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厳しい基準に従い、適切に管理された森林の
木材を原料にしている紙を使用しました。
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有機物質を含んだ廃液が少ない、
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この報告書は人間社会と地球環境への貢献を目指した東

企業の社会的責任
（CSR）
の重要性がますます高まっている中、持続可能な

芝キヤリアグループの取り組みを正確にわかりやすく報告し、
ス

社会の実現に向け、東芝キヤリアグループは、
「 人間社会と地球環境に貢献し

テークホルダーの皆様とのコミュニケーションにより、企業活動

ます」
という経営理念のもと、遵法経営を進めています。
その中でも
「環境保全活

をレベルアップすることを目的としています。

動」
を最重要事項のひとつとして位置づけて、東芝キヤリアグループをあげて活
動を推進しています。お取引先の皆様にもご協力をいただき、全従業員一丸と

○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事業活動における

なった環境保全活動内容の一端をご紹介するために、東芝キヤリアグループ環

環境対応について報告しています。具体的には、環境活動に

境報告書を毎年公開しています。

対する基本的な概念、現在までの取り組み、
そして2006年度
実績について述べています。また、本年度版より社会報告書と

21世紀はエネルギーの循環保全と効率的利用、
さらに地球環境資源間のバ
東芝キヤリア株式会社
取締役社長

不破 久温

（ふわ ひさよし）

ランス確保がわれわれ人間活動の最大の課題として認識される時代です。そし

しての項目を一部追加しています。
報告項目の選択にあたっては、環境省の「環境報告書ガイド
ライン
（2003年度版）」
を参考にしました。

て企業活動はその中で重要な役割を担っています。
東芝キヤリアグループは、
「 省エネルギー」
「 地球との共生」
「 健康」
という私た
ちの日常生活に必要不可欠なキーワードをテーマとしたアプローチから、快適空
間づくりのお手伝いを行っています。

○理解しやすい報告書を目指して
編集にあたっては、事業活動により発生する自然環境への
負荷と、
それを低減させる取り組みについて、
それぞれわかりや
すい項目を設けました。図や写真などで視覚的に理解しやすい

私たちの使命は事業を通じた社会貢献であり、開発から廃棄までの製品ライ
フサイクルのすべてにおいてさまざまな地球環境の課題解決に貢献していくこと
だと考えています。モノづくりにおいては、
あらゆる工程で常に3R（Reduce／
Reuse／Recycle）
を実践し、業界トップクラスの省エネルギー技術を活かした、

ように編集を心がけています。また、詳細データはWebページに
記載していますので併せてご覧ください。

○報告対象組織
この報告書は以下の組織を対象としています。

環境負荷の小さな製品づくりを心がけています。
快適で清潔な屋内空間を、地球環境にもやさしく実現する技術と商品をお客

国内連結会社：8社

様にお届けすることで企業価値を持続的に向上させてゆく
「21世紀環境創造

東芝キヤリア
（株）

企業」
となるべく精一杯の努力を続けているところです。
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環境活動の中心は東芝グループ第4次環境ボランタリープランで示されてい

富士東芝キヤリアプロダクツ
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る
「環境調和型製品の創出」
「 地球温暖化の防止」
「 資源の有効活用」
「 化学
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物質管理」の各項目です。

東芝設備工業
（株）

とくに、
「 業界トップ水準の省エネ技術を活かした製品の開発」
「CO 2排出量

（株）
キャリア総合サービス

これは
「つくる」段階から、
お客様が「つかう」、
そして廃棄時の「いかす・かえす」
まで開発から生産・サービス等のすべての事業プロセスで環境に配慮した経営を
推進することです。
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目標と実績
（ボランタリープラン）........................... 15
製品対応 ........................................................... 16
環境調和型製品
（ECP）
の創出 ....................... 16
ファクターT ..................................................... 17
快適な住環境と省エネルギー ........................... 18
さまざまな環境での省エネルギー ....................... 19
海外での取り組み紹介 .................................... 21
環境調和型製品 Q＆A ................................. 21
環境保全活動 .................................................... 22
遵法対応状況 ................................................ 22
エネルギー管理 ............................................... 22
廃棄物管理 .................................................... 23
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コミュニケーション

東芝キヤリアグループの歩み

東芝キヤリアグループは「地球内企業」
として
「地球との共生」
を図りながら、

東洋キヤリア工業
（株）
の紹介 ............................. 33

人間社会と地球環境に貢献し、環境コミュニケーションを積極的に展開して、
豊かな価値を創造していきます。

東芝キヤリアグループの概要

私たちはこれからも、環境報告書やウェブサイトなど様々な機会を通じて、地球

■ 報告対象期間

2006年4月1日〜2007年3月31日

■発

2007年9月発行
（2003年から毎年発行）

行

日

環境保全に対する当社グループの活動情報の提供を心がけていきます。皆様

■ 次 回 発 行日

2008年9月予定

から多数のご意見をいただければ幸いに存じます。

■ お問い合わせ

東芝キヤリア株式会社
環境推進室

2007年9月
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経営理念
ＣＳＲ活動の概要

私たちは、常に「良き地球市民として」行動します。
東芝キヤリアグループは、1999年設立以来、東芝の持つ空調に関する先進技術と、キヤリア社の持つ海外ネットワー

CSR活動は、東芝キヤリアグループ経営理念そのものです。

クが手を組むことで、グローバルな空調設備機器市場で積極的な事業展開を図ってきており、お客様に対して快適な居

東芝キヤリアグループのＣＳＲ活動は、東芝キヤリアグループ経営理念の日々の実践です。

住空間の提供に努めています。

生命・安全と法令遵守を最優先することを至上命題にし、東芝キヤリアグループ経営理念を共通の価値観としながら、東芝グ

良き地球市民でありたいという願いのもとに「東芝キヤリアグループ経営理念」を制定しています。

ループ行動基準を、事業活動を遂行するうえでの行動規範としています。

東芝キヤリアグループ経営理念

企業姿勢

企業姿勢

東芝キヤリアグループ経営理念を、
ＣＳＲ項目ごとに分類すると、次のようになります。
「１．
人間社会と地球環境に貢献します。」
を具体化していくプロセスが、
環境保全活動の推進、
人権・従業員満足、
社会貢献の項目です。
「２．
お客様の声に忠実な事業活動をします。」を具体化していくプロセスが、お客様満足の項目です。

経営理念

経営理念

良き地 球 市 民として

「３．
健全で透明な経営をします。」を具体化していくプロセスが、法令等遵守になります。

東芝キヤリアグループは、良き地球市民として、世界の人々と共生し、
その幸福の実現に努めます。

東芝キヤリアグループのＣＳＲ

1.人間社会と地球環境に貢献します。
東芝キヤリアグループは、
たゆまぬ革新と成長により新たな価値を創造し、
より良い明日の地球のために貢献します。

環 境

法令等遵守

人権・従業員満足

お客様満足

社会貢献

2.お客様の声に忠実な事業活動をします。
東芝キヤリアグループは、お客様の満足と信頼を第一に、快適で健康な暮らしを創造します。

東芝キヤリアグループのＣＳＲ活動の一例

3.健全で透明な経営をします。
東芝キヤリアグループは、法や国際ルールを遵守し、社会との相互理解を深めます。

東芝グループ経営理念

キヤリア社経営理念

東芝キヤリアグループ経営理念

東芝グループ経営ビジョン

東芝グループ行動基準

［環境］

※J-Moss：「電機・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」
（the marking of presence of the speciﬁc chemical substances for electrical and electronic equipment）

ガバナンス
法令に基づき、適切な体制を構築していきます。
私たちは、法令等遵守の一環として、内部統制強化に積極

東芝キヤリアグループは、
１９９９年の設立以来、
「良き地球市民として」
どうあるべきかを常に考
えながら事業を営んでいます。
私たちは、東芝キヤリアグループ経営理念を制定していますが、
これを実践することが、
ＣＳＲ経
営実現への近道と考え、
従業員に対する意識浸透、
日常の行動への定着を図っています。
事業を営んでいく上で、私たち一人ひとりが東芝キヤリアグループ経営理念に従った行動をと
ることによって、
お客さまやお取引先さま、
株主や地域の皆さま方から信頼される存在になってこそ
東芝キヤリアグループの持続的成長が可能になると考えています。
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［人権・従業員満足］

欧 州 W E E E（リサイクル）
とR o HS（ 有 害 物 質 ）対 応 推 進 。
セクシャルハラスメント窓 口の設 置 、啓 蒙の推進。
お取引先様との不 含 有 合 意 書 締 結の実 施 。
従業員満足度調査を実施し、各職場でフィードバックを実施。
J - M o s s ※ 対 応 推 進 。ホームページで情 報 公 開 。
冊 子 配 付などによる、男女共同参画の意識改革推進。
チーム・マイナス6 %に参 画 。
［お客様満足］
クールビズ、
ブラックイルミネーションキャンペーンなどを実施。 消費者の利益保護を最優先にルームエアコン社告対策を推進。
［法令等遵守］
社 外 W e bを活 用した、適 時 適 切な情 報 提 供の実施。
UTC倫理規範と比較し齟齬のない内容であることを確認し、 ［社会貢献］
東芝グループ行動基準を取締役会で採択。
富 士 山 麓ブナ林 創 造 事 業に参 加 。
取締役会で内部統制システム構築を決議 。
ボランティア活 動の推 進（ 定 期 的な清 掃 活 動 等）。
技術・生産コンプライアンス体制を構築し、
技術者倫理教育を推進。 地 域に対する、体 育 館やグランド開 放 。

的に取り組んでいます。

通報制度の拡充
通報制度の拡充を進めています。
私たちは、法令等遵守の一環として、通報制度の拡充にも
積極的に取り組んでいます。

東芝キヤリアグループは、
２００６年の会社法改正に対応し、
取

東芝キヤリアグループは、
内部通報制度
「リスク相談ホットライ

締役会において内部統制システム
（株式会社の業務の適正を確

ン」
を開設して、
公益通報者保護法の施行前に、
いち早く体制整

保するための体制、
監査役会の職務執行のために必要な体制）

備を実施しました。通報や相談を通じて社内のリスク情報を直接

を構築していくことを決議しました。東芝キヤリアグループは、

把握できる仕組みを構築し、
法令等違反の防止を図っています。

更なるコーポレートガバナンス強化に取り組んでいきます。

また、公益通報者保護法では、労務提供先企業に関する通

また、財務報告の信頼性を担保するため、内部統制システ

報を行った取引先従業員も不利益取扱いの保護対象となる

ム構築を推進する組織として経営監査部を設置し、金融商品

ことを踏まえ、同法の施行に合わせて取引先からの通報も受

取引法（Ｊ−ＳＯＸ法）対応を進め、財務報告に係る内部統制シ

け付けるために「クリーン・パートナー・ライン
（お取引先様通

ステム整備を進めていきます。

報制度）
」を開設しています。
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環境基本方針

製品の品質・安全性の確保

東芝キヤリアグループは、総合的に冷凍・空調システムを扱う企業体です。冷凍・空調システムは、皆様に健康で快適な

東芝キヤリアグループでは、お客様に安心してお使い頂ける商品を提供するために、品質や安全の確保を最優先事項
として取り組んでまいりました。

生活や空間を提供する機器である反面、家庭やオフィスでエネルギ−を多く消費する機器のひとつでもあります。東芝キ
ヤリアグループでは、常に省エネ・省資源・リサイクル性等を追求した冷凍・空調システム（環境調和型製品）を皆様へ提供

しかし、下記4製品について、製品の使用方法や取り付け工事において注意が必要な場合があることが判りました。
該当製品をお使いのお客様は、至急、下記連絡先へご連絡をお願いします。

すること、そして、環境負荷の低減に配慮した事業活動を推進することによって、社会に貢献することを目指しています。
現在私たちは、多くの環境課題に直面しています。気候変動のような地球規模の問題から、化学物質管理のような地域

今後は二度とこのような問題を起こさないように、品質と安全の確保を最優先事項として取り組んでまいります。

に密着した問題まで多種多様です。東芝キヤリアグループは地球内企業として、環境への取り組みを重要な経営課題と
企業姿勢

企業姿勢

して捉え、その解決に向けて最大の努力をしていきます。

●当社製品をご利用のお客様へ重要なお知らせ
東芝キヤリアグループ環境基本方針

1 9 9 9 年 1 1月〜2 0 0 2 年 1月に製 造したL D Rシリーズ 、Y D Rシリーズをはじめとする4 5 機 種
（OEM製品を含む）
につきまして、
エアコン洗浄液などを使用した場合、複合要因によってごくまれ
に室内機の発煙・発火に至ることがあります。安心してお使いいただけるよう改修させていただい
ております。
詳しくはwebまたはお電話でご確認ください。

東芝キヤリアグループは、家庭用及び店舗・オフィス用のエアコン、
ビル・工場用空調機、列車用空調装置、換気扇、
冷凍機、
コンプレッサー等の開発・製造・販売・サービスを含む企業グループとして、環境調和型製品を社会へ提供す
ること、
および環境負荷の低減に配慮した事業活動を通じて社会に貢献することを目指しています。
そして、
「 かけが

http://www.toshiba-carrier.co.jp/company/oshirase/aircon.htm
お客様フリーダイアル

環境基本方針

お客様とのかかわり

1）ルームエアコン

えのない地球環境 を、健全な状態で次世代に引き継いでいくことは、現存する人間の基本的責務」
との認識に立ち、

0120-444-899

製品写真

環境活動を推進します。

2）開放式小型湯沸器
1 9 9 1 年 9月〜1 9 9 4 年 6月に製 造した開 放 式 小 型 湯 沸 器（リンナイ
（ 株 ）製 O E M ）H P G 52DSなどにつきまして、一酸化炭素中毒事故の可能性があります。
たびたび火が消えるなど異常がある場合には、点検が必要となりますので、
ただちに使用を中止
し、下記までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
詳しくはwebまたはお電話でご確認ください。
http://www.toshiba-carrier.co.jp/company/oshirase/kaiho̲kyutoki.htm
お客様フリーダイアル

2．事業活動、製品・サービスに関わる環境側面について、環境影響を評価し、環境負荷の低減、汚染の防止
などに関する環境目的および目標を設定して、
環境活動を推進します。

4．環境に関する法令、
当社が同意した業界などの指針および自主基準などを遵守します。

2001年以降に設置した浴室換気乾燥機（壁取付タイプ）VBK-8A 及び VBK-8S（三菱電機（株）製OEM）
につきまして電源
接続工事が不適切に行われていた場合、焼損事故に至る可能性があります。設置されました販売店様、工事業者様に安全点検
を依頼し、点検が終了するまではご使用をお控え頂きますようお願い申し上げます。
詳しくはwebまたはお電話でご確認ください。
http://www.toshiba-carrier.co.jp/company/oshirase/kanki.htm

5．従業員の環境意識をより高め、
全員で取り組みます。
6．グローバル企業として、
グループ一体となった環境活動を推進します。

環境調和型製品・サービスの提供と事業活動での環境負荷低減
1．地球資源の有限性を認識し、製品、事業プロセスの両面から有効な利用、活用を促進する、積極的な環
境施策を展開します。

0120-444-392

4）
ジェットバス

2．製品のライフサイクルを通じて、
環境負荷の低減に寄与する環境調和型製品・サービスを提供します。

1997年以前に設置したジェットバスにつきましては運転中に潜るなどして吸込口に髪の毛が近づくと吸着したりする可能性があ
ります。このため弊社ジェットバスをご愛用頂いておりますお客様に、
より安心してお使い頂けるよう、
ジェットバス吸込口カバーの
無料交換をさせていただいております。
詳しくはwebまたはお電話でご確認ください。

3．地球温暖化の防止、資源の有効活用、化学物質の管理など、設計、製造、流通、販売、廃棄などすべての事
業プロセスで環境負荷低減に取り組みます。

http://www.toshiba-carrier.co.jp/company/oshirase/jetbath.htm
お客様フリーダイアル

Environmental reporT 2007

地球内企業として
1．優れた環境技術や製品の開発と提供、および地域・社会との協調連帯により、環境活動を通じて社会に
貢献します。

0120-098-782
交換前のカバー

7

1．環境への取り組みを、経営の最重要課題の一つとして位置づけ、経済と調和させた環境活動を推進し
ます。

3．監査の実施や活動のレビューにより環境経営の継続的な改善を図ります。

0120-885-587

3）電気式浴室換気乾燥暖房機

お客様フリーダイアル

環境経営の推進

交換後のカバー

2．相互理解の促進のために、
積極的な情報開示とコミュニケーションを行います。

Environmental reporT 2007
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環境ビジョン

Y

環境監査

東芝キヤリアグループは、環境基本方針の中で「環境調和型製品の提供」と「事業活動による環境負荷を低減するこ
と」をうたっています。これらの具体的な目標数値は東芝キヤリアグループボランタリープランの中で設定し実行してい
ます。

企業の環境活動は、地球環境問題への対応において非常に重要です。この環境活動を推進するためには、環境マネジ
メントシステムを構築し、常に新しいものにしていくことが必要だと考えています。
そこで、東芝キヤリアグループは、外部の認証機関（（株）日本環境認証機構）によるISO14001審査および東芝グ

さらに、企業体としての効率を高めるため、製造拠点から営業・サービス部門に至るまで環境活動を強化するように努
めています。

ループで実施している「東芝総合環境監査システム（EASTER）」による監査を利用し、環境マネジメントシステムのレベ
ルアップを図っています。2006年度は、この活動をグループ全体へ拡大するため、ISO14001認証取得拠点の拡大、

そして社外での様々な活動の場において、ステークホルダーの皆様とコミュニケーションをはかり、活動の評価を頂く

EASTER監査対象拠点の拡大を推進しました。

これらの活動により、持続可能な社会が創造され、地球の発展に貢献することが東芝キヤリアグループの環境ビジョン
と考えます。

企業姿勢

企業姿勢

ことにより更に高いレベルへステップアップする原動力としています。

ISO14001認証拠点の拡大

環境監査

環境ビジョン・環境バウンダリの拡大

グリーンサプライチェーンマネジメントの観点から、お取
引先様やお客様から広義のグリーン調達を強く求められる
ようになりました。東芝キヤリアグループは、安心してお取引

環境バウンダリの拡大

していただける企業の証明として、ISO14001取得拡大を
最優先事項の一つとしています。製造拠点の認証継続はも

東芝キヤリアグループでは、環境に対する企業責任の重要性を認識し、より一層の環境推進体制強化を進めています。

とより、非製造拠点および連結子会社のISO14001認証

環境負荷の高い製造拠点・研究拠点について、環境マネジメントシステムが正しく機能しているかの再確認を行いまし

取得拡大を推進しています。2006年度は、東洋キヤリア工

た。また、前年度にひきつづき、営業やサービスなどの非製造拠点の対応強化を推進しました。ISO14001の取得範囲

業津山事業所が認証を取得しました。2007年度は、東芝キ

は更に拡大し、2006年度は新たに東洋キヤリア工業（株）津山事業所が認証取得部門に加わりました。

ヤリア空調システムズ（株）が認証取得を目指しています。
■認証を取得している会社（2007年3月現在）

●東芝キヤリアグループの環境推進体制

JACO審査員による書類審査

東芝キヤリア（株）本社事務所および富士事業所

東芝キヤリア（株）社長

東芝キヤリア空調システムズ（株）静岡支店
東洋キヤリア工業（株）津山事業所

東芝キヤリアグループ地球環境会議

東芝キヤリアエンジニアリング（株）
富士東芝キヤリアプロダクツ（株）

東芝キヤリア（株）環境担当役員
議長：環境推進室

国内グループ会社社長

東芝キヤリアリビングサービス（株）

海外関係会社環境責任者

（株）キャリア総合サービス

EASTER監査
東芝キヤリア地球環境会議

東芝キヤリア空調システムズ地球環境会議

東芝キヤリア タイ社

東芝キヤリア
（株）

東芝キヤリア空調システムズ（株）

広東美的制冷設備有限公司

東芝キヤリアエンジニアリング
（株）
富士東芝キヤリアプロダクツ
（株）
東芝キヤリアリビングサービス
（株）

東芝設備工業
（株）
（株）
テイキャスプロサポート

東洋キヤリア工業地球環境会議

広東美的商用空調設備有限公司
広東美芝制冷設備有限公司

東芝キヤリアグループは、東芝グループの一員として、

1．
会社経営層（環境推進責任者など）に対して行う環境経

東芝が独自に構築した環境評価システム「東芝総合環境

営監査、2．
技術部門（技師長、製品設計部長など）に対し

監査システム（EASTER）」による監査を定期的に実施し

て行う製品環境技術監査、3．
生産・非生産にかかわらず各

ています。EASTER監査には大きく三つの区分がありま

事業場（各事業場長）に対して行うサイト監査です。

す。

※ EASTER:（Environmental Audit System in Toshiba on
basis of Eco Responsibility）

● 環境監査の体系図

東洋キヤリア工業（株）
日本ビルシステムズ
（株）
（株）
キャリア総合サービス

環境経営監査

製品環境
技術監査

サイト環境監査

環境経営度

環境技術・
環境調和型製品

環境保全・
環境負荷・遵法

富士冷熱地球環境会議

富士冷熱工業（株）
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環境監査

環境教育・訓練
環境教育

EASTER監査（つづき）

地球環境問題において、社会から企業に対する要求・期

また、従業員以外では、資材・部品納入業者の方や事業

待は刻々と変化し、世界各国においては、新たにさまざま

所内の工事業者の方に対しても教育を行うなど、多方面

なければ良い製品は生み出されない」という基本理念の

な法規制がしかれ始めました。このような状況において、

で環境事故の予防を図っています。今後も、計画的に継続

組み姿勢や各社への環境経営方針・施策の浸透について

もとに、3全主義（事業場全域の、全施設・設備を全員で管

時代の流れを反映した従業員への環境教育は、企業の環

して実施しています。

監査します。

理すること）を環境活動の基本とし、システムやパフォー

境経営維持にとって必要不可欠なものとなっています。

●環境経営監査

●サイト監査

環境経営監査は、環境推進責任者など会社トップに対し

EASTERでは、
「全ての施設がきちんと管理されてい

て行う監査です。この監査ではトップの環境に対する取り

東芝キヤリアグループでは、環境活動をレベルアップす

おいて、技術・現場の監査を実施しました。ISO14001に

す。東芝キヤリア（株）での教育は、①階層別教育、②一般

型製品の創出を目指して、製品の開発プロセスから使用・

EASTERをプラスすることで、よりレベルの高い環境マ

従業員教育、③専門分野教育で構成され、役職・職能・専門

廃棄に至るまでの環境配慮項目について監査を行ってい

ネジメントシステム構築に役立っています。

性に応じたカリキュラムが組まれています。専門分野教育

お客様にお届けする商品については、理想の環境調和

環境教育・訓練・環境会計

環境監査

2006年度は、主要な製造拠点およびサービス拠点に

るため、各社において従業員の環境教育を実施していま

企業姿勢

企業姿勢

マンスのチェックを実施しています。

●製品環境技術監査

Y

では、製品開発・設計技術者に対して、環境配慮型設計手

ます。
監査のポイントは、有害物質の不含有等の東芝ボラン

法に関する教育や、環境影響の高い生産施設を取り扱っ

タリープランの実績、開発プロセスに組込まれた環境マ

ている従業員に対して、法律に定められた教育や、環境事

ネジメントシステム、更に、省資源設計、リサイクル設計、

故予防のため管理教育などを行っています。

従業員に対する環境教育

製品温暖化対策等の製品・技術への取り組みなどがあり
ます。この様な環境配慮の視点で、PDCA ※ サイクルとし

異常想定訓練

て継続的にスパイラルアップを図っていくことが、地球内

東芝キヤリアグループでは、事業所内の高い環境負荷

企業の一員として大切な活動と位置付けています。

をもつ施設・設備を中心に異常想定訓練を実施していま
※PDCA（Plan、Do、Check、Act）
EASTER監査員による現場監査

す。万が一、事故などが発生した場合、スムーズな対応が
できるよう、あらゆる場 面を想 定し、実 践に近 い 訓 練を
行っています。とりわけ事業所からの排水口は、一般河川

環境パトロールの実施

「環境経営情報システム」の活用

東芝キヤリア（株）では、月に2回（1回目：問題抽出、2

東芝キヤリアグループは、東芝グループが推進している

回目：改善確認）の環境パトロールを実施しています。この

環境負荷データを管理する「環境経営情報システム」を活

パトロールは、全部門からメンバー選出され、約20人程

用し、エネルギー使用量や廃棄物排出量などの環境負荷

度の審査員が、事業所内の各部門を月ごとにチェックして

データを収集・集計しています。また、集計結果により事業

いきます。多くの目で限定された職場を短期間で審査す

活動の問題点を抽出し、
事業活動の改善に役立てています。

につながっているため、万が−、油や薬品流出事故などが
発生した場合は環境汚染が広範囲にわたる恐れがありま
す。訓練の結果、手順書および関連施設の構造に問題が
あれば改善を行い、レベルアップを図っています。このよ
うな取り組みを行うことにより、従業員が常に緊迫感を持

東洋キヤリア工業
（株）
の訓練風景

ち、環境事故を未然に防ぐことに努めています。

ることより、問題点の早期発見・解決につながるとともに、
従業員への環境に対する意識も高まり大きな成果を上げ
ています。

環境会計
東芝キヤリアグループは、1999年度から環境会計を
導入し、現在主要8社を集計範囲としています。環境経営

詳細は東芝キヤリアグループ環境webをご覧ください。
http://www.toshiba-carrier.co.jp/kankyo/index_j.htm

に関わるコストとその効果を定量的に把握し、企業活動の
指針として活用しています。環境経営に関わるコストの分
類・算出は、環境省の「環境会計ガイドライン（2005年
版）」に準拠し、効果は、環境負荷低減効果で金額を算出して
います。
環境パトロールの様子
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東芝キヤリアグループの環境負担の全容
東芝キヤリアグループは、家庭用から業務用までさまざまなタイプの空調製品をはじめ、換気機器や冷凍冷蔵機器、コ

は、製品重量の大部分を熱交換機やコンプレッサーが占めているからです。これらは同時に、OUTPUTの廃棄物総発生

ンプレッサーなどの開発・製造・販売・サービスを扱う企業体です。このように幅広い分野を扱う企業活動において、環境へ

量に対しても大きな影響をおよぼす可能性があります。東芝キヤリアグループでは、生産時の端材を減らす設計や別の

の負荷量を把握するのは大変重要なことです。ここでは、環境負荷データをINPUT、OUTPUTに分けて表示し、エネル

部品に転用する工夫などを実施して、廃棄物削減に取り組んでいます。また、お客様による製品使用のエネルギー消費は

ギーや物質の収支について説明しています。

東芝製品全体の消費量の約3割に相当します。この結果を見ても、家庭あるいは社会における空調機器の省エネルギー

INPUTでは鉄・銅・アルミニウムなどの金属材料が資材・原材料の約8割を占めるのが大きな特徴です。空調・冷凍機器

性能が、重要なアイテムの一つであることがわかります。

企業姿勢

企業姿勢

●東芝キヤリアグループのマテリアルフロー（2006年度実績）
※1

2006年度に出荷した

代表製品質量と廃棄物発生

INPUT

102,705ｔ

鉄
銅
アルミ
プラスチック
HFC
その他

66,949ｔ
10,657ｔ
6,075ｔ
8,227ｔ
1,566ｔ
9,230ｔ

エネルギー
電力
都市ガス
ＬＰＧ
重油
灯油
軽油
蒸気

670TJ※2

水

516TJ
105TJ
30TJ
6TJ
0.43TJ
0.10TJ
11.49 TJ

工業用水
水道水
地下水

1,585千m3
3

695千m
3
58千m
3
832千m

エネルギー
軽油

使用済み製品回収量

エネルギー

2,976㎘
（国内製品物流分）

電気

（処理重量）

12,573TJ

エアコン、パッケージエアコンなど代表
製品の2005年度の出荷量から算出した
年間消費電力量

エアコン
パッケージエアコン

11,325t

東芝キヤリアグループの環境負担の全容

東芝キヤリアグループの環境負担の全容

量との合計を資材・原材料投

資材・原材料※1

入量としました。
※2 TJ＝1012J

8,742t
2,583t

※3

水環境負荷は、排水口

で当該物質の実測濃度の年
間平均値に年間排水量を乗
じて算出しています。

化学物質

ここでは、
年間0．
1トン以上排出
しているものを掲載しています。

取扱量

113t
〈集計対象会社〉
8社
東芝キヤリア
（株）、東芝キヤ
リア空調システムズ（株）、東
洋キヤリア工業（株）、東芝キ
ヤリアエンジニアリング
（株）
、
富
士 東 芝キヤリアプロダクツ
（株）
、
東芝キヤリアリビングサー

研究開発・設計

製

東芝
キヤリア

回収・リサイクル

ビス
（株）
、
東芝設備工業
（株）
、
（株）
キャリア総合サービス

factory

温室効果ガス

30,600t-CO2

CO2
HFC

28,405t-CO2
2,195t-CO2

大気環境負荷

OUTPUT

使 用

物流・販売

造

SOx
NOx
ばいじん

0.1t
2.2t
0.1t

水環境負荷※3
総排水量
1,454.5千m3
BOD
2.8t
COD
2.7t
浮遊物質
1.7t
全窒素
1.6t
全リン
0.3t
N-ヘキサン(鉱油,動植物油脂類) 0.6t
硝酸性窒素および亜硝酸性窒素 1.1t

温室効果ガス

化学物質
排出量
移動量

46.8t
3.7t

CO2

水再使用量

7,798t-CO2
（国内製品物流分）

大気環境負荷

廃棄物
総発生量
再資源化量
最終処分量

温室効果ガス

5,873t
5,692t
29t

SOx
NOx
ばいじん

2t
58t
7t

CO2

49万t-CO2

再商品化重量

8,879t

エアコン
パッケージエアコン

7,313t
1,566t

廃棄物

2,446t

エアコン
パッケージエアコン

1,429t
1,017t

（国内製品物流分）

165千m3
代表製品出荷量

96,832t

エアコン、パッケージエアコン、冷凍機、
コ
ールドチェーン機器、列車用空調装置、
換気扇、
コンプレッサーなど
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東芝キヤリアグループの環境活動
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製品対応
環境調和型製品（ ECP ※1 ）の創出

目標と実績（ボランタリープラン）
度」を策定し、推進してきました。

東芝キヤリアグループでは、環境調和型製品の創出に

環境効率は、過去の製品のライフサイクル・アセスメント

向けて「製品別環境自主基準」を策定し、同基準に合致し

（LCA）結果や品質機能展開（QFD：お客様が製品選択の

た製 品をE C Pとして認 定しています。E C P の 開 発にあ

際に考慮する重要度に基づいて製品の持つ様々な機能を

管理では2010年度目標を前倒しで達成することができました。2007年度においても、ひきつづき年度目標を達成で

たっては、省資源、
リユース（再使用）、
リサイクルの推進、

統合する手法）のデータを活用し、過去の製品と「製品価

きるように鋭意推進していきます。

省エネルギー、有害物質の削減など配慮すべき項目が数

値」
「環境影響」の両面から対象製品の進化の度合いを算

多くありますが、これらを効果的に製品設計に組み込むた

出する手法です。

2006年度の総評としては、各項目で2006年度目標を達成し、順調に活動していると評価できます。特に化学物質

● 東芝キヤリアグループ環境ボランタリープラン推進項目
製品環境効率の向上

実績

評価

まとめ

20％

24％

◎
＋4％

中 形 、大 形 エ ア コ ン へ
の機種拡大を推進し
ます。

2007年度
目標

2010年度
達成目標

30％

60％へ
拡大

ついての要求が強まっておりますが、東芝キヤリアグルー

り、製品のライフサイクル全体にわたって環境負荷の低

プも「インバーター＆グリーンプロジェクト」として、業界

減施策を織り込んでいます。

に先駆けた省エネ技術の確立を推進しており、結果として

また、東 芝グル ープ独自の 環 境 効 率 指 標「ファクター

特定化学物質
の全廃

製品に含まれる
特定15物質群 ※1

40％

49％

◎
＋9％

国内機種の拡大を推進
します。

60％

100％
（全廃）

り組んでいます。

毎年 省エネ大賞

※

製品対応／環境調和型製品︵ECP︶の創出

環境調和型製品の
売上高比率

目標

近年、地球温暖化防止の一環として、機器の省エネ性に

んでいます。具体的には、製品環境設計アセスメントによ

T」を、2003年から導入し、製品の環境効率向上にも取

などで高い評価を頂いております。

※省エネ大賞受賞歴については東芝キヤリアグループ環境webをご
覧ください。
http://www.toshiba-carrier.co.jp/kankyo/index_j.htm

事業プロセスの革新

地球温暖化の防止

目標と実績︵ボランタリープラン︶

環境調和型製品の
提供

2006年度実績

指 標

めに、製品の企画段階から十分に配慮できるように取り組

東芝キヤリアグループの環境活動

東芝キヤリアグループの環境活動

東芝キヤリアグループでは、2005年度より「第4次環境自主行動計画（ボランタリープラン）
：目標達成年度2010年

エネルギー起源
CO2排出量の
削減

2006年度実績

指 標

化学物質管理

大気・水域への
総排出量の削減

資源の有効活用

廃棄物総発生量
の削減

廃棄物
最終処分量の
削減

実績

評価

8％削減

17％削減

◎
＋9％

排出量原単位※2
（1990年度基準）

生産拠点

製品物流CO 2
排出量の削減

目標

実績把握

総排出量
（2000年度基準）

総発生量原単位※2
（2004年度基準）

廃棄物ゼロエミッション※3
達成拠点の拡大

11％削減 19％削減

8,092
t-CO2

̶

54％削減 58％削減

7％削減

達成拠点
57％

10％削減

64％削減

◎
＋8％

まとめ

主 に 空 調・照 明 機 器 リ
ニューアルによる高効
率化などの省エネ対策
により実現しました。

2007年度
目標

2010年度
達成目標

14％削減

23％削減

17％削減

24％削減

※1

ECP：Environmentally Conscious Products

●ライフサイクル思考

○

計画通り実績把握しま
した。

1％削減

4％削減

◎
＋4％

塗 装 工 程 を 変 更 し 、揮
発性有機化合物の排出
量を削減しました。

56％削減

50％削減

◎
＋3％

コンパクトな製品の実
現により削減しました。

10％削減

20％削減

◎
＋7％

生産拠点では削減が着
実に進んでいます。
今後
は非生産拠点での取り
組みを加速します。

地球温暖化防止

化学物質管理

資源有効活用

（省エネ、GHG※2排出抑制・削減）

（土壌・水質・大気汚染対策）

（3R、
廃棄物削減）

環境配慮製品のコンセプト
（Product Policy）

設計段階からの環境配慮：環境適合設計
設計基準

64％達成

100％
（全拠点達成）

※1 ビス
（トリブチルすず）
＝オキシド
（TBTO）、
トリブチルすず類（TBT類）
・
トリフエニルすず類（TPT
※2 原単位目標には活動を評価出来る指標として、
物量ベースの生産高原単位を使用
類）、
ポリ塩化ビフェニル類（PCB類）、
ポリ塩化ナフレタン
（塩素数が3以上）、短鎖型塩化パ
※3 事業所に伴い生じる副産物やその他の発生物すべて
（総発生量）
に対し、各種処理後の
ラフィン、
アスベスト類、
アゾ染料・顔料、
オゾン層破壊物質、放射性物質、
カドミウムおよびその
埋立処分量を1％以下にすること
化合物、六価クロム化合物、鉛およびその化合物、水銀およびその化合物、
ポリ臭素化ビフェ
ニル類
（PBB類）、
ポリ臭素化ジフェニルエーテル類（PBDE類）
＜集計対象会社＞： 7社..... 東芝キヤリア
（株）、東芝キヤリア空調システムズ
（株）
、
東洋キヤリア工業
（株）
、
東芝キヤリアエンジニアリング
（株）
、
富士東芝キヤリアプロダクツ
（株）
、

グリーン調達
基準

アセスメント
基準

製造段階の
環境配慮

使用段階の
環境配慮

廃棄・リサイクル
段階の環境配慮

ライフサイクルに係る環境影響評価：Life-cycle-Assessment
（LCA）
環境報告書、
その他情報提供

東芝キヤリアリビングサービス
（株）、
（株）
キャリア総合サービス

※2
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ファクターT

N

快適な住環境と省エネルギー
■家庭用エアコン「大清快SDRシリーズ」

東芝キヤリアグループでは、環境調和型製品を表す一つ

グラフで示しますと、横軸に「価値ファクター」を、縦軸に

家庭用エアコンの代表モデル
「大清快SDRシリーズ」
は、
高性能コンプレッサーと高効率インバーターを搭載することにより、
地球

の指標として、東芝グループ独自の指標［ファクターT］
を構

「環境影響ファクターの逆数」をとって表します。
「環境影響

環境保護の観点から見直された省エネ法の2010年基準値をいち早くクリアし、
業界トップクラスの省エネ性を実現しています。
年間

築し、本指標にて評価しながら環境調和型製品の開発を推進

ファクターの逆数」は大きいほど、
「環境影響」を削減できた

の消費電力量を大幅に低減することで、
CO2排出量は11年前の機種と比較して46.7％も低減、
地球温暖化防止に貢献しています。

しています。

ことを示しています。なお、環境影響のファクターの算出に

また、フィルターをはじめ、熱交換器や送風ファン、送風路までを自動的に掃除する世界初の『4つのお掃除』機能を搭
載しています。

は、産業技術総合研究所ライフサイクルアセスメント研究セ

割った値で、基準とする製品に対して評価する製品を「価値」

ンターがLCAプロジェクト
（経済産業省／NEDO）
と連携し

と
「環境影響」で評価し右記のように算出したものです。

て開発したLIME（日本版被害算定型影響評価手法）
を利用

各ファクターは、次のように定義しています。

しています。

①新フィルター掃除 ………… フィルターのホコリをブラシでかき取ります。

詳しくは、下記のホームページをご覧ください。
http：//www.toshiba.co.jp/env/jp/tchanclass/

②アクアde洗浄熱交換器 … 結露水で熱交換器の汚れを洗い流します（業界初！）。

機能や性能を数値化して算出します。数値が大きいほど
「評価する製品」が「基準とした製品」に対して、 製品の
価値 が向上していることを示します。

ファクターT＝

価値ファクター
環境影響ファクター

価値ファクター＝

評価製品の価値
基準製品の価値

「環境ファクター」
：
［製品の環境影響］
を表し、製品のライ
フサイクルすなわち、原材料の調達から製品の製造・流
通・消費・廃棄など、全ての段階におけるさまざまな環境
影響を統合して算出します。

環境影響ファクター＝

評価製品の環境影響
基準製品の環境影響

『 4つのお掃除 』

③送風ファン掃除

製品対応／快適な住環境と省エネルギー

製品対応／ファクター T

［ファクターT］は「価値ファクター」を「環境ファクター」で

「価値ファクター」
：
［製品の価値］
を表し、改善した製品の

東芝キヤリアグループの環境活動

東芝キヤリアグループの環境活動

［ファクターT］

………… ファンの汚れをブラシでかき取ります（世界初！）。

④カビとりプラズマ洗浄 …… エアコン内部のカビ菌を減らし、ニオイを除去します。
『 4つのお掃除 』機能により、長期間エアコン内部を清潔に保ち、汚れによる冷暖房能力の低下を防ぐことで無駄な電
力消費を抑え、環境配慮と経済性を両立して「大清快」ならではの 省エネ性 と パワー が続きます。
家庭用エアコンの全機種において、
原材料調達から製造・流通・使用・廃棄・
リサイクルまで、
LCAにより環境影響評価を行って
いる他、
特定有害物質の全廃、
リサイクル材の採用に取り組むなど、
環境影響のより少ないエアコンの開発に努めています。
● 大清快ＳＤＲシリーズ『４つのお掃除』

● 年間CO 2 排出量比較

（t-CO2/年）
1.50

0.92

46.7％低減
排出量

1.00 CO2

2
ーT
クタ
ファ

T1

2

ター
ファク

環 境 影 響ファク タ ー の 逆 数

● 東芝キヤリアグループにおける2006年度代表製品の
［ファクターT］
❶大清快ＳＤＲシリーズ ……………………2.13
（1.65，
1.29）
❷インバータ冷凍機 ………………………2.02
（1.41，
1.43）
❸海外向けビルマルチエアコン ……………2.75
（1.80，
1.53）
（Mini-SMMS）
❹大規模空冷ヒーポンチラー………………2.18
（1.50，
1.45）

2

4

フ
ァ
ク
3 タ
ー
T
1
3

0.49
0.50

RAS-402GD
（11年前）

※数値は2006年度発売製品のファクターを2000年基準で算出したものです。
※（

）内の数値はカンマ左側が「価値ファクター」を、右側が「環境ファクターの逆数」を表します。

0.00

402SDR

（社）
日本冷凍空調工業会規格 JRA4046
ルームエアコンディショナの期間消費電力量算出基準

■店舗・オフィス用エアコン「［寒冷地用］
スーパーパワーエコ暖太郎」
1

東芝キヤリアグループでは、
これまで寒冷地向は、
石油カスタムヒーターが主力商品でしたが、
電気式ヒートポンプ機種の性能
向上によって、
北海道・東北といった地域にも電気式ヒートポンプ機種を拡大しています。京都議定書に代表される環境負荷低減は
地球内企業の命題であり、
本製品によって、
これまでガスや灯油を使用した燃焼機器による暖房が欠かせなかった寒冷地域でも、
当社の省エネ性が高く、
環境影響のより少ない電気式ヒートポンプエアコンで、
年間を通じて快適な暖冷房が可能となりました。
● 年間CO 2 排出量比較

0

1

8.392

2
価値ファクター

（t-CO2/年）

36.7％低減

8
排出量

5.316

10

CO2
6
4
2
0

エアコン冷房＋石油暖房
「
［寒冷地用］
スーパーパワーエコ暖太郎」施行例
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暖太郎

札幌の戸建店舗での使用時を想定、計算方法は、JRAを基にした自社基
準。電力量のCO2原単位は北海道電力の数値（2005年）
を使用。比較
機種の冷房は、当社スーパーパワエコ5馬力を想定。
Environmental reporT 2007
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■業務用エアコンのリニューアル専用機種「スーパーモジュールマルチR」

■大規模空調用高効率空冷ヒートポンプチラー
「スーパーフレックスモジュールチラー」
日本国内における延床面積10,000〜30,000m2のビル、工場、公共施設等の大規模空調においては、セントラル式空

迎えています。このようなニーズに対応してリニューアル専用機種「スーパーモジュールマルチR」シリーズを開発しまし

調システムが主流で、この熱源機には、スクリュー冷凍機、ターボ冷凍機、吸収式冷温水機などが利用されています。環境問

た。これにより、既に発売している「スーパーモジュールマルチ」、
「スーパーモジュールマルチ冷暖フレックス」、
「スー

題への対策としては、改正省エネ法による各施設へのエネルギー管理の強化と共に、高効率機器の導入が推奨され、その支

パーモジュールマルチ氷蓄熱」等、ビル用マルチエアコンの分野でリニューアルが必要な多くのお客様にお応えすること

援策として、高効率空調機導入支援事業補助金制度等の高効率機器導入における優遇措置が設けられています。

ができるようになりました。本製品は、既設の配管を洗浄しないでそのままリユースでき、さらに追加冷媒量を自動判定
するオートチャージ機能を搭載し、
リニューアル時の「工期短縮」
「作業軽減」等、設備導入時の環境負荷も低減していま
す。性能面では、オゾン層破壊係数ゼロで高効率な冷媒R410Aを採用するとともに、すべてのコンプレッサーをイン
バーター駆動で自在に運転制御する東芝キヤリアグループ独自の「AIデュアルインバーターシステム」等の省エネ技術
を用いることにより、2007年省エネ法基準値：年間エネルギー効率3.07を上回り、10年前の当社機種と比較し年間の

このような背景のもと、東芝キヤリアグループとして、空調システムおよび熱源機器のさらなる高効率化による省エネ
ルギー対応、
リニューアルを考慮した省スペース化、施工性の改善を合わせた商品の開発を進めてきました。
今回、更なる高効率化を図った「スーパーフレックスモジュールチラー」を東京電力（株）様および東芝キヤリア空調シ
ステムズ（株）
と共同開発しました。
（P3、4をご参照ください。）
本製品の優れた省エネ性が評価され平成18年度省エネ大賞「経済産業大臣賞」を受賞しました。

消費電力量も約40％ 低減し環境負荷の低減を図っています。
※

● 年間CO 2 排出量比較

※従来機種MAY-MJ2801Hと新機種MMY-MAP2803HRとの比較

100

60
40
20

CO2

10

「スーパーフレックスモジュールチラー」
0

ガス吸収式冷温水機

スーパーフレックスモジュールチラー

300トンクラスでの比較（50Hz）空調負荷は、東京オフィスビル
の実負荷を使用。

■「屋外設置インバーター冷凍機」

主にコンビニエンスストアー等に設置するショーケースの室外機として、東芝キヤリアグループは、業界初の高い省エ

0
10年前のエアコン

製品対応／さまざまな環境での省エネルギー

30
20

「スーパーモジュールマルチR」の施行例

38.81

40

18.40

排出量

40.5％低減

80

CO2

（t-CO2/年）

排出量

製品対応／快適な住環境と省エネルギー・さまざまな環境での省エネルギー

53.7％低減

スーパーモジュールマルチ

ネ性能と制御システム内臓のインバーター冷凍機（コンデンシングユニット）を商品化しました。

10馬力室外機＋室内機10台接続の例

この冷凍機は効率の良い直流ツインロータリーコンプレッサーを最新のインバーターで運転し、更に送風機も効率の良
い直流タイプを採用することにより、
４０％の大幅な消費電力の低減を実現しました。また、これまでのインバーター機器

さまざまな環境での省エネルギー

は、据え付け時の用途に応じて、制御システムの開発が必要であったため普及が遅れていましたが、あらかじめ冷凍機に４
種類の制御を内蔵し、インバーター冷凍機のシステムとしての応用を容易にすることで、冷凍機分野においても省エネ性の

■業務用ヒートポンプ給湯機「ほっとパワーエコ スーパーBIGシリーズ」

高い機器を広く提供できるようになりました。この高い省エネ性能とシステムの応用性のよさが評価され、平成１８年度省

CO 2 排出量の削減が世界規模で進められており、日本においても京都議定書の目標達成に向けて各分野にて削減活
動が展開されています。日本の業務分野におけるエネルギー使用量の約20％を占める給湯分野は、大半が燃焼式給湯

エネ大賞（省エネルギーセンター会長賞）を受賞しました。昨年度のインバーターオープンショーケースに引き続き、東芝キ
ヤリア
（株）のコールドチェーン機器としては２年連続の受賞で、東芝キヤリアグループの省エネ技術が高く評価されました。

機のため、CO 2 排出量の抜本的削減は厳しい状況でした。東芝キャリアグループは、空調機で培ったヒートポンプ技術を
生かした高効率業務用ヒートポンプ給湯機を販売してきました。本年度、本業務用給湯機をモジュールとして最大4台ま
で組合わせることができる「ほっとパワーエコ スーパーBIGシリーズ」を東京電力（株）様との共同研究にて商品化し、業

制御モード②（外部入力リニア制御）

制御モード①（低圧一定制御）
ショーケース

務用分野で活用できる範囲を拡大しました。これによりCO 2削減に大きく寄与することができました。

１台の冷凍機で複数台の
ショーケース等を冷却す
るシステムに最適な制御

電気ヒータ

冷却器

49.4％低減

プレハブ冷蔵庫

50

汎用
クーリン
グコイル

40

制御モード④（低圧ディファレンシャル制御）

0

「ほっとパワーエコ スーパーBIGシリーズ」施行例

Environmental reporT 2007

従来の一定速
機 の 低 圧
ON/OFF制御

ポンプ
冷却器

「屋外設置インバーター冷凍機」

● 年間CO 2 排出量比較

（t-CO2/年）

生け簀

冷凍機

4つの制御モード
（例）

29.9％低減
冷凍機

1.5

0.97
排出量

10

14kW4台連結システム例

専用コントローラと組み
合わせて、
プレハブ冷蔵庫
の温度をインバータ制御

CO2
30
20

スーパーBIG

排出量

20.12

ガス給湯器

冷凍機

（t-CO2/年）
制御モード③（庫内温度一定制御）

39.76

アナログ入力信号（Ｄ
Ｃ電流、
電圧）
にリニア
なインバータ出力制御

恒温漕

冷凍機

● 年間CO 2 排出量比較

19

（t-CO2/年）

83.78

30.91

東芝キヤリアグループの環境活動

東芝キヤリアグループの環境活動

7〜15年前に据付けられた業務用エアコンは、累計約800万台と言われています。この約6割がリニューアル時期を

● 年間CO 2 排出量比較

N

1.0 CO2

0.68

①コンビニエンス、
酒屋等のショーケース向の制御
0.5

②高精度を要求される恒温槽向の制御
③プレハブ冷蔵庫向の制御
④従来の冷蔵機のリニューアル向の制御

0
過年度機種TAM300XM-S インバーター冷凍機TAM130AM-SV
1HPクーリングコイル −20℃運転時
（0.75坪冷凍プレハブ冷蔵庫設置）
Environmental reporT 2007
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N

環境保全活動
遵法対応状況

海外での取り組み紹介

東芝キヤリアグループでは、ボイラーの排ガス、製造工

す。この結果全ての管理項目において自主基準以下であ

東芝キヤリアグループは、最先端の空調技術を用いて、地球環境に配慮した製品づくりを「インバーター＆グリーンプ

程からの排出水、プレス作業などにより発生する騒音・振

り、法令違反・協定違反による行政処分は受けませんでした。

ロジェクト」と称して推進しており、今年で7年目を迎えます。また、業務用空調機では、業界で初めて5年連続で省エネ

動について、法令規制値を更に厳しくした自主基準値を

詳細は東芝キヤリアグループ環境webをご覧ください

大賞を受賞し、省エネにおいて業界をリードしてきました。業務用海外市場（特に欧州）においては、小規模事務所、大規

設け、これを超えないように監 視・測 定・管 理をしていま

東芝キヤリアグループの環境活動

東芝キヤリアグループの環境活動

■海外向け中小規模ビル用マルチエアコン「Mini-SMMS」

http://www.toshiba-carrier.co.jp/kankyo/index_j.htm

模住宅、高級マンション向けのビル用マルチエアコンの需要がここ最近高まって来ており、新たな製品市場分野として注
目されてきました。新製品の「Mini-SMMS」
（ミニ・スーパーモジュールマルチシステム）は、これまで培った省エネ技術

エネルギー管理

を活用したインバーター機の省エネ性に加え、お客様の要望である（1）設置スペース制約改善、
（ 2）大幅な費用削減を
実現した業界トップクラスの小形・軽量な中小規模ビル用空調機です。冷媒R410Aに最適化された高効率DCツイン
ロータリーコンプレッサー及びベクトル制御インバーターを搭載し、さらに新開発の室外熱交換器及び高静圧・低騒音室

室外機容積を大幅に低減（容積は約71％減、重量は約48％減）
し、省資源化、梱包材の削減を実現しました。また、5馬力
クラスでの冷暖房平均エネルギー消費効率COP4.02と、業界トップクラスの省エネ性を達成し、大幅な電気代の削減も
図っています。環境関連物質も鉛フリーはんだ等を採用し、欧州RoHS指令有害6物質を全廃しています。

エネルギー消費を抑え、効率的にエネルギーを使用するのは企業にとっての責任ともいえます。東芝キヤリアグループ

環境保全活動／遵法対応状況・エネルギー管理

製品対応／海外での取り組み紹介・環境調和型製品

外プロペラファンを採用することにより、従来機種の「Super-MMS」
（スーパーモジュールマルチシステム）と比較して

一般的に事業活動におけるエネルギーは、大量に消費され地球温暖化に関して大きな関わりを持っています。無駄な

は、事業活動全体のエネルギー使用量を拠点別に把握し、効率的に使用するための取り組みを推進しています。特に、国
内生産のエネルギー使用量の90％以上を占める富士・津山事業所を中心に効率化を進めています。2006年度は、老朽
化した空調設備のリニューアルや設備の効率化および設備管理方法の改善などを行い、前年度に対しCO 2 排出量に換算
して846t-CO 2 ／年（原油換算では200Lドラム缶4,230本に相当）の使用エネルギーを削減しました。このCO 2 の削
減量は、生産高原単位の3％に相当する改善になります。1990年度比ではエネルギー消費量は41％減となり、生産高
原単位では17％減となりました。また、東芝キヤリア タイ社では製造設備の統廃合や製造のラインの手動・短縮化、試
験設備のリニューアル、分散空調化などにより大きな省エネを達成しています。また、次年度に向けて製造方式の変更に

室外機

よるエネルギー使用量の削減などのアイテム抽出を行いました。
詳細は東芝キヤリアグループ環境webをご覧ください

室外機

http://www.toshiba-carrier.co.jp/kankyo/index_j.htm

「Mini-SMMS」
システム

環境調和型製品

Q＆A

Q&A

Q1 環境調和型製品とは？
Ａ 製品のライフサイクル全体で発生する環境負荷を低減した製品のことを言います。ライフサイクルとは、原材料の調達―

● 主な省エネ事例（２００６年度）
区分

動力

概

津山

6

富士

23

富士

259

富士

8

J-Moss規格、欧州のRoHS指令では、6物質（鉛、水銀、カドミウム、6価クロム、ポリ臭素化ビフェニール（PBB）、ポリ
臭素化ジフェニルエーテル（PBDE））が規制されている特定有害物質です。

他

休日、夜間時で使用量が少ないときバルブ調整することで
ポンプ動力の低減を図った。
（インバーター制御計画中）
日曜、夏季連休中及び年末年始中で動力供給停止をすることで
ロス削減を図った。
（保安電力は除く）
コンプレッサーの電着塗装を顔料が沈降し難いものに変更し、非生産時は
攪拌用電動機を停止した。
ライン変更時・無人場所等の照明見直し
（位置・高さ・台数etc）
を行い、
また人感センサー等を併用し照明用電力を削減した。

47

富士

15

氷蓄熱タンクのリニューアル

旧型の設備を省エネ性の高い新型設備へ変更。

津山

6

蒸気送気の短縮

建家内の蒸気使用設備の稼働時間を調整することで午後から建家への
送気時間短縮をはかりロスの改善した。

富士

20

エアー漏れ診断による改善

機械設備周り及び配管の接続部やシリンダー等のエアー漏れを改善した。

富士

10

富士・津山･
静岡

54

空調設備リニューアル

旧型の設備を省エネ性の高い新型設備へ変更。

暖房用機器の効率運転

ユニットヒータや建家出入り口開閉状況頻度等を考慮し暖房機器の
運転時間や運転台数を見直し使用蒸気量を削減した。

空調

Q3 特定有害物質はどんな物質ですか？
A 法 令 等によって、特 別にその 使 用や取り扱いを制 限されている物 質です。特に環 境 調 和 製 品に関 係する、国 内の

t-CO2/年

旧型の設備を省エネ性の高い新型設備へ変更。

照明器具の効率点灯

※ Easy-Lca：ライフサイクルをモデル化し、関係データの入力により評価が行なえる環境調和型製品開発支援ツール
問合先：東芝プラントシステム
（株）

効果

ボイラーリニューアル

電着塗料変更による省エネ改善

な環境影響を算出、評価する手法です。ISO14040シリーズとして国際規格化がされています。東芝キヤリアグループ
※
ではLCA支援ツール：Easy-Lca を用いて評価を行っています。

事業所
富士

日曜、長期連休中の動力供給停止

製造

要

使用量が少ないとき近くのヘッダーからのバイパス管に切替えることで、
送気によるロス低減を図った。

工業井戸ポンプ流量調整

製品の製造―流通・販売―使用・消費―廃製品・回収と製品がかかわる全ての過程です。東芝キヤリアグループでは、ラ
イフサイクルにおける環境配慮の視点として、特に、温暖化防止、化学物質管理、資源の有効活用という3つの側面から
独自の指標をもうけて環境調和型製品として認定しています。

Q2 LCAとはどんなことですか？
A ライフサイクルアセスメントの略称で、原材料の調達から製品の製造、流通、使用、廃棄など全ての段階におけるさまざま

アイテム名称
蒸気送気ルートの変更

その他１２件のアイテムによる削減
合

富士

327

各事業所

165
940

計

● 空調設備リニューアル

●エアー漏れ診断による改善

Q4 CO（二酸化炭素）
の排出量はどのように計算していますか？
2
A 使用時のCO 2の排出量は、各々の機器の消費電力量からCO 2の換算係数を乗じて算出しています。また、CO 2の換算係
数は、原子力、火力、水力などエネルギー起源によって異なりますので、それぞれの地域のエネルギー起源使用割合に
よって異なります。例えば、｢［寒冷地用］スーパーパワーエコ暖太郎」ならば、札幌地区での換算係数を採用しています。

改善前〈ダクト式水冷パッケージ

1981年製〉

改善後〈ス−パモジュ−ルマルチ〉

〈プレス加工ライン〉

〈集計対象会社〉
：6社…東芝キヤリア
（株）
、
東洋キヤリア工業
（株）
、
東芝キヤリアエンジニアリング
（株）
、
富士東芝キヤリアプロダクツ
（株）
、
東芝キヤリアリビングサービス
（株）
（
、株）
キャリア総合サービス

21
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廃棄物管理

化学物質管理
製造工程での化学物質管理

● 化学物質排出量
（t／年）

2001年度にゼロエミッションの目標を達成し、その後、

廃棄物管理の指標は図に示します廃棄物総排出量とゼロ

1％以下を維持しています。ここ数年のトレンドを見ます

使用しない」、
「可能な限り、削減・代替化を進める」、
「使用

エミッションです。

と、総排出量に関しては年々緩やかですが減少傾向にあ

する場合は適正に管理する」という基本的な考えのもと

廃棄物総排出量とは文字通り全ての廃棄物の総重量で

ります。一方、ゼロエミッションは毎年確実に達成され、さ

に、化学物質を取り扱っています。また、水質汚濁防止法、

す。また、廃棄物ゼロエミッションの定義は、
「事業活動に

らに高いレベルに進みつつあります。今後の課題は、総発

P R T R 法（ ※ 1 ）などの 環 境 関 連 法で規 制されている物 質

伴って生じる副産物やその他の発生物すべて（総排出量）

生量の削減です。排出量の内訳を見ると金属屑が74％

は、取り扱う前に環境影響評価を行い、
「禁止物質」、
「削

20

に対し、各種処理後の埋立処分量を1％以下にすること」

を占める特徴的な構成となっており、従業員の工夫と努

減物質」、
「管理物質]に分けて管理や削減を行っていま

0

であり、その目的はできる限り再利用して最終埋立処分

力で更なる削減に取り組んでいきます。

す。

● 廃棄物総発生量とゼロエミッション推移

● 総排出量の内訳（2006年度）

（t／年）

7,000

（%）

6,791

6,879

6,357

6,516

6,659

1.20

5,866

6,000

5,873
1.00

0.91%

廃棄物

1.00%

5,000

廃油 3.9%
廃プラスチック類
5.1%

1.40

1.27%

0.80

0.82%

4,000

0.59%

0.61%

3,000

0.49%

0.60
0.40

2,000
1,000

0.20

0

0.00

2000

2001

2002

廃棄物

2003

2004

2005

2006

汚泥 2.5%
その他 0.5%

紙くず 9.0%

PRTR対象外物質
PRTR対象物質

100
80

83.7
60

68.7

56.3

40

61.9

46.3
28.7
2000

53.5

20.7

19.6

13.4

10.8

9.4

2001

2002

2003

2004

2005

36.2
10.7
2006（年度）

〈集計対象会社〉
：５社
東芝キヤリア
（株）
、
東洋キヤリア工業
（株）
、
東芝キヤリアエンジニアリング
（株）
、
富士東芝キヤリアプロダクツ
（株）
（株）
、
キャリア総合サービス

PRTR法および揮発性有機化合物
（VOC）
規制（※2）ヘの対応
PRTR法対象物質のキシレン、
トルエンなどについて
は、従来鋼板の塗装前処理として使われていましたが、カ

木くず 4.9%

120

環境保全活動／化学物質管理

（ 総発生量有価物・一般廃棄物なども全て含む）

ゼロエミッション率

環境保全活動／廃棄物管理

リサイクル率の向上と処分量の低減を推進してきました。

東芝キヤリアグループでは、
「有害なものはできるだけ

東芝キヤリアグループの環境活動

量 を 少 なくす ることで す 。東 芝 キ ヤリア グ ル ー プ は 、

化学物質排出量

東芝キヤリアグループの環境活動

東芝キヤリアグループでは、1990年代より廃棄物の

8,000

N

●ＰＲＴＲ対象物質の排出・移動先内訳（２００６年度）
水域 2%

除去 4%
産業廃棄物
4%

ラー鋼板の採用を推進して削減しました。また冷媒であ
2006年度
総排出量の内訳
（5,873t）

るHCFCについては、代替冷媒へ切り替えることで排出
量の削減に取り組んできました。
大気
30%

2006年度はコンプレッサー部品の塗装方式を電着塗
金属くず
74.1%

取扱量
27.92t

装に変更することにより、約13トンのVOC削減を実現し、

消費
60%

化学物質の排出量を対前年比25％削減することができ

ゼロエミッション率

ました。
〈集計対象会社〉
６社…
東芝キヤリア(株)､東洋キヤリアエ業(株)、
東芝キヤリアエンジニアリング(株)､富士東芝キヤリアプロダクツ(株)､
東芝キヤリアリビンクサービス(株)､(株)キャリア総合サービス

※1

PRTR法：特定化学物質の環境への排出量の把握および管理の
改善の促進に関する法律
※2 大気汚染防止法の一部で揮発性有機化合物（VOC）
の排出規制
（東芝キヤリアグループにVOC規制の対象となる施設はありません）
詳細は東芝キヤリアグループ環境webをご覧ください

各事業場の対応
東芝キヤリア富士事業所では、空調製造部が中心とな
りリサイクル率向上と総発生量削減のためのワーキング
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この活動のおかげで、2006年度には250トンもの廃
棄物を削減することができました。

活動を実施しています。具体的には、1．
板金加工廃棄材

また、東洋キヤリア工業（株）津山事業所では、分別強化

の削減（端材活用）、2．
品質改善による廃棄量低減（不良

するために廃棄物置き場を新設整備してゼロエミッション

撲滅）、3．
材料使用量削減（最少化・歩留改善）、4．
廃棄物

を達成することができました。

土壌・地下水浄化と汚染防止への
取り組み
東芝キヤリアグループでは、事業所の土壌・地下水汚染

● 現在浄化継続中の事業所と2006年度汚染物質回収

量実績
事業所名

の少ない製品設計などに取り組んでいます。ワーキング

を把握し、浄化に取り組んでいます。化学物質による汚染

東芝キヤリア
（株）

では職場巡回や実績報告などを定期的に行い、効果の確

予防とリスク低減のため、環境関連設備には厳しい構造

富士事業所

認をするとともに、端材活用などの優秀事例を職場内に

物指針を定め管理しています。汚染が確認された2事業

東洋キヤリア工業（株）

展示して新しいアイデアづくりに役立てました。

所では、汚染の浄化・モニタリングをしています。

Environmental reporT 2007

津山事業所

所在地

浄化設備

総回収量
（kg）

静岡県富士市

揚水、土壌抽気

278.9

岡山県津山市

揚水、土壌抽気

1.46

Environmental reporT 2007
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資源有効活用
化学物質管理
●工場建屋での使用状況

2001年4月の施行から6年が経過しました。東芝キヤリ

2006年度の実績としては、約20万台のエアコンをリ
サイクルし、再商品化率は83％に向上させています。

各事業所について、建屋の建材に関するアスベスト使

これからも、家電リサイクル法でのメーカーの役割を

なっていますが、現在、東芝キヤリアグループで製造して

用の有無を調査したところ、東芝キヤリア（株）富士事業

社会の構築に向けて、エアコンの効率的なリサイクル方法

しっかりと果たし、設計段階からの環境負荷の低減やリサ

いる製品には、アスベストを使用していません。なお、過

所と東洋キヤリア工業（株）津山事業所の建屋の一部に

の確立やリサイクルネットワークの構築を進めてきました。

イクルのしやすさなどを考慮した物づくりの推進、
リサイ

去に東芝キャリア（株）が製造販売したルームエアコン、換

ロックウールが使われていたことがわかりました。建屋内

消費者から小売店を経由して、
「指定引取場所」に集め

クル処理技術の開発によるコスト削減など、地球環境の

気扇システム部材（建材）、ジェットバスの一部で、アスベ

部および周辺の定期的な調査結果で問題のないことを確

られたエアコンを、
「再商品化工場」へ運び、有効資源とし

保全や循環型社会の構築を考慮しつつリサイクルの研究
に取り組んでいきます。

て再生しています。

事業所（2006年8月）と東洋キヤリア工業（株）津山事業

詳細は東芝キヤリアグループ環境webをご覧ください。

ない製品内部に使用され、お客様が触れられる箇所には

所（2006年12月）で除去を実施しました。今後も定期

ないため、通常の使用状態においてアスベストが大気に

的な調査と計画的な除去工事を推進していきます。

家電リサイクルの取り組み

認していますが、2006年度には東芝キヤリア（株）富士

鉄

http://www.toshiba-carrier.co.jp/kankyo/index_j.htm

銅

飛散する可能性はありません。この情報は、東芝キヤリア
（株）のホームページで開示しています。

コンプレッサー 破砕

アルミ

選別

http://www.toshiba-carrier.co.jp/company/oshirase/asbestos.htm

冷媒フロン回収

環境保全活動／化学物質管理

ストを含んだ部品を使用していました。しかし、他の材料
と混合して固形状態で使用しており、また、外部に露出し

資源有効活用

東芝キヤリアグループの環境活動

家 電リサイクル 法（ 特 定 家 庭 用 機 器 再 商 品 化 法 ）は、

アグループは、限られた資源の有効活用、よりよい循環型

アスベスト（石綿）に関する健康被害が社会的に問題に

n

家電リサイクルの取り組み

アスベスト対策
●製品への使用

Resource Util
izatio

ダ スト
鉄
キャビネット

破砕

選別

プラスチック
銅
アルミ

フロン

熱交換器

破砕

選別
フロン
無害化

ロックウール
（アスベスト）
撤去前

ロックウール
（アスベスト）
撤去後

PCB保管・管理
東芝キヤリアグループでは、過去に使用していた高圧
電源のコンデンサー・照明器具に含まれていたPCBを、
PCB特別措置法に基づいて厳重に保管をしています。そ
して今後、日本環境安全事業株式会社に委託し、2010
年までに処理する計画です。
破砕機による解体
（鉄）

手作業による解体
（銅）

手作業による解体
（コンプレッサー）
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手作業による解体
（熱交換器）

手作業による解体
（モーター）
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コミュニケーション
グリーン調達

Communicat

地域コミュニケーション
東芝キヤリアグループでは、地域社会に貢献する企業を目指し、地域の皆様との双方向のコミュニケーションを大切に

かす かえす」までを製品のライフサイクルとしてとらえ、その過程で生ずる環境影響を評価し、環境負荷の低減に努めて

しています。事業所見学などの積極的な受入れ、清掃などのボランティア活動、行政や地域代表者の方々に対する事業活

います。グリーン調達は製品を「つくる」段階で、環境負荷の小さな部材を、環境保全活動を推進しているお取引先様から

動の説明を行っています。決して自己満足の環境経営にならないように周囲の声に耳を傾け、より向上した環境活動を目

調達するという考えで推進しています。

指しています。

資源有効活用

①取引先環境保全

小中学生による事業所見学

東芝キヤリアグループでは、
「グリーン調達ガイドライン」
に

東芝キヤリア（株）富士事業所では、毎年たくさんの小

J-Mossや2007年3月実施の中国RoHSなど有害化学

示す書式で、お取引先様の環境保全活動状況を評価し、評価

中学生の皆様に見学に来ていただいています。工場の中

物質の不使用に向けた取り組みが始まっています。東芝キ

上位（ISO14001認証やそれに準ずる環境保全活動を行っ

で製品が作り上げられていく過程や、その結果排出され

ヤリアグループでは、調達品への有害化学物質不使用の取

ているレベル）
のお取引先様を優先して、
調達を行っています。

る廃水や廃棄物の処理に至るまで、物づくりのおもしろさ

なった活動を展開しています。2006年度は東芝グリーン

また、私たちの考え方を伝えるために、お取引先様に対
し説明会や環境教育を実施しています。

地域コミュニケーション

グリーン調達

2 0 0 6 年 7 月から施 行された欧 州 R o H S 指 令 、国 内

り組みとして、ガイドラインを定め、お取引先様と一体と

コミュニケーション

東芝キヤリアグループは、資源から製品を「つくる」、お客様が「つかう」、そして役割を果たした後に再び資源として「い

（1）
ガイドライン

ion

や難しさについて学んでいただきました。
例年、見学した小・中学生の皆様からお礼の手紙や手作

調達ガイドラインの準用から、東芝キヤリアグループとし

りの新聞が届けられます。これらは従業員にとっても毎年

て新たに「グリーン調達ガイドライン」を制定しました。

の楽しみの一つとなっています。

東芝キヤリア（株）
「グリーン調達ガイドライン」では環
境負荷低減のため、東芝グループのガイドラインに準拠
し、使用を禁止する物質34物質、削減・代替に努める物質
20物質を指定しました。禁止物質の内JIG ※ で指定する
15物質の不含有状況調査と環境保全活動状況の調査を
改めてお取引先様にお願いすることとしました。
※JIG：グリーン調達調査共通化協議会（日本）、欧州情報通信技術製
造者協会、米国電子工業会の3者による協議の結果発行され
た共通ガイドライン

協力会社に対する環境教育

②環境負荷の小さい部材の調達
カドミウム、六価クロム、鉛、水銀、ポリ臭化ビフェニル
類、ポリ臭化ジフェニルエーテル類の使用禁止、使用表示
などの規制（欧州RoHS指令や国内J-Moss）対応のた
め、お取引先様に規制物質の不含有調査をお願いしていま
す。2006年度末までの累計で45,000件の調査回答を
いただきました。そのなかで、規制物質を含有している部
材は、設計変更を行うなど不含有の対応をしています。ま

リサイクルセンターでの見学風景

駅周辺の美化活動
東芝キヤリア空調システムズ（株）では、二ヶ月に一度、
品川駅周辺の美化活動を行っています。社長みずから陣

た、調達部材の不含有調査だけでなく、規制物質の混入の

頭に立つこの美化活動は、品川駅周辺での見慣れた光景

恐れがないかについて、お取引先様の管理状態の監査も

となりつつあります。

行っており、2006年度は、国内・海外合わせて約180箇
所のお取引先様の事業場を監査させていただきました。
2006年度は調査物質を拡大し、JIGで指定する15物
質のうち、調査済みのRoHS規制対象6物質を除く9物
質の不含有調査を開始しました。
グリーン調達ガイドライン
詳細は東芝キヤリアグループ環境webをご覧ください。
http://www.toshiba-carrier.co.jp/kankyo/index_j.htm

（2）
グリーン購入
東芝キヤリアグループは、製品を「つくる」段階での環
境 負 荷 低 減 だけで なく、文 房 具 等 の 事 務 用 品につ い て
も、再生紙、再生材料を使用したエコマーク商品、GPN
データベース掲載商品、グリーン購入法適合商品などを
積極的に購入し、環境負荷低減に努めています。
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品川駅周辺の清掃活動

小中学生から頂いた新聞とお手紙

見学していただいた小中学生の皆様
富士市立富士第二小学校の皆様
125名 （平成18年10月27日）
富士市立富士南小学校の皆様
158名 （平成18年11月１日）
富士市立富士吉原北中学校の皆様
76名 （平成18年11月14日）

Environmental reporT 2007
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Communicat

地域コミュニケーション

ion

海外拠点でのコミュニケーション

環境家計簿

東芝キヤリアグループでは、国内カンパニー同様に海外拠点においても、地域社会とのコミュニケーションを大切にして
います。私たちは、これらの取り組みが、やがて文化の違いを超え、むしろ文化の違いからシナジーを生み出し、力強い企業

ムマイナス6％「我が家の環境大臣・エコファミリー」の活

ん、ご家族様のご協力の中、これからも環境活動を推進し

体を作り出すと信じています。

動の一環として行われている環境家計簿を推進していま

ていきたいと考えています。

す。東芝キヤリアグループでも、従業員およびそのご家族
を含め、楽しんで省エネ・CO 2 削減・リサイクルなどの環境

東芝キヤリア タイ社は東芝キヤリアグループのアジア

活動をしていただけるよう環境家計簿参画に取り組んで

における家庭用エアコンの一大製造拠点です。従業員約

います。その結果、グループ全体の20％を越える従業員

1,000名を擁するこの工場では事業における環境保全

とそのご家族に参加していただくことができました。

海外拠点でのコミュニケーション

地域コミュニケーション

活動はもちろんのこと、環境コミュニケーション活動も盛

また、
「我が家の『 eco宣言☆ 』環境大臣表彰（3月26

んに行われています。

日 開 催 ）で 、
「 エコファミリー 賞 」を 受 賞（ 東 芝 キ ヤリア
（株）エレクトロニクス開発部 山下さん）
しました。CO 2 削

東芝キヤリア タイ社における
コミュニケーション活動

コミュニケーション

コミュニケーション

東芝グループは、2006年度から、環境省主催のチー

減運動を家庭からも実行していくために、従業員はもちろ

※画像URLはhttp://www.eco-family.go.jp/index.html

●社会貢献活動
東 芝 キ ヤリア タイ 社 で は 、タイに拠 点 をおく東 芝グ

●エコファミリ−紹介：
列車空調部製造課

ループ各社と共同で、マングローブの植林プロジェクトを
企画、実行しました。植林に関わる費用は東芝キヤリア タ

樫原さん

イ社を含めた東芝グループ各社で負担し、植林作業はす

昨年の9月初に環境家計簿に登録してから、我が家ではエコライフアイデ
アに力をいれており、アイデア登録数も約40件になりました。家族でアイデ

べて従業員の余暇を利用したボランティア活動によりま

アを出しあい登録した内容が、みんなから賛同の投票をたくさんもらって喜

かなわれました。干潟に植林した小さなマングローブが、

んだり、他の人の登録している良いアイデアを家族で使ったりしています。
環境家計簿を始めてから、我が家では子ども会の古紙回収でリサイクル工

やがて大きな森となり、多くの生命の源となる日を夢見て

場まで行くとか、一番小さい子供が公園でゴミを拾うとか、積極的に環境活

心を込めて植林しました。また、これらの活動はタイ国内

動に取り組むようになりました。

でも関心を呼び、タイ国民へ環境の大切さをアピールす
親子で環境家計簿の実行中

る重要な役割を果たしています。

マングローブ植林作業の様子

●社内での取り組み

東芝キヤリア夏まつり

東芝キヤリア タイ社では年間の行動計画の中に環境月

東芝キヤリア（株）富士事業所では毎年納涼夏まつりを

間を設定し、従業員への環境問題の啓蒙や環境保護活動

開催しています。2006年度の夏まつり（8月26日）で

の運動強化を実施しました。この中で特に優秀な取り組

は、従業員のご家族や地域の皆様にも広く環境活動の理

みについては従業員への表彰を行い、その行動の尊さを

解を深めていただくために「環境コーナー」を開設し、製

たたえ、環境保護の大切さをPRしています。

品についてのパネル展示と環境ボランタリープランの説
明展示を行いました。また、夏まつりに参加した従業員お
よびご家族の皆様に、
「 我が家の環境大臣・エコファミリー」
（環境省主催）への登録も呼びかけ、実際にパソコンを操

正門前の環境月間PR看板
夏まつり
「環境コーナー」
でエコファミリー登録中

作をしながら、登録と内容の説明を行いました。

広東美的制冷社等研修生への環境教育

ブラックイルミネーション
東芝キヤリア（株）富士事業所では、経済産業省の呼び

広東美的制冷社をはじめとする中国美的グループの合

かけに呼応し、省エネ月間の1ヶ月（2006年2月）、看板

弁各社から、毎年多くの研修生が日本にやってきます。生

の ラ イトダウンを 行 い ました 。毎 日 1 2 時 間 消 灯 で 約

産活動における環境活動の重要性について講義を行って

2,000kWhの節電ですが、従業員や周辺住民の方々へ

います。

環境保全活動を呼びかけるきっかけとなりました。
ライトダウンのイメージ図
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広東美的制冷社研修生の皆さん
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Communicat

エコプロダクツ2006に出展

ion

第7回「環境と新冷媒 国際シンポジウム2006」 12／7〜8 於：神戸

いま産業界では環境に配慮した製品の開発に力を入れ

業が参加し、各社の環境調和型製品が多数出展されまし

このシンポジウムは、
（ 社）日本冷凍空調工業会主催で、

保護の観点から、HFC系冷媒への転換、地球温暖化防止

た。東芝キヤリアグループでは世界初の4つのお掃除機

1994年よりオゾン層保護のための冷凍・空調機器の性

対策としての省エネ性能を高めた製品開発などを行って

能を搭載した家庭用エアコンと、高い省エネ性能を有す

能・信頼性に関する研究発表の場としてスタートしていま

いますが、そのような環境調和型製品の開発の取り組み

2006年12月14日〜16日に東京ビックサイトで開催

る店舗用インバーターショーケースを展示しました。

す。環境問題は人類共通の課題であり、大くの業界関係

についても、色々な場面で情報発信に心がけています。

されたエコプロダクツ2006にも前年を上回る多数の企

コミュニケーション

コミュニケーション

ています。省エネ、省資源、梱包材の削減に至るまでさま
ざまな分野で広く研究・開発・製品化が行われています。

者が国内外を問わず参画して、環境問題を共通の課題と
して情報交換を行っています。
今回東芝キヤリアグループから、
「東芝グループの製品環
境影響評価指標ファクターTと事例紹介」をテ̶マに、東芝
グループの環境効率コンセプトと製品環境影響評価の手法

学会発表・植林活動関連

展示会関連

（LCA分析等）、更に実際の製品評価として家庭用エアコン
「大清快」や浴室換気乾燥機「バスドライ」、業務用の「イン
エコプロダクツ2006東芝ブースの様子

バーターオープンショーケース」などの事例を紹介しました。
東芝キヤリアグループでは、業界に先駆けてオゾン層

ENEX2007と省エネ大賞受賞

シンポジウムの様子

ブナ林創造事業

2005年2月には京都議定書が発効し、我が国では官民

た。東芝キヤリアグループでは毎年省エネ大賞受賞機器を

あげての、地球温暖化防止への具体的な取り組みが行な

発表し高い省エネ性能をアピールしています。2006年度

初夏を思わせるすがすがしい晴天の日に、富士山麓で

われています。その一環として2007年1月31日〜2月2

は「スーパーフレックスモジュールチラー」と「屋外設置イ

富士市主催ブナ林創造事業が、行われました（2006年4

日に財団法人省エネルギーセンター主催でENEX2007

ンバーター冷凍機」が省エネ大賞を受賞しました。

なお、当社は、
ＮＰＯ法人富士山を世界遺産にする国民会議
に協賛し、
富士山を世界遺産とするべく活動を推進しています。

月29日）。今回で13回目となるこの活動は、ブナを中心
とする広葉樹を植栽するものです。木々の力により保水

「第31回地球環境とエネルギーの調和展」が開催されまし

力を向上させて、自然環境を保護すると同時に、景観を整
えて富士山を世界遺産へ登録しようという目的がありま
す。約800人の市民ボランティアにより、ブナ、ケヤキ、ヒ
メシャラ、ヤマモミジなど3400本が植栽されました。東
芝キヤリア（株）では苗木を提供するとともに、社内でボ
ランティアを募り植林に参加しました。3400本とはいえ
スーパーフレックスモジュールチラー
（経済産業大臣賞）

屋外設置インバーター冷凍機
（省エネルギーセンター会長賞）

雄大な富士山のほんの一部分。環境保全事業のスケール
の大きさ・困難さを感じる貴重な体験となりました。

「第16回東芝グループ環境展」に約3，
500名が来場
東 芝グル ープは、
「 豊 かな 価 値 の 創 造と、地 球との 共

ネットコミュニケーション

芝本社ビルで開催されました。

生」を新しい環境ビジョンとして、製品と事業プロセスで

東芝キヤリアグループでは、家庭用・業務用空調機をは

東芝キヤリアグループでは、インターネッ

東芝グループの総合環境効率を2倍にすることを掲げて

じめ6件の出展をしました。省エネ大賞受賞の「スーパー

トのホームページ上でも環境に関する様々

います。その具体的な取り組みをご紹介する「第16回東

フレックスモジュールチラー」や「屋外設置インバーター

な情報を発信しています。東芝キヤリアグ

芝グループ環境展」が、2007年3月8〜9日の2日間、東

冷凍機」には大きな注目が集まりました。

ループの環境基本方針、ISO14001の取
り組み、エアコンに含まれる特定の化学物
質含有に関する情報（J-Moss）、社告など
お客様への重要なお知らせなどが含まれ
ています。また、東芝グループの家電リサ
イクル情報ページへもリンクしていますの
で、家電リサイクル法の対象機種、料金、指

「東芝グループ環境展」東芝キヤリアグループ製品の各コーナーの様子
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http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/
small/environment/environ_aircon.htm

http://www.toshiba-carrier.co.jp/
company/j-moss/index_j.htm

定引取場所などがご確認いただけます。
Environmental reporT 2007
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東芝キヤリアグループの歩み
企業活動など

H i s t o ry

1972
（S47） 水質測定室新設
（社内自主分析）

1959
（S34） ウインド形ルームクーラー製造開始

1989
（S64） 環境担当発足

1993
（H5）

省エネ大賞通商産業大臣賞受賞
（ルームエアコンTWINDD）
洗浄用フロン
（CFC-113）
使用廃止

1978
（S53） 世界初のマイコン制御エアコン開発

1994
（H6）

1,1,1-トリクロロエタン使用廃止

1981
（S56） 世界初業務用インバーターエアコン量産開始

1997
（H9）

1971
（S46） 冷凍車冷凍装置製造開始

東芝キヤリアグループの歩み

1982
（S57） 世界初家庭用インバーターエアコン量産開始

1998
（H10） HFC-R410A
（オゾン層破壊係数ゼロ）
小形エアコン発売

使う人に対して、最適な心地よさを演出する東芝キヤリアグループ。ビルや工場などの大型施設から店鋪・住宅まで、
最適な空調の在り方を提案し、快適な空間づくりを技術で支えています。そして国内はもちろん、世界各地に広がるネッ
トワークで、世界中に暮らすたくさんの皆様に「省エネルギー・地球との共生・健康」という3要素で貢献します。

ジクロロメタン使用廃止､廃棄物焼却炉全廃
（株）
東芝 富士工場がＩ
ＳＯ１４００１を取得

1998
（H10） 改正省エネ法のトップランナー基準値として選定
省エネ大賞通商産業大臣賞受賞
（ルームエアコン大清快）
1999
（H11） HFC-R410A全面回収開始
省エネ大賞通商産業大臣賞受賞
（ルームエアコン大清快）

会社概要
社

名

所 在 地

東芝キヤリア株式会社
東京都港区高輪3-23-17

品川センタービルディング

東芝キヤリア工業㈱の紹介

1999
（H11） 東芝キヤリア
（株）
発足
〔
（株）
東芝 空調･設備事業部と米国キャリア社の合弁会社として発足〕
東洋キヤリア工業（株）
は東芝キヤリア
（株）
の100%出資子会社と
なる

2000
（H12） オゾン層保護大賞優秀賞受賞

2000
（H12） HFC-R410A業務用エアコン発売
R407C業務用大形空冷チラーならびにパッケージ発売

2002
（H14） フロン回収破壊法の事業者登録
（富士事業所・津山事業所・静岡事業所）

（H14） イソブタン冷媒コンプレッサー開発
2002

2003
（H15） 環境報告書初発行

2003
（H15） ルームエアコン累計2,000万台生産達成

2004
（H16） 環境推進室発足
電力平準化機器･システム（財）
ヒートポンプ･蓄熱センター振興賞
受賞 ｢新冷媒インバータエコ･アイスmini｣

2004
（H16） 柳町事業所
（川崎市）
を富士事業所に統合

2005
（H17） 電力平準化機器･システム 資源エネルギー庁長官賞受賞
｢スーパーモジュールマルチ氷蓄熱シリーズ｣

営業開始

1999年4月

2005
（H17） ＲoＨＳ対応機種の出荷開始

2006
（H18） 東洋キヤリア工業
（株）
津山事業所がISO14001を取得
スーパーフレックスモジュールチラーが省エネ大賞経済産業大臣賞
受賞、建設・設備総合協会主催 環境・設備デザイン賞優秀賞受賞、
（株）
東芝 環境賞優秀賞受賞

主要品目

1）ルームエアコン、ハウジングエアコン、カスタムエアコン、パッケージエアコン、列車用空調装置

HFC-R410Aビルマルチエアコン発売

2006
（H18） R410Aスーパーフレックスモジュールチラー発売

東芝キヤリアグループの概要

1989
（H1） トリクロロエチレン使用廃止

1970
（S45） コンプレッサー移管製造開始､列車クーラー製造開始

電気代約1/2の家庭用エアコンを発売

rrier grouP

空調のエキスパートとして、
世界の人々の快適な暮らしを支えています

1962
（S37） スプリット形ルームクーラー製造開始

1988
（S63） ツインロータリー搭載エアコン量産開始

Overview of toshiba ca

環境活動など

1943
（S18） 操業開始〔東京芝浦電気
（株）
〈現
（株）
東芝〉
富士工場〕

1993
（H5）

東芝キヤリアグループの概要

静岡県富士市蓼原336番地
代 表 者

取締役社長

資 本 金

115億1千万円

従業員数

約1，
500名（2007年7月末現在）

株

東芝コンシューママーケティング株式会社60％

主

不破 久温（ふわ ひさよし）

キヤリアコーポレーション40％

2）
ヒートポンプ給湯器
3）コールドチェーン機器（ショーケース、冷凍機、クーリングユニット）
4）ロータリーコンプレッサー、
レシプロコンプレッサー、スクロールコンプレッサー
5）換気扇、換気システム

東洋キヤリア工業（ 株 ）の紹介

6）インバーター装置

●静岡事業所

国内主要関係会社

大形空調の研究開発拠点となる東洋キヤリア工業（株）
静岡事業所は、深蒸し茶で有名な静岡県菊川市にあります。
最寄りの新幹線掛川駅から事業所へ向かう車窓からは、
一面に広がる深緑のお茶畑を望むことができます。私た
ちは、このような豊かな環境の中で、静岡の新鮮な空気と
温暖な気候の環境を体現できる空調機の新商品開発を
行っています。

東洋キヤリア工業
（株）
静岡事業所

茶畑からのぞむ試験棟

●津山事業所
大 形 空 調 の 製 造 拠 点 で ある東 洋 キ ヤリア 工 業（ 株 ）
津山事業所は、岡山県北部の津山市にあります。津山市

コミュニケーションを通して、地域住民やお客様が、やす

東芝キヤリア空調システムズ株式会社

東洋キヤリア工業株式会社

富士東芝キヤリアプロダクツ株式会社

エアコン、コールドチェーン機器、住宅用設備機器の

空調機器、各種エアコン、各種冷凍機器・空調関連

空調機器、冷凍機器、換気扇等の製造

販売、修理、保守、これらの製品の据付工事の設計、施工

機器全般、プラント用大形機器の設計、製造、販売

東芝キヤリアエンジニアリング株式会社

東芝キヤリアリビングサービス株式会社

富士冷熱工業株式会社

空調機器、冷凍機器の開発、設計、製造、販売

物品販売、厚生施設の管理、運営

コンプレッサー、空調用部品の製造

東芝設備工業株式会社

株式会社テイキャスプロサポート

空調機器の販売、空調機器及びコールドチェーン

空調機器及びコールドチェーン機器販売の営業支

機器の保守サービス並びに空調設備工事

援及び代行業務

日本ビルシステムサービス株式会社

株式会社キャリア総合サービス

空調機器の保守サービス、工事及び部品販売

空調機器の生産技術・流通管理等総合サービス業務

らぎと快適性を感じ得る雰囲気づくりを行っています。

には、約5千本の桜が咲き乱れる西日本随一の桜の名所、

海外主要関係会社

鶴山公園（津山城址）があり、日本桜名所100選の一つに
数えられています。また、新緑の頃の藤、ツツジ、晩秋の紅

東芝キヤリア タイ社

東芝キヤリア英国社

広東美芝制冷設備有限公司

葉、純白の雪景色など四季折々の変化が楽しめます。私

小形エアコンの設計、製造、販売

業務用カスタムエアコンの販売

ロータリーコンプレッサーの製造、販売

たちは、これらの豊かな自然を手本とし快適環境の創造
をコンセプトとした、工場公園（インダストリアルパーク）
を維持管理するとともに、最新の大形空調機の製造に取
り組んでいます。また、従業員の積極的な緑化活動などの
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東洋キヤリア工業
（株）
津山事業所

広東美芝精密有限公司

広東美的制冷設備有限公司

広東美的商用空調設備有限公司

ロータリーコンプレッサーの製造

空調機器の開発、設計、製造、販売

業務用空調機器の開発、設計、製造、販売、据付

広東美的集団蕪湖制冷設備有限公司

美的集団武漢制冷設備有限公司

東芝開利空調販売（上海）有限公司

空調機器の製造

空調機器の製造

空調機器の販売

春の鶴山公園
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