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進化する環境創造企業「環境発想全開！」
東芝キヤリアグループは、
「良き地球市民として」
どうあるべきかを常に考えながら、
『 21世紀環境創造企業』
を目指しています。
この中で、企業の社会的責任
（CSR）
を果たすことは最重要であり、
（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展開します。
（３）
健全で透明な経営をします。
この三点を経営理念として揚げ、
さまざまな日常業務の中で、
グループの社員への浸透を図っています。地球
市民として、
「 持続可能な社会」
を実現するためには、人間社会と地球環境へ貢献することが重要だと考えて
います。
科学の発達に伴って、人々は便利な社会を手に入れましたが、
その一方では、地球内のさまざまなバランス
が崩れ、地球温暖化、廃棄物や化学物質排出の問題など、環境への負荷が増大し続ける傾向にあります。来
年２０１０年は、
「 持続可能な社会」
を議論するうえで最も重要な、
「 生物多様性」
をテーマとした
「生物多様性
条約第１０回締結国会議（COP１０）」
が、
日本で開催されます。国連では、
この１０回を節目として、
２０１０年を
「国際生物多様性年」
としています。東芝キヤリアグループでは、
それに先駆け、
この報告書の中で
「生物多様
性」
をトピックスとして特集しました。社内の座談会の模様や、敷地の半分以上が緑地である津山事業所（岡
山県）
の様子を、
自然あふれる工場公園として紹介させて
いただきました。本事業所は、業務用の大形空調製品の
製造本拠地として、
「自然」
と
「モノづくり」の共存を計画
的に維持管理しています。
東芝キヤリアグループでは、社会貢献を行いながら、環
境負荷の低減を図り、お客さまにとって価値のある製品
やサービスを提供することを
『２１世紀環境創造企業』の
あるべき姿と考えております。本年は、今まで蒔いてきた
環境活動の種が芽を出し育ち花になる様子に例え、
「環
境発想全開！」
と称して環境活動を推進します。企業活
動のどのステージにおいても環境との調和を考え、東芝
キヤリアが提供する商品やサービスに関わる調達取引先
さまをはじめ、
さまざまな方々の協力をいただきながら、
グ
ループ全員が一丸となり、
さらなる目標に向かって努力を
し続けてまいります。
2009年9月
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編集にあたって
●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
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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CSR活

動と環境対応について報告しています。具体的には、CSR活動と環

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2008
年度実績を述べています。
さらに、最新の活動については、2009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。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。

《 環境負荷に関わる諸データ 》
東芝キヤリアグループ：7社

・東芝キヤリア
（株）

・東芝キヤリア空調サービス
（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
・富士冷熱工業(株)

《 その他の項目 》
上記7社に加え、以下の会社を対象としています。

目次
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・東芝キヤリア タイ社

・広東美芝制冷設備有限公司
・広東美芝精密製造有限公司
・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

東芝キヤリアグループの概要 ............... 37
東芝キヤリアグループのあゆみ
社会・環境報告書に対する第三者所見 ...... 38
第三者による所見を受けて
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最近の
氷不足
昼寝も

（北
シロ

この美しい歌声を、
皆さん聞きたいと
思いませんか？

花 粉で嫌 わ れ 者
みたいだけど、
伐 採すれば本 当に
解決するの？

里山が住みにくく
なったので、民 家に
おじゃましていま〜す

（ 空 の 上 代 表 ）ヒバリくん

（東北里山代表）
ニホンザルくん

（ 樹 木 代 表 ）杉 の 木くん

ユーカリの 葉っぱが
少ないのでおなかいっぱい
にならないよ

生物多様性特集❶

（オセアニア代 表 ）
コアラくん

人は自

〜いまこそ、地球

おい、そこの人 間、
ちゃんと空気読めよ！

みなさんは、
「生物」と

（ 昆 虫 代 表 ）セミくん

書いてどう読みますか？
普通は「せいぶつ」と読むでしょう。
しかし、同じ意味で「いきもの」であったり、
少々違う意味で時には「なまもの」であったりします。

TOPICS: Biodiversity ❶ / 生物多 样性特辑
空 気も水もこの 地 球も、
私たちみ んなのもの
ですから!

Human beings are also a

part of

It’s Time for Us to Show Our

Gratitud

人 間 Ａくん

今回のお話は、少なくとも「なまもの」＝新鮮な食べ物

そのとおりね!
人間 Bさん

の賞味期限のお話ではありません。

を

人間も生物、
だから自然界の一員です。

て

地球上には実にたくさんの種類の「生物」が存在していま

よ

す。いったいどれくらいの種類がいるかご存じですか。動物

いずれにせよ、生物の種類はたくさんあるということをしっ

では、魚類＝23,000種、両生類＝2,000種、爬（は）虫類＝

かり認識した上で、忘れてはいけない大切なことが二つある

め

5,000種、鳥類＝9,000種、そして私たち人間を含めた哺乳

のです。一つは、すべての生物が同じ地球という星のどこか

リ

類＝5,000種となっています。

で暮らしているということ。そしてもう一つは、最近になって

ま

「えっ〜、ちょっと少ないんじゃない？」
と思う方も多いのでは
ないでしょうか。実はその通り。これらの動物はすべて脊椎

地球環境のことをいろいろと考えるようになってきた私たち人
間も、実は生物種の一種であるということです。

き

（せきつい）動物に分類されるもので、全部合わせても4〜5
万種に過ぎません。このほかにも昆虫などの節足動物が80
万種、貝類などの軟体動物が11万種、アメーバやミドリムシ
などの原生動物が3万種、クラゲなどの腔腸（こうちょう）動
物が1万種という具合に、動物の範囲が広がればこんなに種

Point

1

類が増えていきます。それに動物以外の生物を加えていく
と、普段何げなく目にする植物だけでも30万種。さらに、ウ
イルス、細菌、菌類まで含めると、生物種は合計500万以上
になると考えられています。実はこの数字にもいろいろな考え
方があり、未確認の生命体までを含めると数千万種とも1億
種とも言われています。
3
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Point

2

すべての生物の
住まいは地球であると
認識しよう!
人間も生物の
一種であることを
忘れるべからず!

た

あ

の

の

た

ひ

最 近 の 北 極は
氷 不 足で安 心して
昼 寝もできないよ
（北極代表）
シロクマくん

近頃のサバンナも、
なかなかおいしい
ご飯にありつけなくて・・・

生物多様性特集 ❶

（サバンナ代表）
ライオンくん

卵を産むにしても、
昔ほど良いところは
少ないネェ

く
家に
ま〜す

（インド洋沿岸代表）
ウミガメくん

）

特集

海 水の温度が昔と違うよ！
日本近 海もルート変 更かな？

は自然だ。

（ 水 の 中 代 表 ）本マグロくん

区分

/ 生物多 样性特辑 ❶

also a

Gratitude to the Earth / 现在正是我们应该回报地球的时候

生物の営み・
・
・バラエティに
富んでいるから「多様」です。

野 生 生 物 種の減 少 速 度
は年々加速し、この100
年で40,000倍のスピード
になりました。

速度（種/年）

1900年

1

1975年

1,000

2000年までの
25年間平均

40,000

出典：N.マイヤーズ推計

キリンは高い木の葉や実を食べるだけではなく、長い足を大
きく広げて川で水を飲みます。植物も雨や陽の光を受けて成
長します。つまり、山や川、砂漠、湖、森林、湿地、海・
・
・この

を住まいにする生物たちは、いったいどのような暮らし方をし

ような自然環境の下で生物の生きる営みが行われているの

ているのでしょうか。それぞれの生物種が個性を活かし、そ

です。いろいろな生物種がいて、それぞれが固有の遺伝子を

れぞれ置かれた環境に順応するように進化していったことは

持ち、異種生物同士が絶妙なバランスのもとに生態系を形

よく知られています。

成していることを
「生物多様性」
と呼んでいます。
「多様」
と

っ

例えば、キリンは首を伸ばして高い木の餌を獲っていたた

は、
「いろいろな種類の違ったものがある」
と訳されることか

る

め首が長くなったという仮説があります。これは、もともとキ

ら、
「生物多様性」は、言い換えれば「バラエティに富んだい

か

リンという哺乳類は、首が長い種とやや短い種が存在してい

ろいろな生態系」
と解釈できるのです。

て

ましたが、高い場所の餌を獲るのに適した首の長い種の方
き残った長い首の種同士の間に生まれる子どもが増え、その

覚えておこう！
「生物多様性」を語る時の
3つのキーワード

遺伝子が長年受け継がれてキリンという動物の首は長くなっ
たと推測されます。
たっぷり餌を食べたキリンは糞（ふん）
をします。その糞は

その他

まず、一つ目の大切なことについて考えてみましょう。地球

が生き残る確率が高くなったことを示唆（しさ）
しています。生

環境活動報告

ow Our

part of Nature / 人类与自然是一体的

社会性報告

そ、地球へ恩返し〜

野生生物種の減少推移

1 「個」
の多様性

生物は、遺伝によって
次の世代に「個性」を
受け継ぎます。

2 「種」
の多様性

生物群の集まりには、
たくさんの生物種が
「共存」しています。

3 「生態系」

生物は勝手に生きている
のではなく、他の生物種と
「依存」しあっています。

植物が成長していくための栄養になっていくことは言うまでも
ありません。また、地表をすみかにする虫たちの中にも動物
の糞を大切な栄養としているものも少なくないはずです。こ
のように、ごく狭い範囲ですがキリンが生きている環境を見
ただけでも、植物や昆虫などの異種生物がつながりを持ち、
ひとつの生態系をつくっていることがわかります。
キリン・植物・昆虫という3つの生物を例に挙げましたが、こ

の多様性

れらの連鎖には実は生物以外の要素も深く関わっています。
東芝キヤリア 社会・環境報告書 2009
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地球の歴史で「誕生と絶滅」
が繰り返されてきました。
大切なことの二つ目です。生物多様性は、地球環境問題が
生活の関心事として誰もが考えるようになっている中でクロー
ズアップされるようになりました。しかし、生物多様性を議論し

生物の大絶滅が
起こった過去の時代
約5億900万年前〜

オルドビス紀 約4億4,600万年前
デボン紀

約4億1,600万年前〜
約3億6,700万年前

二畳紀

約2億9,000万年前〜
約2億5,100万年前

三畳紀

約2億5,100万年前〜
約1億9,500万年前

白亜紀

約1億4,000万年前〜
約6,500万年前

ている私たち人間も、生物の一種であることを忘れてはいけま

恐竜の絶滅は、地球に隕石が落下した
ことによる天変地異という説が有力。

せん。このことを自覚した上で、
「生物種の絶滅」
について考え
てみると、心が締め付けられるような事実が見えてきます。
量絶滅が5回あったと言われています。聞き慣れないかもしれ

生物は、自然と上手に付き
合わなければなりません。

ませんが、その5回とは、オルドビス紀、デボン紀、二畳紀、三

現代に生きる人間の営みに目を向ける前に、昔の人たち

畳紀、白亜紀と呼ばれる5つの時代です。これらの中では、白

は、自然との共生を特別意識せず行っていたはずだというこ

亜紀にその当時地球を支配していたとされる恐竜が絶滅した

とを再確認しておくことも大切です。

約46億年前に地球が誕生してからこれまでに、生物の大

ことが有名です。恐竜の絶滅は、地球に隕石が落下したこと

住居にしても着衣にしても、先人たちは自然界にあるもの

が原因と考えられています。また、それより以前にも大規模な

を上手く利用し、生活に溶け込ませていました。これは、人

火山活動による環境の急変により、生物の大量絶滅が起きた

間以外の動物が営んでいる方法とあまり変わりありません。

時代もあったようです。

例えば、鳥が子育てをするために小枝や草木を集めて巣づ

このように幾度かの大量絶滅を繰り返し、約600万〜700

くりを行ったり、木の幹に穴をあけて住居にしているのは、文

万年前に人類が誕生しました。人間はやがて、自分たちが生

字通り自然と共生していると言って良いでしょう。しかし人間

きるための食糧や衣類など、数々の生活物資を狩猟によって

は、進化の過程で知恵を働かせるようになり、やがて文明を

得始めました。これにより、特定の生物種が絶滅に追い込ま

構築するようになりました。かつては自然と共存共栄してき

れるようになったのです。ところが私たちが暮らす現在は、過

た人間も、文明を発展させるために、次第に自然とは異質な

し

去のどの時代よりも生物種絶滅のスピードが速く進行してい

ものを創り出すようになっていったのです。

化

今の私たちの暮らしを見渡してみればそれは一目瞭然で

ると言われています。

の

す。コンクリートの塊の中に暮らし、電気が無ければ、読む

つい最近まで、私たちにも
｢自然と共生する｣暮らしはあった。

ことも書くことも見ることもできない生活です。
「移動する」
に

ろ

しても、さまざまなエネルギーを使用した交通手段を利用し

＝

ます。列車の線路を一本通す場合も、自然を犠牲にせざる

上

を得ません。

然

また、生きるために欠かせない
「水」の存在も、技術の力

え

によって文字通り私たちを潤すものに進化し、自然のものと

て

はある意味で隔たりあるものになってきています。それは、

と

「空気」
に関しても同様です。

な

た

で

の

5
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生物多様性特集 ❶

自然のままに暮らす動植物たち

さまざまな｢快適｣を手に入れた人間

特集

き
。

ち

こ
社会性報告

。

を

自然環境に貢献できる
科学技術こそ価値がある。

き

空気は、地球上の生物のほとんどが生きるために必要と

私たち人間が生物多様性を語る時、人間だけは特別な

しているものです。つまり、空気を汚したり、空気中の二酸

存在であると錯覚を抱いてしまう人も少なくないでしょう。文

化炭素と酸素のバランスを崩すような行為をしてはいけない

明をつくり、たくさんの科学技術を生み出し、そして社会を

のです。

発展させてきた人間の功績には素晴らしい価値があります。

ろ、生物の中で人間だけが科学技術によって
「空気の快適さ

環境活動報告

しかし、人間も生物種の一種であり、自然環境そのものであ
る以上、特別な存在にはなり得ません。

＝空調」
を追求できるようになりました。人類が数百万年以

地球誕生から46億年の間には生命の誕生と絶滅を繰り

上かかって初めて身に付けたこうした科学技術は、決して自

返すたくさんのドラマがありました。この長い年月の間に生

然を破壊に導くものであってはいけません。未来永劫
（みらい

物に対して起きたことは、あくまで「偶然」
と考えるべきなの

えいごう）、人間を含めたすべての生物が永遠の営みを続け

です。だから、人間が今も地球に生き残っているのもまさに

と

ていく限り、空調に限らず、あらゆる科学技術は、自然環境

偶然であり、絶滅した生物種にならなかったことに胸を撫で

、

という大きな舞台では、あくまで脇を固める存在に徹するべき

下ろしても良いくらいです。

なのでしょう。そして、科学技術によって世の中に誕生してき

技術を生み出すこと、創意工夫がとても得意な生物「人

たものは、単に人間を満足させるだけではなく、何らかの形

間」だからこそ、しっかりと先を見据えた地球への恩返しに

で自然環境にも貢献できる価値をもっていることが望ましい

取り組んでいこうではありませんか。

その他

し

本来ならば自然の空気を恵みとして生活を営むべきとこ

人間だからできることを
真剣に考えよう。

のです。

東芝キヤリア 社会・環境報告書 2009
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生物多様性特集❷ー誌上座談会

生物多様性とわたしたちが で

Biodiv
生物多

風がやさしい日でした。緑がまぶしい日でした。遠くで鳴く鳥の声がすぐ近くに聞こえる日でした。
そして、
日本を象徴する自然美の富士山が見守ってくれる日でした。
そんな初夏の陽射しあふれる日に、生物多様性をテーマに座談会が行われました。

子どもの頃の遊び場を思い出してみれば・
・
・。
佐藤 「環境・CSR本部」の佐藤です。
「環境活動」
は企業の
CSRの一部ですが、大きな部分を任っています。
そういう業務の
中で私は、
自分が子どもの頃に経験した自然に携わる体験を、
自
分の子どもの世代にもぜひ味わってもらいたいと強く思うように
なりました。岐阜県生まれの私は、子どもの時におばあちゃんが
住む田舎に行くのが楽しみでしたよ。
齋藤

私は横浜生まれの横浜

育ち。皆さん「横浜」
というと
都会のイメージが強いでしょう
が、子どもの頃の家の近くに
は川が流れていてザリガニが

物多様性」
を語るにはもっと時間をか

獲れ、裏山ではクワガタを採集す

ける必要がありますが、私たちの子どもの頃の自然を未来永劫
（みらいえいごう）
残す議論はしっかり行う必要があると思います。

ることもできました。
山本

齋藤さんが子どもの頃に育った環境が、私が勤務する今

佐藤

生物多様性という言葉にはいろいろな意味が包括され

の津山事業所ですね。私自身、子どもの頃はどちらかと言えばイ

ていますね。地球本来の営みに
「近づける」、
あるいは
「戻す」努

ンドア派で外では遊ばないほうでしたが、
そのようなお話が今の

力が一個人としてどこまで可能か。
それが、地球への恩返しにな

職場に置き換えられるので、
とても臨場感がありますね。

るなら議論の機会をもっと増やして一人ひとりが真剣に取り組ん

佐藤 とにかく昔はいたるところが「土」
でしたね。ですから、
自然

でいくべきです。

とふれあうという感覚ではなく、普通に
「自然」
が周りにあったとい

日本の環境対策活動に厳しい採点続出。

うほうが正しい表現でしょう。

佐藤 ここで私からの提案ですが、現在日本が取り組んでいる
環境・CSR本部 本部長

佐藤 友彦

2009年1月に新しく環境部門と
CSR部門が一体となって発足し
た環境・CSR本部から参加です。
生物多様性について自身の体験
をもとに深く語ります。

杉山

土のほかにも土に生える草、特に
「雑草」
を見ているとよ

環境対策について、皆さんで採点してみませんか。
くらいだと思います。
齋藤

私も同じです。理由は、産業を発展させる目的で生物の

生息地をどんどん無くしているからです。干潟の減少などはその
顕著な例でしょう。実行しているエコ対策は認めますが、比較す
るとどうしても30点くらいの評価になってしまいます。
私は50点くらい付けられると思います。日本が世界に対

く分かることがあります。以前まで生えていたところから場所を移

山本

し、次は違ったところから生えるようになる。そして、
その種類も

してどのくらいの貢献ができているか分かりませんが、技術面で

違ったものが生えてきているように思います。
まるで雑草が何か

の進歩は胸を張れると思います。

ど

をメッセージしているようです。
辻村

男性の皆さんもそうでしょうが、女性の私も、
「 前は海、後

ろは山」
という環境に育ったので、
自然を満喫していました。
しか
し、宅地化が進むに連れて田んぼに居たカエルやメダカにはだん
だん出合えなくなりましたね。
齋藤

宅地化による自然減少は痛感します。最近は、
どうも生き

津山事業所

山本 孝

生産管理担当

『工場公園』
を唱える津山事業所
からの参加です。周囲を自然で囲
まれ、鹿や狸などの動物ともふれあ
える環境です。

物が遠い存在になってしまったような気がします。海釣りが趣味
の私ですが、海中生物よりも陸上の生き物や植物で特にそれを
感じます。
杉山

私が生まれて今日まで50数年。地球誕生からの46億年

の歳月に比べればちっぽけなものですが、皆さんが話して今感じ
ているこのような出来事は大きな問題ととらえるべきでしょう。
「生
7
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し

辻村 ・
・
・難しいですね。
ちょっと厳しいかもしれませんが、30点

コアテクノロジーセンター

辻村 朱美

紅一点の参加です。仕事では技
術開発を行っていますが、仕事に
携わる面からと主婦の立場の目線
でテーマに斬り込んでいきます。

本文13Q 21H送り

生物多様性特集 ❷

が できること。

ます。生産量を増加させるためには使うエネルギーも増えるわけで
すし、厳しい規制をクリアしていくのはたいへんだと思います。自
然豊かな津山にいると、
ついこんなことを感じるようになりました。

生物多様性 を掘り下げると
見えてくるものがある。
佐藤

生物多様性の原点を考えると、
結局「人間のために何が

できるか」
が重要ですね。
日本人の祖先は農耕民族といわれてい
ますから、
狩猟民族とは違い
「つくる」
「 再生する」
という知恵を働
かせることがきっとうまいはずです。例えば、
「農業生産性を高める
ための空調」
をテーマに技術開発に取り組むのも面白いですね。
齋藤 しかし、企業である以上は利益を追求すべきですよね。生
確かに0点ではない。
しかし、

み出した技術が社会の役に立つならば、利益を考えずに実行し

100点は付けられない。
そうなると私も50点くらいの評価ですね。

て良いというはずがありません。つまり、
もう一方で、企業としての

杉山

問題提起した私は、二つの視点で評価したいと思いま

バランス感覚も問われているのではないでしょうか。
杉山

努

言ったように、技術を駆使した取り組みなどで、80点は付けても

います。空調システムでお客さまを満足させることは当然ですが、

な

良いと思います。一方、
それを実践しているかということになると

違った角度から、
目に見えない貢献が必要な時代だと思います。

ん

20点程の評価ですね。

企業全体のバランスもさることながら、従業員一人ひとりのバラ

山本

おっしゃる通りかもしれませ

。

ん。
「やれるはずなのにできていな

る

つながらない結果になってしまうので

の

私も齋藤さんがおっしゃる
「バランス」
がキーワードだと思

ンスが大切になってくるでしょう。
辻村

マイ
ボトル

エコ
バッグ

しょう。

一度便利さを手に入れた人間は、
その便利さをなかなか

捨てられるものではありません。
しかし、
このテーマは、個人はもち
ろん、地域や国、
そして地球全体のテーマであることだけは間違
いありません。

辻村 エコバッグにしてもエコ箸にし
ても、
さまざまなエコについて、一部の
報道で有意義な情報もありますが、

マイ箸

その他

点

い」。
それが、
どうしても高い評価には

環境活動報告

佐藤

す。まず、環境に対するポテンシャル面では、先程山本さんが

れ

社会性報告

。

ふれあい自然塾では、
『自然体
験』
という手法を用い、自然の
中で過ごすことで、
自然を自分
の身近にあるものととらえ、環境
問題に取り組むためのきっかけ
づくりを提供しています。

Biodiversity and What We Can Do for It.
生物多样性与我们为此所应做的努力。

特集

劫

座談会を行った、
｢田貫湖ふれあい自然塾｣
（富士宮市）
の自然体験ハウス

マイ
うちわ

の

反面、私たちが誘導されている感も

す

あり、見極めることも必要だと思います。
また、主婦の立場を離

対

エコに対する重要度が高まっていることも実感しています。

で

山本

れ、毎日の仕事では製品化におけるコスト管理を考える一方で、
私も仕事の立場上、
エネルギー使用量やCO2排出量な

どを管理しているので、
日本という国の規制面の厳しさを強く感じ
技師長

杉山 誠
今回は技師長という立場で参加
です。当社の技術が地球環境に
どう貢献できるかが今後大切にな
るでしょう。

佐藤

失ったものを取り戻すのは私たちの世代だけではできな

いでしょう。
しかし、本当に残したいものに目を向け、残すための
経営情報システム担当

齋藤 利男

釣りが趣味で、1年のうちの大半を
海で過ごす？ほどです。最近は山
や川も含め、自然とのふれあいが
大好きです。

努力は惜しむべきではありません。私が育った土や草がいっぱい
の田舎も、今はアスファルトの景色になってしまいました。アス
ファルトの風景を次世代に残すのは悲しいではありませんか。環
境への取り組みは、私たちを含め、地球を愛するすべての人たち
が、決してブームで終わらせてはいけないことですね。
東芝キヤリア 社会・環境報告書 2009
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社会性報告

1

企業姿勢

Our Attitude to Corporate Social Responsibility
企业经营姿势

東芝キヤリアグループ経営理念

Basic Commitment of the Toshiba Carrier Group

东芝开利集团的经营理念

東芝キヤリアグループは、1999 年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クが手を組むこ
とで、設立以来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。また、2008 年 4 月には、グループ会社である「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。

良き地球市 民として
経営理念

経営ビジョン

スローガン

１．人間社会と地球環境に貢献します。
２．お客様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。

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」のトップをめざします。

Advanced Eco Evolution “Made of and for Eco”
全員の協働力で顧客創造！

Team for Customer value Creation

東芝グループ行動基準

Toshiba Group Standards of Conduct

东芝集团的行动准则

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。

東芝グループ コンプライアンス方針

9

1

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

2

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。

3

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 社会・環境報告書 2009

コンプライアンスは、法律を守ることはもちろん、
世の中の人に胸を張って自分の仕事を
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、という意味なのよ。

社会性报告

Social performance

ペンタゴンパワー

Pentagon Power

五角形体系的动力
特集

お客さまの満足と信頼向上のために
東芝キヤリアグループは、家庭用エアコン、店舗 ･ オフィス
用エアコン、列車用クーラー、大形空調にいたる空調システム

開発

機器全般、換気機器、冷凍・冷蔵機器、給湯関連機器、コンプ
レッサーなどの開発・設計・製造・販売を通じて、
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

サービス

エアコンや店舗・オフィス用エアコンを製造する国内最大の

社会性報告

品とサービスをお届けしています。製造部門では、主に家庭用

設計

製造拠点の富士事業所（静岡県富士市）をはじめ、大形空調

CSR/環境

を担当する津山事業所（岡山県津山市）
、また、関係会社であ
る富士事業所に隣接する富士冷熱工業は、空調 ･ 冷凍機器用
コンプレッサーなどの製造を担当しています。さらに国内外
に多くの営業拠点や関係会社を有しています。

製造

販売

商品が企画開発されて、お客さまの手元に届くまで５つの

環境活動報告

「力」を軸として、迅速で確実な経営を行うとともに、お客さま
の満足度と信頼性の向上を実施しています。
この５つの「力」
はそれぞれ、
「開発」
「設計」
「製造」
「販売」
「サービス」であり、
それらの「力」を相乗的に発揮することにより生まれるパワー

国内拠点

を協働力（ペンタゴンパワー）
と呼んでいます。企画や調達を

製造拠点

はじめとする全社のスタッフは、ペンタゴンパワーを強力に支

営業拠点

える部門です。
また、環境活動を含む CSR 活動は、事業活動を

海外関係会社
3
7 支社、
35 支店・営業所

中国

7

タイ

1

英国

1

行うどのステージにおいても不可欠であり、人体で例えれば、
全身を流れる血液のようなものとして全社員にその必要性を

仁王悟空プロジェクト

その他

意識付け、実践しています。
Niou Goku Project

“仁王悟空”计划

50 年先を見据えた仁 王悟 空（2059）プロジェクト全開
東 芝 キ ヤリアグ ル ー プ は、2008 年 度 か ら
「仁王悟空
（2059）プロジェクト」をスタートさせました。
これは、東芝ブ
ランドエアコンとして富士事業所での製造 50 年目にあたる
2009 年度を節目に、過去の 50 年を振り返りながら、ますま
す人々の生活の様相が変化すると予想される今後 50 年にお
ける東芝キヤリアグループのあり方を考えていくものです。

「仁王悟空」は、
その語呂合わせから
「2059」年を意
味し、仏門の前に立つ「仁王」
と中国唐代の仏教の僧
「未知
侶の名前｢悟空｣※に由来しています。すなわち、
の領域にも覚悟を持って入り、
そこで発見、気づき、会
得せよ」
という思いが込められています。

2

0

5

9

ニ

オウ

ゴ

クウ

「仁王悟空」

このプロジェクトでは、さまざまなイベントを通じ、50 年後
の「環境に配慮した快適空間の創造」を考え、新たな環境創
造の姿を多くの機会で提供していきます。

※ 悟空（731 年 - 没年不明）は中国唐代の仏教の僧侶。20 歳の時、玄宗皇帝の国使として
天竺に派遣されたが、ガンダーラで病を得て、使節一行と別れインドに留まり、その後
40 年間天竺各地の寺院を巡って仏典を蒐集した。

1959年（50年前）

2009年（現在）

2059年（50年後）

ルームエアコン製造開始

ルームエアコン製造
50周年

環境に配慮した
快適空間の創造
東芝キヤリア 社会・環境報告書 2009
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社会性報告

1

企業姿勢

Our Attitude to Corporate Social Responsibility
企业经营姿势

東芝キヤリアグループＣＳＲ活動の概要

Outline of Toshiba Carrier Corporation CSR Activities

东芝开利集团 CSR 活动之概要

すべての事業活動は CSR を念頭に、 〜環境・CSR 本部を発足〜
東芝キヤリアグループの CSR 活動は、経営理念※に基づいた日々の事業活動であり、CSR を念頭においた活動はグループ
全員の責務であると考えています。東芝キヤリアは、この事業活動をより推進するために、2009 年 1 月に CSR 部門（2008 年
7 月設置）
と環境部門を統合し、
「環境・CSR 本部」を発足させました。
※ 生命・安全と法令遵守を最優先することを至上命題とし、経営ビジョンを共通の価値観としながら、東芝グループの行動基準を事業活動遂行上の行動規範としています。
（P9 参照）

東芝キヤリアグループのCSR
環境

コンプライ
アンス

内部統制システム

お客さま満足

社会貢献

取引先さま
との関わり

人権・
従業員満足

Internal Management System

内部统控体系

コーポレートガバナンスの強化へ
東芝キヤリアは、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※を構築していくことを

東芝キヤリア株式会社のガバナンス体制

決議しました。取締役会および業務執行を担

株主総会

当する業務執行役員が経営の責任を担当し、
監査役会と経営監査部が経営および業務の適
正性を監査します。また、財務報告の信頼性を

取締役会

確保するためにも、経営監査部門が中心とな

取締役

って、全社レベル統制、プロセスレベル統制、

監査役会
監査

選任・解任・監督

IT 統制など内部統制システムの構築を推進し
ています。
東芝キヤリアグループは、さらなるコーポ

連携

業務執行役員
各部門

レートガバナンス強化に取り組んでいきます。

監査役

経営監査部
監査

※ 株式会社の業務の適正性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。

通報制度の拡充

Expansion of Reporting System

举报制度的扩展

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
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、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、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
の施行に合わせてお取引先さまからの通報を受け付けるための「クリーン・パートナー・ライン」※も開設しています。
さらに、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も努めています。
※お取引先さま通報制度
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Social performance

社会貢献によるさまざまな受賞

积极开展社会贡献活动并受到各种表彰
特集

空調機寄贈

■

Award-winning Social Contribution Activities

Donation of Air-conditioner to Local Preschools / 向社区捐赠空调

園児たちの笑顔が社員たちの笑顔をつくります
東芝キヤリア発足 10 年の節目に、富士事業所と津山事業所が地元の保育園・幼稚園へ空
調機を寄贈しました（富士市：20 ヵ所、津山市：16 ヵ所）。空調機は、保育室や遊戯室などに
設置され、いつも快適に使っていただけるように、サービスマンによる保守点検も行ってい

津山市 市政功労賞 授与
（2009年2月7日）
社会性報告

ます。富士市の鈴木市長からは「多くの施設へ寄贈いただきたいへん感謝している。設置さ
れた園から喜びの声が寄せられている」
とのお言葉とともに感謝状もいただきました。
また、
津山市では、寄贈の模様が地元のマスコミの「つやまTV」
で放映されるとともに、市からは市
政功労賞が授与されました。園児の健やかな成長と笑顔に当社の空調機が貢献できたこと
は、担当者はもちろん、グループ一同の喜びです。幸せな気持ちになれる出来事でした。

でんきの礎

■

園児とお話をする不破社長

IEEJ One Step on Electro-Technology Award / 被日本电气学会授予“电子的基石”

過去の偉大な功績をあらためて認識する機会です
環境活動報告

電気学会は創立 120 周年を記念し、歴史的に記念される電気技術に対する顕彰を行い
ました。
この電気技術顕彰『でんきの礎』は、
「電気技術の隠れた功績・善行などをたたえ、
広く世間に知らせるものであり、技術史的価値、社会的価値、学術的・教育的価値のいずれ
かを有し、約 25 年以上経過したもの」に与えられます。東芝キヤリアは国内初のインバー
ターエアコンを開発したとして、第 1 回（2008 年 10 月）に表彰対象 10 件のうちの 1 件とし
て表彰されました。諸先輩方の功績をあらためて認識するとともに、未来へ向けて、さらに
技術を発展させていきたいと強く感じました。
※詳しくは、下記ホームページをご覧ください。

web http://www2.iee.or.jp/ver2/honbu/30-foundation/data02/index01.php

Toshiba “ASHITA” Award / 荣获“社会贡献奖”

その他

社会貢献賞

■

原島選考委員長・田井会長との記念撮影

心をひとつにした森づくり活動を展開中
東芝キヤリアグループは、
「東芝グループ 150 万本の森づくり」の一環として、静岡県および
富士市と約 4ha の森林整備を行う
「しずおか未来の森サポーター」協定を締結しています。
こ
の協定に基づき、2008 年 3月から2012 年 3月までの 4 年間にわたり、植林、育林の費用負担
やボランティア活動を行います。ボランティア活動は従業員やその家族の環境教育の場とし
て大いに活用していきます。

社会貢献賞受賞の様子

2008 年 3 月には、従業員 166 名とその家族 91 名が「富士山こどもの国」計画地内で 3,000 本の植林を行ったことにより、静岡県
知事から
「Smile1 資金による貢献」
「Smile2 労力による貢献」
「Smile3 地域との連携」の 3 項目と
「二酸化炭素吸収量 8.94トン CO2
相当」の認定を受けました。
また、この社会貢献活動で、
（株）東芝 コーポレート社長表彰の第四回社会貢献賞※（Toshiba “ASHITA“
Award）
も授与されました。
web

東芝グループ 150 万本の森づくり http://morizukuri.toshiba.co.jp/social/jp/morizukuri/
しずおか未来の森サポーター http://www.pref.shizuoka.jp/kankyou/ka-080/mori/kigyou/kigyou.html
社会貢献賞（Toshiba ASHITA Award） http://www.toshiba.co.jp/social/jp/ashita̲award/index̲j.htm

省エネ大賞

■

Energy Conservation Grand Prize for excellent energy conservation equipment / 荣获“节能大奖”

11 年連続で製品の省エネ価値が認められました
東芝キヤリアグループの省エネ大賞受賞は、11 年連続 22 回の受賞となりました。2008
年度は、店舗・オフィス用エアコンの「スーパーパワーエコキューブシリーズ」が経済産業
大臣賞を受賞しました。また、家庭用エアコン「大清快 PDR シリーズ」は、省エネルギセン
ターの会長賞を受賞しました。なお、経年の受賞結果については、Web で紹介しています。
※詳しくは、下記ホームページをご覧ください。

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

表彰式場での不破社長と開発代表者 佐野泰史
東芝キヤリア 社会・環境報告書 2009
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2

お客さまへの責任
製品の安全確保

Responsibility to Customers
公司对顾客的责任

Ensuring Product Safety

确保产品的安全性

お客さまが安全で品質の高い製品をお使いいただくために
東芝キヤリアグループは、安心で安全な商品をお客さまに提供することを第一に考えています。
お客さまの安全を確保するためには、改正消費生活用品安全法などの関連法規制を遵守し、積
極的かつ誠実な情報開示に取り組んでいます。万一、市場で事故が発生した場合は、すみやかに所
管官庁に届けるとともに、社内での迅速な対応策の検討を行います。
2004年8月に行った、家庭用エアコンLDR／YDRシリーズの社告・リコール（526,445台）では、商

業務執行役員
サービス本部長

森安 道郎

品を購入したお客さまに対して当社窓口への連絡を呼びかけ、改修は今年で6年目を迎えました。
「決して忘れない。二度と繰り返してはならない。」
として、毎年8月10日をメモリアルデーに設定し、
全社で再認識しています。2009年7月31日現在では、375,203台（約71%）の改修が終了しました。
今後もリコール品の改修を継続しながら、新しい商品に対しては、お客さまが安全でクオリティ
の高い商品を使用していただけるよう努力していきます。

当社製品をご利用のお客さまへ重要なお知らせ
ル ー ム エ アコン

密 閉 式 石 油ストーブ

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。

該当機種は48機種

《 詳しくはwebまたはお電話でご確認ください。》

http://www.toshiba.co.jp/tcn/news/
press070905̲j.htm
お客さまフリーダイヤル

012 0 - 10 4 -351

電気式浴室換気乾燥暖房機
2001年以降に設置された（壁取付けタイプ）VBK-8A および VBK-8S

LDRシリーズ

《 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
お客さまフリーダイヤル

YDRシリーズ

《 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/aircon.htm
お客さまフリーダイヤル
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0120 - 4 4 4 - 8 9 9

012 0 - 4 4 4 - 392

ジェットバス
1997年以前に設置した機種
《 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/jetbath.htm
お客さまフリーダイヤル

012 0 - 0 9 8 - 782

社会性报告

Social performance

空調換気ご相談センター

Toshiba Carrier Corporation Call Center for Enquiry on Air Conditioning

空调和排气设备售后服务中心

東芝キヤリアグループは、東芝の空調機器や換気機器について、
コールセンターを通じ

受付時間
フリーダイヤル
携帯・PHS から
ＦＡＸ

３６５日 ９：00 ー 20：00
0120-1048-00
03-5326-5038（通信料：有料）
045-461-3493（通信料：有料）

受付内容

商品相談
修理受付
その他 各種お問合せ

て全国各地からのご相談に対応しています。2009年5月12日からは、東芝グループの家電

特集

東芝エアコン空調換気ご相談センター

お客さまからのご相談は365日体制で対応しています

コールセンター（東芝家電ご相談センターと東芝家電修理ご相談センター）の商品別体制
の見直しにより、
「東芝エアコン空調換気ご相談センター」
（横浜市）
で対応するようになり
ました。当センターでは、毎日9時から20時まで、家庭用・業務用の修理やさまざまなご相
社会性報告

談に応じています（業務用の空調機器の修理依頼に関しては20時以降も承っておりま
す）。
また、家庭用のエアコンは、家電リサイクルの対象4品目のひとつとなっていますが、
家電リサイクルに関するお問い合わせも当センターで承っています。

空調システムセンター「AIRS」

ご相談コールセンター内の様子

Air Conditioning System Center “AIRS”

空调系统展示中心“AIRS ”

AIRSを通じてお客さまとのコミュニケーションが広がります
環境活動報告

AIRSは、｢人にやさしく、地球にやさしい空調｣をコンセプトに、常に快適な環境を考え
ながら、お客さまとの出会いやふれあいの場として運営されているコミュニケーションス
ペースです。東芝キヤリアの最先端空調技術と商品を展示し、国内外から年間約7,000名
のお客さまが来場し、見学、商談、技術研修などが行われています。
また、技術相談や技術
情報の発信拠点として、お客さまへの情報提供も行っています。空調機には欠かせない冷
媒の回収を着実に行うための冷媒回収技術講座は、毎月1回実施しています。展示場内の
“環境コーナー”で当社の環境保全活動を紹介していますが、最近は環境活動での情報収
集を目的とするお客さまも増え、環境問題への関心の高さを実感しています。今後も、常
にCSRを念頭におきながら、お客さまに対して満足と感動を提供し続ける空調システムセ

空調遠隔監視システム

コンセプトゾーン
（上）、環境保全活動紹介ゾーン
（下）

その他

ンターを心掛けていきます。

Remote Monitoring System for Air Conditioners

空调远程监控网络体系

遠隔操作で24時間体制の保守サービスを実現
東芝キヤリアグループでは、大形空調チラー「スーパーフレックスモジュールチ
ラーシリーズ」を採用／設置されたお客さまに対して、最良の状態で使用していただ

遠隔監視センター担当

須田 肇

くために、
「空調遠隔監視システム」
で離れた場所から運転状態を24時間監視する保
守サービスを提供しています。
このシステムは、連結された個々のモジュールに設置
してあるセンサーを用い、本来ならば、現場で確認する運

■ 遠隔監視システム例

の直前までの運転状態の経時変化を確認でき、エラーの
原因解析をいち早く行うことができます。修理などの必要

2芯モジュラー
ケーブル

データセンター

転情報を、インターネットを利用して遠隔で把握するもの
です。
したがって、万一、運転エラーが生じた場合でも、そ

お客さま側

WEB／APLサーバー

DBサーバー

WAN
インターネット

ADSL
モデム
MDF盤
2芯ツイスト
ペアシールド線0.75㎡

ファイアウォール

ローカルサーバー

がある時は迅速に対応が可能です。使用条件はお客さま
により異なりますが、
これらの機器を維持管理することに
よって得た膨大なデータを蓄積し、メンテナンスの品質
向上に役立てています。私たちは経験から得たノウハウ
と、洗練されたプロの技術でお客さまの大切な機器をお

遠隔監視センター

サービスセンター

スーパーフレックス
モジュールチラー

守りしています。
東芝キヤリア 社会・環境報告書 2009
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地域社会への責任

3

Responsibility to Local Communities 公司对地区社会的责任

地域での社会貢献活動
■

植樹

Corporate Citizenship Activities

在地区开展各种社会贡献活动

Tree Planting Activity / 开展植树造林活动

富士山麓の植樹活動にも参加
「富士山麓ブナ林創造事業」は、平成 6 年から、富士山麓の自然保護・緑化を
目的とし、富士山麓の貴重な自然を後世に継承するため行われています。
これ
までに延べ 8,870 名の参加があり、19,870 本の苗木を植樹しています。16 回目
を迎えた今年は、富士市長をはじめ、富士市議会・近隣企業・各種団体から約

ブナ林創造事業

650 名、東芝キヤリアからも3 名が参加し、2,500 本のブナおよび広葉樹の植樹
を行いました。
また、
「東芝グループ 150 万本の森づくり」の一環として、
「しず
おか未来の森サポーター協定」
も締結しており、2008 年度は 2007 年度に植樹
した約 3,000 本の育成状況を確認するとともに 500 本の植樹を行いました。
富士山こどもの国の植樹の様子

■

夏まつり

Summer Festival / 举办“夏日节”

活気ある恒例の夏まつり、募金活動も積極的に
東芝キヤリアグループでは、毎年、富士事業所において夏ま
つりを開催しています。2008 年度は 8 月30 日に開催し、近隣
にお住まいの方や従業員の家族など約2万人が参加しました。
当日は、各部門で構成されるブロックごとの模擬店や、子ども
たちによる和太鼓の演奏、迫力ある神輿（みこし）、盆踊りなど
で大いににぎわいました。
また、従業員がそれぞれの自宅から
持ち寄った品物で毎年恒例のチャリティバザーが行われ、こ
のバザーの収益金と富士事業所内での従業員による募金活
動で集まった合計 212,625 円を 2008 年末に富士市に寄付し
ました。
この寄付活動は地元新聞にも取り上げられました。

■

掛川事業所見学

富士夏まつり 和太鼓
富士夏まつり 神輿

Hosted Factory Tour for Junior High School Students in Kakegawa Operation Center / 参观挂川工厂

会社見学を通じて地元の中学生とのコミュニケーション
東芝キヤリア掛川事業所の近くにある菊川西中学校の通学路からは、
TOSHIBA/CARRIER マークの鉄塔がよく見えます。
こんなことから当社に関心
を持たれた生徒さんの要望により、2008 年 11 月28 日、菊川西中学校１年生
（27 名）の企業見学が実現しました。見学では、環境負荷低減に貢献できる
ヒートポンプ技術（CO2 削減）を紹介しました。また、環境試験室の体験学習
では、零下数十度〜 40℃の砂漠などで使用する環境を再現して、生徒さんた
ちから驚きの声が上がり､会社見学という緊張した雰囲気が一瞬にしてにぎ
やかで明るい雰囲気に変わりました｡見学後の質疑応答では、生徒さんから
の「将来自分も空調機の設計者になりたいが、どうしたらなれるのですか」
と
の質問に、
「何でも興味を持ち、なぜこうなるのか探究心を持って勉学に励め
ば良い開発設計者になれます」
と技術部門の責任者が対応する場面もありま
した。先生からは、
「地球環境に貢献する最新技術で空調機器を開発する会
社を見学でき、有意義な一日でした」
と、お礼の言葉をいただきました｡
菊川西中学の掛川事業所見学
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社会性报告

Social performance

特集

使用済み切手収集ボランティア

■

Postage Stamp Donation for Overseas Medical Service / 回收用过的旧邮票志愿者活动

従業員のあたたかい協力で使用済み切手を寄付
大阪市にある従業員数 107 名の関西支社では、2008 年 12 月から使用済み
切手収集箱を設置し、支社全員に回収の協力を依頼しました。以前から個人的
に使用済み切手を収集していた社員もいて
「どこに寄付してよいか分からなか
社会性報告

ったので、こういう活動をしてもらえてよかった」
との声も聞くことができまし
た。2008 年 12 月から2009 年 6 月の間に集めたダンボール 1 箱相当の使用済
関西支社 管理担当

み切手は、インターネットで調べた寄付先「社団法人 日本キリスト教海外医療

植木 伸司

※

協力会 」へ送付し、協会からは、お礼状もいただきました。海外医療活動に協
力できるこの活動を今後も続けていこうと思っています。

切手収集箱

web ※ http://www.jocs.or.jp/jocs/bokin+index.content̲id+4.htm

Blood Donation / 员工献血

環境活動報告

献血

■

各事業所で積極的に献血活動を実施しています
（2008年度実績）

東芝キヤリアグループでは、献血活動を行っ
ています。富士事業所は、1965 年度からこの活

拠点

動を続けていますが、累計実施回数 71 回、延べ
12,360 人が参加しています。また、2008 年度は、

富士事業所

6 つの拠点で献血活動を行いました。富士事業所

実施日

参加人数

2008年9月12日

69人

2009年3月3日

59人

2009年3月10日

26人

貢献先

静岡県赤十字血液センター

津山事業所

2008年11月21日

68人

岡山県赤十字血液センター

拠点別では、津山事業所は 10 回目、九州支社は 4

掛川事業所

2008年9月19日

21人

静岡県浜松赤十字血液センター

回目、掛川事業所と中部支社は、それぞれ 2 回目

中部支社

2008年12月24日

21人

愛知県赤十字血液センター

の参加です。掛川事業所では、同時に骨髄バンク

九州支社

2009年2月17日

9人

福岡県赤十字血液センタ−

のドナー登録も行い、8 名が登録しました。

北九州支店

2008年10月7日

2人

ライオンズクラブ主宰の貢献活動

清掃活動

■

その他

では、年間 3 回延べ 154 人の参加がありました。

Cleaning Activity / 街道清扫义务劳动

テナントビル近隣の清掃活動を毎月実施しています
北関東支店は、埼玉県庁所在地の、人口約 120 万人（2009 年 9 月現在）を
有するさいたま市の中心に位置しています。サッカーが盛んな地域であり、
浦和レッズと大宮アルディージャの 2 チームがあります。北関東支店は総勢
10 名で決して大所帯ではありませんが活気ある支店です。

清掃活動の様子

2009 年 1 月、現事務所に移転した際、ビル所有会社の従業員の方々が、毎
朝、近隣の清掃活動を行っていることに共感し、同じテナントの東芝グループ
会社とともに、2009 年 3 月から毎月 3 社合同で旧中山道沿い（与野駅〜さい
たま新都心駅間）の清掃活動に取り組んでいます。回を重ねるごとに参加者
も増え、皆の意識も変化しているようです。
この活動は、地元の新聞社にも取
り上げられました。
これからも、毎月活動を続けていく予定です。
北関東支店のメンバー

東芝キヤリア 社会・環境報告書 2009
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社会性報告

従業員への責任

4

多様性推進・人財育成

Responsibility to Employees
公司对员工的责任

Diversity Propulsion and Nurturing Human Resources

多样性推进和人材的培养

多様な従業員構成でさまざまな業務に取り組んでいます
東芝キヤリアでは、中国、韓国、インドネシア等の国籍の従業員が一緒
に仕事をしています。2005年から今年の４月まで毎年1〜2名、外国籍従
業員の採用の実績があります。彼らは、営業部門や開発設計部門、調達
部門、商品企画部門と幅広い職種に従事し、日本の文化を理解し、母国
の文化を伝えながら業務に取り組んでいます。
当社の女性比率は、現状約14％ですが、2009年の定期採用では、10
名の女性社員の採用（全体の20％）を行い、営業部門、企画部門、
スタフ

外国籍従業員数（2009年4月1日現在）
中国・韓国・インドネシア

60人

従業員の男女構成・役職構成
従業員数
内 主任級以上役職者

男性

女性

2,290人

372人

785人

14人

部門と幅広く配属しています。
グループ長、参事、主務、作業長など役職
者も年々増加しており、今後も育成を図っていきます。
障がい者雇用も富士市特別支援学校の実習生を受け入れるなど、学

育児休職
取得者数

短時間勤務
利用者数

看護休暇
取得日数

校・行政と連携を取りながら雇用促進を図っており、2009年4月1日現在、

2006年度

7人

5人

2人

法定雇用率を上回る2.1％の雇用率を達成しています。

2007年度

4人

5人

1人

2008年度

6人

10人

4人

母性保護のための各種制度も整備しており、2008年度は、育児休職制
度利用者は6名、育児による短時間勤務利用者は10名、看護休暇取得者

※2006年度、2007年度は、統合前の東芝キヤリア、東洋キヤリア工業、
東芝キヤリア空調システムズの合計です。

は4名の実績があり、各々のライフステージに働きやすい制度づくりを行
い、職場環境づくりの定着につとめています。
■

海外からの採用

Employment of Personnel from Overseas / 聘用外籍员工

周囲の皆さんと一緒に毎日頑張っています
2002年、東芝キヤリア社初の外国人正規採用新入社員として入社しました。配属された海外向販
売部門ではとても親切にしていただき、諸先輩方のご指導のもと、海外営業や企画などの業務を担
当しました。入社して数年で仕事もまだ勉強途上にある時に、結婚、出産と、人生の大きなステップを
同時に経験しましたが、そんな時でも、家族の協力や職場の皆さんのあたたかい励ましのおかげで
「家庭・子育て」
「仕事」を両立して頑張ることができました。
これからも感謝の気持ちを肝に銘じ、
また
海外向販売担当

高 明琴

■

後輩たちへの手本となるよう、
そして会社に貢献できるように頑張っていきたいと思います。

テクニカルコンテスト

Technical Contest of Toshiba Group / 东芝集团的技术竞赛

信頼されるモノづくりのために技と知恵を磨き続ける
東芝キヤリアグループでは、東芝グループが製造教育の一環として実施している
「テクニカルコンテスト」に毎年参加しています。
このコンテストに入賞するために
は、高い技能や技量が必要となり、
これらの獲得には「先輩たちの経験や技術の会
得」
「創意工夫」が不可欠です。
東芝キヤリアグループでは、
このコンテストへの参加は、
メーカーの要である
「モ
ノづくり」を継承するとともに、製造に従事する社員の励みになると考えています。
2008年度のコンテスト
（11月27、28日開催）では、
「溶接、機械保全、機械検査の部」

東芝キヤリア タイ社から参加選手への寄せ書き

うち女性1名）中12名が入賞し、
において出場した選手17名（国内11名、海外6名 。
※

6名は優秀賞（Gold Class）を獲得しました。
優秀賞（Gold Class）
●

ろう付の部：小泉達哉､パーマン・パジョック、
久里和寛

公開練習風景の小泉達哉選手
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●

ティグ溶接の部：高山覚史

●

機械保全スタンダードの部：村瀬真人

●

機械検査の部：伊藤雅巳

※海外関係会社を含む

東芝キヤリアグループの選手

社会性报告

Social performance

家族とのコミュニケーション
健康増進

与员工家庭的交流
特集

■

Communications with Employee's Families

Health Enhancement / 促进健康管理

楽しみながら健康増進、家族一緒に「健康すごろく」
現代人が抱えるメタボや生活習慣病の悩み。その予防には、毎日
（少なくとも週単位で）の継続した運動が不可欠です。
グループ員や
家族の健康増進を目的として、
「東芝キヤリア健康すごろく」を作成し

2009年
2
009年

すごろくでゴールまで到着した方に
素敵な賞品を差し上げます。
素
敵な賞品を差し 上げます。

30福岡
9800
9
800

29北九州

由し、
「すごろく」上で全国を一周しながら、
健康の自己管理をしています。

地引き網

18金沢

【冷や汁】
暑い宮崎の夏
を乗り切る郷土
料理。

【白くま】
カキ氷に練乳をかけて、果
物を盛り付けその上に餅を
盛り付けた氷菓。

7000
7000
7
000

【浜焼きさば】
夏場の保存法として考案
されました。

21大阪

7500

38高松

12500
125
500
0

14200

【奥美濃カレー】
飛騨牛すじ、チキン入りの
ヘルシーカレーです。

【ぶっかけうどん】
麺は足で踏めば踏
むほどおいしくなり
ます。

45岐阜
【金のしゃちほこ君ラムネ】

【ソーキ】
沖縄版スペア
リブです。
【島とうふ】
大豆をすりつぶしてから絞り、豆乳
だけ加熱する独特の製法で、形崩
れせずたんぱく質も多です。

44名古屋

39高知

【かつおのたたき】
塩だけ、しょうゆ・みりん
・酒を入れるなどお好
みで作れます。

14500

【富士宮やきそば】
2年連続B-１グルメグラン
プリ獲得。
硬めの麺と天かすがおい
しいですよ。

16000
1
6000

【徳島出身者】
ゴルフの尾崎３
兄弟

17500
175
500

48富士

明治時代みなべ町の高田貞楠が高田
梅として栽培を始める。
1950年優良品種選定に尽力した南部
（みなべ）高校教諭にちなんで南高う
めと名付けられました。

15000
1
5000

200ポイント
200ポ
ポイント

42田辺
15200
1
5200

16700

17000

46浜松

【浜松餃子】
もやしを添えたヘルシー
餃子です。

47掛川

【掛川おすすめメロンの
漬物】
摘果した小さなメロンを
漬けたものです。

11200
200
【ピーナツみそ】
あつあつのご飯にのせると
、おいしいですよ。

スタート
ス
タート
ト
１ 品川
180000
ゴール
ゴ
ール
ル

117800
7800

【袋井宿たまごふわふわ】
江戸時代からの名物料理で
す。

15800
1
5800

43津

41和歌山
34沖縄

16200
1
6200

【紀州南高うめ】

40徳島
12000

【津出身者】
レスリングの吉
田沙保里選手
。

6 土浦

4400
00

3 さいたま

ボーナス200ポイントをも
らったので、千葉から出
発してね。

7400
7
400

13800
1
3800
【鯛めし】

鯛のお刺身をご飯にのせ
て、特製のタレと生卵をか
けて食べます。

35宮崎

【磐梯牛めし】
郡山駅の駅弁です。

5 宇都宮

2 千葉
100ポイントごとに、ハッ
ピー君がいます。
一日100ポイントが目安
です。

7200
7
200

【ずんだ餅】
伊達政宗の考案した携帯
食と言われています。
枝豆と砂糖で作った「ずん
だ」を、餅にまぶしたもので
す。
1700

7 郡山

1000

【行田ゼリーフライ】
おからとジャガイモ入りコロ
ッケです。
形から銭フライと呼ばれて
いたのが、いつの間にかゼ
リーになりました。

19福井

20京都

22神戸

13500
1
3500

37松山

22000
000

8 仙台

4 高崎

【姫路おでん】

【高砂にくてん】
甘辛く煮込んだジャガイモ
入りお好み焼きです。

【盛岡じゃじゃ麺】
ジャージャー麺ではありま
せん。平べったい茹で麺に
きゅうり、ねぎ、味噌を載せ
、酢をかけて食べます。

【宇都宮餃子】
宇都宮は世帯あたり餃子消
費量全国一位です。
陸軍第１４師団が、
戦後満州から引き上げた時
に中国から餃子の作り方を持
ち込んだのが初めと言われて
います。

【上州太田焼そば】
太麺にキャベツと豚肉
を加え、濃いソースを
かけます。
太田市は同じ焼きそ
ばの町「秋田県横田
市」「静岡県富士宮市
」と三国同麺を結んで
います。

10青森

食べた後は茹で汁に生卵、味噌を加えてチー
タンスープで締めくくります。

700
7
00

Yes,we can

7700
7
7 00

23姫路

【おつけだんご】
味噌汁に小麦粉の団子をい
れたものです。
「大月の団子汁」がなまって「
おつけだんご」になったと言
われています。

33000
000
【八戸せんべい汁】
２００年前からの伝統料理。
南部せんべいを鍋に割って
入れて、モチモチ・シコシコ感
を楽しみます。

49横浜

【厚木シロコロ・ホ
ルモン】
白モツを網焼きに
して、コロコロにな
ったところを味噌ダ
レで食べます。
こりこり感がなんとも
言えません。
０８年B-1グルメグラ
ンプリ獲得しました
。

品川→千葉200ポ
イントは、初回ボー
ナスとしてすでに
塗りつぶしてありま
す。

おめでとう！
お
めでとう！
健康すごろく
健
康すごろく
完成です！
完
成です！
118000ポイントまで塗りつ
8000ポイントまで塗りつ
ぶしたこのすごろくを、下
記に所属、氏名を記入し提
記
に所
所属、氏名
名を記
記入し提
提
出してください。
出
してください。
会社名（略号）：＿＿＿＿＿
会
社名（略号）：＿＿＿＿＿
所属：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
所
属：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
社内便あて先：＿＿＿＿＿
氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（ご家族参加の場合
ご家族の氏名＿＿＿＿＿＿＿）
１０年1月7（木）までに
１
０ 年 1 月 7 （ 木 ） まで に
((富士）（環C本）
富士） （ 環C本） 稲
稲田
田
あて社内便で発送してください
あ
て 社 内 便 で 発 送 し て くだ さ い

Copyright © 2009 Toshiba Ｃａｒｒｉｅｒ Corporation. All rights reserved

V.0906-1

※運動ポイントとは、厚生労働省が推奨する
「生活習慣病の危険性を減らす運動指針」に
基づき、TCCウォーキング推進学会が独自に定めたもの。毎日１００ポイントの運動を継続
的に行えば生活習慣病になる危険を大幅に減らすことが期待されている。

環境活動報告

■

16甲府

【石川県出身者】
野球の松井秀喜選手。
右利きなのに左打者なの
は、少年時代あまりに打ち
すぎるため
ハンデとして左で打つよう
になった、のが通説です。

生姜醤油でたべるヘル
シーなおでんです。

13000
1
3000

稲田 泰樹

6300
6
300

25津山

7900
7
900

33鹿児島

健康増進推進担当

5700

17富山

8000
8
000

24岡山

10500

芝キヤリアの全国にまたがる支社支店を経

9300
9
300

【津山さくらまつり】
西日本有数の桜の名
所。津山城（鶴山公
園）を中心に5000本
のさくらがあります。

【小倉発祥焼うどん】
終戦直後、焼きそばの
麺がないため干しうどん
を代わりに入れたのが
始まりと言われています
。

11000
0

のです。本社のある品川を出発点として、東

5200
5
200

15松本

6500

36大分

し、それを「健康すごろく」に記入していくも

28周南

14長野
【駒ケ根ソースかつ丼】
一般的な卵とじかつ丼で
はなく、熱いご飯に千切り
キャベツをのせ、その上に
トンカツをソースにくぐらせ
たものをのせたものです。

【横手やきそば】
3500
3
500
ストレートの角麺に、片
面目玉焼き（サニーサイ
11秋田
ドアップ）と福神漬けを添
13新潟 えます。
水分が多いソースで味
4500
4
500 付けされた、ソフトな焼き
22500
500
【長野県のスキー
【長野県のスキー、
そばです。
スノボー場】
9 盛岡
・軽井沢、浅間
・菅平
・飯網、黒姫、戸隠
・斑尾（まだらお）
4000
・野沢、戸狩
12山形
・木島平、北志賀
・志賀高原
【山形市紹介】
・白馬
白馬
室町時代、最上氏がここを拠点に最上・村山地方を統一し、後に山形
・乗鞍
城を築いた。
・八ヶ岳
山形市は東に仙台市と接し、県庁所在地が隣接している珍しいところ
・白樺湖、蓼科 。（他に全国で２箇所あります、知っていますか？）

社会性報告

であり、毎日の運動量をポイント※ に換算

お疲れ様！
9000ポイント獲
得、あと半分が
んばってね！

9000
0

27広島

【長崎ちゃんぽん】
ちゃんぽんの語源は、福建語のあいさつ
「シャッポン」、マレー語の混ぜる「チャン
プル」から来たと言う説、江戸時代の鉦の
音（ちゃん）と鼓の音（ぽん）の擬音をつな
げたと言う説が有力です。
【からし蓮根】
熊本城主細川忠利の健康食
が起源。蓮根の穴の形が細川
家の家紋に似ていることから、
10700
1
0700
0
門外不出の殿様食として重宝
32熊本
されました。

動を継続しようという動機付けプログラム

8500

26松江

【周南市紹介】
平成の大合併で
徳山市を中心に
生まれました。周
防の国の南と言
う意味です。本
来の周南と言う
地名は隣の柳井
市、光市付近を
指します。

主催：TCC 環境・CSR本部
後援
援：（
（富士）
）健康
康管理室
室
後援：（富士）健康管理室
会
TCCウォーキング推進学会
協賛:東
東芝キヤリア労働組合
協賛:東芝キヤリア労働組合
10000

31長崎

【松江市紹介】
江戸時代城主で茶人としても有名な松平治郷が和菓子、茶の湯を奨励
したため、京都市・金沢市とともに【日本三大菓子処】とされています。

5000
5
000

すごろくの地名は、すべてTCCの
事業所・支社店営業所所在地です。
事
業所・支
支社店営業所所在地で す。
おいしいB級グルメの紹介を見ながら、
お
いし いB 級 グ ル メ の 紹 介 を 見 な が ら、
全国一周をお楽しみください。
全
国一周
周 を お 楽 し み く だ さ い。
運動ポイント表は裏面をみてね

【久留米やきとり】
ダルム（小腸）、セン
ポコ（大動脈）、馬ホ
ルモン串など珍品が
たくさん。

ました。
この「すごろく」は、楽しみながら運

【ワニ料理】
広島県北部で
は正月料理と
してワニ（サメ
の方言）を食
べます。写真
はワニフライで
す。

健康すごろく(全国版）
健
康すごろく(全国版）
キャンペーン期間：09/7/１～12/25
キ
ャンペーン期間：09/7/１～12/25
生活習慣病予防のため、
毎日10
毎日100ポイントの運動を行いましょう。
00ポイント
トの運
運動を行いま
ましょう。
運
動は、スポ
ポーツ
ツ、ウォーキ
キ ン グ、
運動は、スポーツ、ウォーキング、
チョコマカ動き（家事、遊びなど）でもOK。
毎日100ポイント目安で運動し、この健康すごろ
毎
日100ポイント目安で運動し、この健康すごろ
く
を進めると、6
6ヶ月のキャンペーン
くを進めると、6ヶ月のキャンペーン期間で、品
ン期間で、品
品
川から全国一周できますよ。

Beach Seine Event / 沙滩拉网休闲活动

力を合わせて地引き網、楽しい休日のひととき
2008年5月24日、神奈川県茅ヶ崎海岸において、品川本社を主体に「2008労
使共催 地引き網」を開催しました。今にも雨が降り出しそうな天候の中、従業員
とその家族、総勢92名（大人66名、小中学生14名、幼児12名）で、力を合わせて
綱を引きました。地引き網にかかったシラスやいろいろな魚を、網から外してわ
しづかみにするお子さんがいるかと思えば、その様子を遠巻きに見つめるお子
さんもいて、反応はさまざまでしたが、皆笑顔で楽しむことができました。地引き
れて横になるお父さんや、地引き網にかかった子ザメを珍しそうに見るお子さ
んなど、
この日は思いおもいに海辺の休日を楽しんでいたようです。

スポーツ参戦
■

東芝キヤリア柔道部

その他

網の後は、役員自ら率先して焼くバーベキューに一同舌鼓を打っていました。疲
「2008労使共催 地引き網」の様子

Participation in Sport Tournament

参加体育运动竞赛
Toshiba Carrier Judo Club / 东芝开利集团柔道部

新生 東芝キヤリア柔道部、ご声援よろしくお願いします
2009年4月に発足した東芝キヤリア柔道部は、4月26日に東京都文京区の講道
館で行われた第63回東京実業柔道団体対抗大会（第3部）に出場し、初陣で優勝
を飾りました。
また、第59回全日本実業柔道団体対抗大会が、6月6、7日に福岡市
民体育館で開催され、
「東芝柔道部」チームの一員として出場し大活躍しました。
平野監督の言葉
柔道部が発足してから2度の実業団大会に出場してともに好成績をおさめることができ、幸
先の良い船出となりました。部員は現在、顧問、監督を含めて5名の小さな所帯です。栗原さ
んの指導下、
日中は仕事をこなし、普段は母校や出稽古で練習、
日曜には大井町の東芝体
育館で東芝グループの柔道部と一緒に道場狭しと切磋琢磨
（せっさたくま）
しています。選手
3名は学生時代にならした猛者ぞろいで、今後も活躍を期待していますが、東芝キヤリア人と
してはまだまだ
「白帯」
です。
ご指導よろしくお願いします。

左から 平野由弦監督、當眞和季主将、
栗原孝至常務、
松岡禎基、志村優太
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社会性報告

5

調達取引先さまとの関わり
Responsibility to Suppliers 公司与供应商的关系

事業方針説明会

Business Policy Explanation Meeting

事业方针说明会

法令遵守や環境配慮などの方針説明会に大勢の参加者
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、安定供給などの調達方針についてのお
願いを、グリーン調達ガイドラインなどの冊子の配布や事業方針説
明会などで行っています。2008 年度は、春秋 2 回の事業方針説明会
を実施し、延べ 470 社 650 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ー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 95％でした。

グリーン調達ガイドライン

事業方針説明会の様子

※ グリーン調達ガイドラインに調査表を設けています。

web http://www.toshiba-carrier.co.jp/kankyo/product/pdf/guideline.pdf

品質管理優良企業表彰

Citation of Excellent QC Company

表彰质量管理方面出色的优秀企业

品質に関する表彰制度を実施
東芝キヤリアは、1989 年（当時：( 株 ) 東芝）から毎年、年間を通じて、品質に関して特に優れた調達取引先さまに対して、
「品質管理優良企業表彰」を行っています。2008 年度の最優秀賞は、三栄精工株式会社さまで、優秀賞は、下記の 4 社とな
りました。
これからも、調達取引先さまと連携し、東芝キヤリアの商品のさらなる品質向上に努めてまいります。
2006年度

最優秀賞

（株）
佐藤工機

●

2007年度
●

2008年度

那賀都工業
（株）

三栄精工
（株）

●

（大阪工場）

（株）
佐藤工機
那賀都工業
（株）

●

（株）
佐藤工機
●那賀都工業
（株）
●

（株）
弘法公機
●米新工業
（株）
●松田精工
（株）
●

優秀賞

●

（大和工場）

（大和工場）

柿沼金属精機
（株）
●上海兆豊圧縮機配件有限公司
●

品質管理優良企業表彰式

製品含有化学物質管理

松本シリコンスチール工業
（株）
西山工業
（株）
●柿沼金属精機
（株）
●
●

Management of Chemical Substances in Products

产品化学物质含有量的管理

有害化学物質の情報把握に最善の配慮
欧州 RoHS ※ 1 指令をはじめ、さまざまな国で製品に含有する有害物質
の禁止や、含有表示などの規制を行っています。禁止物質に関しては、製

■ 化学物質管理システム
（G-sys）

東芝キヤリア
Internet

品を構成する部品や部材に有害物質が含まれないよう取引先さまに対

取引先さま

して徹底し、グリーン調達ガイドラインや参考資料を配布して納入品の
管理をお願いしています。
また、東芝キヤリアで開発した独自の化学物質
管理システム（G-sys）を使って、取引先さまからの有害化学物質情報を収
集しています。調査内容は、RoHS6 物質を含む 15 物質※ 2 を中心に調査協

物質情報
リクエスト

物質情報

力をお願いしています。また、2011 年 6 月から上市の製品に課せられる
欧州 REACH ※ 3 規制の SVHC 物質※ 4 の含有届出に関し、情報調査も取引
先さまの協力を得て収集を進めており、近々 G-sys 同様の情報自動収集

データがあることを
メールで連絡

化学物質情報

システムの構築を目指しています。
※ 1 RoHS ： Restriction of Hazardous Substances（危険物質に関する制限）
※ 2 RoHS6 物質を含む 15 物質： 詳細については 20 ページ下段（※ 1）を参照ください。
※ 3 REACH ： Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals（EU にて 2 万種以上の化学物質の安全性の評価を義務付ける新化学品規制）
※ 4 SVHC 物質 ： 高懸念物質
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物質情報回答

環 境 活 動 報告

1

商品の企画からリサイクルまで
From Product Planning to Its Recycling 从产品规划到回收，
循环利用

環境ボランタリープラン

Voluntary Environmental Plan

环保志愿计划
特集

2010 年度の目標達成に向けて確かな活動を
東芝キヤリアグループは、2005年度より、
「東芝グループ第4次環境自主行動計画（ボランタリー
プラン）」を基盤に、独自の環境活動を推進してきました。2008 年度はすべての項目で目標を達成
することができました。その中でもCO2 の排出量削減は「空調機・照明の高効率機器の入れ替え」

環境推進責任者

佐藤 友彦

「耐久試験の見直し」
「航空機輸送の削減」
「積み荷の効率化」などにより目標値を大幅に上回る
ことができました。

社会性報告

これからも、事業活動のすべてのプロセスにおいて、絶えず環境視点で考え、地球温暖化防止、
化学物質の管理、資源の有効活用を推進していきます。

■ 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
指標

環境調和型製品の
提供
特 定 化 学 物 質の
全廃

事業プロセスの革新

2010 年度

目標

達成目標

目標

実績

評価

環境調和型製品の
売上高比率

40%

７０%

対象範囲の新製品は
◎
すべて環境調和型製品
+３０%
としました

50%

６０％へ
拡大

製品に含まれる
特定 15 物質群※ 1

80%

８４%

○
+４%

90％

１００％
（全廃）

2009 年度

2010 年度

目標

達成目標

指標

排出量原単位※ 2
（1990 年度基準）

まとめ

2009 年度

対象機種製品への
調査を拡大しました※ 4

2008 年度実績
目標

実績

評価

原単位、または絶対量で
５３％削減
◎
３５％削減
（生産拠点およびその他 （絶対量） ＋１８％
拠点の合計値）

まとめ

空調機・照明の高効率
４０％削減
４４％削減
機器の入れ替え、 （生産拠点および （生産拠点および
耐久試験の見直し
その 他 の 拠 点 の その 他 の 拠 点 の
などを推進しました
合計値）
合計値）

その他

地球温暖化の防止

エネルギー 起 源
CO2 排出量の
削減

2008 年度実績

環境活動報告

製品環境効率の向上

生産拠点

化学物質管理
資源の有効活用

製品物流 CO2
排出量の削減

実績把握

2％削減

17％削減

◎
＋１５％

航空機輸送の削減、
積み荷の効率化などを
推進しました

３％削減

４％削減

大気・水域への
総排出量の削減

総排出量
（2000 年度基準）

55％削減

67％削減

◎
＋１２％

塗装前処理工程を
見直し削減しました

６２％削減

６９％削減

廃棄物総発生量
の削減

原単位、または絶対量で
１９％削減
19％削減
総発生量原単位※ 2
（2004 年度基準） （生産拠点およびその他 （絶対値）
拠点の合計値）

○
±0%

３Ｒ活動により削減
しました

２５％削減

３０％削減

○
＋4％

新たな拠点が加わり
ました

80％以上

100％達成

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
1％の拠点が
80％以上

85％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
※ 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
（TPT 類）、ポリ塩化ビフェニル類（PCB 類）、ポリ塩化ナフタレン（塩素数が 3 以上）、短鎖型
※ 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、各種処理後の埋め
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
立て処分量を０に近づけること
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 ※ 4 調達部品への使用（含有）調査を推進しています。
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、
東芝キヤリア空調サービス（株）、富士冷熱工業（株）
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環 境 活 動 報告

2

製品を生み出す
製品への取り組み

Creating a Product
产品的诞生

Environmental Approach in terms of Product

致力于环保型产品

環境推進副責任者
取締役

「ECP」
「エクセレント ECP」創出へ向けてたゆまぬ努力を

北本 学

■ライフサイクル思考

※

環境調和型製品（ECP ）の創出は、
「製品別環境調和型製
品自主基準」を策定し、その基準に準拠した製品を ECPとし

地球温暖化防止

（省エネ、GHG※排出抑制・削減）

て認定しています。特に、ECP の中でも業界でトップクラスの

化学物質管理

資源有効活用

（土壌・水質・大気汚染対策）

（3R、廃棄物削減）

製品に対しては、
「エクセレント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

環境配慮製品のコンセプト
（Product Policy）

開発を行っていますが、現在、エクセレントECPとして登録さ
れている製品は、
「家庭用エアコン PDR シリーズ」
「スーパー

設計段階からの環境配慮：環境適合設計

パワーエコキューブシリーズ」
「スーパーフレックスモジュー
ルチラーシリーズ」の 3 製品群です。ECP の開発では、地球温

グリーン調達
基準

設計基準

製造段階の
環境配慮

アセスメント
基準

使用段階の
環境配慮

廃棄・リサイクル
段階の環境配慮

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、製品環境アセスメントに基づき、製

ライフサイクルに係る環境影響評価：Life-cycle-Assessment（LCA）

品のライフサイクル全体にわたって、環境負荷の低減策を盛

環境報告書、その他情報提供

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率を 60％

※ GHG：Green House Gas

まで ECP を拡大していく計画を立て、2008 年度には、目標 40

プで開発した製品のうち、2008 年度および 2009 年度に開発

％に対して 70％が ECPとなりました。新機種は、確実に ECP

した ECP につ いてご 紹 介します。その 他の ECP については

になるように、また、従来機種も ECP に近づけるよう毎年計

Web に掲載しています。

画的に実施しています。本報告書では、東芝キヤリアグルー

※詳しくは、下記ホームページをご覧ください。

※ ECP：Environmental Conscious Product

ファクター T の導入

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

Introduction of Factor T

“系数 T”的引进

ファクター T、2010 年へ向けての取り組み
ファクターT

=

環境影響低減
価値
ファクター × 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

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

環境影響低減ファクター =

（LCA）結 果 や 品 質 機 能 展 開（QFD）の デ ータを 基 準

評価製品の環境影響
基準製品の環境影響

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。基準年に対して

■ 東芝キヤリアグループにおける2008年度代表製品の
『ファクターT』

り、目標を大きく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。

2

T1

1.8 倍を目指していましたが、実績値として 1.95 倍とな

環 境 影 響 低 減ファク ター

が 2.2 倍となるよう目指しています。2008 年度の目標は

2
ーT
クタ
ファ

到達目標は、全製品の環境効率の販売高重み付け平均

ター
ファク

環境効率が何倍になったかを表します。2010 年までの

3

5

2

4

フ
ァ
ク
フ
タ
ァ
ー
ク
T
タ
４
ー
T
3

1

6

1

※詳しくは、下記ホームページをご覧ください。

web http://www.toshiba-carrier.co.jp/kankyo/index̲j.htm
（3.24, 1.28） ❹ SFMC
❶ 大清快PDRシリーズ 4.14
1.29
（1.02, 1.26） ❺ インバーター冷凍機
❷ ストレートダクト
❸ SPE3
4.24
（2.05, 2.06） ❻ 給湯機

4.21
（2.11, 1.99）
2.37
（1.41, 1.68）
2.04
（1.78, 1.15）

※数値は2008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。
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2

価値ファクター

3

环境活动报告

Environmental protection
家庭で活躍する製品
■

Our Products for Home Use / 活跃于家庭的家电产品

特集

家庭用エアコン PDR シリーズ DAISEIKAI Room Air-Conditioner / 家用空调大清快系列

クルッとルーバー機能で経済性を実現
家庭用小形エアコン大清快シリーズは、毎年製品価値を追求しながら、環境負荷の
低減を行っています。2009 年度機種の PDR シリーズは、コンプレッサーにデュアルコ
ンプを採用し、安定運転時に省エネ１シリンダー運転を行っています。お掃除機能は、
性能低下につながるフィルターのホコリによる目詰まりを防止し、
「クルッとルーバー」
によるスポット気流は、涼しくしたいところだけに風を送るので電気代を節約できます。

社会性報告

また、このシリーズの製品は正面のパネルに搭載した「エネルギーモニター」に消費電
力を表示したことで、お客さまが節約運転に参加し省エネを実感できるようにしていま
す。新開発の「クルッとルーバー」は、新しい発想の機構で正確な動きを出す設計に特
に苦心しました。家庭用エアコンの開発チームは、商品をお買い求めになった人が快
適で、しかも省エネ運転を実感できる製品づくりを目指しています。

ファクター4.14（2008/2000）
●エネルギーモニターで
省エネ運転実感

開発チーム担当

鈴木 秀人

■

●全自動お掃除により
お手入れ不要

環境影響低減ファクター 1.28
●温暖化防止（使用時）
●資源有効活用

（t-CO2/年）

1.00

環境活動報告

価値ファクター 3.24

■ 年間CO2排出量比較

22%削減
0.606

0.50

0.472

●快適気流制御

0.00
RAS-406YDR

RAS-402PDR

給湯機 Air to water heat pump system / 空气源热泵热水器

当社のコア技術が生み出した業界トップクラスの省エネ給湯・暖房機
その他

欧州では化石燃料を使った温水暖房（ボイラー）が主流でしたが、CO 2 削減への対
応として急速にヒートポンプによる暖房機器が普及しつつあります。開発した「Air To
Water（ESTIA）」は、東芝キヤリアのコア技術（インバーター、DC ツインロータリーコン
プレッサー※ 1、）を採用し、業界トップクラスの省エネを実現した給湯・暖房機です。さら
に、業界初の暖房 2 温度制御※ 2 を実現して快適性の向上を図っています。
本商品は、欧州市場への先頭機種として開発しましたが、ヒートポンプ給湯・暖房機
は大きく伸長していく商品であると考えています。開発当初は欧州における市場調査や
実用テストなどで苦労しましたが、本商品が環境創造企業である当社の一翼を担って
いると感じます。
これからも、責任と誇りをもってさらなる省エネタイプの開発を続けて
いきます。
※ 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 暖房 2 温度制御：ラジエーターなどと床暖房で異なるふたつの水温をコントロールする制御

ファクター2.04（2008/2000）
価値ファクター 1.78
●ヒートポンプで冷房・暖房・
給湯が可能

開発チーム担当

井上 常俊

●暖房は2温度制御可能

環境影響低減ファクター 1.15

■ 年間CO2排出量比較

7.0

（t-CO2/年）

8.0

50%削減

●温暖化防止（使用時）
●CO₂排出量の多い化石燃料は
使わない

3.5

●外気−20℃以下でも内蔵
ヒーターで暖房・給湯が可能

6.0
4.0
2.0
0.0

同等ガスボイラー

HWS-1402XWHM3-E
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環 境 活 動 報告

製品を生み出す

2

店 舗・オ フィス で 活 躍 す る 製 品
■

Creating a Product
产品的诞生

Our Products for Shop and Office Use / 活跃于店铺及办公室的商用产品

スーパーパワーエコキューブ Super Power ECO Cube / 超能环保立方体

「エクセレント ECP」としての実績、環境配慮のさらなる追求へ
店舗などで使用される「スーパーパワーエコキューブ」は、四方向天カセとの
組み合わせで全クラス業界トップクラスの省エネ性を達成し、その成果が認めら
れ、2008 年度の省エネ大賞最高位（経済産業大臣賞）を受賞しました。また、東
芝グループにおいても優れた環境調和型製品として「エクセレントECP」に認定
されました。
開発では、高効率圧縮機、大口径ファン、ベクトル制御インバーターなど、優れ
たコア技術の性能を最大限に引き出す最適設計に苦労しましたが、お客さまに
とっても、地球環境にとっても環境負荷の少ない製品開発ができたと考えていま
す。今後は、さらに製品廃棄、部材のリサイクル時における環境配慮においても、
もっと踏み込んだ製品の開発を目指します。

ファクター4.24（2008/1997）
価値ファクター 2.05
●セルフクリーン機能（自動洗浄）
で省エネ性を長時間持続

開発チーム担当

小谷 浩一

■

●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

■ 年間CO2排出量比較

2.24

環境影響低減ファクター 2.06

（t-CO2/年）

2.50

57%削減

2.00
1.50

●温暖化防止(使用時)
●有害物質削減（鉛フリーはんだ、

0.96

クロムフリー鋼板メッキ採用）

1.00
0.50

●原材料使用量13％削減
AIU-J806HG/
ROA-J804HT

AIU-AP805H/
ROA-AP805HS

0.00

スーパーフレックスモジュールチラー Super Flex Module-Chiller / 超级节能模块式冷风冷水机

大形チラー初の冷媒 R410A 採用で、業界トップクラスの COP を達成
ビルやオフィス空調などに使用される SFMC の開発のポイントは、大形チラー
では業界初となる冷媒 R410A の採用、風量分布改善と設置スペース低減を狙っ
たモジュール設計（Xフレーム）、変流量ポンプの搭載でした。独自の形をしたXフ
レームは、連結設置しても空気熱交換器への風の流路をさえぎらないので、性能
低下がなく省スペース化が図れます。また、連結した一台一台をコントロールで
きるので能力の可変幅も増大します。その結果、業界トップクラスの定格 COP ※１
4.8（50Hz）を達成し、部分負荷特性を考慮した運転制御技術の開発により、期間
また、
この商品をベースに、同じ筐体
成績係数IPLV ※2 6.7（50Hz）を実現しました。
（きょうたい）サイズで能力を 1.6 倍にした大容量タイプ、氷蓄熱槽と組み合わせ
た蓄熱タイプなど、ラインアップの充実を図っており、お客さまのさまざまなご要
望にお応えできる商品を提供することにより、CO2 排出量の削減に貢献します。
※1
※2

COP：エネルギー消費効率のことで、定格冷房時の消費電力 1kW あたりの冷房能力を表したもの。
IPLV：中・低負荷の場合の COP も反映した年間を通じた冷却のエネルギー消費効率の指標。

ファクター4.21（2008/2000）
価値ファクター 2.11
●新冷媒R410Aと
「Xフレーム」の採用

開発チーム担当

室井 邦雄
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●モジュール連結方式による
ラインナップ拡大(最大540RT)
●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 1.99

■ 年間CO2排出量比較

94.2

●温暖化防止(使用時、製造時)

（t-CO2/年）

100.0

51%削減

80.0

46.1

●原材料使用量48％削減

60.0
40.0
20.0
0.0

TAG-C009

RUA-TBP0302H

环境活动报告

Environmental protection
■

ストレートダクトファン Straight Duct Fan / 直管节能型排气扇

環境への配慮は、消費電力・過換気抑制・重量面など多数
特集

ストレートダクトファンは、当社換気事業が家庭用から業務用へ事業展開を図ってい
く戦略のひとつとして開発されました。業務用の分野は市場実績が少なく、なかなか
ニーズを吸い上げることができませんでした。商品企画部と一緒に試行錯誤し、
（１）消
費電力の低減、
（２）24 時間換気による過換気抑制を意識し、低風量モードの設定に軸
足を置いた商品開発を行いました。また表に出にくいアイテムですが環境配慮の面か
ら、製品重量や包装重量の削減、緩衝材の発泡スチロールレスなど、できるかぎりの配
慮を試みました。

社会性報告

今後はさらに業務用途への事業拡大が進むことが考えられ、家庭用途と異なり使用
するエネルギーも大きくなります。環境に負荷をかける部分も大きくなっていきますの
で、さらなる環境への配慮に努めていきたいと思います。

ファクター1.29（2008/2000）
価値ファクター 1.02

環境影響低減ファクター 1.26

●24時間換気対応

●消費電力の低減

●多様化する風量ゾーンへ
の展開

●梱包容積削減

0.100

13%削減
0.067

0.075

0.058

0.050
0.025

林 恭正

0.000
DVS-50SUA

業務用製品
■

（t-CO2/年）

環境活動報告

開発チーム担当

■ 年間CO2排出量比較
（代表）

DVS-50SUK

Business Use Products / 商用产品

インバーター冷凍機 Inverter Control Condensing Unit / 变频式制冷机

COP 向上と広い冷蔵域を実現した冷凍機
その他

冷凍機開発チームは、2006 年度に業界に先駆け 3.5 馬力以下の屋外設置形イン
バーター冷凍機 ※を商品化しましたが、それに引き続き大形冷凍機クラスへの展開を
図っています。その先頭機種として 5 馬力クラスの屋外設置形インバーター冷凍機：
TAM500AB-SV を 2009 年 5 月から販売を開始しました。
本機種は、2 冷媒 (R404A,R410A) 共用機種で、中高温用に R-410A を新規採用するこ
とにより、COP 向上と冷蔵域のワイド化を図っています。また制御基板に運転圧力、エ
ラーコード、運転状況（温度、電流、回転数他）を表示できる 7 セグ LED 搭載とスイッチ
類の大形化により、据付作業性、メンテナンス性についても向上させています。
屋外設置型インバーター冷凍機はコールドチェーン機器に搭載され、一年中稼働す
るため環境対応が急務です。今後も他社より先行して、省エネ機器を世に送り出してい
きたいと思います。
※店舗用ショーケースや業務用冷蔵庫などに使用されています。

ファクター2.37（2008/2000）
価値ファクター 1.41

開発チーム担当

植木 基二 白井 弘二
江田 大

環境影響低減ファクター 1.68

●性能向上：インバーター化により
30〜80rpsの幅広い運転が可能

●省エネ：COPを47％改善
（過年度比較1.44→2.11）

●低騒音：ツインロータリーコンプによる
低騒音（過年度比較 56→53dB）

●省資源：製品質量を16％低減
（同上 138→116kg）

●使いやすさ向上：3つの運転
モードと表示機能充実

●有害化学物質削減、
RoHS6物質を全廃

■ 年間CO2排出量比較

3.46

（t-CO2/年）

28%削減
2.48

4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

TAM500CA-S

TAM500AB-SV
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製品をつくる

3

エネルギー管理

Making a Product
产品的制造

Energy Management / 能源管理

3 つの製造拠点を中心に CO 2 排出削減を着々と
■ エネルギー使用量
（CO2 換算）

事業活動のプロセスにおけるエネルギー管理は、CO2 の排出抑
制に大きな役割を担っています。東芝キヤリアグループには、富士
事業所、津山事業所、富士冷熱工業(株)の3製造拠点がありますが、

掛川事業所 4.8%
（1,108t-CO₂）

富士事業所が最大でエネルギー使用量の 80%以上を占めていま

富士冷熱工業(株) 0.6%
（146t-CO₂）

その他 3.8%
（896t-CO₂）
・品川本社
・支社
（30名以上）
・空調サービス㈱

す。3 拠点では、エネルギーの削減施策を検討しながら、目標を毎
年決め、着々と削減を図っています。2008 年度は、京都議定書の基
準年 1990 年と比較して、24,745t-CO2 の削減（約 51％減）でした。

エネルギー

23,254
t-CO2

■ エネルギー起源のCO2 排出量と原単位比率
（1990 年度比：製造拠点のみ）
（t-CO2）

（%）
120

70,000
60,000

82.7

47,999

82.1

83.0

88.9

原単位1990年度比
100

90.3
79.7

70.3

排出量

CO２ 40,000
27,283

30,000

26,075

26,033

30,813

28,726

27,433

28,328

80

65.3
60

23,254

20,000

津山事業所 12.2%
（2,831t-CO₂）
・㈱キャリア総合サービス

40

1990

2001

廃棄物管理

2002

2003

2004

2005

2006

2007

富士事業所 78.6%
（18,273t-CO₂）
・富士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)
・富士東芝キヤリアリビングサービス(株)

※ 電気使用量からの CO2 排出量の算出は、2007 年 8 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、2008 年度は未提示のため、2007 年
度の値を用いています。
※※ 2008 年度の集計は、東芝キヤリア空調サービス ( 株 )
と富士冷熱工業 ( 株 ) の２社を、集計対象会社として
追加しています。

20

10,000
0

生産高原単位比率

50,000

CO２排出量

100

0
2008 （年度）

Waste Management / 废弃物管理

0.5％の目標に対して頑張っています
東芝キヤリアグループでは、1990 年代から廃棄物リサイクル率

■

総排出量の内訳（2008 年度）

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、

廃油 4.2%
（224t）

廃棄物総発生量とゼロエミッション率です。廃棄物ゼロエミッショ
ン率とは、
「事業活動に伴って生じる副産物や、その他の発生物す

汚泥 3.3%
（175t）
その他 0.7%
（41t）

廃プラスチック類
5.9%
（314t）

べて
（総排出量）に対し、各種処理後の埋め立て処分量を０に近づ

木類 4.3%
（233t）

けること」です。グループ全体の計画当初の目標は、ゼロエミッシ
ョン率を 2010 年までに 1％以下にすることでしたが、この目標は

総排出量の内訳

5,360t

2001 年に達成され、その後も維持されてきましたので、本年から
は目標値を 0.5％しており、2008 年度は、0.43％を達成しました。
なお、拠点達成率における 2008 年度の目標は、1%以下としてい
ます。
■

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）
（t）

8,000
7,000

1.27
6,357

6,791

6,879

廃棄物
6,516

0.91

廃棄物

1.00

5,000

1.20

6,659
5,866

5,873

5,964

0.60

0.61

3,000

0.59
0.49

2,000

0.42

0.43

0.40
0.20

1,000
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1.00
0.80

0.82

4,000

0

5,360

金属類 71.0%
（3,804t）

ゼロエミッション率

6,000

ゼロエミッション率

紙類 10.6%
（569t）

（%）
1.40

2000

2001
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2002

2003

2004

2005

2006

2007

0.00
2008 （年度）

※ 2008 年度の集計は、東芝キヤリア空調サービス ( 株 )と
富士冷熱工業 ( 株 ) の２社を、集計対象会社として追加
しています。

环境活动报告

Environmental protection
化学物質管理

Chemical Substance Management / 化学物质管理

特集

厳しい化学物質管理に取り組んでいます
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。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（富士事業所、津山事業所）では、汚染の浄化・モニタリングをしています。
■

PRTR 対象物質の排出・移動先内訳（2008 年度）
除去 4.7%
（1.07t）

■

化学物質排出量
（t）

（0.40t）
水域 1.8%

120

産業廃棄物 6.4%
（1.45t）

化学物質排出量

取扱量

大気
38.7%
（8.78t）

22.71t
消費
48.4%
（11.01t）

PRTR対象外物質

83.7
68.7

80

56.3
60

61.9
46.3

53.5
36.2

40
20
0

PRTR対象物質

社会性報告

100

28.7

2000

20.7

19.6

2001

2002

32.4

13.4

10.8

9.4

10.7

8.6

2003

2004

2005

2006

2007

27.8

9.2
2008 （年度）

環境活動報告

< 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 )、(株 ) キャリア総合サービス、富士冷熱工業 ( 株 )

マ テリア ル バ ラ ン ス

Material Balance / 材料的收支比例

生産活動におけるさまざまな工夫が環境負荷低減につながります
東芝キヤリアグループは、空調機器をはじめとするさまざま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
その他

が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、物質の収支について表
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・コンプレッサー・室外機筐体（きょうたい）などの金属部品が占めているからです。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。
※詳しくは、下記ホームページをご覧ください。

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

環境会計

Environmental Accounting / 环境会计

企業価値向上の指針として環境会計を実施
東芝キヤリアグループでは、1999 年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
負荷低減で金額に換算しています。
※詳しくは、下記ホームページをご覧ください。

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

東芝キヤリア 社会・環境報告書 2009
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環 境 活 動 報告

3

製品をつくる
津山事業所

Making a Product
产品的制造

Tsuyama Operation Center

津山工厂

製造ラインはひとつの建屋で完結。経験から生み出される各部署の環境対策
ビル用などの大形の空調機を製造する津山事業所（敷地面積：約3万㎡）では、工場建屋の中に、板金加工〜配管加工〜

■

熱交換器／電装盤製作〜組立〜検査などのさまざまな製造ラインが集結しています。それらの各工程で環境負荷を低減す
る取り組みを実践しています。

津山事業所の各製造工程における取り組み
■

Environmental Activities in Each Manufacturing Process of Tsuyama Operation Center /
津山工厂的环保活动切实渗透到每一道生产流水线

板金加工 Sheet-metal Working / 钣金加工

極力無駄を出さず、資源の有効利用を徹底した板金加工を実現
板金加工は板金センターで加工用の展開図を作
成し、それに基づく加工データを作成するところか
らスタートします。
まず、調達した素材を加工データ
通りにNCTパンチプレス加工とシャーリング（板切）

板金加工担当

杉山 克美

加工していきますが、歩留まりを良くするために、
シャーリング段階で出た余り素材もリサイクルし、無
駄を出さないようにしています。シャーリングが
NCTパンチプレス

終わるとプレスブレーキによって板の「曲げ
加工」に入ります。こうしてできた板部品は、
「溶接」を行うものもあれば、直接「塗装工程」
にまわるものもあります。また、
この板金部門
の空調は、深夜電力を利用した氷蓄熱チラー
（津山製品）
で行い、エネルギーの削減につな
がっています。

板金部品
■

塗装・断熱材貼付

Sheet-metal Coating and Thermal insulator adhered / 钣金涂布·绝热材粘贴

溶剤未使用の粉体塗装でVOC ※を大幅削減
板金塗装では溶剤塗装から粉体塗装
へ変更した結果、VOCの削減につなげることが
できました。塗装ライン立ち上げ当初は、コンベアス
ピードを2.5m／分にしていましたが、少しでもエネルギー消
費を削減するために、板金の形状によっては2.8m／分にスピー
ドアップを図ることにしています。
さらに、粉体の回収率を上げる
ためにエレメントフィルターの掃除の回数を半年に1回から３ヵ
粉体塗装コンベア

月に1回行い、
フィルター交換を少なくする努力をしています。
ま

■

た、そもそも塗装を行わない板金にして、塗装負荷を減らすこと
も環境対策の一つであると考えています。断熱材貼付ブースで
は、接着剤を溶剤から水溶性に変えたことで、化学物資を出さず
に作業ができるようになったことも大きな改善になりました。
※揮発性有機化合物（Volatile Organic Compoundsの略）、常温常圧で大気中に容易に揮発す
る有機化学物質の総称

断熱材貼付部品
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塗装担当

山本 勝

环境活动报告

Environmental protection

■

熱交換器 Heat Exchanger / 换热器

特集

津山事業所の
製造ライン
①
板金加工

目標、リークゼロ！ 実行、乾燥炉稼動時間外の電力削減！
熱交換器には、多数の「ろう付」
ヵ所が
あり、
ろう付工程の後でリーク
（漏れ穴）
テ
熱交換器製造担当

安藤 雅浩

を使いますが、
リークの頻度が多ければ
ヘリウムの使用頻度も多くなるために

③
塗装

「リークゼロ」を目指して環境対応に取り
組んでいます。
また、乾燥炉の未使用時は
完成した空気熱交換器

こまめに電源をOFFにすることで、通電時
間を30％ほど削減できました。

配管ろう付〜組立〜検査

④
断熱材貼付
環境活動報告

■

②
溶接

社会性報告

ストを行います。
この段階でヘリウムガス

Blazing – Assembling – Inspection / 钎焊管道－组装－检测

配管加工から運転検査まで、
随所で環境負荷低減活動を実施

⑤
熱交換器/電装盤製作

「配管キット加工」
「空気熱交換器加工」
「組
立ライン」
「運転検査」などの各工程でも、不

⑥
配管加工

良品の削減、
リサイクル、
さらに電力使用の削
減など、環境負荷低減を目的としたさまざま
な取り組みが行われています。

配管ろう付

その他

⑦
組立

⑧
運転検査

⑨
出荷検査
組立ライン

現場を支える事務部門の取り組み
■

生産技術部門

運転検査

Office Work Supporting Manufacturing Site / 身为生产线坚实后盾的后勤部门也积极参与环保

Production Engineering Department / 生产技术部门

事務業務でも小さなことの積み重ねが大切です
加工ライン以外でも、一見目立たない活動ですが環境のことを考えた取り組みを実践しています。用紙
の裏使用はかなり浸透してきています。図面の下書きなどでもA3コピー用紙の裏を使うことで極力無駄を
省きました。配管図面も今まではA3／A4の紙による二重管理でしたが、電子ファイル化することでペー
パーレスを実現しました。新しい用紙の在庫もぎりぎりまで補充しないようにしています。また、昼休み時
間中の室内照明の消灯も徹底しています。

生産技術担当

国米 美由紀
東芝キヤリア 社会・環境報告書 2009
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環 境 活 動 報告

3

製品をつくる
津山事業所

Making a Product
产品的制造

Tsuyama Operation Center

津山工厂

工場公園を整備し、これからも計画性をもった
維持管理に取り組みます
津山事業所は、旧東洋キヤリア工業の津山工場として1974年から操業しています。岡山県北部
の周囲を山に囲まれた自然豊かな環境に立地し、敷地面積は富士事業所とほぼ同じですが、工
場棟と事務棟を合わせた建物面積が敷地全体の12％程度であり、いかに自然が豊富であるかが
ご理解いただけると思います。2000年度には「緑化優良工場等通商産業大臣表彰」※を受賞した
実績もあり、自然の中に位置する工場公園として注目されています。

津山事業所 所長

窪田 良一

地元の方々の協力を得て、敷地内にある雑木林や池を整
備し、自然にふれあえる遊歩道をつくりました。この遊歩道
は、できるだけあるがままの自然の姿を残すことを心掛けま
した。藪（やぶ）の中では鳥たちのさえずりや小動物の鳴き声
が聞こえ、季節ごとの草花が咲きそろう環境は、たくさんの生
物と共生していることを実感します。皆の憩いの空間でもあ
り、桜の季節には昼休みにこの場所でお弁当を食べる女性従
業員もたくさんいます。

津山事業所外観

人工的にこのような環境をつくっている会社はあると思
いますが、
ここ津山事業所のように、あるがままの自然を活
かしている例はあまりないと思います。里山は人の手を入
れずに放っておくと、次第に荒れてしまうといわれます。私
たちは計画性をもってこの素晴らしい立地環境を維持する
活動を行っていこうと思います。
このような環境を事業所内
のたくさんの人たちに知っていただく意味で、まず「ウォー
キングラリーマップ」を作成・配布し、きっかけづくりを始め
ているところです。
※1982年度から表彰が開始され、2001年度からは「緑化優良工場等経済産業大臣表彰」
と
なっています。

自然があふれる敷地内

地 域 の 皆さまとの
意 見 交 換 も 積 極 的 に。
事業所全体として実践している環境対策は、月に1回の定例委
員会で、CO 2発生の多いところを洗い出し、具体的な対策を行う
ようにしています。空気圧縮機のインバーター化、高効率空調機
への入れ替え、高効率照明の導入、さらに工場大屋根の断熱塗装
工事などを行い、掲げた目標に対する成果をあげてきました。
また、2008年から新たに始めた取り組みとして、工場が立地
する町内会の皆さまや津山市の行政担当の方との「環境対話
会」を行っています。従来から定期的に行っていた採水検査の後
にこの会を開催するようにしました。市や町からの声に対して誠
実に耳を傾け、改善などの要望があれば積極的に実施していこ
うという主旨です。例えば、津山市からはグリーンカーテンの導
入や、市が推奨しているエコドライブについて意見が出されまし
た。
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最終放流口の
取水立ち合い

町内会の皆さまとの
環境対話会

このように津山事業所では、自然との共生を大切に考えた上で事業
運営を実行していくことをテーマに日々努力を続けています。

环境活动报告

Environmental protection

特集

自然あふれる工場公園内の紹介

社会性報告

❶動物たち

豊かな自然をそのまま残すことに徹した工場
公園では、従来からこの地に生息している動
物たちに出合うこともしばしばです。

❷桜

❸栗の木

桜の季節には、植樹した木の下で昼休みなど
にお弁当を広げる従業員もいます。

❹梅の木

敷地内に植樹した梅の木からは、実をつける
季節になるとほんのり甘酸っぱい香りが漂っ
てきます。
環境活動報告

●植栽活動

134本の苗木を植樹。

N

●高効率空調機器

CO2排出量を約50トン削減。
2013年までに全機器を高効
率機種へ入れ替え。

7

その他

FACTORY

OFFICE
OFFICE
●工場屋根断熱塗装

外気温38℃の時、塗装前の屋
根表面温度が約60℃から塗装
後は約35℃に低下。これによ
り、工場内の空調負荷低減。

●高効率照明

高効率照明への入替により
CO2排出量を約99トン削減。

❺竹林

休日にはタケノコ掘りに出向いてくる従業員も
います。採れたての自然の恵みに出合えるのは
工場公園、津山事業所ならではの贅沢です。

（2009年6月現在3/4が施工完了）

❻ため池

敷地内には、鳥たちが飛来してくる池もありま
す。この池を囲むように森林浴ができる遊歩
道がつくられました。

❼サギ

毎日、鳥の美しいさえずりを聞くことができま
す。木にはいつしかサギなどが巣作りを行うよ
うになりました。
※ 写真は一部イメージです。
東芝キヤリア 社会・環境報告書 2009
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環 境 活 動 報告

3

製品をつくる
富士事業所

Making a Product
产品的制造

Fuji Operation Center

富士工厂

東芝キヤリアグループの CO2 排出量８０％を占める大事業所として、細部にわたる取り組みを
富士事業所は東芝キヤリアグループ最大の製造拠点です。富士山の麓、美しい自然の中に位置し、家庭用エアコンのほか、店
舗やオフィス向け空調設備、冷蔵・冷凍機器、換気システム、コンプレッサーなどを製造しています。
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、エネルギーに関する CO2 削減アイテムを発掘し、毎年の計画の中で、省エネル
ギー推進活動を展開しています。2008 年度は、
「高効率設備の導入」に加え、
「耐久試験の見直し」
「照明器具のリニューアル」
「昼
休みのアイドリング運転禁止」など14 項目の地道な活動を通して、約 13,550t-CO2 の削減ができました。また、自然エネルギー利
用として 2007 年度から太陽光発電を導入しました。2007 年度には、これらの活動が認められ、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けました。今後、さらなる生産プロセスの改善や、高効率設備 ･ 機器の導入を中心に環境負荷の低減を
行っていきます。
■ 自然エネルギーの採用

■

高効率設備の導入

環境推進副責任者
業務執行役員
生産統括責任者

大捕 雅彦

警備室の太陽光発電設備

東 芝キヤリアグループの取り組 み
■

水冷式モジュールチラー

空冷式マルチ空調機

Environmental Approach of Toshiba Carrier Group / 东芝开利集团环保工作的开展

富士冷熱工業株式会社 Fuji Reinetsu Industrial Corporation / 富士冷热工业株式会社

ISO14001 認証取得完了、職場の 5S も積極推進
富士冷熱工業株式会社は、東芝ブランドの少量多品種の空調冷凍機器用コンプレッ
サー、空調用タンクの製造を行っています。従業員数は 33 名（2009 年 4 月 1 日現在）で
す。洗浄、溶接、塗装などの特殊工程があり、環境管理が重要です。2008 年 12 月には、
ISO14001 の審査を受け、2009 年 2 月に認証を取得しました。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を図っていきます。

■

富士東芝キヤリアプロダクツ株式会社（FTCP） Fuji Toshiba Carrier Products Corporation / 富士东芝开利制品株式会社

さまざまな角度からの環境活動を実践中
富士東芝キヤリアプロダクツ株式会社は、東芝キヤリア 富士事業所の敷地内に位置し、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、別売品センサー組立など多種類にわたる生産活動を行っています。
「エネル
ギーの削減活動」
「資源の有効活用」を中心に環境活動を行っています。
「エネルギーの削減活動」では、高効率設備への計画的
切り替えなどを行い使用エネルギーを削減し、
「資源の有効活用」では、排出ゴミの分別を徹底的に行い、埋め立て廃棄物量の削
減を推進しています。また啓蒙活動として、工場、建屋周辺の清掃活動や誰でも分別しやすいゴミ箱ユニットの設置などを行って
います。
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环境活动报告

Environmental protection
海 外 拠 点 の 取り組 み
■

Environmental Approach of Our Overseas Sites / 海外分公司开展各种环保活动

特集

東芝キヤリアタイ社（TCTC） Toshiba Carrier (Thailand) Co., Ltd. / 东芝开利泰国有限公司

地元タイでの環境活動にも参加しています
東芝キヤリア タイ社では、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 認証を
いち早く取得（1998 年）
し、社内外に環境活動を展開、翌年以降もタイ政府から何度も表彰を受けています。社外活動としては、
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活動支援なども行っています。今後も環境リーダーと
しての活動を推進していきます。

社会性報告

植樹

環境活動報告

■

工業省の環境表彰

広東美芝制冷設備有限公司（GMCC） Guangdong Meizhi Compressor Co., Ltd. / 广东美芝制冷设备有限公司

環境コミュニケーション活動は中国広東省でも活発です
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 1,350 万台（2008 年実績）製造している海外現地法人です。
2002 年には、ISO14001 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活動を行っています。地域の皆さまと環境コミュニケーション活
動を積極的に行い、近隣の清掃活動で環境保護への呼びかけも行っています。

その他

2008 年 4 月には、環境保護交流活動として、小学生記者の参観を受け入れ、製品の
省エネと環境保全活動について紹介しました。また環境改善をするために、統計的な
分析の 6 σ（シックスシグマ）を応用して生産ライン照明電力の削減を行いました。

■
■

小学生記者の参観

広東美的制冷設備有限公司（GMRA） Guangdong Midea Air-Conditioning Equipment Co., Ltd. / 广东美的制冷设备有限公司
広東美的商用空調設備有限公司（GMCA） Guangdong Midea Commercial Air-Conditioning Equipment Co., Ltd. / 广东美的商用空调设备有限公司

従業員の意識改革から始める環境活動を展開中です
広東美的制冷設備有限公司は、東芝ブランドの家庭用エアコンの日本向けおよび中
国国内向け製造会社です。環境活動として、従業員に省エネの教育を実施し、休憩時の
消灯の徹底などを行っています。従業員一人ひとりの意識向上を目的とし、教育や対話
機会の頻度を増やしています。
広東美的商用空調設備有限公司は、東芝ブランドの中国国内向け業務用空調機を
製造しています。工場内敷地の 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、事務所の節電を徹底する他、夏季のエアコン運転を 30℃に設
定したり、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。
また、2008 年 6 月、7 月、9 月には、GMRA から4 名が来日し、東芝キヤリアの環境活動

（GMCA）
技術センター建屋前の緑地

や取り組みなどを含めた環境教育が実施されました。
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環 境 活 動 報告

1
4

製品の販売 / サービス
Sales and After-sale Service 产品的销售与服务

環境フォーラム

Environmental Forum / 环保论坛

環境経営の大切さと企業の取り組みをメッセージ
2009 年 2 月5 日、東芝キヤリア ( 株 ) 主催（協賛：東京電力 ( 株 )）で、環境経営フォーラムを開催しました。第一部では、坂本雄三
氏（東京大学教授）に基調講演をいただいた後、コーディネーターに生島ヒロシ氏を招き、坂本氏、伊藤一道氏（( 株 ) 三菱総合研
究所 環境・エネルギー研究本部長）、片倉百樹氏（東京電力 ( 株 ) 執行役員）、須藤亮氏（( 株 ) 東芝 執行役常務）の 4 人をパネラー
にパネルディスカッションを行いました。また、第二部では、業界トップクラスの省エネ性能を誇る商品としてスーパーフレックス
モジュールチラーを CO2 削減の観点から紹介させていただき、第三部では、( 株 ) 東芝 西田社長（現 会長）の「“ 地球内企業 ” の経
営とイノベーション」
と題した講演がありました。
本フォーラムには、当社のお客さま 79 企業 153 名にご参加いただき、環境経営の重要性と東芝グループの取り組みを直接お
伝えすることができました。
このようなイベントを開催することにより、お客さまとのコミュニケーションをきっかけに、商品に対
「スーパーフレ
する声（VOC）※を細部まで収集し、お客さま一人ひとりの価値を取り入れた「One to One」の提案を進めることで、
ックスモジュールチラー」をはじめとする省エネ商品の価値をさらに高め、普及につなげていきたいと考えています。
※ Voice of Customer（お客様の声）

環境経営フォーラム

※役職は開催当時のものです。

ハ ッピ ー・葉 ッ パ ー

Happy Happer /“快乐的绿叶儿”

緑の国の親善大使が地球温暖化防止を呼びかけます
東芝キヤリアグループのキャラクターは、ハッピー・葉ッパーとハニー・葉ッパーです。
ハッピーとハニーは、東芝キヤリアグループと協力して 21 世紀環境創造企業の活動に参
加しています。今まで、さまざまな展示会やイベントなどで、
「ぬりえ」
「お絵かきコンテス
ト」｢ノベルティ｣としてお客さまとのコミュニケーションのお手伝いをしてきました。2009
年 7 月から、立体のハッピー・葉ッパーのキャラクターデザインが変わりましたので、ご紹
介します。白い植木鉢に無限のエネルギーを蓄え、緑の双葉は未来に向かって大きく伸
びていく可能性を秘めています。新しい立体のキャラクターは映像媒体中心で、TV でも
活躍しています。今後ともよろしくお願いします。

東芝キヤリア空調サービス株式会社（TCSC）

Toshiba Carrier Air Conditioning Service Corporation / 东芝开利空调服务株式会社

空調機器の維持・管理に万全の体制を整えています
私たちは、東芝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 “より価値のある資産に ” 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。サービス・工事における環境配慮とし
て、フロンの回収・管理を行うため、
「第一種フロン回収業者」
として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。また、環境活動の一環として、全拠点において、会社付近の通勤経路を
中心に「クリーンアップ作戦」を展開し、地域への奉仕活動を推進しています。
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代表取締役社長

川端 誠

1
5
0

リサイクル /コミュニケーション
Recycle/Communication 资源的循环利用与环保交流

製 品 のリサ イク ル

Product Recycling / 产品的回收·循环利用

特集

エアコンリサイクルのご相談、専用窓口で毎日対応
埋め立て処理していた家電製品を有用な資源としてできるだけ再利用し、廃棄物を減らすため
に、2001 年 4 月から
「家電リサイクル法」が施行されました。東芝キヤリアでは、
「家電リサイクル
法」で指定されている家庭用エアコンについて、販売店などから引き取り、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。東芝ブランドのエアコンは、全国 22 の拠点で分解処理して
います。2008 年度の処理台数は、約 21 万 4 千台で、回収重量の 84％は、さまざまな分野で再利
用しています。

ついてのお問い合わせについては、2009年5月から
「東芝エアコン空調換気ご相談センター」
（365日 9：00−20：00

0120−1048−00）

社会性報告

北陸支社

家電リサイクルの対象商品や、家電リサイクルに

東北支社

中国支社
九州支社

本社
中部支社
関西支社

携帯・PHSから 03-5326-5038（通話料：有料）
で承っています。

四国支社
環境活動報告

※ 14 ページを参照ください。
※家電リサイクルの実績については、下記ホームページをご覧ください。

web http://www.toshiba-carrier.co.jp/company/environment/index̲j.htm

環 境 コ ミュ ニ ケ ー ション

Environmental Communication / 环保交流活动

地域イベントや展示会で環境への取り組みをアピール
■

地域社会 Local Community / 地区社会
その他

富士事業所で毎年行われる夏まつりでは、
「環境コーナー」を設置し、地域の方々
や従業員の家族に対して環境活動の呼びかけを行っています。また、富士市産業交
流展示場「ふじさんめっせ」では、12 月に富士市環境フェアを行っていますが、東芝
キヤリアグループも地元企業として環境活動の紹介を行いました。
■

各展示会 Exhibitions / 各种展览会

夏まつり
「環境コーナー」

東芝キヤリアグループでは、各展示会を通じて、環境活動紹介や、環境調和型製品の紹介を行っています。2008 年 12 月 11 日
〜 13 日に開催された国内最大級のエコプロダクツ展（来場者数：約 17 万人／ 3 日間）の東芝グループブース内には「家庭用エ
アコン PDR シリーズ」
と
「店舗 ･ オフィス用エアコンスーパーパワーエコキューブシリーズ」を出展しました。
この 2 つの製品シリー
ズは、ともに省エネ大賞を受賞した業界トップクラスの商品ということもあり、会場で注目を集めていました。
この 2 つの製品は、
エコプロダクツ展以外にも、東京電力蓄熱フェア
（2008 年 7 月）、東芝グループ環境展（2009 年 2 月）、ENEX 展（2009 年 3 月）など
に出展しています。

東芝グループ環境展

エコプロダクツ展

東芝キヤリア 社会・環境報告書 2009
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6
1

環境活動のルールをつくる
Making Rules on Environmental Activities 制订环保活动的行为准则

環 境 ビ ジョン

Environmental Vision / 环保活动的展望

力を合わせ、厳しい低減目標にもあえて挑戦していきます
東芝キヤリアグループは、東芝グループの環境活動指針に基づいて独自の活動目標を設定し、環境調和型製品の創出、事業活
動での環境負荷低減、環境コミュニケーション活動を推進しています。
これらの活動をさらに充実したものにするために、監査制
度を取り入れ、東芝 EASTER ※による内部監査とISO14001 外部監査を実施しています。
最近では、地球温暖化をはじめとする環境問題が明らかになってきています。企業の環境負荷低減の取り組みと同様、従業員
やご家族の皆さまの日々の生活活動でも環境活動の重要性を認識していただけるよう、各環境月間のメッセージ配信をはじめ、
ご家族や OB が参加できる植林活動を行っています。2010 年には、
「国際生物多様性年」
としてシンポジウムが日本で開かれます
が、人間を含めた地球上の生物が持続可能な環境を維持していくことが大切であり、このことを踏まえて、東芝キヤリアグループ
は、ますます厳しくなる環境負荷低減目標にチャレンジし、グループ一丸となって環境活動を進めて行きたいと考えています。
※ Environmental Audit System in TOSHIBA on basis of Eco-Responsibility

環境基本方針

Basic Policy on Environment / 环保活动的基本方针

新たなスローガンでより積極的な環境活動を
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
への取り組み」ページに開示しています。2009 年度は、“ 進化する環境創造企業「環境発想全開！」” をスローガンに、事業活動の
すべてのステージで環境活動に取り組みたいと考えています。

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。

環境推進体制

Promotion System on Environment / 环保活动的推进体系

強化された推進体制で環境活動のさらなる飛躍
東芝キヤリアグループでは、半期ごとに「東芝キヤリアグルー

東芝キヤリアグループ地球環境会議

プ地球環境会議」を、環境関連の各責任者、経営幹部、国内関係

環境経営責任者

会社環境経営責任者、海外関係会社環境推進責任者の参加で開

環境推進責任者

環境・CSR本部

催しています。会議では、
「環境・CSR 本部」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。2008 年度以前、環境推進責任者は、最も環境
負荷が多い事業活動の責任者である生産統括責任者（CPE）が就
任し、副責任者は、環境調和型製品創出の総責任者である統括
技師長（CTE）が就任していました。
しかし 2009 年度からは、副責

副責任者会議
環境推進副責任者
本社

環境経営

国内事業所

法令遵守・リスク管理

支社・支店

事業プロセス
環境推進活動

国内関係会社

製品・サービス
環境推進活動

海外関係会社

環境
コミュニケーション活動

任者は開発からサービスまでペンタゴン体制（*P10 参照）を構成
するそれぞれの本部の責任者など総勢 9 名になりました。
この環
境経営責任者から任命された 9 名の環境推進副責任者は、各担
当部門に対して環境活動を強力に推し進めながら、環境推進責
任者を支えていきます。
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环境活动报告

Environmental protection
環境教育

Environmental Education / 环保教育活动

特集

環境問題を世界的視野でとらえるために
私たちが直面している地球環境問題は、日々新しい情報が更新され、世界中のさま
ざまな地域で問題が認識されてきています。東芝キヤリアグループは、事業を行ってい
く上で発生する環境負荷を低減するための方向性をグループ全員で共有し、問題を解
決する施策を提案できるよう定期的に階層別の環境教育を行っています。

自分にできる小さいことから取り組んでいます

環境教育

私は、2009 年度に入社し、富士事業所の経理を担当しています。先輩に仕事を教えていただきながら、
社会性報告

日々新しいことに挑戦しています。新入社員導入教育の中で同期約 50 名と環境教育を受講しました。一般
環境知識やグループの環境活動の紹介があり、事業所で発生する廃棄物を分別しているリサイクルセン
ターを見学しました。その後、実際に工場での組み立てライン研修の場でも廃棄物を丹念に分別しなが
ら家庭用エアコン製造に携わりました。環境活動といえば小学生の頃、地元富士市の川の清掃を学校全
経理担当

竹内 千陽

体で実施した記憶がありますが、最近ではなかなかそういう機会もありません。東芝キヤリアグループの
一員として、
自分ができる小さいこと、例えばエネルギーの削減や資源の有効活用などの環境活動を行っ
ていきながら、将来的には屋上などを利用した緑化なども事業所の活動の中でできれば、楽しく工場のエ
ネルギー削減などに寄与できるのではと考えています。
環境活動報告

環 境 パト ロ ー ル / 異 常 想 定 訓 練

Environmental Patrol and Emergency Drill / 环保监察巡逻队和突发紧急事故演习

徹底したパトロール活動と訓練は怠りません
東芝キヤリア富士事業所では、月に 2 回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 名の審査員が各部門を月ごとにチェックし、問題の早
期発見・解決につながっています。また、事業所内の大きい環境負荷を持つ施
設・設備を中心に、異常想定訓練を行っています。事故が発生した場合を想定し、
実際の対応と同じ手順に沿って訓練を実施し、その結果、手順や施設の構造など

環境パトロールの様子

行うことにより、従業員の環境に対する意識の向上にも役立っています。

環境経営情報システムの活用

その他

に問題が発見された場合は、改善を行っています。定期的にパトロールや訓練を
事業所内での訓練の様子

Utilization of Environmental Management Information System / 环境信息系统的灵活应用

「環境経営情報システム」で収集する各データを今後の活動に
東芝グループでは事業プロセスで排出される環境負荷に対して、
「第 4 次環境活動計画（ボランタリープラン）
」の目標値に対して
の実績値を把握するために、エネルギーの使用量、廃棄物の発生量、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
タを各拠点から入力し、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、各データを収集しています。各拠点で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。

ISO 14001 認証拠点

ISO 14001-certified Sites / 通过 ISO 14001 认证的网点

グループ内のさらなる認証へ向けて、より積極的な取り組みを
東芝キヤリアグループでは、環境活動の第三者認証として、ISO14001 を取得し、継続的
に審査を受けています。2009 年 3 月時点では、以前から更新審査を継続している東芝キヤ
リア ( 株 ) 富士事業所、津山事業所に加え、富士冷熱工業 ( 株 ) が新たに取得し、グループの
三大製造拠点がすべて取得を完了しました。

■認証を取得している会社および拠点

（2009 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
富士冷熱工業 ( 株 )
東芝キヤリア 社会・環境報告書 2009
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東 芝 キ ヤリア グ ル ー プ の 概 要

Introduction of Toshiba Carrier Group / 东芝开利集团的简介

会社概要
国内主要関係会社

海外主要関係会社

営業開始： 1999 年 4月（株）東芝 空調・設備事業部と

東芝キヤリア空調サービス株式会社

東芝キヤリアタイ社

空調設備の保守サービス

小形エアコンの設計、製造、販売

所 在 地： 本社事務所／東京都港区高輪三丁目 23 番 17 号

東芝キヤリア英国社
東芝キヤリアエンジニアリング株式会社 業務用カスタムエアコンの販売

社

名： 東芝キヤリア株式会社
キヤリア社の合弁会社として東芝キヤリア
（株）発足
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

代 表 者： 取締役社長 不破 久温
資 本 金： 115 億 1,000 万円（2009 年 7月現在）
（グループ約 3,200 名）
従業員数： 約 2,700 名（2009 年 7月現在）

株

主： 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％

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
2）ヒートポンプ給湯機
3）チラー、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
6）換気扇、換気システム
7）インバーター装置

東 芝 キ ヤリア グ ル ー プ の あ ゆ み

空調機器、冷凍機器の開発、設計、製造、
広東美芝制冷設備有限公司
販売
ロータリーコンプレッサーの製造、販売

富士東芝キヤリアプロダクツ株式会社

広東美芝精密製造有限公司

空調機器、冷凍機器、換気扇等の製造

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
東芝キヤリアリビングサービス株式会社 空調機器の開発、設計、製造、販売
物品販売、厚生施設の管理・運営

富士冷熱工業株式会社
冷凍車用冷凍装置、コンプレッサー、
空調用部品の製造

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

東芝テクノシステム株式会社

美的集団武漢制冷設備有限公司

空調設備機器等の修理、保守

空調機器の製造

東芝開利空調販売（上海）有限公司

株式会社キャリア総合サービス
空調機器および部品の製造、梱包、
出荷、販売およびサービス

空調機器の販売

History of Toshiba Carrier Group / 东芝开利集团的沿革

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

1962（S37）

スプリット形ルームクーラー製造開始

1989（S64）
1989（H1）

環境担当発足
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）

1971（S46）

冷凍車冷凍装置製造開始

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

1981（S56）

世界初業務用インバーターエアコン量産開始

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

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）

2000（H12）

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
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）

イソブタン冷媒コンプレッサー開発

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）

柳町事業所（川崎市）を富士事業所に統合

2005（H17）

RoHS 対応機種の出荷開始

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

2009（H21)

ルームエアコン製造 50 周年

※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。

web http://www.toshiba-carrier.co.jp/kankyo/index̲j.htm
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1994（H6）
1997（H9）

1,1,1-トリクロロエタン使用廃止
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

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）

2000（H12）
2002（H14）

オゾン層保護大賞優秀賞受賞
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）

2003（H15）

環境報告書初発行

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｣

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｣

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

2008（H20）

省エネ大賞ダブル受賞
・省エネ大賞経済産業大臣賞受賞
（スーパーパワーエコキューブシリーズ）
・省エネ大賞省エネルギーセンター会長賞受賞
（ルームエアコン大清快）

社会・環境報告書に対する第三者所見

Observation by Third Party on Our CSR Report / 第三方对社会·环境报告书的意见

富士常葉大学
環境防災学部准教授

杉山 涼子

昨年のトピックスは地球温暖化でしたが、今年は生物多

を共有し、
「環境創造企業」
という企業理念が一人ひとりの
意識に浸透されるよう、この社会・環境報告書が活用され

様性が取り上げられています。来年 2010 年は、国連の定め

ることを期待します。

た「国際生物多様性年」であり、生物多様性条約第 10 回締

◆ 簡潔さと情報量の豊富さ

約国会議（COP10）が名古屋で開催されます。本年からは
わが国の環境白書にも、生物多様性白書が加わりました。
このような時代の要請に対応し、特集１ではわかりやす
い読み物として生物多様性を紹介しています。さらに特集
いろな立場の意見が反映され、参加者一人ひとりの声が聞
こえる試みとしてたいへん良いと思います。自然環境に恵
まれた津山事業所の紹介も生物多様性のテーマにふさわ

環境報告書は情報開示のための重要なツールであり、
さまざまな環境情報の提供が期待されています。同時に、
幅広く読者を惹きつけるためには、読みやすさ、簡潔さが
求められるため、報告書本文とWeb 情報との使い分けが
重要です。報告書とWeb サイトの項目を統一し、より詳細
な情報やデータ資料などは Web 情報を参照できるよう、
報告書と一体的なWebサイトを検討されてはいかがでしょ

しい内容となっています。

うか。

◆「社会・環境報告書」としての役割

◆ 中長期的な将来像への期待

2009 年版では、環境報告書から社会・環境報告書へと
進化し、社会性報告が一層充実した内容となっています。
のためリコール品について紹介されており、たとえネガ
ティブ情報であっても積極的に情報開示される姿勢は高く
評価できます。
環境報告書を作成する企業は年々増え、社会的な認知
度も高まってきています。報告書の読者は、顧客、株主など

2005 年度から取り組まれている「環境ボランタリープラ
ン」では、2010 年度達成目標に向けて、全般的に着実に環
境パフォーマンスが上がっています。低炭素社会、持続可

その他

お客さまへの責任についての記述では、製品の安全確保

環境活動報告

２として、社員の皆さんの座談会を設けられたのは、いろ

社会性報告

◆ 生物多様性にいち早く着目

特集

●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
静岡県環境影響評価審査会委員
富士市都市計画審議会委員
など

能な社会を目指して、中長期的な視点で世界全体が動こう
としている中で、東芝キヤリアでは 50 年後を見据えた仁王
悟空（2059）プロジェクトを立ち上げられました。
このプロ
ジェクトを通じてどのような具体的な将来像を示されてい
くのか今後に期待します。

外部の関係者だけではありません。従業員の皆さんが情報

第三者による所見を受けて
昨年度に引き続き、杉山先生に第三者所見のメッセージをいただき、前回の所見において課題として、
中文併記の指摘がありました。今年度、題目には英文／中文併記を採用し、環境経営責任者メッセージは
必要に応じ、英文と中文の差込みを用意しました。本年からは、社会・環境報告書として、環境関連の情報
とともに、東芝キヤリアグループの社会性報告の情報もより詳しく開示しています。昨年度に引き続き、増
え続けていく情報量の多さやコンテンツの内容をマテリアリティ
（重要性）で選択掲載し、その他の情報は
Web を用いています。今後さらに、ステークホルダーとのコミュニケーションが活発になるよう、受け取る
側にとっての情報入手の容易さやわかりやすさを念頭に置いた Web 構成などの必要性を感じており、より

広報担当

酒井 誠

広い読者層への情報開示方法を検討していきたいと思います。

東芝キヤリア 社会・環境報告書 2009
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ハッピー・葉ッパー

ハニー・葉ッパー

ハッピー・葉ッパーとハニー・葉ッパ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。

環 境・CSR本 部
〒4 1 6 - 8 5 2 1 静 岡 県 富 士 市 蓼 原 3 3 6 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/

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。

ＶＯＣ
（揮発性有機化合物）成分ゼロの環境に
配慮した100％植物油インキを使用しました。

有機物質を含んだ廃液が少ない、
水なし印刷方式で作成しました。

初版

2009年9月発行

