける環境課題解決への取り 組み 价值链管理 / 为解决产品工艺中环境问题的措施
Value chain management / Efforts to Resolve Environmental Issues in the Manufacturing Process

Response to climate change
应对气候变化気候変動への対応

　これまでも温室効果ガスの削減に取り組んでいますが、近年、事業の拡大や開発試験施設の増設に伴い、グループ全体としてエネルギー使用量
が増加傾向です。各拠点では、モノづくりにおける効率化の推進、LED照明や空調機、熱源機などの高効率機器への転換を進め、エネルギー起
源CO2排出量※1の増加を最小限に抑えています。

Response to the recycling economy (Effective Use of Resources)
应对循环经济 (资源有效利用)循環経済への対応（資源有効活用）

　3R活動を徹底することで廃棄物の発生量削減に努めています。2020年度の廃棄物の総発生量は、2000年度（基準年）の原単位比※で約
71％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活動による削減はもちろん、デジタル作業手順書
の導入によるペーパーレス化や、遵法として廃掃法における電子マニフェスト化を進めます。

Consideration for the ecosystem (Chemical Substance Management) 
关爱生态系统 (化学物质管理)生態系への配慮（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。2020年度の排出量は2000年度（基準年）比で約92%削減しました。海
外を中心として生産は拡大していますが、抑制に向けて代替化などを検討していきます。また、過去に汚染が確認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

气候变化应对事例
Examples of response to climate change気候変動への対応事例

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

　試験室のエネルギー管理（富士事業所・掛川開発センター）
　各拠点では製品開発のための試験室を増設・拡大させていることから、
試験室の消費電力量が年々増加し、省エネ対策が課題です。そのため、富
士事業所に新設されたe-THIRDに多数ある試験室は、事業所内にある一
部の試験室との統廃合を進め効率化を図っています。また、掛川開発セン
ターも、試験室の制御ソフトを改善することで稼働の最適化を図りました。これ
ら試験室関連の施策により、2020年度は約75ｔ-CO2を削減しました。今後も
施策の拡大と各拠点への横展開を図り、省エネを推進していきます。

　高効率モノづくりによる省エネ（富士事業所）
　富士事業所の高効率ハイサイクルプレスラインは高い生産性を誇り、従来
よりも短時間で小ロット多品種生産が可能となりました。省エネにも貢献し、
2020年度は約73ｔ-CO2を削減しました。東芝キヤリアグループは、製造過程で
のエネルギー削減を通じて、環境負荷のより少ないモノづくりを進めています。

　再生可能エネルギーの導入　　　　　　　　　　　　　
　（TCFGコンプレッサ（タイ）社ほか各拠点）
　建屋の屋根に太陽光パネルを設置し、施設の一部電力を再生可能エ
ネルギーで賄っています。また、今後も再生可能エネルギーの使用を拡大さ
せる計画です。さらにグループ各拠点でも、工場の外灯や駐車場の照明な
どに再生可能エネルギーを導入しています。

控制全球变暖活动的事例
Examples of Global Warming Prevention Activities化学物質管理の事例

　粉体塗装の導入によるVOC※削減（富士事業所）
　富士事業所が導入している粉体塗装は、塗料や溶剤などに含まれるVOCを
削減することができます。従来までのコンプレッサー製造工程の粉体塗装に加え、
2020年度は新たに空調機の筐体塗装に粉体塗装を導入し、その分のVOC削
減効果は約2.4t/年、事業所全体では対前年比で62%の削減となります。

　事業系化学物質IT管理システム　　　　　
　「TOCACHEF」（東芝キヤリアグループ）
　TOCACHEFは、製造に使用する化学
物質管理システムとして、化学物質含有製
品の新規採用の際、専門部署の回付によ
る調査や評価が実施されます。承認された
化学物質の使用量や排出量管理のほか、
グループ内でも共有可能です。国内および
中国、タイの製造拠点でも運用しています。

　材料の歩留まり向上による廃棄物の削減（津山事業所）
　津山事業所は、従来から板金部材の効率的なネスティングを実施
しています。製品シリーズごとの最適なネスティングデータで歩留まりを
向上させ、2020年度は約35ｔの廃棄物を削減しています。また、断熱
材カットでも自動機導入による歩留まり向上施策を開始しました。これか
らもさまざまな施策で資源有効活用に貢献していきます。

※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。

※ 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。

高山 周史
TOCACHEF管理部門

※Volatile Organic Compounds（揮発性有機系化合物）

たか　　やま　　 しゅう　   じ
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ふ富士山も温暖化にて雪少な！（関係会社／まっすう）　こコロナ禍も 賢い換気で 省エネ実現（富士／kuro）



e-THIRD内試験室 掛川開発センター試験室

工場屋上の太陽光パネル
(TCFGコンプレッサ(タイ)社)

高効率ハイサイクルプレスライン

空調機筐体の粉体塗装工程 コンプレッサーの粉体塗装工程

TOCACHEFの承認ワークフロー（例）

申請
部門

・仕入れ先から
 SDS入手

環境
部門

・環境法令
・環境への影響
・排出率 など

安全
部門

・労働安全基準
・人体への影響
・使用上の注意 など

環境
責任者

・拠点での
 使用許可

閲覧者
・他拠点での
 導入検討

TOCACHEF
・全データ保管
・承認進捗管理

申請 承認 承認 承認

閲覧

申請画面

・商品名 ・使用工程
・SDS記載の
 化学物質 など

ネスティングデータ

風力・太陽光ハイブリッド発電(蓄電機能
付き)による駐車場照明(富士事業所)

津山事業所15.2%
（1,125t）

エネルギー
起源CO2排出量

52,847
t-CO2

富士事業所 45.3%
（23,939t-CO2）
・東芝キヤリアエンジニアリング＆
 ライフサポート（株）

東芝キヤリア タイ社
25.3%（13,397t-CO2）

東芝キヤリア中国社
9.7%（5,123t-CO2）

TCFGコンプレッサ
（タイ）社
9.9%（5,255t-CO2）

富士冷熱工業（株）
0.3%（142t-CO2）

その他非製造拠点 0.7%
（330t-CO2）
・本社、支社、サービスセンター
・東芝キヤリア空調販売（上海）社
・東芝テクノシステム（株）

掛川開発センター 
4.5%（2,362t-CO2）

2020年度エネルギー起源CO2排出量の内訳
津山事業所 4.3%

（2,298t-CO2）

廃棄物総発生量

7,409t

富士冷熱工業（株） 0.2%（16t）

TCFGコンプレッサ
（タイ）社
9.0%（665t）

掛川開発センター0.4%（27t）

東芝キヤリア中国社
11.6%（858t）

富士事業所 27.9%（2,064t）
・東芝キヤリアエンジニアリング＆
ライフサポート（株）

その他非製造拠点  0.2%（25t）
・本社、支社、サービスセンター
・東芝キヤリア空調販売（上海）社
・東芝テクノシステム（株）

東芝キヤリア タイ社
35.5%（2,628t）

2020年度廃棄物総発生量の内訳

化学物質排出量

12.3t富士冷熱工業（株） 
6.0%（0.7t）

富士事業所 54.6%（6.7t）

津山事業所
4.5%（0.5t）

TCFGコンプレッサ（タイ）社 
30.6%（3.8t）

東芝キヤリア中国社 
2.6%（0.3t）

東芝キヤリア タイ社
1.7%（0.2t）

2020年度化学物質排出量の内訳

100

29.0 29.5 28.1 26.9 27.926.928.1

1990 2014 （年度）2017 201820162015
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エネルギー起源CO2排出量（t-CO2）
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温室効果ガス排出量（t-CO2）

エネルギー起源CO2排出量
基準年との原単位比較（％）

1,9904,5274,7713,757
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48,113 50,861

1.750
52.84746,46245,04043,575

温室効果ガス総発生量の推移/
エネルギー起源CO2排出量原単位※2の推移

11,960

2000 20152014 2017 20182016 （年度）

廃棄物総発生量（t）基準年との原単位比較（％）100

廃棄物総発生量と原単位の推移

4.14.1

129.9129.9

29.829.8

2000

6.86.8

17.017.0

5.35.3 4.84.8

11.511.5 9.49.4 9.19.1
4.74.7
10.710.7

5.55.5
11.111.1

2014 2016 20172015 （年度）

100
PRTR対象排出量（t）
PRTR対象外排出量（t）

14.9

10.5 8.9 8.3 9.7 10.3

3.73.7
8.58.5

7.7

基準年との比較（％）

化学物質排出量の推移

2018

2019

2019

2019

2020

2020

2020

6,692 6,698 7,085 7,242

33.2 31.1 30.5 34.6

7,484

32.5

7,950

31.4

7,409

29.2

バリューチェーンマネジメント／製造プロセスにおける環境課題解決への取り 組み 价值链管理 / 为解决产品工艺中环境问题的措施
Value chain management / Efforts to Resolve Environmental Issues in the Manufacturing Process

Response to climate change
应对气候变化気候変動への対応

　これまでも温室効果ガスの削減に取り組んでいますが、近年、事業の拡大や開発試験施設の増設に伴い、グループ全体としてエネルギー使用量
が増加傾向です。各拠点では、モノづくりにおける効率化の推進、LED照明や空調機、熱源機などの高効率機器への転換を進め、エネルギー起
源CO2排出量※1の増加を最小限に抑えています。

Response to the recycling economy (Effective Use of Resources)
应对循环经济 (资源有效利用)循環経済への対応（資源有効活用）

　3R活動を徹底することで廃棄物の発生量削減に努めています。2020年度の廃棄物の総発生量は、2000年度（基準年）の原単位比※で約
71％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活動による削減はもちろん、デジタル作業手順書
の導入によるペーパーレス化や、遵法として廃掃法における電子マニフェスト化を進めます。

Consideration for the ecosystem (Chemical Substance Management) 
关爱生态系统 (化学物质管理)生態系への配慮（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。2020年度の排出量は2000年度（基準年）比で約92%削減しました。海
外を中心として生産は拡大していますが、抑制に向けて代替化などを検討していきます。また、過去に汚染が確認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

气候变化应对事例
Examples of response to climate change気候変動への対応事例

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

　試験室のエネルギー管理（富士事業所・掛川開発センター）
　各拠点では製品開発のための試験室を増設・拡大させていることから、
試験室の消費電力量が年々増加し、省エネ対策が課題です。そのため、富
士事業所に新設されたe-THIRDに多数ある試験室は、事業所内にある一
部の試験室との統廃合を進め効率化を図っています。また、掛川開発セン
ターも、試験室の制御ソフトを改善することで稼働の最適化を図りました。これ
ら試験室関連の施策により、2020年度は約75ｔ-CO2を削減しました。今後も
施策の拡大と各拠点への横展開を図り、省エネを推進していきます。

　高効率モノづくりによる省エネ（富士事業所）
　富士事業所の高効率ハイサイクルプレスラインは高い生産性を誇り、従来
よりも短時間で小ロット多品種生産が可能となりました。省エネにも貢献し、
2020年度は約73ｔ-CO2を削減しました。東芝キヤリアグループは、製造過程で
のエネルギー削減を通じて、環境負荷のより少ないモノづくりを進めています。

　再生可能エネルギーの導入　　　　　　　　　　　　　
　（TCFGコンプレッサ（タイ）社ほか各拠点）
　建屋の屋根に太陽光パネルを設置し、施設の一部電力を再生可能エ
ネルギーで賄っています。また、今後も再生可能エネルギーの使用を拡大さ
せる計画です。さらにグループ各拠点でも、工場の外灯や駐車場の照明な
どに再生可能エネルギーを導入しています。

控制全球变暖活动的事例
Examples of Global Warming Prevention Activities化学物質管理の事例

　粉体塗装の導入によるVOC※削減（富士事業所）
　富士事業所が導入している粉体塗装は、塗料や溶剤などに含まれるVOCを
削減することができます。従来までのコンプレッサー製造工程の粉体塗装に加え、
2020年度は新たに空調機の筐体塗装に粉体塗装を導入し、その分のVOC削
減効果は約2.4t/年、事業所全体では対前年比で62%の削減となります。

　事業系化学物質IT管理システム　　　　　
　「TOCACHEF」（東芝キヤリアグループ）
　TOCACHEFは、製造に使用する化学
物質管理システムとして、化学物質含有製
品の新規採用の際、専門部署の回付によ
る調査や評価が実施されます。承認された
化学物質の使用量や排出量管理のほか、
グループ内でも共有可能です。国内および
中国、タイの製造拠点でも運用しています。

　材料の歩留まり向上による廃棄物の削減（津山事業所）
　津山事業所は、従来から板金部材の効率的なネスティングを実施
しています。製品シリーズごとの最適なネスティングデータで歩留まりを
向上させ、2020年度は約35ｔの廃棄物を削減しています。また、断熱
材カットでも自動機導入による歩留まり向上施策を開始しました。これか
らもさまざまな施策で資源有効活用に貢献していきます。

※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。

※ 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。

高山 周史
TOCACHEF管理部門

※Volatile Organic Compounds（揮発性有機系化合物）

たか　　やま　　 しゅう　   じ
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えＳＤＧs出来ることから始めよう（富士／やす）　てテレワーク 家でもこまめに スイッチオフ（関係会社／藤﨑 裕子）



地元小学生のビオトープ見学の様子 トレーディングカードと下敷き

稲刈りの様子 布製エコバッグの配布敷地内のため池と林 生物調査の様子 日よけ用ネット カブトムシの幼虫寄贈 近隣小学校での教育 近隣小学校の生物飼育小屋

カナダアキノキリンソウの駆除 事業所内植樹の様子

従業員同士、行政、NPO／NGO、
地域住民、社内関連部門など、さ
まざまなステークホルダーとの協
働による、取り組み内容の拡大・
深化

従業員向け教育における活動内
容の紹介、小学校への出前授業、
市町村主催勉強会における活動
事例紹介など

社内ウェブサイト・レポートでの
活動紹介、社外表彰・認証への応
募、省庁・団体主催による各種プ
ログラムへの登録など

東芝グループの5つの活動テーマ 拡大・深化ツール

テーマ
海洋プラスチック問題への対応
事業所周辺・海岸・河川の清掃、食堂・売店など
での使い捨てプラスチックの削減など

3

テーマ 水の保全
海岸や河川の清掃、植樹※3による水の涵養など

5

テーマ
気候変動への対応（緩和・適応）
緩和を目的とした植樹※2、防災・減災を目的と
した植樹、堰づくり、緑のカーテン設置など

4

テーマ 生態系ネットワークの構築
ビオトープの構築、同目的とした植樹※1など1

テーマ 希少種の保護、生息域外保全
希少種の保護、生息域外保全など2

教 育

広 報

連 携

1 2

3 4 5

連 携 ecoスタイルリーダー、
近隣小学生、行政

広 報
社会・環境報告書、ホームページ、
トレーディングカード、
にじゅうまるプロジェクト

教 育 生物観察、環境教育 教 育 環境教育

2

1

4
1 2

連 携 従業員

広 報 社会・環境報告書、ホームページ、
にじゅうまるプロジェクト

連 携 近隣小学生、保育園

広 報 社会・環境報告書、ホームページ、
にじゅうまるプロジェクト

教 育 生物観察会 2 4

連 携 近隣企業、小学校、従業員

広 報 社会・環境報告書、ホームページ、
にじゅうまるプロジェクト

教 育 生物多様性教育、環境教育、
社内教育

2 4

連 携 NGO、近隣企業・小学校、
地元行政管理局

広 報 社会・環境報告書、ホームページ、
にじゅうまるプロジェクト

2 3
連 携 地域、充足経済学習センター、

従業員、市関係者

広 報 社会・環境報告書、ホームページ、
にじゅうまるプロジェクト

活動テーマ 拡大・深化ツール

活動テーマ 拡大・深化ツール 活動テーマ 拡大・深化ツール 活動テーマ 拡大・深化ツール

活動テーマ

活動テーマ

拡大・深化ツール

拡大・深化ツール

敷地内のビオトープや緑地には、年間を通じてさまざまな植物、
鳥、昆虫などが生息し、絶滅危惧種のメダカなどを保護しています。
また、社内のecoスタイルリーダーが、近隣小学生を対象に生物観
察や環境教育を実施しているほか、行政主催の富士山麓ブナ林
創造事業や海岸美化作戦にも参加しています。事業所内および事
業所からの排水が流れ込む河川の生物調査の結果をまとめたト
レーディングカードなどを作成し、PR活動に取り組んでいます。

生態系への配慮（生物多様性保全活動）

地域に根付いた環境活動の一環として、毎月末に構内および
敷地周辺の一斉清掃を実施しています。地元の「充足経済学
習センター※」で、従業員が市の関係者と一緒に絶滅危惧種の
吉祥木10種の植樹を行うほか、田植えや稲刈りを行いました。ま
た、プラスチック袋の利用削減を振興するため、全従業員に布製
エコバッグを配布しました。

敷地内には、雑木林、池、竹林があり、事業所周囲の環境と一
体となったビオトープが形成されています。生物調査の結果、オオ
タカ、トノサマガエルなどのさまざまな生物が生息していることが確
認できました。生物多様性保全活動にあたり、アカマツの植樹後
は、準絶滅危惧種の植物を保護対象とし、特にサクラタデ、イヌセ
ンブリ、ムラサキセンブリの生息地を拡大しました。従業員による鳥
獣対策用の柵を設置したところ順調に増えています。

構内生物調査の結果、ウサギやタヌキなどの動物をはじめ、た
くさんの昆虫や植物が生息していることが確認できました。その中で
も準絶滅危惧種であるトノサマガエルと重要種であるシランを保
護対象とし、生息状況を調査しています。トノサマガエルの保護で
は、湿地に日よけを設置して産卵・生息場所を確保しています。ま
た、近隣の小学生を招いての生物観察会や、構内で育ったカブ
トムシの幼虫を近隣の保育園に寄贈する活動を実施しています。

近隣企業と連携し、社内外での生物多様性教育を積極的に
行っています。社外では小学校での環境教育を実施し、社内で
は座学だけではなく体験を通じた従業員の意識啓発を行ってい
ます。また、木製廃パレットを提供し、近隣小学校の生物飼育小
屋などに役立てる活動を行いました。ほかにも、国立公園内に生
息する野生動物の「ミネラル補給場所」の整備、洪水から人的
被害・環境被害を軽減する堰づくりを実施しています。

事業所内外で生態系の保全活動を積極的に実施しています。
事業所内では、絶滅危惧種であるイチョウなどを植樹し、成長を観
察・記録しています。また、事業所外では近隣小学校での環境教
育や近隣企業と連携して川辺に生えた外来種植物であるカナダ
アキノキリンソウの駆除、NGO・近隣企業・地元行政管理局ととも
に「植樹イベント」を開催し、苗木を配布しました。

关爱生态系统（保护生物多样性的活动）
Consideration for the ecosystem （Biodiversity Conservation Activity）

※農業技術の向上を目的とした学習センター

Toshiba Carrier Air Conditioning (China) Co., Ltd. / 东芝开利空调（中国）有限公司

TCFG Compressor (Thailand) Co., Ltd.Toshiba Carrier (Thailand) Co., Ltd.

Toshiba Carrier Corporation Fuji Operations / 东芝开利富士工厂

Toshiba Carrier Corporation Tsuyama Operations / 东芝开利津山工厂 Toshiba Carrier Corporation Kakegawa Engineering Center / 东芝开利挂川开发中心

富士事業所

津山事業所 掛川開発センター 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 タイ社

※1 敷地内などの数本程度の植樹は含まない　※2 敷地内などの小規模植樹を含む　※3 森林などで　の植樹。敷地内などの小規模植樹は含まない

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/
communication/biodiversity.htm

東芝グループは、環境アクションプランの重点項目の一つである「生態系への配慮」のうち生物多様性保全活動について、5つの活動テーマを設  定し、それに応じた事業所内外における従業員参加型による取り組みを推進しています。
また、これらのテーマに「連携」「教育」「広報」を絡めることで活動を拡大・深化させ、活動全体の充実を目指します。東芝キヤリアグループでもそ  の方針のもと、国内外各拠点における活動を積極的に展開しています。

21 東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2021 22東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2021

Environment  / 环境環 境

ああちらこちらでライトダウン 地球への 感謝の気持ちと思いやり（富士／アオリイカ）



地元小学生のビオトープ見学の様子 トレーディングカードと下敷き

稲刈りの様子 布製エコバッグの配布敷地内のため池と林 生物調査の様子 日よけ用ネット カブトムシの幼虫寄贈 近隣小学校での教育 近隣小学校の生物飼育小屋

カナダアキノキリンソウの駆除 事業所内植樹の様子

従業員同士、行政、NPO／NGO、
地域住民、社内関連部門など、さ
まざまなステークホルダーとの協
働による、取り組み内容の拡大・
深化

従業員向け教育における活動内
容の紹介、小学校への出前授業、
市町村主催勉強会における活動
事例紹介など

社内ウェブサイト・レポートでの
活動紹介、社外表彰・認証への応
募、省庁・団体主催による各種プ
ログラムへの登録など

東芝グループの5つの活動テーマ 拡大・深化ツール

テーマ
海洋プラスチック問題への対応
事業所周辺・海岸・河川の清掃、食堂・売店など
での使い捨てプラスチックの削減など

3

テーマ 水の保全
海岸や河川の清掃、植樹※3による水の涵養など

5

テーマ
気候変動への対応（緩和・適応）
緩和を目的とした植樹※2、防災・減災を目的と
した植樹、堰づくり、緑のカーテン設置など

4

テーマ 生態系ネットワークの構築
ビオトープの構築、同目的とした植樹※1など1

テーマ 希少種の保護、生息域外保全
希少種の保護、生息域外保全など2

教 育

広 報

連 携

1 2

3 4 5

連 携 ecoスタイルリーダー、
近隣小学生、行政

広 報
社会・環境報告書、ホームページ、
トレーディングカード、
にじゅうまるプロジェクト

教 育 生物観察、環境教育 教 育 環境教育

2

1

4
1 2

連 携 従業員

広 報 社会・環境報告書、ホームページ、
にじゅうまるプロジェクト

連 携 近隣小学生、保育園

広 報 社会・環境報告書、ホームページ、
にじゅうまるプロジェクト

教 育 生物観察会 2 4

連 携 近隣企業、小学校、従業員

広 報 社会・環境報告書、ホームページ、
にじゅうまるプロジェクト

教 育 生物多様性教育、環境教育、
社内教育

2 4

連 携 NGO、近隣企業・小学校、
地元行政管理局

広 報 社会・環境報告書、ホームページ、
にじゅうまるプロジェクト

2 3
連 携 地域、充足経済学習センター、

従業員、市関係者

広 報 社会・環境報告書、ホームページ、
にじゅうまるプロジェクト

活動テーマ 拡大・深化ツール

活動テーマ 拡大・深化ツール 活動テーマ 拡大・深化ツール 活動テーマ 拡大・深化ツール

活動テーマ

活動テーマ

拡大・深化ツール

拡大・深化ツール

敷地内のビオトープや緑地には、年間を通じてさまざまな植物、
鳥、昆虫などが生息し、絶滅危惧種のメダカなどを保護しています。
また、社内のecoスタイルリーダーが、近隣小学生を対象に生物観
察や環境教育を実施しているほか、行政主催の富士山麓ブナ林
創造事業や海岸美化作戦にも参加しています。事業所内および事
業所からの排水が流れ込む河川の生物調査の結果をまとめたト
レーディングカードなどを作成し、PR活動に取り組んでいます。

生態系への配慮（生物多様性保全活動）

地域に根付いた環境活動の一環として、毎月末に構内および
敷地周辺の一斉清掃を実施しています。地元の「充足経済学
習センター※」で、従業員が市の関係者と一緒に絶滅危惧種の
吉祥木10種の植樹を行うほか、田植えや稲刈りを行いました。ま
た、プラスチック袋の利用削減を振興するため、全従業員に布製
エコバッグを配布しました。

敷地内には、雑木林、池、竹林があり、事業所周囲の環境と一
体となったビオトープが形成されています。生物調査の結果、オオ
タカ、トノサマガエルなどのさまざまな生物が生息していることが確
認できました。生物多様性保全活動にあたり、アカマツの植樹後
は、準絶滅危惧種の植物を保護対象とし、特にサクラタデ、イヌセ
ンブリ、ムラサキセンブリの生息地を拡大しました。従業員による鳥
獣対策用の柵を設置したところ順調に増えています。

構内生物調査の結果、ウサギやタヌキなどの動物をはじめ、た
くさんの昆虫や植物が生息していることが確認できました。その中で
も準絶滅危惧種であるトノサマガエルと重要種であるシランを保
護対象とし、生息状況を調査しています。トノサマガエルの保護で
は、湿地に日よけを設置して産卵・生息場所を確保しています。ま
た、近隣の小学生を招いての生物観察会や、構内で育ったカブ
トムシの幼虫を近隣の保育園に寄贈する活動を実施しています。

近隣企業と連携し、社内外での生物多様性教育を積極的に
行っています。社外では小学校での環境教育を実施し、社内で
は座学だけではなく体験を通じた従業員の意識啓発を行ってい
ます。また、木製廃パレットを提供し、近隣小学校の生物飼育小
屋などに役立てる活動を行いました。ほかにも、国立公園内に生
息する野生動物の「ミネラル補給場所」の整備、洪水から人的
被害・環境被害を軽減する堰づくりを実施しています。

事業所内外で生態系の保全活動を積極的に実施しています。
事業所内では、絶滅危惧種であるイチョウなどを植樹し、成長を観
察・記録しています。また、事業所外では近隣小学校での環境教
育や近隣企業と連携して川辺に生えた外来種植物であるカナダ
アキノキリンソウの駆除、NGO・近隣企業・地元行政管理局ととも
に「植樹イベント」を開催し、苗木を配布しました。

关爱生态系统（保护生物多样性的活动）
Consideration for the ecosystem （Biodiversity Conservation Activity）

※農業技術の向上を目的とした学習センター

Toshiba Carrier Air Conditioning (China) Co., Ltd. / 东芝开利空调（中国）有限公司

TCFG Compressor (Thailand) Co., Ltd.Toshiba Carrier (Thailand) Co., Ltd.

Toshiba Carrier Corporation Fuji Operations / 东芝开利富士工厂

Toshiba Carrier Corporation Tsuyama Operations / 东芝开利津山工厂 Toshiba Carrier Corporation Kakegawa Engineering Center / 东芝开利挂川开发中心

富士事業所

津山事業所 掛川開発センター 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 タイ社

※1 敷地内などの数本程度の植樹は含まない　※2 敷地内などの小規模植樹を含む　※3 森林などで　の植樹。敷地内などの小規模植樹は含まない

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/
communication/biodiversity.htm

東芝グループは、環境アクションプランの重点項目の一つである「生態系への配慮」のうち生物多様性保全活動について、5つの活動テーマを設  定し、それに応じた事業所内外における従業員参加型による取り組みを推進しています。
また、これらのテーマに「連携」「教育」「広報」を絡めることで活動を拡大・深化させ、活動全体の充実を目指します。東芝キヤリアグループでもそ  の方針のもと、国内外各拠点における活動を積極的に展開しています。
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さ三密を防ぐポイント換気扇 熱交換形で省エネ推進（中部／あき）



安全衛生大会の様子（首都圏地区）
講習用資料と取り扱い
マニュアル（日冷工提供）

グリーン調達
運用ガイドライン表紙

過去に開催した事業方針説明会の様子

中学生（静岡県）　三浦さん

お客さま お取引先
さま

地域社会業界団体・
教育機関

行 政 従業員東芝キヤリア
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）

・ 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
・ 紛争鉱物対応

・ 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
・ 育児休職、介護休暇制度の整備
・ 発明報奨

・ 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
・ 地域の小学校など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（緑の募金、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

お取引先さまと
の公平・公正なパート
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。

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
も注力しています。
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。

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。

さまざまな環境課題は業界
全体で取り組むべき課題で
す。業界の発展と社会貢献
のために積極的に参加して
います。

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」「お取引先さま」「従業員」「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、すべての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。

10年环境活动回顾
10-year review of environmental events環境イベントの10年の振り返り

東芝キヤリアでは、2012年から富士事業所近隣にある青葉台児童クラブ（富士市）の生徒（小学校高学年）の皆さんを富士事業所
や掛川開発センターに招き、事業所が実践する環境経営活動の見学や、敷地内の自然観察を行う環境イベントを開催しました。
過去のイベントに参加した方々に、SDGsが浸透してきた今の目線で、当時のことを振り返っていただきました。

イベントを通じて少しでも地球環境保全に繋がる環境活動へ関心を持っていただければと考えており、皆さまの回答を
拝見し大変うれしく思います。また何かの折に振り返って、後からでも気づきを得ていただけることがあれば、開催側とし
てこれ以上の喜びはありません。これからも参加者の印象に残る活動を展開していきたいと思います。

お取引先さまとのかかわり

東芝キヤリアグループの事業プロセス、販売する製品、これらを構成する部材は、環
境負荷の低減に寄与する資材調達を目指しています。「東芝キヤリアグリーン調達運
用ガイドライン※」では、製品・部材・副資材といった納入品に関する基本的な考え方や
グリーン調達基準を示し、お取引先さまとともに地球環境保全活動を推進しています。
※https://www.toshiba-carrier.co.jp/company/csr/product/green.htm

グリーン調達
Green Procurement / 绿色采购

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。近年は社会情勢を鑑みオンラインで開催しました。

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

当社は、工事やサービスの委託業者に対して法に基づく冷媒フロン類取
扱技術者更新講習を実施し、現在までに延べ3,196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に対する点検支援のため、フロン
使用機器管理システム（REMAC）を提供しています。

フロン排出抑制法 冷媒フロン類取扱技術者更新講習
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

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639社が登録しています。なお、近年は首都圏
地区など3地区のみでWebによる開催となりました。

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

水・緑・生物・気温、感じたことを「環境マップ」に

大学生（東京都）　井出さん

高校生（静岡県）　唐國さん

夏の暑い時期だったにもかかわらず冷たい水の池があり、緑が繁っ
た木々があり、とても涼しさを感じることができ、地球における自然の大切
さを実感しました。「安全公園」という名の場所でセミの抜け殻をたくさん
集め、とても個性的な「環境マップ」を作ることができたのが思い出です。
安全公園の近くには自然そのものを感じるビオトープがあり、メダカすくい
や昆虫採集ではしゃぎ回ったことを思い出します。ま
た、東芝キヤリアでは工場で使われた水を適切に
浄化して、川に戻す取り組みを行っていることが
わかりました。これがきっかけで、水質汚染問
題に興味を持つようになりました。

小学校の時にこのイベントに参加しましたが、正直言ってイベントの中
身がよくわかりませんでした。ただ、思い出に残っているのは、工場敷地
内なのにビオトープがあり、そこにはメダカやトンボがたくさん集まっていた
ことです。工場敷地内にどうしてこんな自然があるのか不思議でたまりま
せんでした。ところが、中学生になってSDGsを学ぶようになると、その意味
がわかるようになりました。工場にも自然環境をつくることで、動物や植物
の生態系を守ることが理解できました。今は「マイク
ロプラスチック」「水問題」などに興味があり、もし改
めてイベントに参加できたら、環境問題に対する
違った見方ができると思います。

「工場排水」と聞くと「汚れた水」をイメージしてしまいますが、工場敷
地内にあるビオトープにはきれいな水があり、工場の排水を利用してつく
られていると聞いて驚きました。そのビオトープで友達と虫を捕まえて遊ん
だことをエコバッグに込めたという記憶があります。また、工場排水を浄化
する技術を間近で見学し、かつて富士市が抱えていたヘドロ問題や、

生態系への影響について興味を持つようになりまし
た。高校の部活動で富士川の近くをランニングして
いる時、周辺も含め想像以上に汚れた川を見て、
自分が暮らす地域の川をきれいにするなど、水質
汚染に関心を持つようになりました。

東芝キヤリア
環境担当

市丸 雅浩
いち　  まる　　　まさ　　ひろ

水浄化への関心を高めた「エコバッグづくり」イベント

ビオトープで昆虫採集、楽しさいっぱい「環境うちわ」

2013
Map

2015
Bag

2017
Uchiwa

与业务伙伴的关系
Relationship with Business Partners
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き切れた電球 取り替えるなら LED（富士／米田 隆行）



安全衛生大会の様子（首都圏地区）
講習用資料と取り扱い
マニュアル（日冷工提供）

グリーン調達
運用ガイドライン表紙

過去に開催した事業方針説明会の様子

中学生（静岡県）　三浦さん

お客さま お取引先
さま

地域社会業界団体・
教育機関

行 政 従業員東芝キヤリア
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）

・ 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
・ 紛争鉱物対応

・ 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
・ 育児休職、介護休暇制度の整備
・ 発明報奨

・ 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
・ 地域の小学校など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（緑の募金、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

お取引先さまと
の公平・公正なパート
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。

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
も注力しています。
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。

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。

さまざまな環境課題は業界
全体で取り組むべき課題で
す。業界の発展と社会貢献
のために積極的に参加して
います。

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」「お取引先さま」「従業員」「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、すべての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。

10年环境活动回顾
10-year review of environmental events環境イベントの10年の振り返り

東芝キヤリアでは、2012年から富士事業所近隣にある青葉台児童クラブ（富士市）の生徒（小学校高学年）の皆さんを富士事業所
や掛川開発センターに招き、事業所が実践する環境経営活動の見学や、敷地内の自然観察を行う環境イベントを開催しました。
過去のイベントに参加した方々に、SDGsが浸透してきた今の目線で、当時のことを振り返っていただきました。

イベントを通じて少しでも地球環境保全に繋がる環境活動へ関心を持っていただければと考えており、皆さまの回答を
拝見し大変うれしく思います。また何かの折に振り返って、後からでも気づきを得ていただけることがあれば、開催側とし
てこれ以上の喜びはありません。これからも参加者の印象に残る活動を展開していきたいと思います。

お取引先さまとのかかわり

東芝キヤリアグループの事業プロセス、販売する製品、これらを構成する部材は、環
境負荷の低減に寄与する資材調達を目指しています。「東芝キヤリアグリーン調達運
用ガイドライン※」では、製品・部材・副資材といった納入品に関する基本的な考え方や
グリーン調達基準を示し、お取引先さまとともに地球環境保全活動を推進しています。
※https://www.toshiba-carrier.co.jp/company/csr/product/green.htm

グリーン調達
Green Procurement / 绿色采购

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。近年は社会情勢を鑑みオンラインで開催しました。

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

当社は、工事やサービスの委託業者に対して法に基づく冷媒フロン類取
扱技術者更新講習を実施し、現在までに延べ3,196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に対する点検支援のため、フロン
使用機器管理システム（REMAC）を提供しています。

フロン排出抑制法 冷媒フロン類取扱技術者更新講習
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

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639社が登録しています。なお、近年は首都圏
地区など3地区のみでWebによる開催となりました。

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

水・緑・生物・気温、感じたことを「環境マップ」に

大学生（東京都）　井出さん

高校生（静岡県）　唐國さん

夏の暑い時期だったにもかかわらず冷たい水の池があり、緑が繁っ
た木々があり、とても涼しさを感じることができ、地球における自然の大切
さを実感しました。「安全公園」という名の場所でセミの抜け殻をたくさん
集め、とても個性的な「環境マップ」を作ることができたのが思い出です。
安全公園の近くには自然そのものを感じるビオトープがあり、メダカすくい
や昆虫採集ではしゃぎ回ったことを思い出します。ま
た、東芝キヤリアでは工場で使われた水を適切に
浄化して、川に戻す取り組みを行っていることが
わかりました。これがきっかけで、水質汚染問
題に興味を持つようになりました。

小学校の時にこのイベントに参加しましたが、正直言ってイベントの中
身がよくわかりませんでした。ただ、思い出に残っているのは、工場敷地
内なのにビオトープがあり、そこにはメダカやトンボがたくさん集まっていた
ことです。工場敷地内にどうしてこんな自然があるのか不思議でたまりま
せんでした。ところが、中学生になってSDGsを学ぶようになると、その意味
がわかるようになりました。工場にも自然環境をつくることで、動物や植物
の生態系を守ることが理解できました。今は「マイク
ロプラスチック」「水問題」などに興味があり、もし改
めてイベントに参加できたら、環境問題に対する
違った見方ができると思います。

「工場排水」と聞くと「汚れた水」をイメージしてしまいますが、工場敷
地内にあるビオトープにはきれいな水があり、工場の排水を利用してつく
られていると聞いて驚きました。そのビオトープで友達と虫を捕まえて遊ん
だことをエコバッグに込めたという記憶があります。また、工場排水を浄化
する技術を間近で見学し、かつて富士市が抱えていたヘドロ問題や、

生態系への影響について興味を持つようになりまし
た。高校の部活動で富士川の近くをランニングして
いる時、周辺も含め想像以上に汚れた川を見て、
自分が暮らす地域の川をきれいにするなど、水質
汚染に関心を持つようになりました。

東芝キヤリア
環境担当

市丸 雅浩
いち　  まる　　　まさ　　ひろ

水浄化への関心を高めた「エコバッグづくり」イベント

ビオトープで昆虫採集、楽しさいっぱい「環境うちわ」

2013
Map

2015
Bag

2017
Uchiwa

与业务伙伴的关系
Relationship with Business Partners
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ゆ夕涼み 打ち水すれば ひんやりアップ（川崎／アイスクリームだいすき）



オンライン
提案会

Web展示会

ファクトリービューイング

HRTS
（掛川開発センタ－）

保守サービス業務の様子

※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。

「ＲＥＭＡＣ」の画面

低解像度

新人技術者教育の様子

健康増進活動の様子
（片足立ちによる体力測定）

「健康経営優良法人」
認定証

ecoスタイル
リーダー掲示板

（TCAC）での環境クイズの様子

2020年度　特許出願・登録件数

特許出願件数
国内 78
海外※ 116
合計 194

特許登録件数
国内 66
海外※ 76
合計 142

※海外は中国実用新案を含む

各種データ
従業員の男女構成 男性 女性

国内グループ会社　合計 1,799名 372名

海外グループ会社　合計 2,420名 1,570名

グループ全体 4,219名 1,942名

東芝キヤリア 育児休職
新規取得者数

 時間短縮勤務
利用者数

 介護休暇
取得者数

 

2019年度 2名 10名 9名

2020年度 5名 12名 6名

2021年3月末時点（正規従業員のみ）

2017年度 2名 7名 7名

2018年度 4名 13名 8名

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、
18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。

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

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

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

富士事業所の「AIRS（エアーズ）」では当社製品群を展示し、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、
製品展示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導入事例を紹介しているほか、実
際の製造ラインを見学することができます。また、遠方のため拠点へ来場で
きないお客さまに対して、富士事業所と津山事業所は招待制オンライン見
学会「ファクトリービューイング」を立ち上げました。一方的な説明ではなく、
お客さまに合わせたフレキシブルでリアルタイムの対応が可能で、事業所、
製造工程、製品など一部をLIVE配信で臨場感ある紹介をしています。

Showrooms of Each Operating Site in Japan / 国内基地陈列室

各拠点ショールーム

機器の用途や使用条件など、お客さまごとの要望に対応するため、
専任技術者が稼働データを解析し、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できるため、
作業効率が大幅に向上します。また、熱源機ではセンサー、機器モード、
機器状態など、現地点検項目を遠隔監視し、データ蓄積できる仕組みを
整え、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

従業員とのかかわり

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32％で、部
門長やマネジメント層に就いて活躍する従業員が増えています。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、育児休職・介護休暇制度、キャリア・リターン制度※、再雇用制度など
を整備しています。日常業務における働き方改革の一環として、在宅勤務（テレワーク）、Web
会議などを積極的に取り入れています。

従業員の多様性
Employee Diversity / 员工多元化

東芝キヤリアグループは、安全健康経営をベースとし、事業活動にかかわるすべての人の
安全と健康を確保するために、引き続き安全健康管理水準の向上を目指します。安全面で
は、本質的な安全対策を基本とした災害リスク低減策を実施し、各種安全活動の活性化に
よる不安全状態・不安全行動の防止を行います。また、安全運転スキル向上に向けた教育や
啓発活動による交通安全施策を展開します。健康面では、ニューノーマルに対応した健康増
進活動（Stay Healthy TCC）、ストレスへの気づきと対処能力の向上、多様性（高齢者・女
性・障がい者）を意識した健康保持増進活動を重点的に取り組んでいます。このような活動が

「従業員などの健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人」として、3年
連続で「健康経営優良法人」に認定されました。

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

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適正に保護し評価しています。国内外での出願も戦略的に進
め、2020年度は国内外合わせて194件を特許出願し、新たに142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、各種関連規程
などを整備し報奨を行っています。

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

機能性や効率性に優れた製品ラインアップから最適な機器を選定し、
無理のない省エネの運用方法を組み合わせるなど、ニーズに合わせたソ
リューション提案を行っています。お客さまからの要望を技術部門へフィー
ドバックし、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
る製品の開発を進めています。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。また、例年実施しているソリューション
提案会や展示会は、社会情勢に鑑みセミナー中心のオンライン形式、
Web展示会「HEATPUMP SOLUTION Digital EXPO※」で行い、
製品紹介、技術紹介、さまざまな熱源ソリューションを紹介しています。

Proposal of solutions tailored to customers / 结合客户提供解决方案建议

お客さまに合わせたソリューション提案

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

※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

https://www.toshiba-carrier.co.jp/info/article/article-02.htm https://www.toshiba-carrier.co.jp/info/article/article-14.htm

 

人財育成のための活動
Activity of upbringing of human resources / 人才的培养的活动

In-house training  / 公司内部教育

Development of environmental human resources / 培养环境人才

※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。
　初級からはじめ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（P.28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、資格取得支援、研究・開発部門向けの技術者教育、関連法令などに関する教育、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。

・社内教育

国内ではeco検定（環境社会検定試験）の受験を補助・奨励し、2020年度までに215名
が合格して「eco検定推進企業」に登録されました。eco検定合格者を含む各環境資格保
有者231名を「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。また、環境月間・省エネ月間で行う啓発行事、海外拠点で行っている全従業員を対
象にした「環境クイズ」などで意識高揚に努めています。

・環境人財の育成

公司与员工的关系
Relationship with Employees
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め面倒が 地球と財布 うるおわす（富士／茶ー留図）



オンライン
提案会

Web展示会

ファクトリービューイング

HRTS
（掛川開発センタ－）

保守サービス業務の様子

※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。

「ＲＥＭＡＣ」の画面

低解像度

新人技術者教育の様子

健康増進活動の様子
（片足立ちによる体力測定）

「健康経営優良法人」
認定証

ecoスタイル
リーダー掲示板

（TCAC）での環境クイズの様子

2020年度　特許出願・登録件数

特許出願件数
国内 78
海外※ 116
合計 194

特許登録件数
国内 66
海外※ 76
合計 142

※海外は中国実用新案を含む

各種データ
従業員の男女構成 男性 女性

国内グループ会社　合計 1,799名 372名

海外グループ会社　合計 2,420名 1,570名

グループ全体 4,219名 1,942名

東芝キヤリア 育児休職
新規取得者数

 時間短縮勤務
利用者数

 介護休暇
取得者数

 

2019年度 2名 10名 9名

2020年度 5名 12名 6名

2021年3月末時点（正規従業員のみ）

2017年度 2名 7名 7名

2018年度 4名 13名 8名

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、
18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。

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

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

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

富士事業所の「AIRS（エアーズ）」では当社製品群を展示し、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、
製品展示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導入事例を紹介しているほか、実
際の製造ラインを見学することができます。また、遠方のため拠点へ来場で
きないお客さまに対して、富士事業所と津山事業所は招待制オンライン見
学会「ファクトリービューイング」を立ち上げました。一方的な説明ではなく、
お客さまに合わせたフレキシブルでリアルタイムの対応が可能で、事業所、
製造工程、製品など一部をLIVE配信で臨場感ある紹介をしています。

Showrooms of Each Operating Site in Japan / 国内基地陈列室

各拠点ショールーム

機器の用途や使用条件など、お客さまごとの要望に対応するため、
専任技術者が稼働データを解析し、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できるため、
作業効率が大幅に向上します。また、熱源機ではセンサー、機器モード、
機器状態など、現地点検項目を遠隔監視し、データ蓄積できる仕組みを
整え、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

従業員とのかかわり

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32％で、部
門長やマネジメント層に就いて活躍する従業員が増えています。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、育児休職・介護休暇制度、キャリア・リターン制度※、再雇用制度など
を整備しています。日常業務における働き方改革の一環として、在宅勤務（テレワーク）、Web
会議などを積極的に取り入れています。

従業員の多様性
Employee Diversity / 员工多元化

東芝キヤリアグループは、安全健康経営をベースとし、事業活動にかかわるすべての人の
安全と健康を確保するために、引き続き安全健康管理水準の向上を目指します。安全面で
は、本質的な安全対策を基本とした災害リスク低減策を実施し、各種安全活動の活性化に
よる不安全状態・不安全行動の防止を行います。また、安全運転スキル向上に向けた教育や
啓発活動による交通安全施策を展開します。健康面では、ニューノーマルに対応した健康増
進活動（Stay Healthy TCC）、ストレスへの気づきと対処能力の向上、多様性（高齢者・女
性・障がい者）を意識した健康保持増進活動を重点的に取り組んでいます。このような活動が

「従業員などの健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人」として、3年
連続で「健康経営優良法人」に認定されました。

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

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適正に保護し評価しています。国内外での出願も戦略的に進
め、2020年度は国内外合わせて194件を特許出願し、新たに142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、各種関連規程
などを整備し報奨を行っています。

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

機能性や効率性に優れた製品ラインアップから最適な機器を選定し、
無理のない省エネの運用方法を組み合わせるなど、ニーズに合わせたソ
リューション提案を行っています。お客さまからの要望を技術部門へフィー
ドバックし、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
る製品の開発を進めています。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。また、例年実施しているソリューション
提案会や展示会は、社会情勢に鑑みセミナー中心のオンライン形式、
Web展示会「HEATPUMP SOLUTION Digital EXPO※」で行い、
製品紹介、技術紹介、さまざまな熱源ソリューションを紹介しています。

Proposal of solutions tailored to customers / 结合客户提供解决方案建议

お客さまに合わせたソリューション提案

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

※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

https://www.toshiba-carrier.co.jp/info/article/article-02.htm https://www.toshiba-carrier.co.jp/info/article/article-14.htm

 

人財育成のための活動
Activity of upbringing of human resources / 人才的培养的活动

In-house training  / 公司内部教育

Development of environmental human resources / 培养环境人才

※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。
　初級からはじめ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（P.28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、資格取得支援、研究・開発部門向けの技術者教育、関連法令などに関する教育、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。

・社内教育

国内ではeco検定（環境社会検定試験）の受験を補助・奨励し、2020年度までに215名
が合格して「eco検定推進企業」に登録されました。eco検定合格者を含む各環境資格保
有者231名を「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。また、環境月間・省エネ月間で行う啓発行事、海外拠点で行っている全従業員を対
象にした「環境クイズ」などで意識高揚に努めています。

・環境人財の育成

公司与员工的关系
Relationship with Employees

25 東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2021 26東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2021

Social  / 社会社 会

み見てくれよ! 我が家の自慢の 省エネ活動（関係会社／ひわっちゃん）　し食材をムダなく使い エコうま料理（関係会社／鈴）



COOL CHOICEロゴ

「富士山麓ブナ林創造事業」
静岡県富士市から感謝状を拝領

「環境保全功労賞」（個人）
環境工務課　森谷 徹

生物多様性活動データベースに登録された当社の活動の一部
（一社）日本電機工業会Webサイト※より
※https://bio.jema-net.or.jp/Japanese/env/biodiversity_db/

ペットボトルキャップの回収（川崎本社）工場周辺の清掃活動の様子（TCFG）

木製廃パレットの寄付（TCTC）
小学校での環境教育（左：（TCTC）、右：（TCAC））（過去開催の様子）

オープンファクトリー（津山）
（過去開催の様子）

静岡県環境保全協会視察（富士）
（過去開催の様子）

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

監査役
監査役協議会

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

全社コンプライアンス教育の履歴

東芝キヤリアのガバナンス体制

・東芝グループ行動基準教育
・情報の適切な管理に関する教育
・製品セキュリティ教育
・安全意識向上教育
・営業リスク教育
・下請法（下請代金支払遅延等防止法）教育
・輸出管理教育
・電安法（電気用品安全法）教育
・墜落・転落防止措置の確実な実施と監視
・お客様満足向上教育
・技術倫理教育
・建設業法教育
・会計・外為コンプライアンス教育
・適時開示教育
・交通事故防止教育
・環境教育
・廃掃法（廃棄物の 処理及び清掃に関する法律）教育

内部監査部門

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

業界団体・行政とのかかわり

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と活動計画を策定し、それら
に従ってグループ全体の各種監査を実施しています。内部監査部門は、監査役協議会と連
携して監査情報の共有、適正な監査の実施に努めています。

Governance Organization / 公司治理体制

ガバナンス体制

東芝グループは、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/sustainability/jp/policy/soc.htm

地域行政との情報交換を積極的に行うことは信頼関係の維持・向上につながると考えてい
ます。法令変更や設備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。また、長年にわたり事業所内の環境保全に貢献している
ことが評価され、富士事業所の担当が静岡県環境保全協会の「環境保全功労賞」（個人）
を受賞しました。事業所では初の受賞です。

Communication with Local Government / 与地区政府部门的沟通

地域行政とのコミュニケーション

「COOL CHOICE」は、脱炭素社会づくりに貢献する「製品への買い換え」「サービスの
利用」「ライフスタイルの選択」など地球温暖化対策に資するあらゆる「賢い選択」を促す取り
組みです。東芝キヤリアグループはこれに賛同し、製品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。

Participation in the COOL CHOICE Movement / 参加 COOL CHOICE 运动

COOL CHOICE運動への参加

（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。また、製造・開発拠点ごとに生物多様性保全活
動を展開しており、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
「にじゅうまるプロジェクト」には15件の実績を登録しています。

Activities as a Member of Industry Groups / 作为行业团体一员的活动

業界団体の一員としての活動

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一覧

国内外各拠点の近隣住民の皆さまと、定期的に対話会などでコミュニ
ケーションを図り、良好な関係の維持・向上に努めています。2020年度は社
会情勢に鑑みて開催できませんでした。例年は事業所内の施設見学などを
通じ、事業活動や環境負荷低減への取り組み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事業活動に役立てています。

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

日本、中国、タイの各製造拠点で、近隣小学校などを対象に環境教育を実
施しています。ごみの分別方法、気候変動への対応、生物多様性保全など、
基本的なことを理解していただくとともに、環境保全業務に携わる従業員が当
社の各種環境経営活動を紹介しています。この教育は、CSR教育としても好
評をいただいていますが、2020年度は社会情勢に鑑み実施できませんでした。

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

各拠点では、毎月10日の「トーシバデー」に定期的な清掃活動を
行うほか、地元の清掃ボランティア活動を通して、地域の美化活動、
従業員の社会貢献活動への参加意識や3R意識の向上、海洋プラ
スチック対策など、自然環境の保全維持に取り組んでいます。国内の
各拠点ではペットボトルキャップの分別回収に協力し、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接種や植
樹活動などの資金としてNPO団体などに提供しています。また、飲料
メーカーと連携した「緑の募金」では、構内自販機の売り上げの一部
を寄付しています。海外拠点では、部品を調達した時に発生する木製
廃パレットを非営利法人に寄付し、福祉目的では住居用資材として、
近隣小学校では動物の飼育小屋として再利用されています。

社会貢献活動
Social contribution activities / 社会贡献活动

世界各地の法令や条例などの変化や経営のグローバル化、ビジネスの多様化などに伴うリス
クの最小化、コンプライアンス違反の未然防止、法令など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共有・徹底しています。社長を委員長とする「リスク・コンプライアン
ス委員会」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、従業員からの相談もしやすい推進体制を整えています。

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

事業対象であるすべての国と地域において、国際的な平和や安全の維持を阻害
する恐れのある取引を行いません。また、各国の輸出関連法令などを遵守するため、
事前にチェックする手続きを定めており、各部門での1次判定と、専任部門による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

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

右表の製造・開発拠点は、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

公司与行业团体及政府部门的关系
Relation with Industry Groups and Government

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
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Governance  / 统治ガバナンスSocial  / 社会社 会

ゑゑすびぃてぃ（SBT）で守る地球環境、未来へのコミットメント（富士／佐藤 一伸）



COOL CHOICEロゴ

「富士山麓ブナ林創造事業」
静岡県富士市から感謝状を拝領

「環境保全功労賞」（個人）
環境工務課　森谷 徹

生物多様性活動データベースに登録された当社の活動の一部
（一社）日本電機工業会Webサイト※より
※https://bio.jema-net.or.jp/Japanese/env/biodiversity_db/

ペットボトルキャップの回収（川崎本社）工場周辺の清掃活動の様子（TCFG）

木製廃パレットの寄付（TCTC）
小学校での環境教育（左：（TCTC）、右：（TCAC））（過去開催の様子）

オープンファクトリー（津山）
（過去開催の様子）

静岡県環境保全協会視察（富士）
（過去開催の様子）

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

監査役
監査役協議会

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

全社コンプライアンス教育の履歴

東芝キヤリアのガバナンス体制

・東芝グループ行動基準教育
・情報の適切な管理に関する教育
・製品セキュリティ教育
・安全意識向上教育
・営業リスク教育
・下請法（下請代金支払遅延等防止法）教育
・輸出管理教育
・電安法（電気用品安全法）教育
・墜落・転落防止措置の確実な実施と監視
・お客様満足向上教育
・技術倫理教育
・建設業法教育
・会計・外為コンプライアンス教育
・適時開示教育
・交通事故防止教育
・環境教育
・廃掃法（廃棄物の 処理及び清掃に関する法律）教育

内部監査部門

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

業界団体・行政とのかかわり

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と活動計画を策定し、それら
に従ってグループ全体の各種監査を実施しています。内部監査部門は、監査役協議会と連
携して監査情報の共有、適正な監査の実施に努めています。

Governance Organization / 公司治理体制

ガバナンス体制

東芝グループは、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/sustainability/jp/policy/soc.htm

地域行政との情報交換を積極的に行うことは信頼関係の維持・向上につながると考えてい
ます。法令変更や設備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。また、長年にわたり事業所内の環境保全に貢献している
ことが評価され、富士事業所の担当が静岡県環境保全協会の「環境保全功労賞」（個人）
を受賞しました。事業所では初の受賞です。

Communication with Local Government / 与地区政府部门的沟通

地域行政とのコミュニケーション

「COOL CHOICE」は、脱炭素社会づくりに貢献する「製品への買い換え」「サービスの
利用」「ライフスタイルの選択」など地球温暖化対策に資するあらゆる「賢い選択」を促す取り
組みです。東芝キヤリアグループはこれに賛同し、製品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。

Participation in the COOL CHOICE Movement / 参加 COOL CHOICE 运动

COOL CHOICE運動への参加

（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。また、製造・開発拠点ごとに生物多様性保全活
動を展開しており、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
「にじゅうまるプロジェクト」には15件の実績を登録しています。

Activities as a Member of Industry Groups / 作为行业团体一员的活动

業界団体の一員としての活動

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一覧

国内外各拠点の近隣住民の皆さまと、定期的に対話会などでコミュニ
ケーションを図り、良好な関係の維持・向上に努めています。2020年度は社
会情勢に鑑みて開催できませんでした。例年は事業所内の施設見学などを
通じ、事業活動や環境負荷低減への取り組み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事業活動に役立てています。

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

日本、中国、タイの各製造拠点で、近隣小学校などを対象に環境教育を実
施しています。ごみの分別方法、気候変動への対応、生物多様性保全など、
基本的なことを理解していただくとともに、環境保全業務に携わる従業員が当
社の各種環境経営活動を紹介しています。この教育は、CSR教育としても好
評をいただいていますが、2020年度は社会情勢に鑑み実施できませんでした。

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

各拠点では、毎月10日の「トーシバデー」に定期的な清掃活動を
行うほか、地元の清掃ボランティア活動を通して、地域の美化活動、
従業員の社会貢献活動への参加意識や3R意識の向上、海洋プラ
スチック対策など、自然環境の保全維持に取り組んでいます。国内の
各拠点ではペットボトルキャップの分別回収に協力し、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接種や植
樹活動などの資金としてNPO団体などに提供しています。また、飲料
メーカーと連携した「緑の募金」では、構内自販機の売り上げの一部
を寄付しています。海外拠点では、部品を調達した時に発生する木製
廃パレットを非営利法人に寄付し、福祉目的では住居用資材として、
近隣小学校では動物の飼育小屋として再利用されています。

社会貢献活動
Social contribution activities / 社会贡献活动

世界各地の法令や条例などの変化や経営のグローバル化、ビジネスの多様化などに伴うリス
クの最小化、コンプライアンス違反の未然防止、法令など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共有・徹底しています。社長を委員長とする「リスク・コンプライアン
ス委員会」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、従業員からの相談もしやすい推進体制を整えています。

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

事業対象であるすべての国と地域において、国際的な平和や安全の維持を阻害
する恐れのある取引を行いません。また、各国の輸出関連法令などを遵守するため、
事前にチェックする手続きを定めており、各部門での1次判定と、専任部門による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

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

右表の製造・開発拠点は、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

公司与行业团体及政府部门的关系
Relation with Industry Groups and Government

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
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Governance  / 统治ガバナンスSocial  / 社会社 会

ひ一人ひとりの心がけ 省エネ感度高めよう（関係会社／セッカチ君）



※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 温室効果ガスの原単位は、モノづくりに伴うエネルギー使用量と関係する値（生産高、生産台数、人数、
 床面積、開発負荷など）を使用。廃棄物、水、化学物質の原単位には、「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(2017～2020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

2020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
2020年度

まとめ目標 実績 評価
温室効果ガス総排出量の抑制※１ 6.1万t 5.5万t ○

温室効果ガス総排出量原単位※２の改善
（2013年度基準） 92% 85% ○

・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 3.18千ｔ 2.62千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） 96% 87% ○ ・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） 96% 43% ○ ・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） 96% 37% ○ ・粉体塗装導入等により削減

CO2排出抑制量※4の拡大（累計※5） 324万t 369万t ○ ・エネルギー効率の高い機種の拡販

省資源化量の拡大（累計※5） 4.1万t 4.9万t ○ ・軽量化した製品の拡販

循環資源（再生プラスチック）使用量の拡大（累計※5） 278t 350t ○ ・再生プラスチック使用部品の新規採用

エクセレントECP創出数（累計※5） 18製品 23製品 ○ ・省エネ性能No.1製品の創出

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・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

環境推進職域任者

サ
イ
ト
環
境
推
進
責
任
者

環境経営責任者

TOCACHEFの使用画面

サイト監査における緊急事態対応訓練の様子(掛川)

公司治理
Corporate governanceコーポレートガバナンス

国内外ともに環境関連の法令などは多く、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令などの改正情報を随時入手し対応していま
す。近年は、廃掃法で特別管理産業廃棄物の電子マニフェスト義務化や、フロン排出抑制法の
厳罰化などについて改正がありました。また、事業プロセスにおける事業系化学物質IT管理システ
ム「TOCACHEF」の採用など、法令など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
な管理を実施しています。

Compliance Management with Environmental Laws and Regulations / 遵守相关环境法规

環境関連法令などの遵法管理

東芝グループの環境監査スキームで、「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。2021年4月時点で、サイト監査員20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中、各国における法令などの
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的確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

パリ協定への対策を盛り込んだ環境経営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（2017～2020年度）※」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。2020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、環境経営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

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

※https://www.toshiba-carrier.co.jp/company/csr/finance/index_j.htm#policy

「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
業活動に環境経営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、全体の総括と課題の共有を行っています。

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

大髙 敏男 (おおたか としお)

国士舘大学理工学部理工学科機械工学系 教授
同大学国際交流センター センター長

（一社）コンピュータ教育振興協会 理事
（一社）日本機械学会 技術と社会部門 部門長
技術士（機械部門）　博士（工学）

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

東芝キヤリア 環境推進室 室長 ／ 社会・環境報告書2021 企画・編集長　佐々木 美弥

第三者所見を受けて

　地球温暖化は、大雨による災害を引き起こす原因の一つと考えられ、水産
物や農作物にも大きな影響を与えると言われています。また、厚生労働省の
Webサイトでは、「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイント※とし
てエアコン活用の有効性を紹介し、新型コロナウイルス対策として換気の必要
性とエアコンの温度調整を推奨しています。このような状況下では、とりわけ空
調機器メーカーの環境活動が近未来の社会基盤を創造していくと考えられ、
空調システムへの社会的要求は高まっていくと思います。
　本報告書は、「気候変動への対応」「循環経済への対応」「生態系への
配慮」の主要3テーマを中心とする環境活動「東芝環境未来ビジョン2050」
に関してわかりやすく説明されています。これらの活動はSDGsに合致した取り
組みであり、企業活動の中で緻密かつ着実に進められていることが示されて
います。また、初めのページにIEEEマイルストーン認定をはじめとする「受賞実
績」を取り上げたインパクトは以降のページに進みたくなる構成であり、最終
ページでは「ecoクロスワードパズル」で掲載内容をおさらいできる工夫になっ
ています。本報告書が環境活動を理解する教科書としても有用であることを申
し上げ、主な記事について所見を述べさせていただきます。

●東芝キヤリア 気候変動への対応のあゆみ
　1972年の「国連人間環境宣言」から温室効果ガス排出量を実質ゼロと
する2020年の政府宣言、2021年の政府表明までの世の中の動向を示し、こ
の間に実践した製品の省エネと低GWP冷媒への取り組みを関連付け、一目
で対比できるように示されています。また、実証オフィスとしての機能をもつ新技
術棟「e-THIRD」の紹介があり、動物園や地下鉄駅構内を用いた実証実
験例も紹介され、近未来ビジョンが連想できます。

●鼎談会  気候変動への対応
　異なる技術部門の責任者3名が「e-THIRD」を中核に据えて製品開発
における環境対応について意見交換し、大変興味深い内容となっています。
省エネと快適性を両立させた新しい製品を開発するために「開発系」消費
電力量が増大するという課題に対し、SBT認定とそれを基にするScope1と2お
よび3への考え方と取り組みがダイナミックに展開されています。また、技術者の
環境意識啓発のための教育にも触れ、「e-THIRD」はこれらを実践するオフィ
スであることが理解できます。

●［環境］バリューチェーンマネジメント
　4つの項目にフォーカスし、事例をまじえた紹介がわかりやすい構成です。製
品における環境活動やソリューション提案では、主要3テーマのどの項目に関

連しているかを色分けで示したスタンプ表示が目を引きます。また、CO2排出削
減などの取り組みがグラフやチャートを用いてわかりやすく解説されています。さ
らに、3テーマそれぞれについて製品やシステムを整理して成果を取り上げるとと
もに、環境調和型製品の創出を進めていることが理解できます。一方、製造プ
ロセスにおける取り組みでは、テーマごとの対応状況を拠点別、年度別に整理
し、緻密でスケールが大きく、素晴らしい取り組みがなされていると思います。

●［環境］生態系への配慮（生物多様性保全活動）
　5つの活動テーマについて、「さまざまなステークホルダーなどとの連携」「従業
員や小学校、自治体活動における教育」「社内外への広報」の3つの拡大・深
化ツールとリンクさせ、各拠点の事例が紹介されています。活動テーマや拡大・
深化ツールをアイコン表示し、具体的な活動事例が写真で掲載され、工夫が
感じられます。また、海外拠点における活発な活動は大変素晴らしいと思います。

●［環境］環境イベントの10年の振り返り
　地域の小学生が参加した環境イベントについて、参加した子どもたちが中
学生、高校生、大学生となった今の目線で当時を振り返り、自分の歩みを見
つめていて大変微笑ましく感じます。地球環境保全につながる意識付けと、明
日の社会基盤をつくる担い手を育てる活動にも成果が得られていることに敬意
を表します。この活動の意義は重要であると感じました。

●［社会］ステークホルダーへの対応方針　［ガバナンス］コーポレートガバナンス
　6つに分類したステークホルダーごとに、かかわりと対応について実例をあげ
ながら写真や図表でわかりやすく解説しています。これらはすべてSDGsの取り
組みを基にしており、ダイバーシティ経営の観点も含まれていることが理解できま
す。また、社内の規定や体制などが図表を用いて明確に記載され、特に環境
アクションプランは、2020年度の数値目標と実績を明確に整理しています。

　各ページのフッターにある従業員から寄せられた「環境いろはかるた」を拝
見し、グループ一丸となった環境活動を感じました。何気ない日常の心がけや
暮らしの一場面が、ほのぼのと伝わってきます。何を大切にし、何を守る取り組
みなのかを考えながら、もう一度この報告書を読みたくなりました。人を大切に
し、人の暮らしを大切にし、人が暮らす地球を大切にし、環境活動を着実に進
め、製品開発にフィードバックさせている貴社の弛まぬ姿勢と努力を、未来の
環境を担う企業として高く評価します。ますますの発展を祈念し、第三者の所
見とさせていただきます。

「東芝環境未来ビジョン2050」を礎とする取り組みがわかりやすく示されています

※https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_coronanettyuu.html

●プロフィール
山形大学大学院　工学研究科修士課程　精密工学専攻修了
企業で空調機器の研究・開発に従事後、現在、国士舘大学で圧縮機・冷凍機・空調機など
の実践的な講義を展開。専門分野は熱工学、エネルギー工学、伝熱工学、冷凍・空調工学、
機械設計。主な研究テーマとして、低温廃熱回生システムと密閉形膨張機に関する研究、
屋上緑化ビル空調システムに関する研究、スターリングサイクル機器など。

大髙先生、第三者所見をいただきありがとうございます。所見の冒頭にあるように、地球温暖化が顕著になっており、
当社グループも2030年度に電気の使用によるCO2の排出量「０」を目指しています。そのため、増大する開発エネル

ギーの削減を重要課題の一つととらえ、関係者の鼎談を実施しました。新技術棟「e-THIRD」の本格稼働は、建物自体の快適性と省エネ性の両立だけ
でなく、環境調和型製品開発の一助となっています。今年度版の報告書では、「気候変動への対応」を中心に「循環経済への対応」「生態系への配
慮」の活動も紹介し、どのような形でSDGsに貢献できているかを整理しています。その中で、小学生イベントに参加した次世代を担う若者たちが、これをきっか
けに環境保全の重要性を理解したことは、「持続可能な社会」を築くうえで意義があったと思います。環境活動は、自分自身の問題としてとらえることが重要
です。当社は、ecoスタイルリーダー制度を通じ、従業員に広く環境活動を浸透させ、各 の々役割を環境目線で全うすることを期待しています。また、環境創
造企業として、グループを取り巻くステークホルダーやバリューチェーンの観点からも、絶え間なく活動を拡大していくことが企業の使命であると考えています。

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 2021 30東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2021

Governance  / 统治ガバナンス

ももったいない レジ袋いつの間にか ゴミの山（北陸／はた）　せ節電し 星を見上げて 夕涼み（関係会社／あさがお）



※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 温室効果ガスの原単位は、モノづくりに伴うエネルギー使用量と関係する値（生産高、生産台数、人数、
 床面積、開発負荷など）を使用。廃棄物、水、化学物質の原単位には、「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(2017～2020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

2020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
2020年度

まとめ目標 実績 評価
温室効果ガス総排出量の抑制※１ 6.1万t 5.5万t ○

温室効果ガス総排出量原単位※２の改善
（2013年度基準） 92% 85% ○

・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 3.18千ｔ 2.62千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） 96% 87% ○ ・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） 96% 43% ○ ・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） 96% 37% ○ ・粉体塗装導入等により削減

CO2排出抑制量※4の拡大（累計※5） 324万t 369万t ○ ・エネルギー効率の高い機種の拡販

省資源化量の拡大（累計※5） 4.1万t 4.9万t ○ ・軽量化した製品の拡販

循環資源（再生プラスチック）使用量の拡大（累計※5） 278t 350t ○ ・再生プラスチック使用部品の新規採用

エクセレントECP創出数（累計※5） 18製品 23製品 ○ ・省エネ性能No.1製品の創出

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・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

環境推進職域任者

サ
イ
ト
環
境
推
進
責
任
者

環境経営責任者

TOCACHEFの使用画面

サイト監査における緊急事態対応訓練の様子(掛川)

公司治理
Corporate governanceコーポレートガバナンス

国内外ともに環境関連の法令などは多く、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令などの改正情報を随時入手し対応していま
す。近年は、廃掃法で特別管理産業廃棄物の電子マニフェスト義務化や、フロン排出抑制法の
厳罰化などについて改正がありました。また、事業プロセスにおける事業系化学物質IT管理システ
ム「TOCACHEF」の採用など、法令など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
な管理を実施しています。

Compliance Management with Environmental Laws and Regulations / 遵守相关环境法规

環境関連法令などの遵法管理

東芝グループの環境監査スキームで、「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。2021年4月時点で、サイト監査員20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中、各国における法令などの
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的確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

パリ協定への対策を盛り込んだ環境経営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（2017～2020年度）※」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。2020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、環境経営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

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

※https://www.toshiba-carrier.co.jp/company/csr/finance/index_j.htm#policy

「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
業活動に環境経営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、全体の総括と課題の共有を行っています。
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第三者所見を受けて

　地球温暖化は、大雨による災害を引き起こす原因の一つと考えられ、水産
物や農作物にも大きな影響を与えると言われています。また、厚生労働省の
Webサイトでは、「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイント※とし
てエアコン活用の有効性を紹介し、新型コロナウイルス対策として換気の必要
性とエアコンの温度調整を推奨しています。このような状況下では、とりわけ空
調機器メーカーの環境活動が近未来の社会基盤を創造していくと考えられ、
空調システムへの社会的要求は高まっていくと思います。
　本報告書は、「気候変動への対応」「循環経済への対応」「生態系への
配慮」の主要3テーマを中心とする環境活動「東芝環境未来ビジョン2050」
に関してわかりやすく説明されています。これらの活動はSDGsに合致した取り
組みであり、企業活動の中で緻密かつ着実に進められていることが示されて
います。また、初めのページにIEEEマイルストーン認定をはじめとする「受賞実
績」を取り上げたインパクトは以降のページに進みたくなる構成であり、最終
ページでは「ecoクロスワードパズル」で掲載内容をおさらいできる工夫になっ
ています。本報告書が環境活動を理解する教科書としても有用であることを申
し上げ、主な記事について所見を述べさせていただきます。

●東芝キヤリア 気候変動への対応のあゆみ
　1972年の「国連人間環境宣言」から温室効果ガス排出量を実質ゼロと
する2020年の政府宣言、2021年の政府表明までの世の中の動向を示し、こ
の間に実践した製品の省エネと低GWP冷媒への取り組みを関連付け、一目
で対比できるように示されています。また、実証オフィスとしての機能をもつ新技
術棟「e-THIRD」の紹介があり、動物園や地下鉄駅構内を用いた実証実
験例も紹介され、近未来ビジョンが連想できます。

●鼎談会  気候変動への対応
　異なる技術部門の責任者3名が「e-THIRD」を中核に据えて製品開発
における環境対応について意見交換し、大変興味深い内容となっています。
省エネと快適性を両立させた新しい製品を開発するために「開発系」消費
電力量が増大するという課題に対し、SBT認定とそれを基にするScope1と2お
よび3への考え方と取り組みがダイナミックに展開されています。また、技術者の
環境意識啓発のための教育にも触れ、「e-THIRD」はこれらを実践するオフィ
スであることが理解できます。

●［環境］バリューチェーンマネジメント
　4つの項目にフォーカスし、事例をまじえた紹介がわかりやすい構成です。製
品における環境活動やソリューション提案では、主要3テーマのどの項目に関

連しているかを色分けで示したスタンプ表示が目を引きます。また、CO2排出削
減などの取り組みがグラフやチャートを用いてわかりやすく解説されています。さ
らに、3テーマそれぞれについて製品やシステムを整理して成果を取り上げるとと
もに、環境調和型製品の創出を進めていることが理解できます。一方、製造プ
ロセスにおける取り組みでは、テーマごとの対応状況を拠点別、年度別に整理
し、緻密でスケールが大きく、素晴らしい取り組みがなされていると思います。

●［環境］生態系への配慮（生物多様性保全活動）
　5つの活動テーマについて、「さまざまなステークホルダーなどとの連携」「従業
員や小学校、自治体活動における教育」「社内外への広報」の3つの拡大・深
化ツールとリンクさせ、各拠点の事例が紹介されています。活動テーマや拡大・
深化ツールをアイコン表示し、具体的な活動事例が写真で掲載され、工夫が
感じられます。また、海外拠点における活発な活動は大変素晴らしいと思います。

●［環境］環境イベントの10年の振り返り
　地域の小学生が参加した環境イベントについて、参加した子どもたちが中
学生、高校生、大学生となった今の目線で当時を振り返り、自分の歩みを見
つめていて大変微笑ましく感じます。地球環境保全につながる意識付けと、明
日の社会基盤をつくる担い手を育てる活動にも成果が得られていることに敬意
を表します。この活動の意義は重要であると感じました。

●［社会］ステークホルダーへの対応方針　［ガバナンス］コーポレートガバナンス
　6つに分類したステークホルダーごとに、かかわりと対応について実例をあげ
ながら写真や図表でわかりやすく解説しています。これらはすべてSDGsの取り
組みを基にしており、ダイバーシティ経営の観点も含まれていることが理解できま
す。また、社内の規定や体制などが図表を用いて明確に記載され、特に環境
アクションプランは、2020年度の数値目標と実績を明確に整理しています。

　各ページのフッターにある従業員から寄せられた「環境いろはかるた」を拝
見し、グループ一丸となった環境活動を感じました。何気ない日常の心がけや
暮らしの一場面が、ほのぼのと伝わってきます。何を大切にし、何を守る取り組
みなのかを考えながら、もう一度この報告書を読みたくなりました。人を大切に
し、人の暮らしを大切にし、人が暮らす地球を大切にし、環境活動を着実に進
め、製品開発にフィードバックさせている貴社の弛まぬ姿勢と努力を、未来の
環境を担う企業として高く評価します。ますますの発展を祈念し、第三者の所
見とさせていただきます。

「東芝環境未来ビジョン2050」を礎とする取り組みがわかりやすく示されています

※https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_coronanettyuu.html

●プロフィール
山形大学大学院　工学研究科修士課程　精密工学専攻修了
企業で空調機器の研究・開発に従事後、現在、国士舘大学で圧縮機・冷凍機・空調機など
の実践的な講義を展開。専門分野は熱工学、エネルギー工学、伝熱工学、冷凍・空調工学、
機械設計。主な研究テーマとして、低温廃熱回生システムと密閉形膨張機に関する研究、
屋上緑化ビル空調システムに関する研究、スターリングサイクル機器など。

大髙先生、第三者所見をいただきありがとうございます。所見の冒頭にあるように、地球温暖化が顕著になっており、
当社グループも2030年度に電気の使用によるCO2の排出量「０」を目指しています。そのため、増大する開発エネル

ギーの削減を重要課題の一つととらえ、関係者の鼎談を実施しました。新技術棟「e-THIRD」の本格稼働は、建物自体の快適性と省エネ性の両立だけ
でなく、環境調和型製品開発の一助となっています。今年度版の報告書では、「気候変動への対応」を中心に「循環経済への対応」「生態系への配
慮」の活動も紹介し、どのような形でSDGsに貢献できているかを整理しています。その中で、小学生イベントに参加した次世代を担う若者たちが、これをきっか
けに環境保全の重要性を理解したことは、「持続可能な社会」を築くうえで意義があったと思います。環境活動は、自分自身の問題としてとらえることが重要
です。当社は、ecoスタイルリーダー制度を通じ、従業員に広く環境活動を浸透させ、各 の々役割を環境目線で全うすることを期待しています。また、環境創
造企業として、グループを取り巻くステークホルダーやバリューチェーンの観点からも、絶え間なく活動を拡大していくことが企業の使命であると考えています。

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 2021 30東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2021

Governance  / 统治ガバナンス

す捨てるゴミ 分別次第で よみがえる（富士／古味 菊枝）
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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！

https://wss3.5star.jp/survey/login/jktmbfjf
PCからアクセス

スマホは
こちらから
アクセス！

ヨコのカギ
 1． 新技術棟「e-THIRD」は、開発した空調機器を開発者自ら評価・体験できる
 「 オフィス」としての機能を持っています。（ヒントP.8）
 3． 東芝キヤリアでは、2012年から富士事業所近隣の児童クラブの生徒を
 事業所などに招き、環境経営活動の見学や敷地内の自然観察を行う
 「 」を開催しています。（ヒントP.23）
 4． 東芝グループは生物多様性保全活動について、5つの活動テーマを設定し、これらのテーマに
 「連携」「教育」「 」を絡めることで活動を拡大・深化させ、活動全体の充実を目指します。（ヒントP.21、22）
 5． 省エネ大賞を受賞したコールドチェーン機器「PROCOOL」は、世界最大級の「ツインロータリー 」を
 搭載し、業界トップクラスの省エネを実現しています。（ヒントP.18）

タテのカギ
 2． 東芝キヤリアの大形熱源機「ユニバーサルスマートX」には、「 システム」を採用した
 保守メニューがあり、故障や非効率運転を管理することでCO2削減に貢献しています。（ヒントP.12）
 5． 長年にわたり事業所内の環境保全に貢献していることが評価され、富士事業所の担当者が
 静岡県環境保全協会の「環境保全 賞」（個人）を受賞しました。（ヒントP.27）
 6． 東芝キヤリアグループは、お取引先さまとの「 ・公正」な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て、さまざまな活動に取り組んでいます。（ヒントP.24）
 7． 川崎市は、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・技術などを「低CO2川崎 」
 として認定しています。当社製品は2018年から3年連続認定されています。（ヒントP.3）

A～Gにカタカナ7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。簡単なアンケートにお答えい
ただいた上で、回答者全員に粗品を差し上げます。

「社会・環境報告書2021」はいかがでしたか。東芝キヤリアグループが、「気候変動への対応」
「循環経済への対応」「生態系への配慮」という３つの主要なテーマで環境経営活動に取り組んで
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。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（2021年3月現在）
従 業 員 数：約2,200名（連結約6,000名）（2021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2社、海外13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（冷凍機、クーリングユニット）
6) 換気扇、換気システム
7) コンプレッサー
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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

・東芝キヤリア北米社
 空調機器の設計、開発、商品企画、営業技術支援、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3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

・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。

有 機 物 質を含んだ
廃液が少ない、水なし
印刷方式で作成しま
した。

東芝キヤリアは、静岡県の豊かな森
づくりをサポートしています。この

『ふじのくに森の町内会』の紙には、
林地に捨てられる間伐材を資源とし
て活用する費用が含まれています。


