
　



私たちは、地球との共生を図りながら、
お客さまに驚きと感動を与える新しい技術を提供し続けます。

　東芝キヤリアグループは、1999年の営業開始以来、
「良き地球市民として」どうあるべきかを常に考えなが
ら、グローバルに事業を展開しています。私たちは、経営
理念で「人間社会と地球環境に貢献します」「お客さま
の声に忠実な事業活動をします」「健全で透明な経営を
します」を掲げています。これを実践することは、企業の
社会的責任（CSR）を果たす近道であると考えていま
す。そして、これらの理念を日常業務で自然に行えるよ
う、グループ員への意識浸透を図るとともに、その重要
性を確認しています。私たちが生きていく上で、持続可
能な社会を安定的に実現するためには、人間社会と地
球環境に貢献することが重要であると考えます。人々は
科学の発達に伴い便利な社会を手に入れましたが、そ
の一方で地球内のバランスが崩れ、地球温暖化、廃棄物
や有害化学物質の排出など、さまざまな場面における環
境負荷が増大し続けています。東芝キヤリアグループで
は、このような環境負荷の低減を図りながら、お客さま
に驚きと感動を与える新しい技術を提供し続けることこ
そ、「21世紀環境創造企業」の姿であると考えています。

Since its inauguration in 1999, Toshiba Carrier Group has 
been undertaking business activities globally, always consid-
ering what it should do to become a “good global citizen.”  
Our management visions are “Contribution to human 
society and the Earth’s environment,” “Business activities 
that are faithful to the voices of customers” and “Sound and 
transparent management.”  We believe that practicing our 
visions will be a shorter route to accomplishing our corporate 
social responsibility (CSR).  To embody these visions in our 
daily activities in a natural way, we are infiltrating these 
visions into the minds of our group members and are 
confirming their importance.  We believe that a contribution 
to human society and the Earth’s environment is important 
to stably realize a sustainable society for us to live on this 
planet.  Mankind has obtained a convenient society through 
the advances of science.  On the other hand, the delicate 
balance of the Earth is crumbling, resulting in the continua-
tion of an increase in the environmental load in various 
aspects including global warming and emission of waste and 
hazardous chemical substances.  Toshiba Carrier Group 
believes that the continuation of provisioning of new tech-
nologies that provide a surprise and emotion to its custom-
ers while reducing the environmental load is the ideal image 
of an “Advanced Eco Evolution ‘Made of and for Eco.’”  
Receiving cooperation from their suppliers, the Toshiba 

Toshiba Carrier Corporation continues to offer its customers a surprise and emotion through providing 
state-of-the-art technologies, while ensuring symbiosis with the Earth.

Advanced Eco Evolution “Made of and for Eco”
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したがって、商品の提供に関わる多くのステージで環境
負荷の低減を行うために、サプライヤーの皆さまのご協
力をいただきながら、グループ員全員が一丸となって同
じ目標に向かって進んでいます。

　東芝キヤリアグループでは、東芝グループが掲げてい
る第4次環境ボランタリープラン（2005年～2010年）
を基準に独自の目標を立てています。最終目標を着実に
達成できるよう、毎年の目標に対する実績を確認しなが
ら一歩一歩推進し、その道標として2003年度から環境
報告書を毎年発行しています。第4次環境ボランタリー
プランでは、「製品環境効率の向上」と「事業プロセスの
革新」を2大項目としました。「製品環境効率の向上」で
は、お客さまに提供する商品について、企画からリサイク
ルまでライフサイクルを通じた環境負荷の低減を考え、
一定の指標をクリアしたものを「環境調和型製品」とし
て認定し、商品価値を増大させながら環境負荷を低減
するという二律背反にチャレンジしています。また「事業
プロセスの革新」では、商品をつくるために使うエネル
ギーや水などの資源を最小限に抑えるものづくりを目指
しています。特に、地球温暖化につながるCO2排出量の
削減や、人体への影響が考えられる化学物質の管理、資
源の有効活用につながる廃棄物削減を進めています。
　2007年度の環境保全活動では、ほぼすべての目標を
クリアできました。しかし残念ながら、家庭用エアコンが
対象商品となっている家電リサイクルにおいて、東芝を
はじめとする家電メーカーが管轄する処理工場のひと
つで冷媒漏れが発生し、主務省から厳重注意文書を受
領しました。ただちに、関係者が現場の確認と対策につ
いて説明を受けました。このようなことは、決して起こっ
てはならないことです。問題が発生した場合は真摯に受
け止め、速やかに原因を究明した上で対策を考え、同じ
過ちを繰り返さない対応を行っています。
　東芝キヤリアグループは「21世紀環境創造企業」を目
指します。そしてこれからも、「地球内企業」として［地球
との共生］を図りながら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。

　今後も環境報告書やWebサイトなどのさまざまな機
会を通じて、当社グループの環境活動の情報提供を行っ
ていきます。皆さまから多数のご意見をいただければ幸
いに存じます。

Carrier Group members as a whole are therefore marching 
toward the same goal to reduce the environmental load at 
many stages of product provisioning.

Toshiba Carrier Group has set its own goal based on the 4th 
Environmental Voluntary Plan of the Toshiba Group (2005 to 
2010).  To steadfastly meet its final goal, Toshiba Carrier 
Group has been issuing an annual environmental report 
since 2003 as a milestone while continuing to move forward 
step by step and verifying performance versus the target 
every year.  The 4th Environmental Voluntary Plan challenges 
two major goals, namely, “Enhancement of environmental 
efficiency of products” and “Innovation of business 
processes.”  “Enhancement of environmental efficiency of 
products challenges an antinomy of reducing the environ-
mental load while increasing the value of the product 
supplied to its customers, taking into account the reduction 
of such load during the process from planning to recycling.  
Only those products that meet preset indicators are 
approved as “eco-friendly products.”  “Innovation of business 
processes” aims at keeping consumption of resources 
required to manufacture products to a minimum such as 
energy and water.  An emphasis is particularly placed on 
reducing CO2 emissions that cause global warming, on the 
management of chemical substances that may potentially 
affect human bodies and on the reduction of waste for effec-
tive utilization of resources.
The Group’s environmental conservation activities met 
almost all goals set for fiscal 2007.  However, unfortunately, a 
coolant leaked at one of the waste appliance disposal plants 
in Japan operated by Toshiba and other home appliance 
manufacturers for recycling of home appliances which 
included residential air conditioners.  Toshiba Carrier Group 
received a stern caution from the competent government 
agency.  The Group personnel immediately visited the site 
for checking and received a briefing on the actions taken 
over the leakage.  This should never have happened.  Any 
problem that occurs is tackled sincerely and actions are 
taken to avoid repetition of the same error by swiftly analyz-
ing the problem cause and taking actions.
Aspiring to be an “Advanced Eco Evolution ‘Made of and for 
Eco,’” Toshiba Carrier Group will continue to contribute to 
human society and the Earth’s environment and will actively 
promote environmental communication while ensuring 
“symbiosis with the Earth” as an “enterprise on the Earth” 
to create an affluent value.

Information on the environmental activities of Toshiba Carrier 
Group will continuously be provided through its environmen-
tal reports, website and other opportunities.  We will be 
happy to receive comments from our readers.

September, 2008
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Toshiba Carrier Corporation undertakes its activities with the new system, called “Pentagon Power”

　東芝キヤリア空調システムズ、東洋キヤリア工業、東芝キヤリ
アの3社は、グループ創立10周年目にあたる2008年4月1日に
統合し、新生「東芝キヤリア株式会社」として新たなスタートを
切りました。
　東芝キヤリアグループは、家庭用エアコンから業務用エアコ
ン、列車用クーラー、大形のチラーシステムにいたる空調システ
ム機器全般、換気扇、冷凍機、貯湯・給湯関連機器、コンプレッ
サーなどの開発・設計・製造・販売を通して、日本をはじめとする
世界の市場で、お客さまに高機能・高効率・高信頼の商品とサー
ビスをお届けしてきました。そして、グループ発足以来、世界中の
お客さまに私たちの製品をご愛顧いただいています。
　またこの統合では、「企画／開発」・「設計」・「調達／製造」・
「営業／販売」・「据付／サービス」の業務分野を五角形に例え
てペンタゴンパワーと称しました。迅速で確実な一体経営を行
うとともに、お客さま満足度と信頼性の飛躍的向上を実現しま
す。加えて、国内のきめ細かい販売ネットワークと全世界に広が
るキヤリア社の販売ネットワークで、日本をはじめ世界のお客さ
まに高機能・高効率・高信頼の商品とサービスをお届けします。
ペンタゴンパワーでは、どのステージにおいても環境活動を展開
することが責務であり、最新の技術を地球規模で提供できる
「21世紀環境創造企業」を目指します。

On April 1, 2008, on the tenth anniversary of the founding of the group, 
three Toshiba Carrier Group companies, namely, Toshiba Carrier Air 
Conditioning Systems Corporation, Toyo Carrier Engineering Co., Ltd. 
and Toshiba Carrier Corporation, were integrated into the new Toshiba 
Carrier Corporation and started operations as a new entity.
Toshiba Carrier Group has been delivering products and services of high 
functionality, high efficiency and high reliability to its customers in the 
world markets including Japan through the development, design, manu-
facture and sale of every type of air conditioning systems including 
residential and business air conditioners, train coolers, large chillers and 
other air conditioning systems and equipment.  The product line also 
includes ventilation fans, chillers, hot water storage and hot water supply 
equipment and compressors.  Since the inauguration of the group, its 
products have been patronized by customers throughout the world.
Since the integration, business activities have been grouped into five 
categories, “planning / development,” “design,” “procurement / manu-
facturing,” “sales” and “installation / service.”  The system of these 
activities is called “Pentagon Power,” represented in a pentagon-shaped 
diagram.  The integration aims at conducting quick and reliable integrated 
management to dramatically enhance customer satisfaction and reliabil-
ity.  Products and services of high functionality, high efficiency and high 
reliability are delivered to customers in Japan and throughout the world 
through a fine-mesh sales network in Japan and the worldwide sales 
network of Toshiba Carrier Corporation.  One of the responsibilities of 
Pentagon Power system represented in this diagram is to undertake 
environmental activities at each stage as CSR to become an “Advanced 
Eco Evolution ‘Made of and for Eco’” capable of providing state-of-the-
art technologies.

企画／
開発
Planning/
Development

Design

Procurement/
Manufacturing

Sales

Installation/
Service

Environmental
activities

環境活動

CSR

設 計

調達／
製造

営業／
販売

据付／
サービス

ペンタゴンパワー

東芝キヤリア 環境報告書2008



編集にあたって

《 環境負荷に関わる諸データ 》
・東芝キヤリア（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

《 環境コミュニケーションに関わる項目 》
上記５社に加え、以下の会社を対象としています。
・富士冷熱工業（株）
・東芝キヤリア空調サービス（株）
・東芝キヤリア　タイ社
・広東美芝制冷設備有限公司
・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

■ 報告対象期間 2007年4月1日～2008年3月31日
■ 発 　 行 　日  2008年9月発行
 （2003年から毎年発行）
■ 次 回 発 行日　2009年9月予定
■ お問い合わせ 東芝キヤリア株式会社 

環境推進室　
TEL.（0545）62-5676
FAX.（0545）62-5671

●報告書の目的
　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芝キ
ヤリアグループの取り組みを正確に分かりやすく報告し、ステーク
ホルダーの皆さまとのコミュニケーションにより、企業活動をレベ
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事業活動における環境
対応について報告しています。具体的には、環境活動に対する基本
的な概念、現在までの取り組み、そして2007年度実績を述べてい
ます。さらに、最新のコミュニケーション活動については、2008年
4月1日以降の内容でも最新の情報として一部掲載しています。
　本報告書は、社会性報告と環境活動報告について記載していま
すが、環境項目の記載は、環境省の「環境報告書ガイドライン
（2007年度版）」の項目から報告すべき重要な内容を選択しまし
た。特に、メーカーとして商品を提供する上で、発生するさまざまな
環境負荷にフォーカスし、商品提供の全ステージの環境活動につ
いて報告しています。

●理解しやすい報告書を目指して
　編集にあたっては、商品が企画され、販売後に商品の寿命が終
息するまでの流れに沿って担当者の声などを盛り込みました。難
しい内容は、一般の方でも理解できるよう極力平易な表現を心掛
け、図や写真などを加えて視覚的な分かりやすさを追求しました。
詳細データはWebページに記載していますので、合わせてご覧く
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。

環境経営責任者メッセージ..........................01
ペンタゴンパワー ............................................03
編集にあたって................................................04

トピックス

1℃（快適と脅威）............................05
社会性報告
企業姿勢
 経営理念／行動基準.................................11
 CSR活動の概要.........................................12
 ガバナンス／通報制度の拡充 .................13
お客さまへの責任 ...........................................14
　製品の安全確保／調達取引先さまとの関わり
地域社会・従業員への責任...........................15
　社会貢献活動／人財の育成活動

環境活動報告
商品の企画からリサイクルまで....................16
 ①商品の企画を立てる..............................17
 ②製品を生み出す......................................19
 ③資材を調達する......................................26
 ④製品をつくる............................................27
 ⑤製品の販売・サービス ...........................39
 ⑥製品のリサイクル....................................41
 ⑦環境活動のルール..................................42

その他
東芝キヤリアグループの概要 .......................45
東芝キヤリアグループのあゆみ
第三者による所見...........................................46
第三者による所見を受けて
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最近、耳について離れない言葉のひとつ「地球温暖化」。
テレビや新聞などを賑わすばかりか、書店でも温暖化問題の書籍がズラリ。
この環境報告書でも、私たちの地球を揺るがす温暖化に目を向けてみました。
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そんなことで、いつもの年よりも早いお目覚めを
したカエルのピョン太とピョン子でした。
でもまだ冬枯れの地表に出てビックリ。

ふぁ～あ…。
ヌクヌクしてきましたね。
お目覚めの季節が到来ですよ。
そろそろ春、あったかの春、
元気が出る春・・・
さあ、外に出よう！

「ねえピョン太君、
なんだか外が変だよ。
いつもと様子が違うよね。」

「ピョン子、これはもしかすると
春はまだ来てないんじゃないか。
僕たち、冬と間違えてるんじゃ
ないかなあ？！」

私も、あんまり暖かいから
春が来たと思って
せっかくお花を咲かせたのに、
昨日は雪が舞ったのよ。
いったい、どうなっているのかしら？

２匹のカエルが土の中から出てきたその横では、
大きな桜の樹が不思議そうな表情で
きれいな花を咲かせようとしています。

季節の変化を感じること。
地球の命を感じること。

生き物が暮らすには自然のバランスが大切。

場所に応じた季節の変化を味わえる、
それが地球。

地球温暖化を防ぐために
わたしたちができること

　私たち人間のように、日付と曜日が印刷されたカレンダー

を持っていない動物や植物は、気温や日照時間で季節を認

識しています。つまり生きていること自体が自分のカレンダー

といえるのです。春、気温が上がり日照時間も伸びるころに

は、雨の多い気象条件とも重なり、さまざまな動植物に春の

目覚めを促します。しかし、気温・太陽の光や熱・雨の量など

のバランスが狂ってきたとしたら・・・。冬眠から覚めた動物た

ちや、花を咲かせる植物にとってはたいへん困ったことになっ

てしまいます。

　太陽系に位置する地球という星は、太陽に対して少し傾い

た角度を保ちながら太陽の周りを一年間で一周します。その

ため、太陽の熱をよく受ける側にある地域は夏、その反対の

地域は冬という季節ができるのです。日本のように地球の中

緯度（30°～50°）に位置する国や地域には、夏と冬の間に春

や秋という季節が入り、いわゆる「四季」をつくります。ところ

が、他の地域はどうでしょう。中緯度地域のように明確な区

分けはされませんが、地球の傾きで一年を通じれば微妙な

季節変化が感じられるのです。例えば、太陽の熱を最も受

ける赤道付近は一年を通じて夏です。この地域の平均気温

は28～30℃程。また、年に2回太陽が天頂を通過するため

に「雨季」という多降雨の季節が2回訪れ、独特な季節のメリ

ハリをつくります。

　一方、北極や南極などの極地では、夏は白夜、冬は極夜

となり乾燥していて風が強く、雨がほとんど降りません。平均

気温は南極では－55℃、北極では－17℃位になります。ちな

みに東京の平均気温は約17℃ですから、同じ地球上でも大

きな違いがあるのですね。

　実は、こうした多様な気候条件が地球上に多様な動植物

の生態系を生み出しました。生き物たちは、その地域の気候

に順応しながら、長い時間をかけて進化してきたのです。地

球の中緯度地域には中緯度地域の、極地には極地の、そし

て赤道地域には赤道地域の季節変化があり、人間と動植物

との共存が形成されてきました。

　動植物は、生態系が変化することなど知りません。「カラダ

カレンダー」に合わせて行動するだけです。桜の樹やピョン

太・ピョン子のように、地球上の季節変化に合わせて行動す

るだけです。そうです、調整してあげるのは人間です。バラン

スを取らなければならないのは人間なのです。
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熱からず、ぬるからずが目安ですが、茶道で
は、必ずお湯を冷ましてからお出しします。比
較的ぬる目の方がお茶にはいいですね。それ
でも60℃以上はあります。

日本酒の燗の適温としてよく「人肌」と表現し
ますが、まさにそれは体温と同じ36℃前後。
「ぬる燗」は45℃前後、「上燗」は50℃前後、
「熱燗」になると55℃前後が一般的。燗するこ
とでおいしくなる酒は「燗上がり」、まずくなる
酒を「燗下がり」と呼びます。

季節に応じて温度差はありますが、40℃前後
が最も一般的。“熱いお湯で短時間派”“ぬる
めのお湯でゆっくり派”あなたはどちらですか？

お茶の場合

お酒の場合

お風呂の場合
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●世界の平均気温の推移（2005年度）

1856～2005年
気温上昇率 0.045℃/10年
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気温上昇率 0.074℃/10年

1956～2005年
気温上昇率 0.128℃/10年各年の平均値 10年間の平均値

1981～2005年
気温上昇率 0.177℃/10年

1961～1990年の平均

60℃～70℃

36℃～55℃

40℃前後

ヒトにとっての
適正な温度とは？

（出典： IPCC第4次評価報告書）

16℃ 25℃ 20℃

　地球の中緯度地域に位置する日本。南北に長い列島国

ですが、四季がはっきりと分かれた過ごしやすい国の一つ

とされています。明確な四季があるからこそ、季節に応じた

文化が育み、経済発展も促されてきたのが日本という国の

誇れる姿といってもよいのではないでしょうか。

　そこに暮らす私たち日本人が、最も快適だと感じる気温

は18℃～20℃だといわれています。これも四季が明確だ

からこそ感じることができるのかもしれません。赤道直下の

国々の人々の体は、平均気温が30℃くらいの季節に順応

するようにできていますから、逆に20℃前後の気温を快適

と感じるかどうかという疑問が生まれます。

　体感気温の快適さと同様に、人間の行動には適正な温

度を感じる機能があるのではないでしょうか。例えば、一杯

のお茶を飲むとき、火傷しそうな熱さを口の中に感じてしま

うと、せっかくのお茶のおいしさは消えてしまいます。熱さを

冷ますように「フゥ～フゥ～」と息を吹きかけながら、心地良

い温度に調整していくのが人間の本能でしよう。

　さまざまな行動と快適な体感温度の関係をひもといていく

と、空調の重要性を見逃すわけにはいきません。空調技術

がもたらす“快適さ”とは何でしょうか。18℃～20℃が最も

快適な気温というならば、夏の暑い時期でも冬の寒い時期

でも、この温度設定にしておけば皆が快適に感じるはずで

す。しかし、実際に私たちはそうしていません。つまり、空調

というつくられた空間で感じる気温と、自然の中で感じる気

温のギャップがそこにあるからです。自然の中では、風に吹

かれたり、緑に触れたり、澄んだ水と戯れたりすることで快

適さを実感します。言い換えれば、快適さを測る尺度が目の

前の自然なのです。しかし、空調技術は家の中と外気との

バランスを考慮し、季節に応じて1℃あるいはそれ以下の微

妙な変化を創造し、快適性をいつでも味わえるようにしてく

れました。まさに人間にとっての「1℃の快適」をつくってくれ

るのが空調です。そう考えれば人間は、わがままであると同

時にとてもデリケートな生き物かも知れません。このように、

1℃にこだわることができる空調技術があるから、私たちは

快適な空間や快適な時間を味わえるようになりました。しか

し、この1℃を地球に置き換えてみると果たしてどうでしょうか。

　1906年から2005年の100年でみると、世界の平均気

温は0.74℃上昇したという説があります。しかも、上昇率は

20世紀後半から急激に高まり、21世紀に突入してからはさ

らに加速しているのです。

日本人は20℃がお好き！？

1℃の快適を求める人間たち。
人間の快適適
温度で考ええれば

たった1℃の平均気温上昇は不快を超えて脅威に。
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お父さんの転勤で東京から北海道に転校した小学校

5年生のA君。夏の暑さが苦手で北海道の涼しい気候

を期待していましたが、教室では逆に暑さとの闘いに

なってしまいました。北海道の学校では、夏も涼しいた

めに東京に比べるとクーラーの設置が圧倒的に少な

いのです。A君の教室にはクーラーがないため、北海

道でも暑い日はA君にとって苦痛になったのです。

東京のように、さすがに熱帯夜はなく、朝晩は涼しさを

感じることができますが、日中の気温上昇はこれまで暮

らしていた東京と変わりない日がたくさんありました。

たった1℃の平均気温の上昇はこんなところで影響を

及ぼしていたのです。

東京と同じような
北海道の暑い日

北海道なのに
なんでこんなに
あっついんだ～?

　また、驚くべきことに地球上のすべての地域で平均的に

上昇しているのではなく、北半球の高緯度地域（北極近郊

エリア）での上昇が目立ち、海洋よりも陸地の気温上昇が

激しくなっています。

　四季がはっきりと分かれ、住み心地良い国とされてきた

日本でも平均気温の上昇は顕著に現れています。世界平

均を上回る1.07℃の上昇をこの100年で記録してしまいま

した。それを裏付けるようなこんな話があります。

　

　2007年も日中の最高気温が40℃を超える日が各地で

観測されましたが、その傾向は1990年以降特に目立ちは

じめ、天気予報ではついに「猛暑日」という新たな呼び名が

登場してしまいました。もちろん、このような現象は日本だ

けにはとどまらず、世界中を巻き込んだ「地球温暖化問題」

として、私たちの生活の中で話題の中心になっています。

　地球温暖化問題が話題にのぼるときに、「温室効果」とい

う言葉を耳にしたことがあると思います。読んで字の如く、

地球は太陽の熱を受けて温室のように暖められ、平均約14

℃に保たれています。そのメカニズムをご紹介しましょう。

　地球に降り注ぐ太陽エネルギーは、その約70％が地上

に到達し、残りの30％は雲などの反射によって宇宙空間に

放出されます。太陽エネルギーを吸収した地表からは赤外

線も放射されて、これも同時に宇宙に逃げていきますが、

その一部は、大気中の水蒸気や二酸化炭素（CO2）などに

吸収されて地球を暖めてくれるのです。これを温室効果と

呼んでいます。仮に温室効果がなかったとすると、地球表

面の温度は－19℃にもなってしまいます。つまり、温室効

果のおかげで地球上の動植物は生存していることになりま

す。他にも、メタン、一酸化二窒素などの温室効果をもた

らす気体（温室効果ガス）が存在します。しかし、これらの

温室効果ガスが増えすぎると、赤外線が大気中に吸収さ

れる割合が高くなり、地球が暖かくなり過ぎてしまいます。

まさしく地球は赤外線たっぷりのガラスケースの中で暑さ

と闘っている状態が「地球温暖化」と呼ばれる現象です。

温室効果ガスのうち、水蒸気の存在量は膨大なために人

間がコントロールするのは難しいのですが、CO2は大気中

に人間が人為的に排出する最も多い気体なので、努力し

だいで減らすことができる温室効果ガスです。

「温室効果」は善か悪か？

地球は今、
ガラスケースの中にある。

地球温暖化を防ぐために
わたしたちができること

●地球温暖化のしくみ

適度な温室効果の状態 温室効果ガスが増え温暖化が進む
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●世界の国別二酸化炭素排出量（2005年度）

●世界の二酸化炭素の分布

アメリカ
22%

 中国 
19%

ロシア
5.8%日本 

4.7%
インド 
4.5%

ドイツ 
3.0%

イギリス2.2%
カナダ2.0%

イタリア1.7%
韓国1.7%
メキシコ1.6%
フランス1.5%

オーストラリア1.4%

その他
29%

365 370 375 380

約226億
t-CO2

（画像：NASA）

（出典：EDMC/エネルギー・経済統計要覧2008年版）

（ppm）

「おい、ピョン子！ どうしてもうじき
 師走だって分かるんだい？」
「だって、外に出たとき、桜の樹に
 カレンダーが掛かっていたのを
 見つけたんだもん！！」
「人間様って、親切ね。」

「ピョン太、なんだか眠くなってきたね。
 そろそろ師走だし寒い冬の地表で
 いつまでも頑張っていないで、
 土の中でぐっすり休みましょうよ。」

　CO2がたくさん排出され、大気中の濃度が濃くなると、地

球が暖まりすぎるのが理解できたと思います。適度な温室効

果は地球上の生態系を維持するのに大切ですが、過度な温

室効果は、それとは反対に悪影響を及ぼします。排出された

CO2を吸収してくれる森林が少なくなると、同時に山の水も

吸収できなくなって洪水を発生させます。地表が暖かすぎて

冬眠時間が狂ってしまうなどの影響で、季節外れの生き物

が大量発生したり、逆に極度の減少も引き起こしてしまうこ

とも考えられます。こうした自然界のゆがみは、CO2の排出

が少ないといわれる途上国に対し、一部大きな被害をもたら

す結果になっています。

　先進国が石油・石炭・天然ガスなどの化石

燃料をたくさん使用し、大気中のCO2濃度を

高めて温暖化に拍車をかければ、被害を受け

るのは途上国という、何とも皮肉な現象がこ

の地球上で起きていることをしっかりと認識し

なければなりません。

　「CO2問題が消える日」は、果たして訪れるのでしょうか。

温室効果ガスを出さないエネルギーが登場することで、それ

は実現するかもしれません。太陽が熱エネルギーを出す仕組

みと同じ「核融合」ではCO2はほとんど出ないとされていま

す。“地上の太陽”とも呼ばれる新エネルギーの実用化が、そ

う遠くない将来の話と考えられていますが、人類は、今取り

組むべきことを真剣に考え、実行していく方が先決ではない

でしょうか。

　さまざまな営みによって人間が排出するCO2を、人間は自

分たちの手によって必死に削減しようとしています。しかし、

地球上の人口が一時間に8,500人ものペースで増え続ける

限り、乗り越えるハードルは高くなっていくことも確かです。2

千年前に2億人だった地球上の人口は、17世紀までほぼ横

ばいだったようですが、産業革命以後はどんどん増え続け、

1810年に10億人、1910年に20億人、20世紀後半からは

さらに急増して、現在60億人を軽く突破しています。2050

年には100億人に達するという予想も出ています。地球温暖

化問題は、ゴミ問題や食糧危機問題と同様、人口問題とも

関連するという説もあります。しかし、私たちの子孫たちが一

人でも多く美しい地球に暮らせることを考えることこそ、現世

代の責任なのです。

　幸運なことに、人間という動物は壁に打ち当たったときに

“工夫”する性質を持っています。そうすることで生活の向上

を図り、時代に応じて社会をつくり変えてきました。「危機」と

いう点でも、過去を振り返ればたくさんの「克服」を生み出し

てきました。そう考えれば、地球温暖化問題もこの時代に課

せられた「克服」のための試練の一つととらえるべきでしょう。

創造力がある人間にしか

できない克服の物語が、

今、目の前に展開しています。

CO2の大量排出が自然を狂わす。 人間にしかできない、地球温暖化問題の解決。
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省エネ効率と社内の環境意識
　エアコンと地球環境問題の関係は、かなり密接なものといっ

てよいでしょう。私がそれを強く感じ始めたのは、1989年のモ

ントリオール議定書が発効された時でしょうか。この議定書は、

正式名称を「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」といい、成層圏のオゾン層を破壊する原因となるフロンな

どの規制に向け､オゾン層破壊物質の削減スケジュールや貿易

の規制などの具体的措置を定めたものです。エアコンに使われ

る冷媒が、オゾン層を破壊するのではないかと取り沙汰される

ようになると、私たちが普段行っている仕事に、地球環境問題

が入り込んできたことを強く実感するようになりました。これが

きっかけとなり、エアコンをはじめとする空調機器開発は、省エ

ネが主力テーマになっていきましたが、「エネルギーの効率化」

は、当初消費者の心を掴むためのPR的要素が強かったように

思います。しかしちょうどこのころは、東芝グループとして

ISO14000シリーズを認証取得する動きが活発化してきたタイ

ミングでもあったため、社内でもにわかに環境意識が芽生え始

めてきたように思います。

供するだけではなく、製造、輸送、回収、廃棄などの各工程で

地球環境保護活動に取り組んでいます。こうした活動は業界の

垣根を越え、各方面でますます積極的になり、企業ごとにしっか

りとした目標も確立されてきました。今後は、企業で働く従業員

が職場はもとより、家庭や公共の場でも地球環境を意識した活

動を推進していくことが望まれてきます。

　1990年比でみると、産業部門のCO2排出量が減少傾向にあ

るのに対し、家庭の数値は残念ながら減少には転じていません

（2006年環境省データ）。また、家庭から出るCO2の約4割は

電気製品を使用している時のものです。中でも冷暖房における

電力消費を考えた場合、エアコンの省エネ性は重要ですが、そ

れ以上に家庭での意識改革

が重要であることは言うま

でもありません。先の洞爺

湖サミットの中心的議題

は地球温暖化問題でした。その中で、気候変動問題は人類が

直面する挑戦のひとつであると表現されました。果たしてこれは

人類が挑戦すべきことなのでしょうか。私は、むしろ危機感を

もって取り組まなければならないことだと思っています。そのため

には、先進国や途上国、企業や家庭、民間や行政、すべてが足

並みを揃えて克服に向けた努力をしていかなければならないで

しょう。これから永きにわたって地球で暮らす私たち子孫のため

に、のんびりはしていられません。

　最後に、この環境報告書は従業員の皆さまがぜひご家庭に

持ち帰り、ご家族との話題の中で取り上げていただきたいという

思いを込めて作成したことを申し添えたいと思います。

　1975年に私が入社したころの家庭用エアコンの価格は、15

～20万円もする高級家電製品でした。それから30年以上たっ

た今では、5万円くらいの低価格タイプから20万円くらいの高

級品まで品揃えされています。考えてみれば、エアコンの価格

は30年前とあまり変わっていないのです。冷蔵庫やテレビや洗

濯機と同様、一般消費者の快適志向が進むにつれて、手に入

れやすい家電品として定着してきました。今ではすっかり生活に

溶け込んだエアコンですが、開発から廃棄／リサイクルの製品

ライフサイクルを考えると、使用中のCO2排出量が最も多く、実

に95％以上を占めています。それだけエアコンには使用中の省

エネ効率が求められることになります。私たちは、さまざまな技

術開発を駆使してCO2排出量の少ない（効率の良い）製品を提

日々、環境改善に取り組む環境推進室。今回は
その出発点から現在までを室長に聞きました。

人間は、
私たちの快適のために、
努力を惜しんではいけない。
環境推進室室長  杉山 誠

現場からの声

地球温暖化を防ぐために
わたしたちができること

温暖化問題に企業の努力は進行中

必ず減らせる、家庭のCO2排出量
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 企業姿勢

東芝キヤリアグループ経営理念

すべての事業活動において、法令、社会規範、倫理、
社内規程などの遵守（コンプライアンス）を最優先します。

コンプライアンス体制を明記したグループ行動基準を
遵守するための体制を、グループ・グローバルで構築します。

継続的な教育・監査を通じてコンプライアンス意識の醸成に努め、
これを企業文化とします。

　東芝キヤリアグループは、1999年設立以来、東芝のもつ空調に関する先進技術とキヤリア社のもつ海外ネットワークが
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り、お客さまに対して快適な居住空間の提供に
努めています。2008年4月には、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、東芝キヤリア株式会
社の3社が合併し、新生 東芝キヤリア株式会社に生まれ変わりました。
　良き地球市民でありたいという願いのもとに、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。

東芝グループ行動基準
　東芝キヤリアでは、取締役会において「東芝グループ行動基準」を採択しています。個人情報保護法、改正不正競争防止
法、改正独占禁止法などの重要法令の施行に対応するとともに、あらためてコンプライアンスの再徹底に注力しています。リ
スク・コンプライアンス委員会、技術・生産コンプライアンス委員会、地球環境会議などの委員会活動に加え、コンプライアン
ス意識を浸透させるため、技術者倫理教育、スタッフ、営業を対象とした倫理・遵法セミナーなどの教育を進めています。
　今後も、「東芝グループ行動基準」の浸透、周知徹底を図り、公正で透明な経営システムの構築を目指していきます。

1

2

3

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

経営ビジョン 東芝キヤリアは快適・清潔空間を地球環境に優しく実現して、
企業価値を持続的向上させる「21世紀環境創造企業」のトップを目指します。

Advanced Eco Evolution “Made of and for Eco”　

スローガン 全員の協働力で顧客創造！

Team for Customer value Creation

東芝グループ コンプライアンス方針

経営理念は、東芝キヤリアグループの
それぞれの会社が永続的に目指すべき使命。

経営ビジョンは、全員が仕事に
取り組むときに共有する価値観と目標。

スローガンは、全員が共有する
行動規範なんだ。

コンプライアンスは、法律を守ることはもちろん、
世の中の人に胸をはって自分の仕事を

誇りに思うこと、社内規程も守っていくこと、
正しいことを進めていくこと、という意味なのね。

社
会
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ＣＳＲ活動の一例

東芝キヤリアグループのCSR

● 東芝グループ150万本の森づくりを推進。
 （しずおか未来の森サポーター協定）
● 富士山ろくブナ林創造事業に参加。
● 環境配慮商品として大清快BDRシリーズが
 2007年度省エネ大賞を受賞。
● 洞爺湖サミットに高効率インバーター技術、
 大清快RAS-402BDR、
 スーパーパワーエコ・キューブを出展。

環 境

● 取締役会で内部統制システム構築を決議。
● 技術者倫理教育、スタッフ・営業向け倫理・遵法セミナーを開催。
● e-Learning実施。下請法（2007年9月）、情報セキュリティ（2007年11月）、電安法（2008年2月）など。

法令など遵守

● セクシャルハラスメント窓口の設置、啓蒙の推進。
● 従業員満足調査を実施し、
 各職場でフィードバックを実施。
● 冊子配付などによる、男女共同参画の
 意識改革推進。

人権・従業員満足

● 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。
● 社外Webを活用した、適時適切な情報提供の実施。

お客さま満足
● 四川大地震に対する１万ドル寄付。
● ボランティア活動の推進。
 （事業所周辺の定期的な清掃活動など）

社会貢献

環 境 法令遵守
人権・

従業員満足 お客さま満足 社会貢献

　東芝キヤリアグループのCSR活動は、経営理念の日々の実践です。2008年7月にはCSR推進室を設置しました。生命・安
全と法令遵守を最優先することを至上命題にし、経営ビジョンを共通の価値観としながら、東芝グループ行動基準を事業活
動において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ＣＳＲ活動の概要
社会の一員として、責任ある行動を実践できる企業であり続けます

CSRは、企業の社会的責任のことなんだ。
法律や社会常識を守るのは当然だけどね。
企業は、利益を追求するだけじゃなく、

未来の子どもたちのために地球環境を守ったり、
お客さまに満足してもらったり、働いている人たちが
一生懸命になれるようにしていくことなんだよ。

洞爺湖サミット

社
会
性
報
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 企業姿勢

　東芝キヤリアグループは、2008年4月の新生 東芝キヤリア株式会社発足にあたり、取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）を構築していくことを決議しま
した。東芝キヤリア株式会社においては、取締役会および業務執行を担当する業務執行役員が経営の責任を担当します。
　東芝キヤリアグループは、さら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、財務報告の信頼性を担保す
るため、内部統制システム構築を推進する組織として経営監査部門を中心に全社レベル統制、プロセスレベル統制、IT統制
を進めています。

株主総会

取締役
取締役会

業務執行役員
各部門

監査役
監査役会

経営監査部

東芝キヤリア株式会社のガバナンス体制

ガバナンス
さらなる内部統制システムの強化に取り組んでいます

　東芝キヤリアグループでは、内部通報制度「リスク相談ホットライン」
を開設し、公益通報者保護法の施行前にいち早く体制整備を実施しま
した。通報や相談を通じて社内のリスク情報を直接把握できる体制を整
え、コンプライアンス違反の防止を図っています。また、従業員のセクハ
ラ防止のための窓口を設置し、セクハラ防止に努めています。また、公益
通報者保護法では、労務提供先企業に関する通報を行った取引先従業
員も不利益取り扱いの保護対象となることを踏まえ、同法の施行に合わ
せて取引先さまからの通報も受け付けるために「クリーン・パートナー・
ライン（取引先さま通報制度）」を開設しています。

通報制度の拡充
通報や相談から社内のさまざまな情報を的確に把握します

監査

連携

選解任選解任

選・解任・監督

監査

リスク相談
ホットライン

クリーン・
パートナー・ライン

社
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 お客さまへの責任

当社製品をご利用のお客さまへ重要なお知らせ

　東芝キヤリアグループでは、製品安全の確保に取り組んでいます。製品事故を撲滅し、お客さまの安全を確保するために、
関連法規制の遵守はもちろん、お客さまへの積極的かつ誠実な情報開示に取り組んでいます。万一重大事故が発生した場
合は、所管官庁にすみやかに報告しています。お客さまに広く、早くお知らせするためにホームページや全国の新聞の折り込
みちらしなどで事故情報を開示しています。市場で発生した事故情報を得た従業員はただちに事故対応窓口に報告し、必要
な対応についてはCPL※委員会に諮って決定しています。　　※CPLは、CL（契約に基づく品質保証責任）とPL（製造物責任）を合わせた略称

製品の安全確保
何よりもお客さまの安全を第一に考えています

　東芝キヤリアでは、独占禁止法や下請法などの法令を遵守し、公正な取引を通じて取引先さまとの健全なパートナーシッ
プの構築に努めています。また、取引先さまに対しても法令遵守、環境配慮、品質確保、適正価格での提供、安定供給などの
お願いを冊子（調達方針について、グリーン調達ガイドラインなど）の配布や事業方針説明会の場で行っています。

調達取引先さまとの関わり
説明会には多数の皆さまが参加しました

● 夏冬2回の事業方針説明会を実施し、延べ450社600名の参加がありました。
● 取引先環境保全調査の結果、環境配慮や環境マネジメント体制の優れた取引
先さまの割合が全生産材調達先の89%（購入額では94%）でした。

● Web-EDIでの有害化学物質調査回答を従来のRoHS6物質からJIG15物質
に拡大するためシステム変更を行いました。

1999年11月～2002年1月に製造したLDRシリーズ、
YDRシリーズをはじめとする45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。

2007年度

http://www.toshiba.co.jp/tcn/news/
press070905_j.htm

《 詳しくはwebまたはお電話でご確認ください。 》

密閉式石油ストーブ（該当４８機種）ルームエアコン

お客さまフリーダイヤル 0120-1043-51

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

《 詳しくはwebまたはお電話でご確認ください。 》

電気式浴室換気乾燥暖房機

お客さまフリーダイヤル 0120-444-392

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

《 詳しくはwebまたはお電話でご確認ください。 》

お客さまフリーダイヤル 0120-444-899

2001年以降に設置された（壁取付タイプ）VBK-8A および VBK-8S

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

《 詳しくはwebまたはお電話でご確認ください。 》

ジェットバス

お客さまフリーダイヤル 0120-098-782

1997年以前に設置した機種

事業方針説明会

LDRシリーズ
YDRシリーズ
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 地域社会・従業員への責任

社会貢献活動
地域はもちろん、地球規模でも社会に貢献していきます

　東芝グループは、2005年7月から東芝グループ150万
本の森づくりを進めています。東芝キヤリアグループでもこ
の活動に呼応し、2008年3月には、森林整備費用を当社
が負担することを目的とした静岡県および富士市との「し
ずおか未来の森サポーター協定」に署名するとともに、「富
士山こどもの国」敷地内に従業員とそのご家族285名の参
加を得て、約3,000本の植樹を行いました。

●150万本の森づくり

人財の育成活動
従業員のことを考えた多面的な取り組みを行っています

　2008年5月、四川大地震の被災者救援のために、当社として100万円（約1万米
国ドル）を日本赤十字社「中国大地震救援金」を通じて寄付しました。被災者の皆さま
に、謹んでお見舞い申し上げますとともに、被災地の一刻も早い復旧を心からお祈り
申し上げます。

●中国四川大地震での被災者支援

　東芝キヤリア株式会社は、スポーツ・健康推進にも力を
注いでいます。東芝キヤリアグループCSR活動推進PRの観
点から、2008年5月には、国内営業担当の堀井伸一郎さん
のインディアカ世界大会出場を応援しました。さらに、経営
の最重要課題として、従業員の安全・健康の確保に努め、
OHSAS18001認証取得を進めています。

●スポーツ・健康推進

　地域の皆さまとのコミュニケーションを図る目的で、
2007年８月、富士事業所において夏まつりを開催しまし
た。富士事業所グラウンドを会場に2万人が参加したこの
夏祭りは、富士市の夏の風物詩として地域の方々にも喜ん
でいただくことができました。模擬店、神輿、盆踊りなどに
加え、社会貢献の一環でチャリティバザーも行われ、収益
金は富士市社会福祉施設に贈呈しました。

●地域でのコミュニケーション

　東芝キヤリア株式会社の次世代育成支援行動計画の一環
として、従業員の子どもが親の職場を見学する「子ども参観日」
を2007年8月に実施しました。小学3年生以上6年生以下を
対象に約120名が参加しました。富士事業所の参観施設であ
るAIRSや製造ラインの見学、子ども抽選会を行った後、工場
に出社している親と一緒に帰宅し、親が働く職場を体験できた
貴重な一日となりました。

●子ども参観日
　東芝キヤリア株式会社は、2008年4月1日現在の障が
い者雇用率は2.3％で法定の1.8％を超えています。また、
すべての連結会社においても法定雇用率を達成していま
す。東芝キヤリアグループとして、今後も障がいをもつ方々
の職場への定着を図るとともに、職場環境の整備や職域の
拡大を進めていきます。さらに、多様性確保にも配慮し、
2008年新卒採用では男女比率を同数とし、女性の職場
進出を積極的に進めていきます。

●障がい者／女性の職域拡大

赤十字への寄付

植樹作業の様子 夏まつり会場

社
会
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 商品の企画からリサイクルまで

環境調和型製品の創出と事業プロセスの革新
それぞれの分野で行っている環境活動をご紹介します

環境推進責任者

尾駒 薫

　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）」にもとづいて環境活動を推進してきました。2007年度は、製品環境効率の向上と事業プ
ロセスの革新のそれぞれの項目で目標を達成し、今後も着実に2010年度の達成目標に向けて
環境活動を推進していきます。さまざまな商品を提供するすべてのプロセスの中で、絶えず環境
視点で考え、地球温暖化防止、化学物質の管理、資源の有効活用をいかに推進していくかが環
境負荷の低減に結び付くと考えます。
　本環境報告書では、東芝キヤリアグループ内の事業活動の流れとして、商品の企画から、製品の設計開発、資材の調達、
製造、販売、サービス、商品リサイクルなどの業務の中で、それぞれがどのように環境活動を展開しているかをご紹介します。

■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

目 標 実 績 評 価 まとめ

60％ 86％ ◎
＋26％ 80％ 100％

（全廃）
特定化学物質
の全廃

製品に含まれる
特定15物質群※1

製品環境効率の向上 2008年度
目標

2010年度
達成目標

指  標
2007年度実績

目 標 実 績 評 価 まとめ

14％削減 26％削減 ◎
＋12％

17％削減 28％削減 ◎
＋11％

◎
＋8％

生産拠点

事業プロセスの革新 2008年度
目標

2010年度
達成目標指  標

2007年度実績

地
球
温
暖
化
の
防
止

化
学
物
質
管
理

資
源
の
有
効
活
用

環境調和型製品の
提供 30％ 39％ ◎

＋9％ 40％ 60％へ
拡大

環境調和型製品の
売上高比率

換気製品、冷凍機製品
に拡大しました

国内機種製品への拡大
を推進しました

エネルギー起源
CO2排出量の
削減

排出量原単位※2
（1990年度基準）

主に空調機・照明の高
効率機器の入れ替えを
推進しました

航空機輸送の削減、積
荷の効率化などを推進
しました

３５％削減
（生産拠点・
オフィスの
合計目標値
とします）

４４％削減
（生産拠点・
オフィスの
合計目標値
とします）

56％削減 67％削減 55％削減 69％削減◎
＋11％

大気・水域への
総排出量の削減

総排出量
（2000年度基準）

塗装前処理工程を見直
し削減しました

10％削減 21％削減 19％削減 30％削減
◎

＋11％
廃棄物総発生量

の削減
総発生量原単位※2
（2004年度基準）

3R活動により削減しま
した

75％達成64％達成 80％以上 100％達成◎
＋11％

廃棄物
最終処分量の

削減
廃棄物ゼロエミッション※3

達成拠点の拡大

ゼロエミッション率の
指標を1％から0.5％以
下に見直します

＜集計対象会社＞： 5社..... 東芝キヤリア（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

製品物流CO2
排出量の削減 実績把握 1％削減 9％削減 2％削減 4％削減

※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）

※2 原単位目標には活動を評価できる指標として、物量ベースの生産高原単位を使用
※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
の埋立処分量を1％以下にすること

環
境
活
動
報
告
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商品企画は、「企業理念」や「想い」を商品という形に変えて、
お客さまのご家庭や職場にお届けする部門です。私たち東芝キヤ
リアの理念や想いは、「人間社会と地球環境に貢献する」ことです。
「健康」や「快適」という日常生活に密接するテーマから、「省エネ」
「温暖化防止」という地球規模でのテーマについて、商品という形
に変えてお客さまにお届けすることに日々取り組んでいます。私た
ち商品企画担当は、「次の世代の笑顔」のために、地球温暖化ガ
ス排出削減を意識した商品づくりの礎となるよう、当社の環境技
術を一層生かせる未来の商品企画へと邁進しています。

メディア（マス4媒体、Web、屋外媒体などその他）を使った広告の企画・作成と営業広報窓口業務
を担当しています。業務用・家庭用を問わず、お客さまのニーズや製品特性を理解した上で、
東芝キヤリアという企業と当社が提供するベネフィットを伝えるのが私たちのミッションです。
ヒートポンプを中心とした環境技術について、当社の独自性をお客さまに伝えることを第一に考えてい
ますが、最近では伝える情報量が多くなり、メッセージが届きにくくなっているのが現状です。その中で、
どのような企画が最適かをいつも考えています。また、広告に対するお客さまの反応を次年度以降の商
品企画にフィードバックすることも私たちの大切な役目です。
今後も、既存メディアにとらわれない広告展開に、どんどんトライしていきたいと考えています。

 商品の企画を立てる

商品企画
環境技術が生きる商品企画へ

販売促進/メディア
広告を通じて環境技術における当社独自性の伝達を実践

　商品企画担当　

酒井 康貴

　メディア担当　

枦山 智

■朝日新聞日曜版掲載　熱気球の話題を入り口に、インバーター技術の説明と省エネ大賞受賞についてPRしました

商品企画会議の様子
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2008年4月19日、20日の両日で、富士市産業交流展示場「ふじさんめ
っせ」オープニングイベントが開催されました。東芝キヤリア 富士事業所は、
地元企業として富士市民の皆さまとのコミュニケーションを主体に出展しま
した。イベントコーナーでは、大人も子どもも楽しめる「化学実験」と、「ハッ
ピー・葉ッパーおえかきコンテスト」を実施しました。また、エコ展示コーナー
では、“エコを学ぼう”をテーマに、地球温暖化防止の呼びかけパネルや家庭
用エアコン「大清快」を展示したり、「環境クイズ」を行いました。「ハッピー・
葉ッパーおえかきコンテスト」には940名の方にご参加いただき、ハッピー・
葉ッパーの着ぐるみが登場すると、子どもたちに囲まれて大盛況でした。
今回は、商品展示ではなく、コミュニケーション主体ということで試行錯誤

の部分もありましたが、多くの経験を得ることができました。今後も、未来を
担う子どもたちに対する環境メッセージや、当社の環境への姿勢を伝える展
示を心がけ、商品自体の企画にも反映させることが大切だと考えています。

2008年7月7日から9日まで北海道洞爺湖サミットが開催されました。サミットの日程
に合わせて、7月5日から10日まで、「ゼロエミッションハウス」「環境ショーケース」「グリー
ンITパビリオン」の3カ所において、東芝キヤリアグループの空調関連展示を行いました。
環境負荷を低減できる家庭用製品を展示した「ゼロエミッションハウス」では、日本のエア
コンの省エネ代表機種のひとつである家庭用エアコン「大清快BDR」を展示しました。各国
の報道陣約3,000人が集結する国際メディアセンター内の「環境ショーケース」では、エア
コン用インバーター技術を紹介しました。また、「グリーンITパビリオン」では、店舗・オフィ
ス用エアコン「スーパーパワーエコキューブ」（海外向け機種名称：Super Digital Inverter）
に関するパネル展示を行い、国内および海外（主にロシア、イタリア、中国、アフリカ）のメディ
ア関係者に対し、東芝キヤリア最先端技術を備えた店舗・オフィス用エアコンを紹介するこ
とができました。
これらの洞爺湖サミット関連展示で、各国メディア関係者とのコミュニケーションを通じ、
東芝キヤリアの空調機器の省エネ技術を広く理解していただいたことはもちろん、東芝キヤ
リアグループが環境調和型製品を提供するにあたり、海外の需要を把握できる機会が得ら
れたのではないかと感じています。これからも、世界各国のニーズに合わせた環境調和型製
品を提供できる企業グループでありたいと考えています。

展示博覧会/ふじさんめっせ
地元の皆さまとのふれあいを通じて環境メッセージを発信しました

展示博覧会/洞爺湖サミット
世界が注目するサミットで、環境技術の訴求に確かな手応え

　マーケティング担当　

関 光一郎

　マーケティング担当　

永田 絢哉

 ハッピー・葉ッパーとハニー・葉ッパー
ハニー・葉ッパーが住んでいる小さな島は、近年の急激な地
球温暖化による海面上昇で、あわや沈没という危機に面し
ていました。そこへ環境パトロール中のハッピー・葉ッパー
が通りかかり、ハニーを発見！　 地球環境を守るという
ハッピーに共感したハニーは、お互い協力しながら同じ道
を歩むことを決意しました。

ハッピーとハニーは、
緑の国の親善大使。

東芝キヤリアグループと
協力して地球温暖化防止を
呼びかけています！

国際メディアセンター「環境ショーケース」

ゼロエミッションハウス内
家庭用エアコン展示の様子

環境クイズ おえかきコンテスト
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■東芝キヤリアグループにおける
  2007年度代表製品の『ファクターT』

※数値は2007年度発売製品のファクターを2000年度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」、右側が「環境影響低減ファクター」を表しています。

❶
❷
❸
❹

大清快BDRシリーズ 2.25（1.71, 1.32）
換気扇 3.64（1.48, 2.46）
店舗・オフィス用エアコン 2.98（1.34, 2.22）
SFMC（空冷） 2.18（1.50, 1.45）

❺
❻
❼
❽

SFMC（水冷） 2.19（1.43, 1.54）
インバーターショーケース 3.66（1.72, 2.13）
インバーター冷凍機 2.02（1.41, 1.43）
業務用ヒートポンプ給湯機 2.74（1.50, 1.82）

東芝キヤリア 環境報告書2008

東芝キヤリアグループでは、環境調和型製品（ECP※）の創出に
向けて「製品別環境調和型自主基準」を策定し、この基準に準拠
した製品をECPとして認定しています。家庭用、店舗・オフィス用、
業務用のそれぞれの分野で製品開発を行っていますが、ECP開
発では、地球温暖化防止、化学物質の管理、資源の有効活用にお
けるさまざまな配慮項目について、製品環境設計アセスメントに
もとづき、製品のライフサイクル全体にわたって環境負荷の低減
施策を織り込んでいます。
「第4次環境自主行動計画（ボランタリープラン）」では、2010
年には、全販売製品の売上高比60％までECPを拡大していく計
画を立て、2007年度は、目標30％に対して39％の製品がECP
となりました。新機種は、確実にECPになるように、また、従来機
種もECPに近づけるよう毎年計画的に実施しています。本環境
報告書では、東芝キヤリアグループで開発した製品のうち、代表
的なECPをご紹介します。
※ECP: Environmental Conscious Products

東芝グループでは、製品の環境効率を示す指標として2003
年度からファクター Tを導入しています。環境効率は、過去の
製品のライフサイクルアセスメント（LCA）結果や品質機能展開
（QFD※）のデータを基準に、「製品の環境影響低減（ファク
ター）」と「製品の価値（ファクター）」との積で表す手法です。東
芝グループでは、基準年を2000年とし、基準年に対して環境
効率が何倍になったかを表します。2010年までの到達目標
は、すべての製品の環境効率の売上高重み付け平均が2.2倍
となるよう目指しています。2007年度の中間目標は1.8倍を
目指していましたが、全製品の平均ファクターは実績値として
1.99倍となり、目標を上回ることができました。なお、環境影
響低減ファクターの算出には、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ンターがLCAプロジェクト（経済産業
省/NEDO）と連携して作成したLIME（日本版被害算定型影
響評価手法）を利用しています。　※QFD: Quality Function Deployment

※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

 製品を生み出す

ファクター Tの導入
ファクター T、2010年へ向けての取り組み

製品への取り組み
ECPを生み出すために私たちの取り組みは続きます

　環境推進副責任者　

辰巳 光好

評価製品の価値
基準製品の価値

評価製品の環境影響
基準製品の環境影響

ファクターT

価値ファクター

環境影響低減ファクター

=

=

=

環境影響低減
ファクター

価値
ファクター ×

■ライフサイクル思考
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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

製
造
段
階
の

環
境
配
慮

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

地球温暖化防止 化学物質管理 資源有効活用
（省エネ、GHG※排出抑制・削減） （土壌・水質・大気汚染対策） （3R、廃棄物削減）

設計基準 グリーン
調達基準

アセスメント
基準

※GHG: Green House Gas
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●家庭用エアコンBDRシリーズ

大清快シリーズで、快適性の向上とCO2排出削減に大きく貢献
私たちは、家庭用エアコン大清快シリーズの開発に関し、製品価値を高めるとともに、環

境負荷の低減を行ってきました。2007年度機種のBDRシリーズは、代表機種RAS-
402BDRで省エネ性No.1※を達成し、その成果が認められ、2007年度の省エネ大賞（資
源エネルギー庁長官賞）を受賞しました。
「エコdeクリーンシステム」による空気清浄や、内部自動清掃機能による長期間の省エネ
性維持に加え、過ごす場所だけを快適に、しかも省エネに空調する「スポットモード運転」
や、使った電気代を表示するリモコンの「おしえて機能ボタン」などにより、快適性の向上と
CO2排出削減に大きく貢献します。開発では、部品の性能向上と、性能を最大限引き出すた
めの技術の確立にたいへん苦労しました。私たち開発チームは、これからもお客さまが快適
でエコな暮らしができる製品づくりを目指します。
※2008年2月1日現在。RAS-402BDRにおいて。通年エネルギー消費効率APF（Annual Performance Factor）6.2。

●換気扇（バスドライ）

換気・乾燥にもエコのコンセプトを導入
2003年7月から、シックハウス対策に配慮した改正建築基準法が施

行されたことを受け、換気の役割は局所換気から住宅全体のシステム換
気へと変化しました。そこで東芝キヤリアグループでは、浴室だけでなく
洗面所、トイレの換気も可能な浴室換気乾燥機「バスドライ」を開発しま
した。バスドライは、衣類乾燥時はリモコンが内蔵された温度センサーで
浴室への給気温度をセンシングし、送風による乾燥を優先してヒータへ
の通電時間を最小限に抑える『エコ乾燥モード』を搭載しています。この
機能は、標準乾燥モードと比較して消費電力を1/3まで低減することが
できます。
将来は、お客さまが希望する時間内で、ヒータへの通電時間を最小限

に抑えながら確実に衣類を乾燥させる制御技術を確立し、さらなる省エ
ネ製品の開発を目指しています。

■年間CO2排出量比較ファクター3.64（2005/2000）
価値ファクター 1.48
●浴室で衣類乾燥が可能

環境影響低減ファクター 2.46
●温暖化防止（使用時）
●エコ乾燥モードで省エネ運転
●温度センサーによるヒーター
通電時のコントロール運転で
省エネ

（t-CO2/年）

DVB-18KT1 DVB-18STD1

2.82 4.00

0.00

2.00

6.00
6.51

57%削減

　開発チーム担当　

高橋 宏幸

家庭で活躍する製品

■年間CO2排出量比較ファクター2.25（2007/2000）
価値ファクター 1.71
●エコdeクリーンシステム
　（空気清浄）
●全自動お掃除により
　お手入れ不要
●スポットモード運転

環境影響低減ファクター 1.32
●温暖化防止（使用時）
●原材料使用量削減

0.606

RAS-406YDR RAS-402BDR

0.457

1.00

0.50

0.00

（t-CO2/年）

25%削減

　開発チーム担当　

小田島 円
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●コンプレッサー

コンプレッサー開発は常にチャレンジです
室外機に設置され、お客さまにはその存在すら知られていませんが、エアコンの電力の大

部分はコンプレッサーで消費されています。私たちは、その消費電力を1Wでも下げようと
技術革新に挑戦し続け、インバーター技術が日本が優れているといわれる中で、業界トップク
ラス※の効率を実現することができました。自ら設計したものが、予測通りに性能を発揮でき
るよう皆で力を合わせ、たくさんの人が関わって量産しています。世の中で、この技術が採用
されたコンプレッサーが広く使われ、省エネに貢献できれば良いと思います。東芝のツイン
ロータリーコンプレッサー開発は、常に新しいことや難しいことにチャレンジしていくのが伝
統です。これからも絶えずトップクラスを目指します。
※当社測定によるコンプレッサー単体評価（APF）において。

PRポイント

業界初、1サクションツインロータリーコンプレッサーの登場
省エネエアコンの心臓部であるコンプレッサーの効率を大幅に

向上させました。そのためにツインロータリー 20年来の構造にも
改良を加え、業界で初めて1つの吸い込み管から2つの圧縮室に
分岐させる1サクションツインロータリーコンプレッサーを開発し
ました。性能ばかりでなく、新規開発にて銅、モーター電磁鋼板の
使用量も低減し、省資源化を実現しました。

項　目 2000年度 2007年度

COP（効率） 100％ 109％

重　量 100％ 91％
　開発チーム担当　

池田 明貴範

 製品を生み出す

BDR を構成する部品

●熱交換器

省エネと快適性の両方を追求する日々が続きます
大清快BDRシリーズは、省エネ性No.1と空清能力No.1をコンセプトに開発し、
熱交換器では、基本性能向上を追求しながら、新空気清浄方式として空気の汚れ
を熱交換器に集塵させています。苦労したところは、結露水による汚れの排出と、熱
交換器に菌を繁殖させないための抗菌機能の付加で、特に耐久性の高い素材の採
用に気を付けました。熱交換器開発チームは、省エネのための性能向上はもとより、
お客さまが使用するうえで快適な運転ができるような部品開発を目指します。

　開発チーム担当　
左から

大野 裕司
北野 竜児
大村 佳之

項　目 2000年度 2007年度

型　名 RAS-285YDR（00年） RAS-281BDR（08年）

熱交換率 100% 135％

重量比 100％ 124％

付加価値 親水性処理フィン 抗菌アクアde洗浄フィン

PRポイント

筐体形状がつくり出す
省エネ効率
熱交換器は、省スペースで高性能を実現

するため、送風ファンを囲む円弧形状を採
用することで有効面積拡大を図り、フィン
形状は局部的に最適形状にすることで、筐
体特有の風の流れに対し最高の性能を引
き出します。伝熱管には微細多条溝を採用
し、大幅な性能向上を実現しています。ま
た、2003年から採用している「アクアde
洗浄フィン」の進化として、抗菌機能を付
加した長期にわたる省エネと抗菌を実現
しています。

除菌アクアde洗浄熱交換器
除湿・冷房時に発生した水が、油や汚れを
洗い流して、効きをよくして省エネ性能をキープ。

省エネを
キープ！

油・汚れ

水

新樹脂
コーティング

BDRシリーズの熱交換器
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●包装材

包装容器の見直し・改善で貢献
東芝キヤリアの室内機の包装材使用量は、同業他社と比較しても省資源化が図ら

れ、業界1位または2位のポジションです。今回の包装開発では、お客さままでの流
通ルートを再検証し、緩衝材および段ボールの使用に無駄がないかを徹底して見直
しました。輸送に必要な強度を確保した上で、厚さを極限まで見直す設計を行うこと
で、包装容器の薄肉化・軽量化を実現することができました。この結果、包装材の削
減に加え、輸送時のコンテナの節約にもなりました。

その他の部品

PRポイント

CからBへ、1mm削減で
効率化を図る
少しでも包装材の処理がしやす

いいように、それまで使用していた
Cフルート（厚さ4mm）の段ボール
に代わり、Bフルート（厚さ3mm）
を当社ルームエアコンとしては初
めて採用しました。

項　目 2000年度 2007年度

型　名 RAS-225YD RAS-221B

包装材重量 100% 88%

段ボール容積 100% 72%

発泡PS容積 100% 93%

包装容積削減 7％（1,100ｍ3 ／年）

段ボール容積削減 28％（290ｍ3 ／年）

発泡PS容積削減 7％（120ｍ3 ／年）

海上コンテナ使用本数削減 13％（124個／年）

　開発チーム担当　

大塚 浄栄　原 則秋　

●インバーター基板

お客さまにとってECOになるインバーター制御器の開発
大清快BDRシリーズでは、コンプレッサー駆動用素子にSuper-Junction MOS-
FETを搭載した高効率パワーモジュールを新規に開発し、スマート・プレ・スイッチン
グ（S・PRE・S™）技術を組み合わせることで、従来より効率を向上させました。
また、高効率パワーモジュールの開発に伴い、インバーターの放熱構造も新規設
計として、放熱効率も向上させる工夫を織り込みました。このインバーターの開発で
は、インバーター制御の最適化と構造設計に苦労しましたが、お客さまにとっての省
エネ向上につながる製品開発ができたと考えています。

PRポイント

S･PRE･STM技術で瞬時短絡電流の抑制を実現
コンプレッサー駆動素子に、200V機種では業界初となる
Super-Junction構造のMOS-FETを採用し、本FETの特徴で
ある低ON抵抗により損失低減を行いました。本FETでは寄生ダ
イオードの特性により、瞬時短絡電流が発生してしまいますが、当
社で開発したS･PRE･S™技術により抑制可能になりました。こ
の技術により、特に実負荷条件での影響度が大きい低入力時の効
率を大幅に改善しています。

項　目 2000年度 2007年度

インバーター効率 100% 104%

重　量 100% 75%

大きさ 100% 113%
　開発チーム担当　

横木 達弘

小さい基板の中に、最新の
技術がつまっているんだね。

家庭用エアコンの包装材

■2007年度削減実績（2006年度比）

環
境
活
動
報
告



東芝キヤリア 環境報告書2008

●スーパーパワーエコキューブ

性能アップと軽量化、そして省エネの同時実現

●SFMC:スーパーフレックスモジュールチラー（空冷式）

業界トップクラスのエネルギー効率を実現

新スーパーパワーエコは、業界トップの省エネ性APF※5.7（P140形）を達成し、セルフク
リーン機能により、省エネの持続性を実現しています。開発にあたり私たちが苦労した点
は、従来機種でも業界トップであったAPF5.4を業界初のAPF5.7へアップすると同時に、
室内ユニット・室外機ともに、従来機種と同じ寸法を維持しながら2kg軽量化させたことで
す。熱交換器と板金の材料使用量を削減して軽量化し、熱交換器の最適設計、大口径ファ
ンおよび高効率圧縮機の採用などで省エネ性をアップさせました。店舗・オフィス用エアコ
ン開発チームは、人にやさしい快適空間を追求していくとともに、美しい自然を次世代に引
き継いでいくために、さらに省エネを実現できる製品づくりを目指しています。
※APF: 通年エネルギー消費効率（Annual Performance Factor）
  1年を通じて、ある一定条件のもとにエアコンを使用した時の消費電力量1kWhの冷房・暖房能力を表したものです。

私たちが取り組んだ開発のポイントは、大形チラーでは業界初の冷媒
R410Aを採用したことでした。冷媒変更に伴う大形空調機のコンポーネン
ツのマッチングと品質確保に苦労しました。新設計の高効率圧縮機・送風機
を採用し、空気熱交換器は、風量分布改善と設置スペース低減を狙ったXフ
レームを採用しました。その結果、業界トップクラスのエネルギー消費効率
COP※4.8（50Hz）を達成しました。また、この製品は使用面積に応じて、1
ユニット単独から最大12ユニットまで増段が可能で、部分負荷特性を考慮
した増段時の運転制御技術を開発しました。従来機種に比べてCO2排出量
を31％削減できました。
※COP: エネルギー消費効率（Coefficient of performance）
 定格冷房・定格暖房時の消費電力1kWあたりの冷房・暖房能力を表したものです。

 製品を生み出す

店舗・オフィスビルで活躍する製品

■年間CO2排出量比較ファクター2.98（2007/2000）
価値ファクター 1.34
●自動洗浄で省エネ性を長時間
持続

●4方向独立変動フラップによる
快適制御
●試運転時モニター機能による
簡単工事

環境影響低減ファクター 2.22
●温暖化防止（使用時）
●有害物質削減（鉛フリーはんだ、
クロムフリー銅板メッキ採用）
●原材料使用量14%削減

（t-CO2/年）

AIU-J1407H（室内機）
ROA-J1406H（室外機）

AIU-AP1405（室内機）
ROA-AP1405HS（室外機）

1.13

0.00

1.00

2.00
55%削減

2.53

■年間CO2排出量比較ファクター2.18（2006/2000）
価値ファクター 1.50
●新冷媒R410Aと「Xフレーム」
の採用
●モジュール連結方式によるラ
インナップ拡大（最大360RT）
●タッチパネル式コントローラー
採用

環境影響低減ファクター 1.45
●温暖化防止（使用時、製造時）
●原材料使用量14%削減

（t-CO2/年）

RUA-SB35501Hx3台 RUA-TBP3001H

39.2

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0

31%削減56.6

　開発チーム担当　

寺崎　明

　開発チーム担当　

室井 邦雄

店舗やオフィスビルで使用
される空調製品は大きいか
ら、省エネに加えて、軽量コ
ンパクト化することは、資源
の有効活用につながるのね！
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●SFMC-W:スーパーフレックスモジュールチラー（水冷式）

COP向上とコンパクト化がセールスポイント

●インバーターオープンショーケース

コア技術が生み出す省エネ効果

SFMC水冷では、定格エネルギー消費効率（COP）の向上とともに、高効率
スクロール圧縮機の採用と圧縮機並列運転技術の開発により、定格運転から
低負荷運転までの幅広い冷却負荷で大幅なCOP向上を図っています。また、
ケーシング板金には高耐食性メッキ鋼板を使用し、無塗装化とすることで製造
時の環境負荷を低減しています。11人乗りエレベーターで搬入可能なコンパク
トモジュール設計の実現に苦労しましたが、その甲斐あって、既存の冷熱源装
置の入れ替えでも簡単に搬入ができるようになりました。高効率ユニットへの
入れ替えをお考えのお客さまには、コンパクトで入れ替えの手間がかからない
当ユニットをおすすめします。

インバーターオープンショーケースは、業界に先駆け、2005年度から販売を開始しました。
コンプレッサーのインバーター化により大幅な省エネを達成しました。これは東芝キヤリアの
コア技術（DCツインロータリーコンプレッサー※1、インバーター駆動キット：IPDU※2）の採用
により可能となりました。
オープンショーケースシリーズをベースとして、ガラス四面ショーケースも

インバーター化し、ほとんどのショーケースの省エネ化を実現できました。
コールドチェーン機器は一年中稼働しますので、省エネ効果は非常に大
きく、今後もCO2削減のため環境調和型製品の開発を進めてまいります。
※1 DCツインロータリーコンプレッサー : 直流モーターを使用したツインロータリーコンプレッサー
※2 IPDU™: Intelligent Power Drive Unit

業務用製品

■年間CO2排出量比較ファクター2.19（2007/2000）
価値ファクター 1.43
●エレベーター搬入可能なモ
ジュール構造
●低騒音設計
●タッチパネル式コントローラー
採用

環境影響低減ファクター 1.54
●温暖化防止（使用時）
●原材料使用量13%削減（93%
はリサイクル可能）
●塗装レスによりVDCなどを削減

（t-CO2/年）

RUW-SB3002×3台 RUW-TBP1501L×2台

20.0

0.0

10.0

30.0

40.0

20.9

33%削減31.0

　開発チーム担当　

丹野 英樹

■年間CO2排出量比較ファクター3.66（2005/2000）
価値ファクター 1.72
●低騒音設計で図書館並みの音
●季節に合わせたホットorコール
ドの切り替え

環境影響低減ファクター 2.13
●温暖化防止
●原材料使用量10％削減

（t-CO2/年）

3.0

SH-321DUS1 SH-321DJS

1.4 3.00

5.00
4.00

0.00
1.00
2.00

6.00

53%削減

　開発チーム担当　

佐野 肇　仲摩 彰　菊池 昭治
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●インバーター冷凍機

省エネ効果と使い勝手の向上で大賞受賞

●業務用ヒートポンプ給湯機（ほっとパワーエコウルトラBIG）

大容量化により、利用の裾野が広がりました
業務用ヒートポンプ給湯機は、東芝キヤリアが得意とする省エネ技術を活用した新
事業として2004年にスタートしました。最初はファミリーレストランなどを対象に1日
に2～3トンの給湯を可能にしたシステムでしたが、順次使用できる湯量拡大を図り、
2007年にはホテル、老人福祉施設などを対象に、1日に30トンまでの給湯が可能な
“ほっとパワーエコウルトラBIG”シリーズを商品化しました。
ランニングコスト1/3、CO2排出量1/2など燃焼式給湯システムに対する圧倒的な
商品性が認められ、2008年2月には省エネ大賞を受賞しました。新規開発アイテムが
多岐にわたりましたが、東芝キヤリアのコア技術により商品化に結び付けることができ
ました。共同研究先の東京電力殿、研究協力会社の設備設計事務所殿にご協力いただ
き、多くのメリットをもつ給湯システムの商品化ができました。
今後も、温水活用分野のヒートポンプ化を推進していきます。

CO2削減目標達成のための対応が遅れている分野が、冷凍・冷蔵分野における
業務用機器です。特に冷凍冷蔵機器は、一年中稼働するため、省エネ対策が急務だ
といわれています。私たちは、この分野のインバーター化を進めることでCO2削減に
貢献するため、2006年に業界初の小形冷凍機分野における屋外設置低温イン
バーター冷凍機を商品化しました。DCツインロータリーコンプレッサー、ベクトル
制御※などを取り入れて省エネ性を飛躍的に高めただけではなく、使い勝手を向上
させることで普及を促進できるよう、4種類の選択制御モードを組み込みました。そ
の結果、2007年度の省エネ大賞を受賞することができ、これまで採用されていなか
ったユーザーにも、インバーター冷凍機を評価されたことは、開発の苦労が報われ
たものと実感しています。
※ ベクトル制御：各巻線の電流の大きさと位相で、トルクと回転数を推定し、それに基づいて電圧・周波数を変化させ、目的のトルク・
回転数を得る制御。

 製品を生み出す

■年間CO2排出量比較ファクター2.02（2006/2000）
価値ファクター 1.41
●4つの制御モードを標準装備
●低騒音設計で図書館並みの音

環境影響低減ファクター 1.43
●温暖化防止（使用時）
●原材料使用量11%削減

（t-CO2/年）

0.91

TAM100XM-S TAM130AM-SV

0.65

0.00

0.50

1.00

1.50
30%削減

■年間CO2排出量比較ファクター2.74（2007/2000）
価値ファクター 1.50
●高効率な給湯の実現
●深夜電力利用の安い維持費

環境影響低減ファクター 1.82
●温暖化防止（使用時）
●CO2排出量の多い化石燃料を
使わない

（t-CO2/年）

同能力クラスの
ガスボイラー

ほっとパワー
エコウルトラBIG

48.1

0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0107.9

55%削減

　開発チーム担当　

田邉 智明　小長井 亮
今任 尚希

　開発チーム担当　

杠　博之
ユズリハ

冷凍機って、目立たないけどい
ろんなところで活躍している
んだ。たとえば、コンビニエン
スストアや、酒店などのショー
ケースにも使われているよ。
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※ P16の※1を参照してください。
※REACH規制： Registration, Evaluation, Authorization and Restrictions of Chemicals

欧州、中国、韓国、日本などでは、カドミウムなど6物質が有害化学物質
として、含有禁止や含有表示などの規制が行われています。私たち資材部
では、お客さまにお届けする製品を構成する調達部材に、これらの有害化
学物質が含まれないように、取引先さまに対してグリーン調達ガイドライ
ンや参考資料を配布し、調達部材の調査と間違えて混入しないように管
理の徹底をお願いしています。納入された調達品は、製造部門や品質保
証部門で抜き取り検査を行い、不含有の確認を徹底しています。
また、地球温暖化防止などの環境保全の観点から、取引先さまの環境
保全の推進状況を調査し、積極的に環境保全に取り組んでいる取引先さ
まからの調達を優先しています。

欧州RoHS規制物質については、新しい製品を開発するにあたって採用する部品につい
て、取引先さまとの特定物質不含有証明書やG-sysでの情報入手のほか社内分析センター
で検査を行っています。また、必要に応じて入荷部品のチェックや抜き取り検査なども実施し
ています。分析には、蛍光Ｘ線分析装置を導入し、１次スクリーニング後、六価クロムや特定
臭素系難燃剤については２次検査を行っています。

東芝グループの第4次ボランタリープランでの化学物質管理の
目標は、2010年までにJIG Aランク15物質※の全廃を掲げ、
一方欧州では有害化学物質の規制をしています。
製品で使用する化学物質を管理することは、企業活動において
必須となってきています。経営情報システム部では、製品を構成す
る、数百部品、数千ポイントからなる複雑で膨大な化学物質情報
を取引先さまから効率よく収集、一元管理するために、化学物質
管理システム（G-sys）を開発し法規の変更に対して柔軟に対応
しつつ、改善・運用することで有害化学物質の混入防止活動の基
盤を担っています。今後、欧州 REACH規制※など、ますます化学
物質の管理の対象範囲は広がっていきますが、製品の化学物質
情報を正確に把握することによって、環境経営に寄与できるよう、
システム機能の充実および情報流通の仕組みづくりに取り組んで
いこうと考えています。

 資材を調達する

資材調達のしくみ
有害化学物質の徹底排除に万全を期しています

欧州規制対応/G-sys
化学物質情報の正確な管理で、厳しい欧州規制にも対応しています

社内分析センター
部品の検査に細心の注意を怠りません

グリーン調達ガイドライン

　資材担当　

久岡　聖

■化学物質管理システム（G-sys）

東芝キヤリア

化学物質情報 物質情報回答

取引先さま
Internet

物質情報
リクエスト 物質情報

データがあることを
メールで連絡

　情報システム担当　

田中　稔

社内分析センター
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「製品をつくる」のコーナーでは、富士事業所の製造部門の環境活動を
中心に、津山事業所、海外製造拠点の活動を紹介します。また、エネルギー
管理、廃棄物管理、化学物質管理、マテリアルバランス、環境会計などの
2007年度実績を報告するにあたり、詳細データについては、東芝キヤリ
ア環境ホームページの中で開示します。また、さまざまな環境コミュニケー
ションの実態を紹介するにあたり、本報告書内では全部を掲載できないた
め、こちらも環境ホームページで紹介します。

※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

法令遵守に関する厳しい自主規制
「製品をつくる」では、その工程の中で多くの関連法令に関係する作業があります。ボイラーの排ガス、排出水、プレス作業などに
よる騒音・振動について、法令規制値を遵守するため、さらに厳しくした自主基準値を設けています。
東芝キヤリアグループは、この基準を超えないように監視・測定・管理を徹底しています。その結果、2007年度は、すべての管理
項目において自主基準値以下であり、法令違反・協定違反による行政処分は受けませんでした。

※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

河川の水質管理に厳しい目で取り組んでいます
富士事業所の排水は、一般河川に放流されているため水質管理が重要です。そのた

め、法基準値よりも厳しい自主基準値を設けて管理しています。そして、排水を常に自
主基準値以下で管理するために、私たちは毎日水質検査を行っています。特に重要な
管理物質5項目※については毎日分析を行い、自主基準値に対して問題ないことを確
認しています。事業所の排水を常に正常な状態に保つには、上流側の管理が重要なた
め、廃水処理施設なども定期的に水質分析を行い、事業所の排水放流口へのリスク評
価を行っています。
また、トラックなどのエンジンオイルが洩れ、構内排水路に流出するなど、さまざまな異
常を想定した訓練を実施して緊急事態に備えています。私たちは常に意識して監視し、す
ばやく異常を処置して絶対河川を汚さないように努めています。
※管理5項目： 水素イオン濃度、BOD（生物化学的酸素要求量）、COD（化学的酸素要求量）、溶解性鉄、亜鉛

 製品をつくる

各製造拠点の環境活動
製品づくりにおけるさまざまな角度からの環境活動を紹介します

遵法対応

分析状況 異常想定訓練

　水質検査担当　

渡邊 かをる　　宮原 いずみ
中沢 芳江　　小澤 京子　

写真の訓練は、排水に油が混
入したことを想定して、最終
放流口で油を吸収するフィル
ターを装着しているんだ。
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効率化の改善が環境改善への第一歩
私たち生産技術部は、製品や部品をいかに効率良くつくるかを検討実施する部門です。「効率良く」と

は、可能な限り無駄を排除することです。省エネの観点で考えれば、例えば効率の悪い工場圧縮エアーを
使わず、モーターなどの電気で直接駆動するものに代替することなどがあります。また、直接仕事をしてい
ない部分の工程をいかになくすかも重要で、例えばこれは、予熱が必要な工程を排除するなどが考えら
れます。現在は、特にCO2排出削減に多大な効果を与えるテーマに取り組んでいます。
省エネに優れた製品をつくることも私たちの使命です。それと同時に製造過程でもいかに少ないエネ

ルギーで、生産を行うかも大きな使命と考えています。これからの子孫たちのことを考えるとき、環境改善
は一時の猶予も許されません。私たち生産技術部がこの先頭に立って改善を進めていきます。

さまざまな取り組みで、環境創造企業のトップランナーへ
部品の受け入れでは、取引先さまからの部品を受け入れ、

その後、仕様別に容器に移し替えラインへ供給しますが、そ
の際に欧州RoHS規制対応など、決められたルール通りに納
品されているか、現品票識別表示の確認をしています。また、
ラインごとに発生するゴミを極力上流で抑えるとともに、段
ボールレス化、ビニールレス化を取引先さまへも提言し、他部
門の協力をいただいて通い箱などへの荷姿改善（廃棄物削
減）に注力しながら資源の有効活用に努めています。さらに大
物物品の搬送では、運搬車（プラッター・フォークリフトなどの

動力車両）の使用低減や、ガソリン車使
用を削減し、順次バッテリー車へ変更し
ています。
地球の温暖化防止や資源の有効活用

など、“環境創造企業のトップランナー ”
を目指していきます。

製造工程

部品受け入れ

部品製造

部品組立

素　材 部品加工

素　材 部品加工 乾　燥 ろう付

組　立 塗装前処理 塗　装 試　験洗　浄部品加工素材・部品

■製造工程

エアコンのキーパーツである筐体部
品、コンプレッサー、熱交換器は自工場
で製作し、その他部品は、部品メーカー
から納入して組立ラインに供給されま
す。冷凍サイクルの配管などは、ろう付
され真空引、冷媒封入後、漏れ試験を行
います。電気部品の配線後、運転試験を
行ってから梱包・出荷されます。
これらの工程の能力や製造方式は、製
造する製品や必要量に応じて年度ごと
に計画変更されます。最近は、特に環境
に配慮した工程設計、製造技術開発お
よび設備導入に力点を置いています。

一年ごとに行う製造工程の
見直しも環境対応を基本に

筐体部品

熱交換器

コンプレッサー

電気配線 試　験 梱　包 出　荷漏れ試験真空引・冷媒封入部品組込・ろう付

納入部品をチェック
し専用容器へ移し
替え。（識別有無、
必要個数）

通い箱化への荷姿
改善による廃棄物
削減。（段ボール・ビ
ニールレス化）

社内運搬車だけで
はなく、取引先さま
もバッテリー車へ順
次切り替え中。

改善前 改善後

　生産技術責任者　

岩永 眞美

　受入担当　

遠藤 哲之
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 製品をつくる

工場内で使う圧縮エアーは、大
きなコンプレッサーで作られ工
場内に送られるんだけど、電気
をいっぱい使うから、なるべく
使わない工夫をしているのね。

●コンプレッサー

省エネ活動に加え、工場圧縮エアー使用ゼロ活動進行中
私たちのラインでは、大型プレス機、自動溶接機、洗浄機などの設備を多数使用しコ

ンプレッサーのケースを作っています。これらは、電気を大量に消費するため効率的な
運転による省エネ活動を推進しています。また工場圧縮エアーも大量に使用しており、
エアーコンプレッサー運転を少なくしてCO2の削減活動を計画的に推進しています。主
な活動として装置の漏れ箇所の改善、ノズルの改善による効率的な利用、設備改善によ
るエアー使用の廃止などです。
このような活動により2008年のCO2排出量削減効果は400t-CO2を見込んでいます。
今後も省エネ活動を推進し、環境負荷のより少ない職場を目指しています。

ブロワー外観 ブロワーの噴出し口改善後

●熱交換器

不良品の完全削減と再生活動がコンセプト
私たち熱交換器課は、家庭用・店舗・オフィ

ス用エアコンの室内・室外機に使用される熱
交換器を、「プレス→拡管→乾燥→ろう付」と
いう工程で製造しています。環境問題への取
り組みとしては、“資源の有効活用”を念頭に、
不良品の削減と、不良品が発生した場合はリ
サイクルを主とした活動を実施しています。今
後の課題は、CO2削減のためガス乾燥炉に代
わる新エネルギー乾燥炉導入が必要と考え
ています。

部品製造工程

①フィンプレス工程

④ろう付工程 ③乾燥工程

②拡管工程

　熱交換機製造担当　

杉山 隆彦

熱交換器って複雑でたくさ
んの工程を経て造られてい
るんだね！

　部品加工担当　
左から

奥野 洋
永石 俊輔
高山 誠
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新設ライン

●コンプレッサー

3つの環境基本概念で、課内活動を行っています
私たちの工程は、部品供給を受けた後の圧縮機の組み立てです。工程内容は、調芯・本体の組み立て

を行い、ケース焼嵌・検査・溶接し、作業の完成から気密試験・前処理・塗装・性能試験を経てお客さま
に出荷します。環境への取り組みとしては、「地球温暖化の防止」「化学物質管理」「資源の有効活用」と
いう3つの観点から、課内活動における環境負荷低減に積極的に取り組んでいます。地球温暖化の防
止では、電気や燃料の使用により排出されるエネルギー起源のCO2削減に関し、工場圧縮エアー削減
活動として各グループのエアー漏れ改善を進めています。人体の健康や生態系に有害な化学物質の管
理では、塗装・前処理において「有害な物質はできるだけ使用しない」「可能な限り削減・代替を進める」
「使用する場合は適正に管理する」という方針に基づき、化学物質を慎重に取り扱っています。
資源の有効活用でも、廃棄物発生量の削減で品質不良の低減を進め、最低限の廃棄で済むように日

夜品質に対する厳しい視点で品質活動
を進めています。その他、コピー用紙も限
られた資源であるため、ペーパーレス化
の環境活動を進めていく中で各作業長に
パソコンを配備し、情報・報告・連絡など
の電子化を推進しています。私たち一人
ひとりが、地球環境を健全な状態で次世
代に引き継いでいくことができるよう、
日々環境活動に取り組んでいきます。

最終性能

気密試験

ケースチャックシリンダーエアー漏れ
・ シリンダーシール交換
・ 劣化ホース交換

■地球温暖化の防止（CO2の削減）
エアー漏れ改善（工場圧縮空気使用漏れ箇所の改善）

　組立担当　

澤木 義幸

●店舗・オフィスビル用エアコン

新設ラインとしてのフレッシュな試みを実践
ミニ4方向天井カセットユニットを生産するために2008年1月15日に
スタートした最も新しいこのラインは、「人に・地球にやさしいライン」をコン
セプトとして新設されました。板金のネジ打ちでは、今まで当たり前になって
いた“エアドライバー ”を完全に廃止し、“電気ドライバー ”に変更すること
でエネルギーの効率化が図れただけでなく、不良ネジの低減にもつながり
ました。その他にも、省エネタイプの蛍光灯を使用し、従来の220W/箇所か
ら160W/箇所とし、約30％の省電力にもかかわらず、明るさも維持できて
います。また、ラインコンパクト化も作業性とともに省エネにも寄与していま
す。今後、さらに工具・設備の電動化改善を建屋全体に広げ、静かできれい
な職場にしたいと思います。

組立工程

　組立担当　

大塚 慎介

製品を自重で落とし込み作業しやすくコンパクトな試験機=防音BOX

エアードライバーから電気ドライバーに変更（エアーツール全廃）

改善前 改善後

改善前 改善後 環
境
活
動
報
告



東芝キヤリア 環境報告書2008

 製品をつくる

●コンプレッサー

塗装工程においても地球温暖化防止に貢献
コンプレッサーは、エアコンの室外機に搭載され、屋外などの高温
多湿の場所でも運転されるので、高い防錆性能が要求されます。そ
のため、本体組立完成後に防錆を目的とした塗装を行っています。コ
ンプレッサー製造部では、環境負荷低減を図るため、小形エアコン
用コンプレッサーの電着塗装化（2006年1月稼働）、全ラインの塗
装前処理装置のリニューアル（2008年1月稼働）を実施しました。
その結果、電着塗装化ではVOC※排出量を年間約20トン削減し、塗装前処理装置では工場圧縮空気レス化、蒸気の再利用などの省
エネアイテムにより、CO2排出量を年間約506t-CO2削減することができました。地球温暖化防止は、一人ひとりの省エネ意識を高め
ることが大切です。今後、製造ラインとともに、代替動力への切り替え、エネルギーの再利用などの省エネ活動に取り組んでいきます。
※ VOC： Volatile Organic Compounds （揮発性有機化合物）

洗浄・乾燥・塗装工程

塗装前処理装置

PRポイント

■2008年1月量産開始

　 旧設備 新設備 効　果

電力量 122 76 －46

蒸気量 310 30 －280

空気量 180 0 －180

合　計 612 106 －506

 単位：t-CO2/年

塗装前処理装置リニューアルによる
CO2排出量削減効果電着塗装化によるＶＯＣ排出量削減
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■VOC排出量削減推移

コンプレッサー用塗料
コンプレッサー生産数

06/1
電着設備稼働

　製造技術担当　

深澤 芳克

●エアコン

職場での何気ない行動から環境活動を
私たちは、家庭用エアコン抜取検査・ラインパトロールを実施し、
誤部品使用や部品の欠品確認および組み込み状態の確認をしてい
ます。主な環境への取り組みは、コピー用紙の削減と省エネです。コ
ピー用紙削減は、裏紙使用とデータの電子ファイル化でペーパーレ

スに努めるとともに、紙廃却時に焼却と再生紙
との分別をしっかり行い、限りある資源の有効
利用に取り組んでいます。省エネでは、照明関
係はもちろん待機電力も考慮した節電を心が
けるとともに、照明器具を省エネタイプのもの
に改善するなど、環境にやさしい職場づくりに
取り組んでいきます。

検査・梱包工程

梱包後の家庭用エアコン

ガスリーク検査

　検査担当　

元越 康夫

ラインから製品抜き取り

開梱包

絶縁耐圧試験

製品外観確認

ガスリーク検査

製品分解

部品型名取付状態確認

組　立

製品梱包

製品返却

コンプレッサーの生産量は増
加しているけど、VOC排出
量は削減されているのね。
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輸送の効率化でCO2削減に貢献
私たち生産管理部は、物流に関する効率向上のための企画・立案/遂行の業務を
行っています。輸送に関しては、2006年度から改正省エネ法（荷主措置）により、荷
主事業者は物流エネルギー使用量の把握と年1％のエネルギー原単位改善が求め
られるようになりました。そこで私たちは、東芝物流株式会社と共同で、主要輸送経
路に使用するトラックの大型化および積載効率の向上、JRコンテナ・フェリーの活

用、航空輸送の抑制によりCO2削減を図りました。2007年度
は前年に対しCO2排出量で146t-CO2（2％）削減、原単位
（t-CO2/売上高）で9％削減しました。今後も無駄のない輸送
を目指し、CO2の排出削減に努めます。

輸送工程

コンテナの活用

　生産管理担当　

福岡 宏俊

●換気扇

通い箱のさらなる充実と3Rの実現へ
ハウスメーカーの廃棄物ゼロエミッション化の方針に従い、ダクト用換気扇の包装資材について主要包装
部材である外装箱や仕切板を回転部品とし、お客さまと工場の間を通い箱方式にすると同時に、梱包台数を
1台/箱から2台/箱の複数台梱包に変更しました。外装箱には折りたたみコンテナ（通称：折りコン）を採用
し、お客さまから工場までの返送容積をミニマム化して通い箱の回収ルートを確立しました。これにより、段
ボールの現地廃棄ゼロ化が実現できました。今後の取り組みとして、他のハウスメーカーへの通い箱方式の
展開や、製造・物流・販売プロセスにおける包装資材の低減化、また、環境配慮材である植物由来プラスチッ
クや再生発泡スチロールの採用検討など、3R（リデュース、リユース、リサイクル）の実現を目指していきます。

出荷工程

　開発チーム担当　

鈴木 栄一

出荷

■出荷・回収流通ルート

回転包装材通い箱外観

倉庫

折りたたんで回収

納品東芝キヤリア
（製造部門）

富士
輸送センター

通い箱
引き取り

客先
（輸送センター）

通い箱を使うと梱包用段
ボールなどがいらないから、
ゴミを大幅に削減できるね。
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廃棄物ゼロエミッション率1％以下
東芝キヤリアグループでは、1990年代から廃棄物の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。廃棄物管理の指
標は、図に示すように、廃棄物総排出量とゼロエミッション率です。廃棄物ゼロエミッション率は、「事業活動に伴って生じる副産物
その他の発生物すべて（総排出量）に対し、各種処理後の埋め立て処分量を1％以下にすること」であり、2001年度に目標を達成
し、その後1％以下を維持しています。

廃棄物管理
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廃棄物 ゼロエミッション率1.27％

1.00％
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0.91％
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0.49％ 0.42％

6,357

■ 廃棄物発生量（総発生量有価物・一般廃棄物などをすべて含む）

総排出量の内訳

5,964t
金属類
74.9%
（4,467t）

廃油 4.1%（244t）
木類 4.0%（239t） その他 1.5%（90t）

廃プラスチック類 4.8%（286t）

木類 7.5%（447t）

汚泥 3.2%（191t）

■ 総排出量の内訳（2007年度）

<集計対象会社>： 5社…
東芝キヤリア㈱、東芝キヤリアエンジニアリング㈱、富士東芝キヤリアプロダクツ㈱、
東芝キヤリアリビングサービス㈱、㈱キャリア総合サービス

設備のリニューアルや効率化でCO2削減
東芝キヤリアグループの事業活動におけるエネルギー管理は、CO2の排出量抑制に大きな役割を担っています。効率的にエネル

ギーを使用していくことが重要であり、さまざまな取り組みを行っていかなければなりません。特に国内生産の90％以上を占める
富士事業所と津山事業所では、空調設備のリニューアルや効率化などを行い、2007年度は、基準年（1990年）に比べ
19.671t-CO2の削減（約40％減）、原単位比率では約30％の削減を実現することができました。

エネルギー管理

※ 電気使用量からのCO2排出量の算出は、２００７年７月経団連提示（電事連データ）
の発電端係数を使用しています。なお、2007年度は未提示のため、2006年度の
値を用いています。
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■ エネルギー起源のCO2排出量・原単位比率（1990年度）

エネルギー

28.328
t-CO2／年

その他 0.4%（0.113t）
・東芝キヤリア本社

東芝キヤリア
掛川事業所 4%（1.001t）
東芝キヤリア
津山事業所 10%（2.959t）

東芝キヤリア
富士事業所 86%（24.255t）
・富士キヤリアエンジニアリング
・富士東芝キヤリアプロダクツ

■ エネルギー使用量（CO2換算）
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生産活動では排出削減のさまざまな工夫を実行しています
東芝キヤリアグループは、空調機器をはじめとするいろいろな製品を製造していますので、事業活動の中で多岐にわたる資源

が使われ環境負荷として排出されています。このデータを投入量（INPUT）と排出量（OUTPUT）に分けて表示し、物資の収支に
ついて表したものがマテリアルバランスです。投入量では、鉄・銅・アルミニウムなどの金属材料が資源・原材料の約8割を占めて
います。これは、製品の大部分を熱交換器やコンプレッサーが占めているからです。また、投入に対する無駄な排出をしないため
に、日々の生産活動の中で、生産時の端材を減らす設計や別の部品に転用するなどの工夫を実施して、廃棄物の低減に取り組ん
でいます。

※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

マテリアルバランス

環境会計は企業価値向上の指針です
東芝キヤリアグループでは、1999年度から環境会計を導入しています。環境経営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。分類や算出方法は、環境省「環境会計ガイドライン（2005年度版）」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。

※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

環境会計

厳しい化学物質管理の基準があります
東芝キヤリアグループでは、「有害なものはできるだけ使用しない」「可能な限り、削減・代替を進める」「使用する場合は適正に

管理する」という考え方で化学物質の管理を行っています。水質汚濁防止法、PRTR法※などの環境関連法で規制されている物
質は、取り扱う前に環境影響評価を行い、「禁止物質」「削減物質」「管理物質」に分けて管理や削減を行っています。また、事業所
の土壌・地下水汚染を把握し、浄化に取り組んでいます。汚染が確認された2つの事業所では、汚染の浄化・モニタリングをして
います。

化学物質管理

<集計対象会社>： 4社…
東芝キヤリア㈱、東芝キヤリアエンジニアリング㈱、富士東芝キヤリアプロダクツ㈱、
㈱キャリア総合サービス

除去 5%（1.25t）

産業廃棄物 4%（1.01t） 水域 1%（0.25t）

取扱量

25.06t
消費
54%

（13.53t）

大気
36%

（9.02t）

■ PRTR対象物質の排出・移動先内訳（2007年度）

0

20

40

60

80

100

120

（年度）

化
学
物
質
排
出
量

（t／年）

PRTR対象外物質 PRTR対象物質

20.7

2001

68.7

19.6

2002

56.3

13.4

2003

46.3

10.8

2004

61.9

9.4

2005

53.5

8.6

2007

32.4

10.7

2006

36.2

2000

28.7

83.7

■化学物質排出量

※ 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
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 製品をつくる

CO 2削減対策

●富士事業所

大規模事業所としての推進活動をさらに積極的に
富士事業所のCO2排出量は、東芝キヤリアグループの80％以上を占め、全体への影響が大きくなっています。そのため、エネル

ギー管理者とエネルギー管理士3名を中心に、省エネアイテムを発掘し、省エネ推進活動を展開しています。2007年度までの省エ
ネ活動は、動力源の改善として、「工場圧縮エアーの供給圧力改善・圧力損失改善」「エアーコンプレッサーの台数制御」「ボイラー
給水温度の改善」「冷却塔ポンプのインバーター化」「周波数変換機の効率運転」があります。生産プロセスの改善では、「エアコン
筐体の塗装レス化」「塗装乾燥方式変更による熱源レス化」があります。また、小形ボイラー、変圧器、空調・冷凍機器、照明機器で
高効率化を図りました。自然エネルギー利用として、太陽光発電設備を導入しました。これらの改善から、CO2排出量は1990年度
比54％と大きく改善することができました。2007年度には、これらの省エネ活動が認められ、エネルギー管理優良工場として関東
経済産業局長賞を受賞しました。今後の取り組みは、生産プロセスの改善、高効率設備・機器の導入を中心に活動のさらなる推進
を行い、エネルギーの使用を抑制した物づくりで環境負荷の低減を図っていきます。

■自然エネルギーの採用 ■高効率設備の導入

警備室の太陽光発電設備 水冷式モジュールチラー 空冷式マルチ空調機

　エネルギー管理者　

佐々木 稔

●津山事業所

工場公園として自然を感じる癒やしの空間を備えた工場を目指します
津山事業所は森で囲まれ、敷地の約53％が緑地という豊かな環境にあります。そのような環境をさらに大事にするために、私た

ちは、CO2の削減と吸収のため、さまざまな仕掛けと取り組みを行っています。津山事業所は、工場公園として自然あふれる緑化の
保護と推進のため、134本の木を植栽しました。また、CO2削減施策として、空気圧縮機のインバーター化、高効率空調器への入れ
替え、高効率照明の導入、工場大屋根の断熱塗装工事などの投資を行い、成果を上げてきました。特に断熱塗装は、環境に配慮し
た水溶性塗料を使用し、第2期工事（大屋根の1/2）が終了しました。真夏の屋根表面温度が塗装後15℃下がり、工場内の空調負
荷が低減しました。2007年度省エネ月間には、エネルギー管理優良工場として、中国経済産業局長賞を受賞しました。今後の取り
組みとして、ハード面では高効率機器の採用を実行していきます。また、計画的に植栽を行い、緑化活動を推進していきます。削減と
吸収の両輪を回し、自然の恵みを肌で感じられる癒やしの空間を創造していきたいと思っています。

高効率照明　工務担当　

工務担当のメンバー
塗装後の工場屋根高効率空調機

■高効率設備の導入 ■断熱塗装の採用
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タイにおける環境リーダーとして
東芝キヤリアタイ社は、タイで東芝ブランドの家庭用エアコンを生産し、日本をはじめ世界中に出荷しています。ISO 14001認証

をいち早く取得（1998年）、社内外に環境活動を展開、翌年以降タイ政府からも何度か表彰を受けています。最近では、政府プロジ
ェクトに協力した活動でTVでも紹介されるなど、エネルギー削減に注力しています。また社外活動として、タイ東芝グループの一員
として、マングローブの植林活動や学校での環境教育支援なども行っています。今後もタイの環境リーダーとしての活動を推進して
いきます。

環境コミュニケーション/海外拠点

●東芝キヤリアタイ社（TCTC）

　環境担当　

Alisaさん（前列右）と
環境担当メンバー

エネルギー削減活動の優良企業として
表彰を受けました。

環境リスクトレーニング

地域の皆さまとのふれあいの中から地球環境保護の呼びかけを
東芝キヤリアグループでは、品川本社がある品川駅周辺をはじめ、さまざまな拠点周辺において清掃活動を行っています。また、
富士事業所で毎年行われる夏まつりには、地域の方々や従業員のご家族に対して環境活動の呼びかけを行っています。2007年度
は、地球温暖化防止をテーマに「エコ宣言」や「環境クイズ」を実施しました。また、毎年富士山ブナ林創造事業に参画して植樹を行
っています。2007年度は、しずおか未来の森サポーターに調印し、「富士山こどもの国」において、東芝キヤリアグループご家族、OB
を含め285人で未来のCO2の吸収に期待を込め、約3,000本の植樹を行いました。

環境コミュニケーション/国内

●地域社会

環境関連の展示会に積極的な出展を実施
東芝キヤリアグループでは、各種展示会へ参加し、広く一
般の皆さまに対して環境調和型製品や環境活動の紹介を行
っています。2007年12月15日～ 17日には、環境関連の
展示会としては国内最大規模の「エコプロダクツ2007」の東
芝グループブース内で、家庭用エアコン「大清快BDRシリー
ズ」とビル用チラー「スーパーフレックスモジュールチラー（空
冷式）」を展示しました。また、2008年3月6日～ 7日に開
催された「第17回東芝グループ環境展」では、家庭用から業
務用の環境調和型製品4件を出展し、事業プロセスでの環
境活動として製品製造時に発生するCO2削減の紹介を行い
ました。

●各種展示会への参加

■エコプロダクツ2007

■第17回東芝グループ環境展
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 製品をつくる

※ 5S： 整理、整頓、清掃、清潔、躾

従業員の環境意識向上と周囲へのPRを積極的に
広東美的制冷設備有限公司は、東芝ブランド家庭用エアコンの日本向けおよび中
国内販向け製造会社です。東芝キヤリア株式会社からの駐在員4名、従業員527名
（最盛期）で構成されています。環境活動としては、従業員に省エネ、5S※などの教育を
実施し、休憩時の消灯や作業前後の清掃を徹底しています。2008年5月には、スタッ
フ事務所や会議室、面会室へ東芝キヤリア製の環境調和型製品スーパーモジュール
マルチシリーズ（SMMS）を設置し、CO2排出量の削減に寄与しました。また、従業員
への環境意識向上を図るとともに、取引先さまへのPRも適宜実施しています。今後は、
さらに従業員一人ひとりの意識を向上させるために、教育や対話機会の頻度を増や
し、順徳工場および美的工場の中でもトップクラスの環境対応を目指します。

●広東美的制冷設備有限公司（GMRA）

環境コミュニケーション/海外拠点

ISO14001に基づく環境活動を実践中
広東美芝制冷設備有限公司は、中国広東省佛山市に位置し、東芝ブランドのロータリーコンプレッサーを年間1,390万台

(2007年実績)製造している海外現地法人です。2002年にはISO14001の認証を取得し、それに基づいた定期的環境要素の測
定、評価と環境監査などの環境管理活動を行っています。地域の皆さまとの環境コミュニケーション活動も積極的に行い、近隣のゴ
ミ拾いで環境保護への呼びかけを行っています。また、工場近くの中学校学生記者を招き、社内環境見学を実施するなど、環境知
識の教育・宣伝活動も行っています。今後は、6σ（シックスシグマ）を活用した省エネ改善や作業現場の圧縮空気使用量の低減、梱
包材のリサイクルなどの3R活動を通じて環境改善活動を継続していく予定です。

●広東美芝制冷設備有限公司（GMCC）

工場近隣の清掃活動の様子 中学生の社内環境見学

駐在員が現地スタッフの環境意識を牽引します
広東美的商用空調設備有限公司は、東芝ブランド業務用空
調機の中国内販向けを製造しています。東芝キヤリア株式会社
からの駐在員3名、従業員57名で構成されています。環境活動
として工場内の緑化を推進し、工場敷地の30%以上の面積につ
いて、芝生化・植樹などを行っています。省エネ活動では、事務所
照明の節電を徹底するほか、夏季のエアコン運転を30℃の設
定にしています。照明スイッチにも表示を行い、従業員全員の省
エネ意識を高めています。今後はスタッフの環境への関心をさら
に高め、ゴミ分別、省エネなどを進めていきたいと考えています。

●広東美的商用空調設備有限公司（GMCA）

技術センター建屋前の緑地

　GMCAのメンバー　
左から

斉 軍
彭 建華
樋口 逸生
王 俊

　GMRAのメンバー　

楊 敏　　坂田 仁志　呉 明星
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●富士東芝キヤリアプロダクツ株式会社（FTCP）

エネルギー削減など、環境活動を積極的に展開
富士東芝キヤリアプロダクツ株式会社では、空調機器、換気扇、コールドチェーン機器製品の組み立

てをはじめ、サービス用PC板、別売品、センサー組み立てなど、多岐にわたる生産活動を行っています。
環境活動としては、主に次の取り組みを行っています。 　環境担当　

槌屋 聡人

ゴミ箱ユニット

●富士冷熱工業株式会社

ISO14001認証取得に向け仕組みづくりに取り組んでいます
富士冷熱工業株式会社は、東芝ブランドの少量多品種のスクロール、レシプロコンプレッサー、空調機器

用オイルセパレーター、リキッドタンクなどの製造を担当しています。従業員数は38名です。洗浄、溶接、塗
装などの特殊工程における環境管理が重要です。2008年12月のISO14001認証取得に向け、環境管理
の仕組みづくりを推進中です。環境活動を通し、省エネ、資源有効活用と合わせて、職場の5S※の推進、労働
安全衛生面の向上も図っていきます。

東芝キヤリアグループの取り組み

　環境担当責任者　

小池 教文

■ 電気（80%）、LPG（15%）他、軽油、灯油、ガソリンのCO2推移
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■ 廃棄物のリサイクル分を除いた最終処分量の推移
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※ ： P37の※5Sを参照してください。

● エネルギーの削減活動：
省エネ活動と高効率設備への計画的切り替え
● 資源の有効活用：
排出ゴミの分別による廃棄物の削減
　（ライン単位の集積場所を決め徹底的に分別する）
● 啓蒙活動：
工場、建屋周辺の清掃活動
誰もが分別しやすいゴミ箱ユニットの設置を行っています。
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国内営業

　営業企画担当　

高橋 裕

5つの力を結集させ、お客さまの満足度を高めます
東芝キヤリアは、本社のほか日本全域に広がる7つの支社

と41の支店で営業活動を行っています。
市場では、「地球にやさしく、高い効率性を実現する空調

機器」に関心が高まり、同時にその需要も高まっています。私
たち営業企画部門は、細かい販売ネットワークを通じ、「開発」
「設計」「製造」「販売」「サービス」の力を集結させ、家庭用エ
アコンから大形の業務用空調機に至るまでの快適空間創造
全般において、幅広くお客さまに省エネ機種による環境負荷
低減のご提案を行っています。そしてこれからも、お客さまの
満足度と信頼性の飛躍的向上の実現を目指していきます。

●営業企画

東北支社

本社

中部支社

関西支社
四国支社

九州支社

中国支社

北陸支社

 製品の販売・サービス

環境調和型商品を九州・沖縄地区のお客さまに
九州支社は九州7県と沖縄県を管轄し、約100名の従業員が省エネ商品を一人でも多くのお客さまに
提案・拡販するため、日々営業活動を進めています。2007年11月に福岡市内で開催した新商品提案会で
は、省エネ大賞受賞の「スーパーフレックスモジュールチラー」を中心にした省エネ商品の展示と、東芝キヤ
リアグループの環境に対する取り組みを約400名のお客さまに説明しました。またこれを皮切りに、九州
各県ごとに省エネ商品の提案・説明会を約550名のお客さまに対して行いました。今後も引き続き「スー
パーフレックスモジュールチラー」をはじめ、「スーパーパワーエコキューブ」や「大清快」などの環境調和型
商品の認知度を高めながら、積極的に提案・拡販を実行していくことが支社の大きな役目だと感じています。

　営業推進担当　

押川 浩教

●お客さま説明会（九州支社）

新商品提案会でお客さまに商品説明をする様子

東芝キヤリアグループの商品を
よろしくお願いします。
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お客さまへのサービス

私たちの役割は、空調機器を価値ある資産として維持することです
私たちは、東芝キヤリアグループの一員として、空調サービス事業における快適で良質な環境づくりをお
手伝いする“サービスソリューション企業”です。空調の最適化、設備機器の効率化、環境対策と省エネ化
などの総合サービス体制を構築し、お客さまからのご要望に「サービス・メンテナンス・エンジニアリング・
工事」の総合力でお応えしています。長年培ってきた豊富な経験と実績、そして高い技術力で環境保全・省
エネ化対策に配慮したソリューションを提供し、お客さまの空調設備を“より価値ある資産に”維持・向上
させ、日々進化する設備機器の安心・安全・快適をお守りしています。そのために、サービス・工事における
環境配慮として、フロン回収・管理を行うため、「第一種フロン回収」を北海道と沖縄を除く45都府県に登
録しています。サービス・工事で発生する廃棄物は、分別を徹底して減量化を行うとともに、マニフェスト管
理を全拠点で実施しています。 

　代表取締役社長　

川端 誠

●東芝キヤリア空調サービス株式会社（TCSC）

いろいろな知恵を出し合い、環境問題に取り組んでいます
私たちは、緊急時の対応も含め、365日24時間のサービスを遂行しています。お客さまの大切な資産

である空調機器の整備提案を行い、安心してご使用いただけるようにきめ細かなサービスを提供してい
ます。
2007年における環境への取り組みでは、業務改善委員会を設置し、埼玉県朝霞市にある倉庫の部品

出庫棚の改善を行うと同時に、部品出庫時の廃棄物削減を行いました。また、空調機サービスで発生する
鉄、銅、アルミなどの金属資源の有効利用と、廃棄物の削減も重要な課題の一つとなっているため、今後の
環境改善に向けたアイデアを出し合い、全員で環境推進に取り組んでいきます。さらに、2007年度はアイド
リングストップキャンペーンを実施しました。このキャンペーンでは、社内公募によりキャッチフレーズを決定
し、全車輌にステッカーを掲げました。排出ガス問題を前向きに取り組むべき問題のひとつと考えて行動し
ています。今後のサービス・工事分野においても環境問題に積極的に取り組み、社会に貢献したいと考えて
います。

　サービス本部　

金淵 晃一

●環境活動の取り組み

アイドリングストップ車輌 アイドリングストップステッカー

倉庫の部品出庫棚の改善

改善前 改善後
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施行された法律に基づき、回収・リサイクルを着実に実施
家電リサイクル法は、埋め立て処理されていた家電製品を有用な資源として再利用するため、また廃棄物その

ものを減らすために2001年4月に施行されました。東芝キヤリアでは、販売店などから家電製品を引き取り、
再び商品として利用するために資源の回収を行っています（2007年度の再商品化など処理台数：約19万8千
台）。その際、地球温暖化をもたらすといわれるエアコンに含まれる冷媒フロンガスも回収し、破壊しています。製
品開発でも、省資源化、長期使用、リサイクルに配慮した設計を行っています。今後も、限りある資源を有効に利
用するため、リサイクルの促進に力を入れていきたいと思います。

※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

家電リサイクルの仕組み

　家電リサイクル担当　

若杉 晴廣

 製品のリサイクル

努力が実を結び、材料の再生化を実現
エアコンに使用されているファンはガラス繊維を含んでおり、再生後の物性低
下などのためリサイクルが困難とされ、これまでほとんどが廃棄されてきました。
今回、使用済みエアコンから回収したファンを破砕して付着異物の除去を行い、
新品のプラスチック材料との最適配合によって目標とする物性を確保することが
できました。これにより、ファン材料の再生化を可能にしました。今後、エアコンの
ファンからファンへの自己循環リサイクル化を目指していきます。このように製品
に使用されている材料をリサイクルし、限られた資源を有効活用しながら、環境
負荷低減の製品づくりを進めていきます。

プラスチック再生化検討

　開発担当　

綿引 王世呂条胤

エアコンのファン

 

リサイクルの拠点、全国に展開
東芝ブランドのエアコンは、全国22の再商品化拠点で処理されています。このうち、株式会社テルム殿の回収ライン、西日本家電

リサイクル株式会社殿の高周波プラズマ式フロン分解装置と分解されたフロンがフッ化カルシウムに変化した後の様子を写真でご
紹介します。なお、2007年度の再商品化率は83％、再商品化重量は7,200トンでした。また、残念ながら2007年6月には、東芝
をはじめとする家電メーカーが管轄する処理工場の一つで冷媒漏れが発生し、主務省から厳重注意文書を受領しました。ただち
に、関係者が現場の確認と対策について説明を受け、同じ過ちを繰り返さないように取り組む仕組みを検討し、対応しています。

※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

リサイクル工場と2007年度リサイクル実績

西日本家電リサイクル（株）殿
高周波プラズマ式フロン分解装置と分解されたフロン

（株）テルム殿回収ライン

■ 再商品化重量の構成比（2007年度）

総量

7,200t
非鉄、鉄などの
混合物 31%
（2,266t）

鉄
48%

（3,398t）

銅
8%

（586t）

アルミニウム
6%（453t）

その他の有価物
7%（495t）
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環境基本方針の詳細はWebで紹介しています
東芝キヤリアグループは、「東芝キヤリアグループ環境基本方針」を基準に環境活動を行っています。具体的な項目（環境経営の
推進、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、地球内企業として）については、東芝キヤリアの環境ホーム
ページで開示しています。

※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

環境基本方針

従業員の気持ちがひとつになり、環境問題の解決が前進するために
東芝キヤリアグループは、東芝グループの環境活動指針をもとに、独自の活動目標を設定して各事業場での
環境活動、環境調和型製品の創出、環境コミュニケーション活動を推進しています。環境活動内容の実績確認
とさらなる実績向上のため、東芝EASTERによる内部監査とISO14001外部監査を実施しています。近年多く
の環境問題が明らかになる中で、特に地球温暖化問題は、企業の事業運営に係わるだけでなく、私たち人間が
安定した生活をおくる上でも避けては通れない課題です。したがって、事業活動における環境への影響をより低
減するための方策を実施することに加え、家庭においても温暖化問題について正しくご理解いただき、温暖化防
止に向けて身近にできることから取り組むことが必要と考えています。
東芝キヤリアグループでは、従業員やご家族の皆さまにも環境活動の重要性を認識していただくよう、各環境
関連月間のメッセージ配信や、環境家計簿の登録／実施、植林活動などを進めていく一方、地域住民の方々に
も各種展示会や夏まつりなどを通じて環境コミュニケーション活動を展開しています。しかし、課題の解決にお
いては、地球規模での継続的な活動が大切であるにもかかわらず、その効果を短期間で確認することは、容易で
はありません。今私たちができることは、課題を解決するための活動基盤をつくり、21世紀を担う人たちに確実
に受け継いでいくことだと考えています。
東芝キヤリアグループは、「21世紀環境創造企業」として、常に厳しい環境負荷低減目標にチャレンジし、未来

に広がる明るい地球を目指して環境活動を進めていきたいと考えています。環境推進室は、従業員全員の心を束
ね、さまざまな環境の課題に果敢に立ち向かっていくための牽引役でありたいと考えています。

環境ビジョン

　環境推進室　

佐々木 美弥

東芝キヤリアグループ環境基本方針

東芝キヤリアグループは、家庭用および店舗・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、コンプレッサーなどの開発・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、環境活動を推進します。

 環境活動のルール

環
境
活
動
報
告



東芝キヤリア 環境報告書2008

拠点・関係各社、ISO 14001の取得拡大へ
東芝キヤリアグループは、安心してお取引していただける企業の
証明として、ISO 14001取得拡大を最優先事項のひとつにしていま
す。製造拠点の認証継続はもちろん、非製造拠点や国内関係会社に
ついても取得の拡大を推進しています。2007年度は、取得を予定し
ていた国内関係会社3社が統合したため、統合取得の作業をすすめ
ています。また2008年度には、国内関係会社の製造拠点である富
士冷熱工業株式会社が認証取得を目指しています。

ISO 14001認証拠点

定期的な責任者会議が機能しています
環境関連の各責任者、経営幹部、国内関係会社環境経営責任者、海外関係会社環境推進責任者が一堂に会して行われる「東芝

キヤリアグループ地球環境会議」は半期ごとに開催され、環境推進室から提案される環境経営をはじめとしたさまざまな事項につ
いて、それぞれの目標と実績が確認されます。国内の事業所、国内関係会社については、2ヶ月に一度の担当者会議を通じて目標に
対する実績の報告を行っています。

環境推進体制

東芝キヤリアグループ地球環境会議

環境推進室

環境経営責任者

環境推進責任者

環境推進副責任者

環境経営

法令遵守・リスク管理

事業プロセス環境推進活動

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

国内事業所

支社・支店

国内関係会社

海外関係会社

本社

 環境活動のルール

■ 認証を取得している会社および拠点
（2008年3月現在）

東芝キヤリア（株）　品川本社
東芝キヤリア（株）　富士事業所
東芝キヤリア（株）　津山事業所
東芝キヤリア（株）　掛川事業所
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
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問題発掘と改善計画策定へ「環境経営情報システム」が活躍中
環境活動の目標に対する実績値を絶えず把握するために、東芝グループでは、エネルギーの使用量、廃棄物排出量、化学物質の

使用量などの環境負荷データや環境会計の各データを各事業所から入力し、一括管理できる「環境経営情報システム」を構築して
います。東芝キヤリアグループでもこのシステムを活用し、各データを毎月収集・集計しています。実績がすぐに把握できるので、各拠
点の環境活動における問題点の早期発見や、目標に対する着実な改善に役立っています。

環境経営情報システムの活用

関わるさまざまな人たちへの教育を徹底しています
地球環境問題は、非常にたくさんの事柄が互いに影響し合っています。持

続的可能な社会を妨げるさまざまな問題が新たに認識される機会が増え、企
業の環境経営を進めていくうえでは、海外法規を含めた最新の情報を反映し
た従業員への環境教育が必要になってきました。東芝キヤリアグループでは、
全従業員が一丸となって環境活動を強力に進めていくために、グループ各社
における環境教育を定期的に行っています。東芝キヤリアの環境教育は、「階
層別教育」、「一般従業員教育」、「技術部門教育」で構成されています。また、
従業員以外では、取引先さまや事業所内の工事を行う工事事業者さまに対し
ても教育を実施するなど、環境関連の事故を未然に防ぐよう努力しています。
これらの教育活動は、今後も計画的に継続していきます。

環境教育

富士事業所内の定期パトロールが成果を上げています
東芝キヤリア 富士事業所では、月に2回（1回目：問題抽出、2回目：改善
確認）の環境パトロールを実施しています。全部門から選出された約20人
の審査員が、事業所内の各部門を月ごとにチェックします。この活動が問題
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。

環境パトロール

環境パトロールの様子

新入社員の環境教育

本番さながらの訓練で問題点を抽出
東芝キヤリアグループでは、事業所内の大きい環境負荷をもつ施設・設備

を中心に、異常想定訓練を実施しています。もしも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、実際の対応と同じ
手順で訓練を行っています。訓練の結果、手順書や関連施設の構造に問題
が発見された場合は改善しています。

異常想定訓練

事業所内での訓練の様子
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企業活動など 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〕 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

1962（S37） スプリット形ルームクーラー製造開始 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
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

1971（S46） 冷凍車冷凍装置製造開始

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） 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ＩＳＯ１４００１を取得

1982（S57） 世界初家庭用インバーターエアコン量産開始

1988（S63） ツインロータリー搭載エアコン量産開始

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）

1993（H5） 電気代約1/2の家庭用エアコンを発売

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

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）

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ヤ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・掛川事業所）

2002（H14） イソブタン冷媒コンプレッサー開発

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
HFC-R410Aビルマルチエアコン発売

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
｢新冷媒インバーターエコ･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｣

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

2007（H19） 富士事業所、津山事業所がエネルギー管理優良工場として
それぞれ関東経済産業局長賞、中国経済産業局長賞を受賞

2006（H18） R410Aスーパーフレックスモジュールチラー発売

2008（H20） グループ内3社統合

※その他の省エネ大賞受賞につきましてはwebをご覧ください。           http://www.toshiba-carrier.co.jp/kankyo/index_j.htm

東芝キヤリアグループの概要
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

会社概要

　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舗・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さまに「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。

東芝キヤリアグループのあゆみ

社　　名：
営業開始：

所 在 地：

代 表 者：
資 本 金：
従業員数：
株　　主：

主要品目：

東芝キヤリア株式会社

1999年4月 （株）東芝 空調・設備事業部と
キヤリア社の合弁会社として東芝キヤリア（株）発足

本社事務所／東京都港区高輪三丁目23番17号
　　　　　　品川センタービルディング
富士事業所／静岡県富士市蓼原336番地
掛川事業所／静岡県菊川市加茂1300番地の３
津山事業所／岡山県津山市国分寺５５５番地

取締役社長　不破 久温

115億1,000万円（2008年4月現在）

約2,500名（2008年4月現在）（グループ約3,200名）

東芝コンシューマエレクトロニクス・ホールディングス60％
Carrier Corporation40％

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
2） ヒートポンプ給湯機
3） チラー、パッケージエアハン、ファンコイルユニット
4） 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）
5） 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、ヘリカルコンプレッサー
6） 換気扇、換気システム
7） インバーター装置

国内主要関係会社 海外主要関係会社
富士東芝キヤリアプロダクツ株式会社
空調機器、冷凍機器、換気扇などの製造

東芝キヤリアエンジニアリング株式会社
空調機器、冷凍機器の開発、設計、製造、販売

東芝キヤリアリビングサービス株式会社
物品販売、厚生施設の管理、運営

富士冷熱工業株式会社
コンプレッサー、空調用部品の製造

株式会社テイキャスプロサポート
空調機器およびコールドチェーン機器販売の
営業支援および代行業務

株式会社キャリア総合サービス
空調機器の生産技術・
流通管理など総合サービス業務

東芝キヤリアタイ社
小形エアコンの設計、製造、販売

東芝キヤリア英国社
業務用カスタムエアコンの販売

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

広東美芝精密有限公司
ロータリーコンプレッサーの製造

広東美的制冷設備有限公司
空調機器の開発、設計、製造、販売

広東美的商用空調設備有限公司
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
空調機器の製造

美的集団武漢制冷設備有限公司
空調機器の製造

東芝開利空調販売（上海）有限公司
空調機器の販売

そ
の
他
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環境報告書に対する第三者による所見

幅広いステ－クホルダーを想定した工夫
　2006年版までは、環境への取り組みをとりまとめた「報告
書」というイメージが強いものでしたが、2007年版からは冒
頭にトピックスが取り入れられるなど、「読み物」として幅広い
ステークホルダーの興味を惹くような工夫がされています。
特に、2008年版の「トピックス １℃（快適と脅威）」は、イラス
トやキャラクターを多用するなど、とても読みやすい内容で、
未来を担う子どもたちにも、地球温暖化を防ぐために私たち
の暮らしの中でできることを分かりやすく説明しており、高く
評価できます。

分かりやすく親しみのある構成
　環境活動の具体的な内容が、商品の企画を立てる→製品
を生み出す→資材を調達する→製品をつくる→製品の販売・
サービス→製品のリサイクル→環境活動のルールと、製品の
流れに沿って順を追って紹介されており、読者にとってたい
へん理解しやすい構成になっています。
　日々の環境活動を実践しているのは従業員の皆さん一人
ひとりです。2008年度の報告書では、取り組みごとに従業員
の顔写真が掲載されています。このような工夫は、従業員の
モチベーションを高め、さらなる発展が期待されると同時に、
読者にとっても顔の見える活動として身近に感じ、親しみの
あるものととらえることができます。

グローバルな取り組みと情報提供
　2007年版からは概要に英語が取り入れられています。全
世界を対象に製品が販売されていること、海外での生産が多
いこと、海外拠点での環境への取り組みが進められているこ
となどから、海外のステークホルダーにも環境情報を積極的
に発信していくことが重要です。今後は、主要な取り組みにつ
いても英語による情報発信が期待されます。また、関連会社
に中国の会社が多いことから、中国語による情報も合わせて
掲載し、環境面でも国際的な役割が高まりつつある中国にお
いて、広く関係者に環境に対する取り組みが理解されるよう
期待します。

今後期待されること
　本報告書は環境報告書という位置付けですが、企業の社
会的責任というCSR活動を含んだ幅広い内容となっていま
す。環境活動報告はもちろんのこと、お客さま、地域社会、従
業員など、さまざまなステークホルダーに対する責任につい
ての社会性報告をさらに充実させ、CSR報告書として、より
広範な社会貢献を盛り込まれることを期待します。

第三者による所見を受けて
　環境報告書の目的の一つに企業活動の情報公開があります。これはともすると一方通行で、読者
の方にとっては興味を引きがたいものになってしまう場合が多いように思います。誰もが、読みやすく
関心を持っていただくのが最良と考えますが、今回は特に従業員の方やその家族の方に、お読みいた
だくことを考え編集しました。そのために、地球温暖化という環境問題に対して、東芝キヤリアグルー
プのほとんど全部門で取り組む姿勢を紹介しました。
　東芝キヤリアグループの企業活動の主目的は、経営理念で表しているように良き地球市民としての
社会貢献です。今後は環境・CSR活動の内容について、海外の方を含むさまざまなステークホルダー
の方にご理解いただけるような構成を考慮していきたいと考えます。

広報担当

酒井 誠

●プロフィール
大阪大学工学部環境工学科卒業
米国インディアナ大学大学院修士課程（生態学専攻）修了
東京工業大学大学院博士後期課程（社会工学専攻）単位取得退学
中央環境審議会臨時委員（環境省）
社会資本整備審議会・交通政策審議会臨時委員（国土交通省）
食料・農業・農村政策審議会専門委員（農林水産省）
神奈川県環境審議会委員
川崎市環境保全審議会委員など

富士常葉大学
環境防災学部准教授

杉山涼子

そ
の
他



環境推進室
〒416 - 8521  静岡県富士市蓼原336番地
TEL.0545-62-5676　FAX.0545-62-5671

●東芝キヤリア株式会社のホームページ
http://www.toshiba-carrier.co.jp/

初版　2008年9月発行
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。

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。

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。

ハッピーとハニーは、緑の国の親善大使 
東芝キヤリアグループと協力して 
地球温暖化防止を呼びかけています。

ハッピー・葉ッパー ハニー・葉ッパー


