価値提供の CSR ｜ 環境

価値提供の CSR

環境
DAIKIN’S POLICY

先進技術と市場をつなぎ、
環境・エネルギー問題の解決に貢献します
「CSR 行動計画 2020」目標

2020 年度実績

空調機は、世界の人々の暮らしに不可欠な一方、多

環境調和製品の普及によってどのくらい温室効果ガスの

くの電力を消費し、冷媒として使用されるフロンは

排出抑制に貢献できたかと販売台数の比率、開発・生産時

気候変動に影響を与えます。グループ全体の開発・
生産時温室効果ガス排出量を2005年度比で70%
削減することに加え、全世界でインバータ技術や低
温暖化冷媒を用いた環境調和製品を普及させるこ
とによって、温室効果ガスの排出を6,000万t-CO2
抑制します。

の温室効果ガスをどのくらい削減できたかを測っています。
温室効果ガス排出抑制貢献量

7,000

環境調和製品の販売台数比率
（住宅用エアコン）

98

%

万 t-CO2
開発・生産時温室効果ガス
排出量削減比率（2005 年度比）

79

%
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脱炭素社会の実現へ――
ステークホルダーと取り組む基準づくり
WHY? なぜ重要か

DAIKIN’S APPROACH

適正な省エネ基準が
電力消費量を抑えることにつながるから

エアコン需要の高まる新興国で
省エネ基準づくりに貢献

エアコン需要が増え続けるなかで電力消費量を抑制して

ダイキンは IEA の提言以前から、電力需要の増加

いくには、再生可能エネルギーの普及に加えて省エネエア

が予測されるインド・アセアン地域の新興国で省エネ

コンの普及が重要であると、国際エネルギー機関（IEA）が
2018 年 5 月のレポート
「The Future of Cooling」
で提 言
しています。
そのためには、メーカーによる省エネ製品の開発だけで
なく、消費者にとって省エネ製品を選びやすくする適正な
省エネ基準が必要です。

推進のための基準づくりにも取り組んでいます。まだ
エアコンが普及途上で適正な省エネ基準のない新興
国では、運転時の電力消費量の大きいエアコンも
いるからです。

（Mt-CO2）

機器の効率向上
（インバータ機の普及など）

基準づくりの一例として、インドでは、政府機関へ
期間効率の計測方法などの技術的な支援を行った

2,000

ことが、エネルギーラベル制度の導入につながりまし

1,500
1,000

再生可能
エネルギー
の普及

500
0
2016

2050

注）IEA「The Future of Cooling」
より当社作成。
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また、さまざまなステークホルダーと協力し、省エネ

市場で流通しており、エネルギー問題の要因になって

冷房によるCO2 排出量の 2050 年予測
2,500

性の高いインバータエアコンを提案してきました。
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約9割
削減

た。これにより、外気温に応じて最適な運転をするイン
バータエアコンの省エネ性能を消費者が認識できる
ようになり、電力需要の低減につながっています。

省エネ促進に向けたステークホルダーとの連携

世界の CO２ 排出を抑制し脱炭素社会の実現へ

日本政府

国際機関

ステークホルダー
との 連携

業界団体

大学

各国政府

NPO・NGO

DAIKIN’S PERFORMANCE

ブラジルで省エネ基準を適正化し
エネルギー問題の解決に寄与
2020 年 7 月、ブラジルでエアコンの省エネ基準が
改正されました。同国と日本の産官学にNGOを加えた
連携によって実現したもので、ダイキンも参画しました。
ブラジルでは、経済発展に伴う電力不足が懸念され
ているにもかかわらず、安価で電力消費量の大きい
エアコンが普及しています。これは、長年改正されず

国際的な連携が
省エネを促進します
気候社会研究所
（iCS）
エネルギー効率化イニシアチブ コーディネーター

Kamyla Borges

氏

JICAの事業で実施した日本視察や実証試験によって、
ブラジル政府機関の代表者たちがエネルギー効率や
インバータエアコンによる効果について理解を深める
ことができました。さまざまな技術的インプットが、
ブラジルの省エネ政策の改善につながりました。

にいた従来の省エネ基準では市場の 9 割の製品が
最高ランクに分類され、省エネ性能の優劣を消費者
が判別できなかったためです。
そこで、性能の違いを明らかにすべく、ダイキンと
現地の大学、NGO などが実証試験を2018 年 1 月に
開始。インバータエアコンによって電力消費量を約
6 割抑制できるという結果を得ました。

NEXT CHALLENGE

パートナーシップで脱炭素社会を実現
エアコンは世界の人々の暮らしに不可欠である
一方、多くの電力を消費し気候変動に影響を与えます。

さらに2018 年 3 月、独立行政法人国際協力機構

だからこそ、ダイキンが世界中で省エネ製品の開発や

（JICA）がこの活動を民間連携事業に採択したことを

普及に取り組み、
「2050 年に温室効果ガス排出実質

きっかけに、日本政府との連携がスタート。ダイキンは

ゼロ」の環境ビジョン達成をめざすことが重要だと

大使館や経済産業省などとともに実証試験の結果を

考えています。

示しながらブラジル政府へ基準改正の必要性を訴え、

ダイキンは今後も世界各地で専門的知見を生かして

日本での視察や技術指導を実施。課題と対策について

情報提供や技術支援を続けていきます。さまざまな

繰り返し話し合いの場を持ちました。約 2 年にわたる

ステークホルダーと協力し、自社だけでなく市場や

そうした活動が、ブラジル政府の新たなエネルギー

地球環境も持続可能なしくみづくりに取り組むことで、

ラベル導入につながりました。

脱炭素社会の実現に貢献していきます。
ダイキングループ サステナビリティレポート 2021
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事業活動における環境影響の全体像

ダイキンは、資材の調達から開発、生産、輸送、施工、使用、回収、リサイクルまで
バリューチェーン全体を見渡して事業活動が環境に与える影響を把握しています。
エアコンは電力を多く消費する製品であり、使用時の温室効果ガス排出が最も大きな環境課題です。

事業活動

INPUT
資材

化学製品材料

検証

CO2 調達・資材によるCO2

106万t（24万t）
アルミニウム、鉄、銅など

OUTPUT

289万t-CO （75万t-CO ）
2

調達

2

検証

CO2 開発・生産によるCO2

108万t-CO （26万t-CO ）
2

プラスチック類

P20
計画 2

2

エネルギー起源 69 万 t-CO（
2 15 万 t-CO2）
39 万 t-CO（
2 11 万 t-CO2）
フロン類

エネルギー

排出物

14,108TJ（3,628TJ）
電力

蒸気

都市ガス・
LPG

石油

研究・開発・
生産

再資源化物
廃棄物

13.7 万t（2.5 万t）
3.2 万t（0.4 万t）

排水量

検証

化学物質

832

万m3（

219

万m3）

0.2万t（0.05万t）

水
取水量

検証

956万m3（249万m3）
燃 料（輸送）

販売・輸送・
施工

CO2 輸送・出張によるCO2
（3.4万t-CO2）
CO2

ガソリンなど

市場でのダイキン製品使用
によるCO2
空調機

検証

空調機以外※1

23,534万t-CO2 1,958万t-CO2

（2,268万t-CO2）

市場でのダイキン製品
使用による消費電力
空調機

382TWh（40TWh）

エネルギー 21,763 万 t-CO2
1,910 万 t-CO2
起源
（2,043 万 t-CO2） （296 万 t-CO2）

使用

フロン類

空調機以外※1

37TWh（6TWh）

1,771 万 t-CO2 48 万 t-CO2
（225 万 t-CO2） （7 万 t-CO2）

CO2 ダイキン製品廃棄時のフロン類※2
空調機

4,471

検証

万t-CO2
（521万t-CO2）

フロン回収量

アフター
サービス・
回収・
リサイクル
検証

第三者検証を受けた値です。

注）本ページのデータは2020年度グローバル
グループ合計の値、
（ ）
内はダイキン工業
単体の値、
〈 〉
内は国内グループの値。
※1 空気清浄機、低温・油機・特機製品など。
※2 廃棄時のフロン回収率は0%として算出。
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（302万t-CO2）

ステークホルダーと
連携した環境活動の
実施・拡大

〈132万t-CO2〉

P20
計画 3

空調機以外※1

141

万t-CO2
（42万t-CO2）

P20
計画 1

パフォーマンス報告

環境行動計画 2020

戦略経営計画
「FUSION20」
にもとづく、環境行動計画 2020を実行。
持続的な事業の成長と環境保全の両立をめざし、バリューチェーン全体で環境負荷を低減します。
2020年度を目標年度に環境行動計画2020を策定し、

しました。最終年度の実績は、2020 年度に温室効果

「 ❶ 環境調和製品・サービスの提供」
「 ❷ 生産活動

ガス排出量を世界中で 6,000 万 t-CO2 抑制という

などでの環境負荷の最少化」
「 ❸ 世界中でグリーン

目標に対し、7,000万t-CO2 抑制できたと算出しました。
生産活動などの環境負荷を低減する取り組みでは、

ハートの輪を広げる」活動に取り組んできました。

温 室 効 果ガス排 出 量を2020 年 度に2005 年 度 比

当社の主力製品であるエアコンは、使用時の温室効果
ガス排出量が大きいため、省エネエアコンや低温暖化

と いう目 標 に 対し、
70% 減（158 万 t-CO2 に 削 減）

冷媒を用いたエアコンを世界中で普及させることに注力

108 万 t-CO2 まで削減しました。

環境行動計画 2020

：成果をあげました。

行動目標

：あと一歩で成果につながります。

2020 年度 目標

：努力しています。

2020 度 実績

自己評価

1 環境調和製品・サービスを世界中で提供します
以下の普及拡大により
温室効果ガス排出抑制に貢献
インバータをはじめとした省エネエアコン
低温暖化冷媒を用いたエアコン
ヒートポンプ暖房・給湯機
環境ソリューション事業

温室効果ガス排出抑制貢献量※1
6,000 万 t-CO2

7,000 万 t-CO2

環境調和製品※2 の販売台数比率の向上

住宅用エアコン販売台数に
おける環境調和製品比率
98%

2 生産活動などでの環境負荷を最少化します
排出量を削減

2005 年度比 70% 削減
（158 万 t-CO2 に削減）

温室効果ガス
エネルギー起源
CO2 排出量を削減

79% 削減
（108 万 t-CO2 に削減）

エネルギー起源 CO2 を
基準年度※3 比原単位 5% 削減

14% 削減

排出物

排出物量を
基準年度※3 比原単位 5% 削減

12% 削減

水

取水量を
基準年度※3 比原単位 5% 削減

14% 削減

化学物質

化学物質排出量を
基準年度※3 比原単位 5% 削減

23% 削減

グリーン調達

グリーン調達率※4 の向上

80％

3 世界中で地球を大切に思うグリーンハートの輪を広げます
ステークホルダーと
連携した環境活動の
実施・拡大

従業員による事業内外
での環境活動参画

すべての生産拠点を
グリーンハートファクトリー※5 に認定

環境社会貢献活動の
推進

NGO などと協働した森林保全活動の実施
次世代向け環境教育の実施

認定数 39 拠点
（国内7拠点・海外32拠点）
700 万 t-CO2 排出抑制
740 人に教材を提供

※1 非インバータ機および従来冷媒機、燃焼暖房・給湯機の排出量をベースラインとし、当社が販売した環境調和製品総量を考慮した排出量との差。
※2「従来機に比べ 30% 以上消費電力低減」
「従来冷媒より温暖化係数が 1/3 以下の冷媒を使用」のいずれか、もしくは両方を満たす製品。
※3 2013 年度から 2015 年度の平均値。
※4 全調達額に占める、評価基準に達した取引先様からの調達額の割合。
※5 生産拠点ごとに省エネや廃棄物削減、生物多様性保全などの環境活動を評価し、認定する社内基準。

WEB 温室効果ガス排出データの算定方法 https://www.daikin.co.jp/csr/report/verification/calculation.html
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製品の環境性能向上

環境調和製品の開発・普及により、使用時のエネルギー消費によるCO2 排出量の削減と、
フロン類の環境影響の低減を推進しています。
ライフサイクルアセスメント

インバータ機と低温暖化冷媒 R32 機の普及

使用時の省エネと冷媒影響削減に注力

世界での CO2 排出抑制貢献約 2.3 億トン

製品のライフサイクルごとに環境影響を定量的に

ダイキンは省エネ性能の高いインバータ機開発

把握するLCA（ライフサイクルアセスメント）の手法を

や、その普及に向けたしくみづくりに注力しています。

用いて、エアコンの温暖化影響を評価しています。

また、適材適所の冷媒選択を提案しています。住宅用・

エアコンによる温室効果ガス排出量は、使用時の

業務用エアコンには、総合的に見て低温暖化冷媒

影響が最も大きく、次いで冷媒による影響が大きく

R32が最適と考え、世界で普及に取り組んできました。

なっています。そこで、この 2 点の環境影響低減に

他メーカー製を含めてR32エアコンの累計販売台数は

最も注力。消費電力を低減できるインバータ技術の

1.4 億台以上※、CO2 排出抑制貢献は約 2.3 億トン※

搭載に加え、低温暖化冷媒 R32を採用し、その特性

と試算しています。

を生かした省エネ化を進めています。

※ 2020 年 12 月時点、当社試算。

LCA 事例：ライフサイクル CO2 排出量の比較※1

ダイキンの R32 エアコン累計販売台数（2020 年 12 月現在）

素材・部品製造工程
製品製造工程
流通工程
使用※2
廃棄・リサイクル
冷媒影響※3
（使用時＋廃棄・リサイクル時）

住宅用エアコン
2010 年度機
（R410A）
2020 年度機
（R32）

77%
89%

合計 4,576kg-CO2
合計 3,692kg-CO2

100

世界

2,800万

カ国以上で

台以上を販売

（日本：1,200万台、海外：1,600万台）

19%

6%

CO2 排出量を19% 削減

業務用エアコン
2010 年度機
（R410A）
2020 年度機
（R32）

92%

販売国
（限定販売国含む）

合計 19,172kg-CO2

84%

合計 14,116kg-CO2

14%

5%

CO2 排出量を26% 削減
※1 住宅用エアコンは2.8kWクラス、業務用エアコンは14kWクラスでの当社
基準による算出。
※2 期間消費電力量：住宅用は日本産業規格（JIS）、業務用は
（一社）
日本冷凍
空調工業会の規格を使用。
※3 冷媒影響は使用時と廃棄・リサイクル時の平均漏れ率を考慮し、単位重量あたり
温暖化係数より算出。

ヒートポンプ暖房・給湯機の普及

欧州をはじめ世界で普及を促進
ヒートポンプとは、空気中の熱をくみ上げて空調や

環境調和製品の普及と温室効果ガス排出抑制貢献

給湯を行う技術で、CO2 排出量を燃焼式に比べ 1/2

環境調和製品の販売台数比率 98％

暖房市場で製品ラインアップを拡充し、ヒートポンプ

ダイキンは
「従来機に比べ30%以上消費電力低減」
「従来冷媒より温暖化係数が 1/3 以下の冷媒を使用」
のいずれか、もしくは両方を満たす製品を環境調和製

以下に削減できます。ダイキンは、欧州をはじめ世界の
化をさらに促進していきます。
ヒートポンプのしくみと効果
世界の建物部門・産業部門で
ヒートポンプを採用した場合の効果

品とし、それらの開発・普及をグローバルで推進して
います。2020 年度の住宅用エアコンでは、販売台数
に占める環境調和製品比率は 98%、温室効果ガス
排出抑制貢献量※は 7,000 万 t-CO2 でした。
※ 非インバータ機および従来冷媒機、燃焼暖房・給湯機の排出量をベース
ラインとし、当社が販売した環境調和製品総量を考慮した排出量との差。

21

ダイキングループ サステナビリティレポート 2021

熱
熱

熱

湯

空気に蓄えられた太陽熱をヒートポンプ
でくみ上げ、空調や給湯に利用

建物からの
CO2 を 50% 削減
産業での
CO2 を 5% 削減

世界で
CO2 年間
18 億 t
削減

出典：IEA
（国際エネルギー機関）

省エネソリューションの創出

既設ビルの ZEB 化を推進

環境負荷の低減につながる
製品・サービス

ダイキンは
（一社）
環境共創イニシアチブが公募して
いる
「ZEBプランナー」
に登録しており、ビル全体を省
エネ化するZEB
（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）
を提案
しています。新築のビルはもちろん、自社ビルで培った
実績をもとに既設の中小規模ビルの ZEB 化にも強み
を有しています。
穴吹興産株式会社所有のビルが 2019 年 1 月に
「ZEB Ready」※を達成し、2020 年度省エネ大賞に
おいて省エネ事例部門
「省エネルギーセンター会長賞」
を受賞しました。ダイキンが省エネコンサルティング
とZEB 化を支援し、エネルギー消費量を
基準比で約 68％削減。築 30 年以上の
テナントビルが
「ZEB Ready」の基準を
満たしたのは日本国内で初めてです。
このようにダイキンは古い既設ビルでも
ZEB 化できる知見を生かし、省エネ課題

全熱交換器ユニット露出設置形
「ベンティエール」

店舗などの換気と省エネを両立

全熱交換器ユニット露出設置形
「ベンティエール」
は、
小規模空間に設置できる業務用換気機器です。室内
の冷気や熱気を逃がさないエネルギー回収装置を
内蔵しており、既設エアコンの省エネ性を落とすこと
なく効率的な換気を実現します。一般的な換気機器
を設置する場合と比較して、消費電力の増加を約
26％抑制※できます。その省エネ性能と、既設建物に
後付けで簡易に設置できる点が評価され、2020 年
度省エネ大賞において製品・ビジネスモデル部門の
「省エネルギーセンター会長賞」
を受賞しました。
カフェなどの内装にも馴染むデザインにしたことで、
露出設置形でも店舗に採用しやすく、換気について
利用客に説明しやすいという効果もあげています。
※ 当社調べ、25m2 の小型店舗に厚生労働省推奨の 30m3/h/人を
を入れた場合との比較。
満たす一般的な換気機器（250m3/h）

に対応する提案を加速していきます。
※ 基準一次エネルギー消費量から50％以上の一次エネルギー消費量を削減
した建物。

スマートシティプロジェクトへの参画
ダイキンは世界のスマートシティプロジェクトに
参画し、街全体の省エネ実現へ貢献します。
2020年11月に、シンガポール政府が進める
「Tengah
Town
（テンガータウン）
」
において、シンガポール電力
（SP Group）
と合弁会社の設立に向けた覚書を締結。
街全体を最適制御する地域冷房を実現すべく、ダイ
キンはスマートシティの住居に先進の冷房システムを
供給します。戸別にエアコンを設置するシステムに
比べてライフサイクルコストを30％削減できます。

露出設置形「ベンティエール」の設置例

レトロフィットと運用改善による省エネ実践

省施工で建物の消費電力を削減

社 会 福 祉 法 人 白 百 合 会 特 別 養 護 老 人ホーム
恩方ホームでは、既設の空調機の圧縮機と制御基板
を最新のものに入れ替える
「レトロフィット・メンテ
ナンスプラン」
を採用し、省施工ながらも経年劣化
による不具合の解消と省エネを実現しました。さらに
空調監視装置
（EneFocus α）
の導入により季節ごと
の省エネスケジュール設定を可能とし、施設独自の
省エネ施 策と合わせて、建 物 全 体 の 消 費 電 力を
2017 年度比で約 21％削減しました。
この取り組みは、2020 年度省エネ大賞において
省エネ事例部門の「省エネルギーセンター会長賞」
を受賞しました。

「Tengah Town」
の完成イメージ（2023 年入居開始予定）
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価値提供の CSR ｜ 環境

パフォーマンス報告

開発・生産時の環境配慮／環境マネジメント

各拠点で環境負荷の低減や地域環境の保全に努めています。

温室効果ガス排出量の削減

水の削減

2005 年度比 79% 削減し
環境行動計画 2020 を達成

取水量原単位を 14% 削減
ダイキンでは、2013 年度から2015 年度の取水量

ダイキンが開発・生産工程で排出する温室効果

の平均を基準値とし、2020 年度に原単位 5% 削減と

ガスは、エネルギー使用によるCO2 とフロン類の二つ

する目標を設定。2020年度のグループ全体の取水量

に大別されます。CO2 排出量を2005年度比で、2025

原単位は、基準値に比べ 14% 削減しました。2020

年度に75%、2020 年度に70% 削減
（158 万t-CO2 に

年度は、堺製作所金岡工場で、前年度に導入した排水

削減）
するという目標を設定。2020 年度の温室効果

リサイクル設備の安定稼働や、クーリングタワーの

2 2005年度比79%削減）
ガス排出量は108万t-CO（

不具合の監視に取り組みました。

でした。2020年度は、米国

取水量／生産量あたりの取水量原単位

のグッドマン社でグリーン
電 力を導 入し、ダイキン

（万m3）

1,000

トルコ社では 5MW 規模
の太陽光発電システムを
設置しました。

ダイキントルコ社の太陽光発電
システム

温室効果ガス排出量（開発・生産時）
エネルギー起源 CO2

HFC

PFC

600

500

基準値を100としたグループ全体生産量原単位

（％）

100

92

600

87

660

628

665
474

443

476

0

185
基準値

186
2017

（2013年度〜2015 年度の平均）

189

2018

90

86

84

80

623

575

447

200

検証 第三者検証を受けた値です。
京都議定書対象ガス：

海外

100

800

400

（万ｔ-CO2）

日本

176

2019

70

408
167

2020

0

（年度）

525

211※

200

119

100

135

2005

29
25

131

2017

29
18

128

83

81

66

0

環境マネジメント

BAU

340

2018

30
16
82

2019

108
24
15
69
2020（年度）

※ 未対策のまま事業成長した場合の排出量（2016 年度基準）。

グローバルな推進体制で
環境課題に対応
グループ全体で環境経営を推進するために、日本、
欧州、米州、中国、アジア・オセアニアの世界 5 地域で
の気候変動や水、廃棄物など環境課題への対応を、
地域環境会議、製品環境会議を通じて管理しています。

資源の有効活用

排出物原単位を 12% 削減

23

地域環境会議は、地域ごとに各拠点の環境責任者
が出席し毎年開催。生産拠点における環境負荷低減
や生物多様性保全の取り組みを推進しています。

ダイキンでは、生産工程からの排出物の削減に取り

また、エアコンをはじめとした製品の環境負荷低減

組んでいます。2020年度に基準値
（2013年度から

については、各地域の推進担当者が出席する製品

2015年度の平均）
比5% 削減を目標として、原材料の

環境会議を毎年開催。低温暖化冷媒や省エネイン

効率的使用や生産時のロス極小化、リターナブル梱包

バータ技術を使用した製品など、環境調和製品の

への転換などを進めました。2020年度は、グループ全体

開発・普及に向けた方針を議論し、取締役会に提言

の排出量原単位を基準値に比べ 12% 削減しました。

しています。
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