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温室効果ガス
排出抑制貢献量

7,000万t-CO2

環境調和製品の 
販売台数⽐率（住宅⽤エアコン）

98%
開発・⽣産時温室効果ガス  
排出量削減⽐率（2005年度⽐）

79%

価値提供のCSR価値提供のCSR

環境環境

⽅針

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

空調機は、世界の⼈々の暮らしに不可⽋な⼀⽅、多くの電⼒を消費し、冷媒として使⽤される
フロンは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。

2020年度実績

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排出抑制に貢献できたかと販売台数の
⽐率、開発・⽣産時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
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⻑期視点への⽅針（環境ビジ
ョン2050）

2050年に「温室効果ガス排出実質
ゼロ」をめざす「環境ビジョン
2050」を策定しました。

環境基本⽅針

取り組みの拠り所となる環境基本
⽅針を定めています。

事業活動における環境負荷の
全体像

事業活動における環境負荷の全体
像（インプット・アウトプット）
を報告しています。

環境マネジメント

環境対応を重要な経営資源と捉
え、環境対応と企業経営を融合し
ています。

気候変動への対応

製品の温暖化影響緩和と⽣産時の
温室効果ガス排出削減を中⼼に取
り組んでいます。

資源の有効活⽤

製品設計および⽣産⼯程で資源を
有効に活⽤し、サーキュラー・エ
コノミーの実現に貢献します。

化学物質の管理・削減

化学物質の使⽤・排出量を削減
し、化学物質による汚染防⽌に努
めています。

⽣物多様性の保全

「事業活動」と「環境貢献活動」
の両⾯から⽣物多様性の保全に取
り組んでいます。

環境活動の歩み

ダイキンの環境保全活動の年表を
掲載しています。

 (P45)  (P107) (P105)

 (P110)  (P193) (P136)

 (P212)  (P239) (P228)
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エコ・ファースト企業認定

環境省の「エコ・ファースト企
業」の認定を受けています。

関連情報

TCFDフレームワークに基づく情報開⽰

 (P242)

 (P51)
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環境

環境基本⽅針

グループ環境基本⽅針
環境理念：環境社会をリードする

地球環境への積極的な対応は、さまざまな事業を展開する私たちの使命であり、これを優先して経営に組み
込んでいきます。

商品開発、⽣産、販売など経営全般にわたり、あらゆる地球環境の維持向上活動を展開するとともに、より
良い環境社会を実現するための商品開発や技術⾰新を推進します。

「環境対応は重要な経営資源」と捉え、環境対応と企業経営を融合し、環境対応の実践が、外部からの信頼
の獲得や事業の拡⼤、さらには業績の向上につながるという「環境経営」の先進企業であり続けます。そし
て良き地球市⺠として、快適な地球環境をつくりあげる活動の⼀翼を担います。

⾏動指針

1. グループ全員が環境問題への知識を深め、社会全体とのかかわりに責任を持って⾏動する。

2. グループで「環境経営」を積極的、かつ効率的に実践するために、環境マネジメントシステムを
構築し、その徹底とさらなる向上をはかる。

3. 商品開発、⽣産、販売、物流、サービス、リサイクルなど事業全般にわたって環境活動を展開す
る。特に、地球環境の維持向上に貢献できる商品開発や技術⾰新、さらには環境ビジネス展開で
社会をリードする。

4. グローバルに整合した施策を展開するとともに、国や地域の特性に応じた環境対策を推進する。
さらに、関連企業や外部の組織・機関との連携、協業を積極的に進める。

5. 環境に関する情報を正直かつ公平に開⽰する。また、社内外の意⾒に率直に⽿を傾け、環境保全
活動の継続的な改善に活かす。
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ダイキンの環境シンボルマーク

2002年2⽉、当社の環境シンボルマークを策定しました。環境保全活動は⼀⼈ひとり
の⼩さな⾏動の積み重ねの総和が⼤きな成果をあげていくものです。従業員⼀⼈ひと
りがグリーンハート（＝地球を思いやり、環境を⼤切にする⼼）を持って⾏動すると
いう決意を、緑のハート型の地球で表現しました。
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関連情報

ダイキン国内グループ環境⽅針 （457KB）
(https://www.daikin.co.jp/-/media/Project/Daikin/daikin_co_jp/csr/environment/management/
environmental_policy-pdf)



注

※1

※2

環境

事業活動における環境負荷の全体像

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。

検証  第三者検証を受けた値です。

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。

空気清浄機、低温・油機・特機製品など。

廃棄時のフロン回収率は0%として算出。
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〇方スチyク類

エネルギー
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◎声 ・ 暉IこよるCO2
(3.4万t-C02)

◎言瓢ィキン製品細
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(225万t-C02) : (7万t-C02}

〇ダイキ汲醐諫時のフロン類c2

四諏 口目：空識甕以外ぐ1

4,471瓦CO2 i 141万t-C02
(521万t-C01) : (42万t-C02)

フロン回収曼
〈132万t-COか

＞ 
ステークホルダー と 百頃回
濶しば罰団識の ........ 

実籠•拡大

計し四

計し闘

 (P117)

 (P117)

 (P117)
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関連情報

環境⾏動計画2020

温室効果ガス排出データの算定⽅法

ESGデータを探す（バリューチェーンでの温室効果ガス排出量（Scope1、2、3））

 (P116)

 (P562)

 (P570)
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推進体制

気候変動をはじめとした環境課題
への対応を経営課題と捉え、世界
で推進しています。

環境関連リスク・機会

気候関連リスクを含む環境関連リ
スク・機会について洗い出し、当
社が注⼒すべき環境課題を抽出し
ています。

環境⾏動計画

戦略経営計画にもとづき、環境⾏
動計画を策定。企業成⻑と環境保
全の両⽴をめざします。

環境マネジメントシステム

ISO14001にのっとった環境マネ
ジメントシステムを構築・運⽤し
ています。

環境監査

環境監査による環境マネジメント
システムの維持向上に努めていま
す。

グリーンハートファクトリ
ー/オフィス

独⾃基準で環境に配慮した拠点を
「グリーンハートファクトリー/オ
フィス」に認定しています。

環境配慮設計

環境負荷の少ない製品の開発に取
り組んでいます。

グリーン調達

サプライチェーンの環境負荷低減
のためグリーン調達を⾏っていま
す。

環境会計

環境対策への投資とその効果を算
出しています。

環境環境

環境マネジメント環境マネジメント

 (P112)  (P116) (P113)

 (P119)  (P123) (P122)

 (P124)  (P132) (P129)
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関連情報

環境基本⽅針
ダイキン国内グループ環境⽅針 （457KB）

ISO14001国内グループ認証範囲「登録証」「付属書」 （2.3MB）

 (P105)

(https://www.daikin.co.jp/-/media/Project/Daikin/daikin_co_jp/csr/environment/management/
environmental_policy-pdf)

(https://www.daikin.co.jp/csr/feature2017/01.html)

サプライチェーン・マネジメント (P394)

2017年度の活動ハイライト「環境―環境に配慮した製品は、環境に配慮した⼯場「グリーンハート

ファクトリー」から」

(https://www.daikin.co.jp/-/media/Project/Daikin/daikin_co_jp/csr/environment/management/
touroku-pdf)



環境マネジメント

推進体制

持続可能な社会の実現に向け、ダイキンが事業を通じて社会に価値を提供していくなかで、最も重要なテー
マは、環境課題、とりわけ気候変動への適応と緩和への貢献です。

主⼒製品であるエアコンは使⽤時に多く電⼒を消費し、また冷媒として使⽤されるフロンは気候変動に影響
を与えます。そこから⽣じるリスクに適切に対応しながら、当社の強みである気候変動緩和・適応に貢献す
る製品・サービスを拡⼤させていくことが当社の環境戦略です。

グループ全体で環境経営を推進するために、⽇本、欧州、⽶国、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。

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。

また、エアコンをはじめとした製品の環境負荷低減については、各地域の推進担当者が出席する製品環境会
議を毎年開催。低温暖化冷媒や省エネインバータ技術を使⽤した製品など、環境調和製品の開発・普及に向
けた⽅針と実⾏について議論します。

地域環境会議、製品環境会議で議論した内容を、さらにCSR委員会で議論し、CEOに提⾔後、取締役会に報
告します。

環境経営推進体制
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環境マネジメント

環境関連リスク・機会

ダイキンは2018年に、気候関連リスクを含む当社の環境関連リスク・機会を析出しました。そのプロセスに
おいては、2050年の社会予測をもとに、有識者の⽅々をはじめ社内外の声を取り⼊れています。

析出した環境関連リスク・機会を「事業への影響の⼤きさ」と「発⽣の可能性」の2軸で評価、整理・分析
し、2030年に向けて当社グループが注⼒すべき環境課題を抽出しています。

環境関連リスク・機会のうち、「気候変動」を経営に最も影響を与える重要テーマとし、TCFD提⾔に沿った
取り組みと情報開⽰を⾏っています。

関連情報

TCFDフレームワークに基づく情報開⽰  (P51)
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環境関連リスク・機会と潜在的影響

種類 ダイキンの事業へのインパクト
発⽣の
可能性

財務上の 
潜在的影響

気候関連

リスク

移⾏

冷媒規制の強化
規制が極端に厳しくなると、規制に合わない既存の空調機が販売できなくなる可
能性

⾼ ⼤

電⼒の需給逼迫
新興国において、エアコンの普及に伴って電⼒使⽤量が増え、電⼒不⾜が⽣じて
エアコンの販売拡⼤が難しくなる可能性

⾼ ⼤

物理的
⽣産拠点の損壊
台⾵などによる洪⽔で⾃社⼯場の浸⽔などが起こり操業が⽌まる可能性や、部品
調達取引先の操業不能による部品供給停⽌の可能性

中 中

機会 移⾏

冷媒規制の強化
規制に対応する技術を持たない企業は淘汰され、当社の強みである低温暖化冷媒
を使⽤した空調機の販売拡⼤が期待される

⾼ ⼤

省エネルギーに関する規制の強化
省エネ規制の強化に対応する技術を持たない企業は淘汰され、当社の強みである
省エネ性の⾼い空調機の販売拡⼤が期待される

⾼ ⼤

化⽯燃料使⽤に関する規制の強化
化⽯燃料使⽤に対する規制がますます厳しくなり、燃焼式暖房機もその対象とな
ることから、当社の強みであるヒートポンプ式暖房機のニーズが⾼まり販売拡⼤
が期待される

⾼ ⼤

気候以外の環境関連

リスク

プラスチック使⽤に関する規制強化
海洋汚染等環境汚染の深刻化によりプラスチック使⽤量削減要求（規制）が⽣じ
る

⾼ 中

原料資源の枯渇
原料としている資源が枯渇し、操業に影響を及ぼす

⾼ ⼤

⽔資源の枯渇
⽔資源が枯渇し、操業に影響を及ぼす

中 中

⽣産拠点に起因する環境汚染
⽣産拠点での化学物質管理が機能せず、有害物質の排出により地域環境を汚染す
る

中 ⼩

⽣態系保全
⽣態系のバランスが崩れることに対し、社会の⼀員としての対応が求められる

中 ⼩

機会
空気質に対する意識向上
⼤気汚染の深刻化によって、良好な空気質へのニーズが⾼まる

⾼ ⼤
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環境関連リスク・機会の特定・評価・管理プロセス

世界各地域の事業拠点から、気候関連リスク・機会を含む環境関連リスク・機会について情報収集します。
それらを「事業への影響の⼤きさ」と「発⽣の可能性」の2軸で評価、整理・分析し、当社グループにとって
重要な気候関連リスク・機会を特定します。それらに対する取り組み⽅針や対応策を策定し、CSR委員会で
の議論、CEOへの提⾔の後、取締役会に報告します。

取り組み⽅針および対応策を中期経営計画へ反映し、各事業部で実⾏します。
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環境マネジメント

環境⾏動計画

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。  
持続的な事業の成⻑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、「 1  環境調和製品・サービスの提供」「 2  ⽣産活動
などでの環境負荷の最少化」「 3  世界中でグリーンハートの輪を広げる」活動に取り組んできました。

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
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しました。最終年度の実績は、2020年度に温室効果
ガス排出量を世界中で6,000万t-CO2抑制という⽬標に対し、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、温室効果ガス排出量を2020年度に2005年度⽐ 70%減
（158万t-CO2に削減）という⽬標に対し、108万t-CO2まで削減しました。
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環境⾏動計画2020

⾏動⽬標
2020年度 

⽬標
2020年度 

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

温室効果ガス

排出量を削減
2005年度⽐70%削減  
（158万t-CO2に削減）

79%削減  
（108万t-CO2に削減）

エネルギー起源
CO2 排出量を削減

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

認定数39拠点（国内7拠
点・海外32拠点）

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

700万t-CO2排出抑制 
740⼈に教材を提供
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※1

※2

※3

※4

※5

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。

「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。

2013年度から2015年度の平均値。

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。

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。

⾃⼰評価：⽬標の達成度を3段階で⽰しています。

：成果をあげました。  ：あと⼀歩で成果につながります。  ：努⼒しています。
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環境マネジメント

環境マネジメントシステム

基本的な考え⽅
グループ全体での環境経営推進体制を構築

ダイキンでは、ISO14001にのっとった環境マネジメントシステム（EMS）を構築・運⽤しており、下図の
ような組織体制を整えています。

新たにグループに加わった各社のEMS構築を順次進め、全拠点でのISO14001認証をめざしています。ま
た、データの信頼性を確保し、管理のしくみをさらに改善するため、温室効果ガス、⽔、廃棄物、化学物質
排出量に対する第三者検証を受けています。

環境マネジメントシステム推進体制
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全従業員数に占めるISO14001認証取得組織従業員数の割合（2020年度）
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関連情報

ISO14001認証取得会社⼀覧 （164KB/4P）
(https://www.daikin.co.jp/-/media/Project/Daikin/daikin_co_jp/csr/environment/management/
ems_data-pdf)



※

⼤⾦空調（上海）社の改善事例⾒学

グローバル環境会議の開催
「環境ビジョン2050」の実現に向けたアクションプランを決定

グループ全体で環境経営を推進するために、海外では、4つの地域（欧州、⽶国、中国、アジア・オセアニ
ア）ごとに、環境会議を年1回開催。加えて2年に1度「グローバル環境会議」を開催しています。現地拠点
の社⻑、環境責任者、環境担当部⻑と⽇本の環境担当部⻑などが参加し、グループの⽅針と中⻑期の⽬標を
共有しています。

2019年に第4回グローバル環境会議を中国の⼤⾦空調（上海）有限公司および⼤⾦空調（蘇州）有限公司で
開催し、37拠点から130⼈が参加しました。同会議では、気候変動への対応と適応に関する考え⽅を共有し
たうえで、2018年度に策定した「環境ビジョン2050」のキックオフを実施。2050年に温室効果ガス排出実
質ゼロという⽬標の達成に向け、SBT※の考え⽅に沿って、⽣産拠点における開発・⽣産時の温室効果ガス排
出量を2030年に2015年度⽐で30%削減することを合意しました。

パリ協定の⽬標達成への貢献をめざし、グローバル各拠点の省エネ活動を加速しています。

Science Based Targets（科学的根拠にもとづいた排出削減⽬標）の略。
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環境マネジメント

環境監査

環境監査
内部監査と認証機関による審査を実施

ダイキンでは、ISO14001にもとづき、認証機関による審査と年1回の内部監査を実施しています。内部監査
は、規格の適合性と遵法の確認を中⼼としています。

ダイキン国内グループでは、2016年度にISO14001:2015へ移⾏した後、新しい取り組みも定着してきまし
た。2020年度の内部監査では新型コロナウイルスの感染拡⼤に対するリスク及び機会への対応や法規制の順
守状況に重点を置きました。重⼤な不適合は１件あり、ルールの明確化、⼒量の向上、多重チェックを実施
し、是正を完了しています。認証機関による審査では不適合はありませんでした。

各⽣産事業場・⽣産⼦会社では、万⼀、事故や災害が発⽣した場合でも環境被害を最⼩限に抑える体制を整
えています。また、近隣の住⺠⾃治会と⼯場⾒学などを通して⽇頃から交流を深め、地域とも連携した緊急
時連絡体制を整えています。

2020年度の環境監査の状況（件）

内部監査員を育成

ダイキン国内グループでは、2020年度末時点で78⼈いる内部監査員の育成・レベルアップにも取り組んでい
ます。ベテランと新任の監査員がペアで監査にあたったり、新任の内部監査員11⼈は監査員補として参加す
るなどしてスキルの伝承に努めています。また、内部監査員に対して毎年1回研修会を実施し、監査基準の徹
底とレベルアップを図っています。

2020年度は例年の集合研修に代えてオンライン研修を実施し、ISO14001規格に関する理解を深めました。

今後、監査員の世代交代が進んでいくことを⾒越し、新任監査員のスキルアップに注⼒していきます。

内部環境監査の指摘 認証機関による審査での指摘

重⼤な不適合 1 0

軽微な不適合 9 0

改善事項 77 5
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環境マネジメント

グリーンハートファクトリー/オフィス

「グリーンハートファクトリー」の推進
独⾃基準で環境先進⼯場を認定

ダイキンは、2005年度から、環境先進⼯場を環境性と社会性を評価した独⾃基準で認定する制度を設け、2
年に1回ずつ認定を⾏っています。

2017年度に、より⾼いレベルでの取り組みを促すために基準を改定しました。従来の基準に、全員参加のし
くみや対策の徹底した⽔平展開など、組織全体での環境活動ができているかという観点を加え、「プラチナ
クラス」「ゴールドクラス」「シルバークラス」「ブロンズクラス」の4段階の認定ランクを設定し、各拠点
の取り組みを評価しています。

2020年度末時点で、国内外で39拠点（ゴールド7拠点、シルバー16拠点、ブロンズ16拠点）を認定してい
ます。

「グリーンハートオフィス」の推進
「グリーンハートオフィス」活動を展開

オフィスなど⾮⽣産拠点での環境活動を推進する「グリーンハートオフィス」活動を2011年度から継続して
います。2014年度から「資源使⽤の削減」と「意識・貢献」を評価軸として、各拠点の取り組みレベルをゴ
ールド、シルバー、ブロンズの3クラスにランク付けしています。

2020年度は「ゴールドクラス」7拠点、「シルバークラス」2拠点でした。従業員の環境意識向上のため、⾮
⽣産拠点を中⼼に呼び掛けてオンラインでサステナビリティレポート説明会を実施、1,000⼈以上が受講し
ました。今後も取り組みを続けて「ゴールドクラス」拠点を増やしていきます。
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1. 減量化・減容化
2. 再⽣資源・再⽣部品の使⽤
3. 包装
4. 製造段階における環境負荷低減
5. 使⽤段階における省エネ・省資源等
6. ⻑期使⽤の促進
7. 輸送・収集・運搬の容易化

8. 再資源化等の可能性の向上
9. ⼿解体・分別処理の容易化

10. 破砕・選別処理の容易化
11. 環境保全性
12. 情報の提供
13. LCA（ライフサイクルアセスメント）

環境マネジメント

環境配慮設計

空調機の環境配慮
13項⽬の環境評価基準をクリアしたものだけを製品化

ダイキンでは、新製品の開発に際して、性能や使いやすさと並んで環境性を重視し、企画・設計段階に製品
アセスメントを実施しています。製品アセスメントでは留意すべき13項⽬について詳細な評価基準を定め、
これにもとづいた製品開発を進めています。

また、製品のライフサイクルごとに、環境影響を定量的に把握するLCA（ライフサイクルアセスメント）の
⼿法を⽤いて、空調機器の温暖化影響を評価。前の製品モデルとの相対評価を実施し、トータルで環境負荷
が低減されていることを確認して製品化しています。

製品アセスメント評価項⽬

関連情報

製品アセスメント評価項⽬  (P126)

環境 - 124 -



フッ素化学製品の環境配慮
さまざまな分野でフッ素化学が環境保全に貢献

フッ素は、主に炭素原⼦と結びつくことで「熱に強い」「薬品に侵されない」といった⾼い安定性を発揮
し、ユニークな機能を持つ化合物に⽣まれ変わります。

これらの特性を⽣かして、さまざまな分野に使⽤されることで環境負荷の低減に貢献しています。

フッ素化学が拓く環境ソリューション

さまざまな場所でフッ素材料が環境負荷の低減に貢献

フッ素材料が持つ耐熱性、耐薬品性などの特性を⽣かし、半導体分野や次世代⾃動⾞に向けた材料の研究開
発に取り組んでいます。また、フッ素の特性はリチウムイオン電池の⼤容量化にも貢献することから、電極
バインダーやパッキンにも使⽤されています。今後も再⽣可能エネルギー、新エネルギー、省エネなどの分
野に活⽤の幅を広げていく⽅針です。

関連情報

電池・エネルギー

(https://www.daikinchemicals.com/jp/solutions/industries/energy-solutions.html)
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製品アセスメント評価項⽬

評価項⽬ 評価基準

01.減量化・減容化

1-1
製品及び主な原材料・部品の減量
化・減容化

製品（主な原材料・部品含む）は減量化・減容
化されているか

1-2 希少原材料の減量化 希少原材料は減量化されているか

1-3 冷媒使⽤量の削減 冷媒（HFC）の使⽤量は削減されているか

02.再⽣資源・再⽣部
品の使⽤

2-1 再⽣プラスチックの使⽤ 再⽣プラスチックを使⽤しているか

2-2 再⽣プラスチック使⽤の表⽰
再⽣プラスチックを使⽤していることを部品に
表⽰しているか

2-3 再⽣部品の使⽤
再⽣部品（リユース部品）を使⽤しているか、
その部品の標準化をしているか

03.包装

3-1 包装材の減量化・減容化・簡素化

・包装材は減量化・減容化・簡素化されている
か
・使⽤済み包装材を⼩さく、または分割し、容
易に回収・運搬できるか

3-2 再資源化の可能性向上

・複合材料の使⽤は削減されているか
・複合材料の素材ごとの分離は容易か
・材料の共通化は図られているか
・包装材のリユースは考慮されているか

3-3 再⽣資源の使⽤ 再⽣資源を利⽤した包装材が使⽤されているか

04.製造段階における
環境負荷低減

4-1 製造廃棄物の削減
製造廃棄物の発⽣量が少なくなるような設計を
しているか

4-2 製造⼯程での省エネ性
製品仕様において製造⼯程でのエネルギー消費
量削減が考慮されているか

05.使⽤段階における
省エネ・省資源等

5-1 使⽤段階における省エネ性
製品使⽤時のエネルギー消費量は削減されてい
るか

5-2 待機時の消費電⼒ 待機時のエネルギー消費量は削減されているか

5-3 省エネ・省資源等の機能の導⼊ 省エネ・省資源等の機能が付加されているか 

5-4 消耗材の消費量削減 製品使⽤時の消耗材消費量は削減されているか
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 評価項⽬ 評価基準

06.⻑期使⽤の促進

6-1
製品及び主な部品・材料の耐久性
向上

製品及び部品・材料の耐久性向上が図られてい
るか

6-2
消耗材の交換性及び⼿⼊れ性の向
上

・ユーザが容易に取外しや取付けができる構造
になっているか
・交換時期が従来より⻑くなっているか
・本体や取説に交換に関する情報提供が改善さ
れているか

6-3
保守点検・修理の可能性・容易性
向上

・保守・修理の必要性の⾼い部品を特定してい
るか
・その部品の共通化が図られているか
・その部品は保守・修理しやすい構造となって
いるか

6-4 ⻑期使⽤のための情報提供

・保守・修理など⻑期使⽤に役⽴つ、ユーザ
ー・修理業者向けの情報提供が⾏われ、情報の
内容、表現⽅法、表⽰⽅法等が改善されている
か
・故障診断とその処置、安全性等に関する情報
を修理業者に提供できるか

07.輸送・収集・運搬
の容易化

7-1
製品輸送時及び収集・運搬時の作
業性向上

・前後・左右の質量バランスが適切で、安全か
つ容易に収集・運搬が⾏えるか
・質量または容量の⼤きい製品の場合、把⼿や
⾞輪が適切に配置されているか

7-2
製品輸送時及び収集・運搬時の積
載性向上

積載効率の向上が図りやすく、荷崩れを起こし
にくい形状か

08.再資源化等の可能
性の向上

8-1
リサイクル可能なプラスチックの
使⽤

リサイクルしやすいプラスチックを使⽤してい
るか

8-2 リサイクル可能率の向上
製品全体として、リサイクル可能率は向上して
いるか

09.⼿解体・分別処理
の容易化

9-1 ⼿解体・分別処理の容易化

・⼿解体・分別対象物は取り出しやすい構造に
なっているか
・解体性向上のリサイクルマーク表⽰等、解体
を容易にするための情報提供がされているか

9-2 複合材料の削減 分離困難な複合材料は削減されているか

9-3 材料の共通化 材料の共通化は図られているか

10.破砕・選別処理の
容易化

10-1 破砕処理の容易性

・破砕機による破砕処理が容易か
・破砕機に投⼊可能な⼨法か
・設備や再⽣資源を損傷、汚染する物質はない
か
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 評価項⽬ 評価基準

11.環境保全性

11-1 低GWP冷媒の採⽤
温暖化影響の⼩さい低GWP冷媒を採⽤している
か

11-2 ポリ塩化ビニル（PVC）の削減 ポリ塩化ビニル（PVC）は削減されているか

11-3
リサイクル処理・処分段階の環境
保全性

・収集・運搬時に冷媒や冷凍機油が漏れないよ
う、安全・確実に冷媒回収ができるか
・冷媒回収の⽅法が据説等に記載されているか
・標準的な⼯具で環境負荷物質を含む部品を取
り外せるか

11-4
ライフサイクルの関係者への情報
提供

ユーザー及び関連業者に対して、適切な情報提
供を⾏っているか

12.情報の提供

12-1
製品・部品、取扱説明書、包装材
等への表⽰

製品・部品、取説、包装材等への表⽰は、表⽰
ガイドライン等に基づき適切に⾏っているか

12-2
製品カタログ・ウェブサイト等に
よる情報提供

・省エネ、省資源等の機能の情報をウェブサイ
ト、カタログ等でユーザーに情報提供されてい
るか
・リサイクルの促進および環境保全の促進、処
理時の安全性確保に関する情報を記載した資料
が整備されているか

13.LCA（ライフサイ
クルアセスメント）

13-1
製品のライフステージごとの環境
負荷の把握

LCAで素材・製造・輸送・使⽤・廃棄の各段階
の環境負荷を評価しているか

13-2
製品のライフステージにおける環
境負荷の低減⽅法の考慮

LCAによるCO2排出量およびGWPについて、環
境負荷の低減ができているか
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環境マネジメント

グリーン調達

基本的な考え⽅
国内外の取引先様にグリーン調達ガイドラインの遵守を依頼

ダイキンでは、環境負荷の少ない⽣産⽤資材・部品を優先的に調達するため、2000年度に「グリーン調達ガ
イドライン」を制定し、調達先である国内外の取引先様に遵守をお願いしています。

ガイドラインの運⽤にあたっては、取引先様の環境保全活動状況をグリーン調達調査表で評価しています。
調査表では、環境マネジメントシステムの有無や化学物質管理などを調査項⽬としています。

グリーン調達要求事項（概要）

お取引先様の環境経営に関する要件

環境マネジメントシステム
（環境マネジメントシステムを構築し、ISO14001認証取得をする。あるいは環境マネジメントシ
ステム第三者認証を取得する）
法順守
省エネ、廃棄物、輸送⼿段等の環境⾃主改善活動の推進
情報提供（CO2排出量など）

製品に関する要件

化学物質管理
1. 化学物質の使⽤制限
2. 化学物質調査への協⼒
3. 削減ランク物質について⾃主的な削減および管理物質の適正な管理実施

包装材
設計業務のある場合には環境配慮設計の実施
⽣物多様性
⽔資源保護

グリーン調達ガイドライン（サプライチェーン・マネジメント） (P431)
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※

⽬標と実績
海外各拠点で改善要請や指導を実施し、グリーン調達率を向上

国内外の取引先様100%に「グリーン調達ガイドライン」の遵守を要請することを⽬標としています。ま
た、調達額全体の8割に相当する国内外の取引先様を対象に、調査表で82点以上の得点がある取引先様から
の調達率を「グリーン調達率※」とし、100%をめざしてグローバルに推進しています。2020年度のグルー
プ全体のグリーン調達率は80%でした。

取引先様にグリーン調達の必要性を理解していただく説明会などを通じ、各地域のグリーン調達率向上に取
り組んでいます。

2016年から南⽶地域でもグリーン調達を開始しました。欧州や中国など、グリーン調達が定着した地域で
は、⼀定基準以下の⼀定基準以下の取引先様に対する改善要請や指導を実施、取引先様の環境活動の向上を
⽀援することで、取引が継続できるようにしています。

グリーン調達率＝評価基準に達した取引先様からの調達額÷全調達額。

グリーン調達の⽬標と実績

地域別グリーン調達率

(%)

定量指標
2021年度 

⽬標
2018年度 

実績
2019年度 

実績
2020年度 

実績

取引先様へのガイドライン
遵守要請割合

100% 100% 100% 100%

グリーン調達率の向上 80% 80% 80%

2016 2017 2018 2019 2020

⽇本 91 92 90 93 95

中国 96 92 90 93 94

タイ 95 97 97 97 95

その他のアジア・オセアニア 58 84 80 74 79

欧州 93 95 95 97 98

北⽶ 30 30 32 32 35

南⽶ 97 94 100 100 100

全地域 74 76 80 80 80
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※1

※2

有害化学物質規制への対応
製品に含まれる化学物質の管理基準を定めています

ダイキングループでは、製品への含有にかかわる化学物質について、RoHS指令※1やREACH規則※2等の法規
制にもとづいてグリーン調達ガイドラインに明記し、資材購⼊先に遵守を要請しています。

RoHS指令： 電気・電⼦機器における、特定有害物質の使⽤を禁⽌する欧州連合（EU）の規制。

REACH規則： 欧州で2007年6⽉に施⾏された化学物質規制で、欧州連合（EU）内で年間1トン以上の化学物質を製造・輸
⼊する企業に対し、化学物質の登録を義務付け、市場に出回るほぼすべての化学物質が対象となっています。

関連情報

製品に含まれる化学物質の管理・削減

グリーン調達ガイドライン（サプライチェーン・マネジメント）

 (P214)

 (P431)
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環境マネジメント

環境会計

環境会計
2020年度集計結果

2020年度実績は、環境保全コストの総額は298億円（設備投資額38億円、費⽤額260億円）で、前年に対し
101％の実績です。

空調事業に関連する研究開発コストでは、省エネルギーや冷媒に関する技術開発に⼒を⼊れています。地球
温暖化抑制の重要性が⾼まる中、快適性と省エネ性を両⽴するインバータ技術、温暖化影響が従来の1/3であ
る低温暖化冷媒R32、従来の燃焼式に⽐べてCO2排出量が半分以下のヒートポンプ式暖房・給湯機など、負
荷抑制に貢献する商品開発、技術開発を進めています。

集計⽅法

環境省の環境会計ガイドライン2005年版に準拠してコストと効果を算定、集計しています。

環境保全コスト

費⽤額には⼈件費を含みます。設備投資の減価償却費は含みません。環境以外の⽬的のあるものにつ
いては、当社基準による按分集計を⾏っています。

環境保全効果

各々の項⽬の詳細は、関連ページを参照してください。

環境保全対策に伴う効果

環境保全効果および経済効果は、前年度との⽣産⾼調整⽐較による⽅法で算定しています。
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環境保全コストの内訳
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2019年度、2020年度集計結果

(単位：百万円)

環境保全コスト

分類 主な取り組みの内容

2019年度 2020年度

設備投
資額

費⽤額
設備投
資額

費⽤額

事業エリア内コス
ト

 2,995 7,024 2,195 6,868

1：環境負荷低減
コスト

公害防⽌施設・設備の導⼊・維持管理
⼤気・⽔質・振動・騒⾳などの測定・分析

1,509 2,434 1,122 2,415

2：地球環境保全
コスト

省エネ型設備・機器の導⼊
⽣産⼯程からのフロン排出削減・回収

1,300 1,051 916 884

3：資源循環コス
ト

廃棄物減量化・リサイクル、外部委託処理、省資源活動 186 3,539 158 3,570

上・下流コスト
使⽤済み製品のリサイクル、サービス時や使⽤済み製品からの
フロン回収・処理

23 201 11 227

管理活動コスト
環境担当組織運営、環境教育、情報開⽰環境マネジメントシス
テムの構築・維持

35 964 96 1,215

研究開発コスト
空調機の環境3課題対応 
環境対応フッ素化学製品開発

2,127 15,883 1,470 17,518

社会活動コスト
環境関連団体への⽀援（⼈材派遣・寄付等）
地域における環境保全活動

1 120 0.05 137

環境損傷対応コス
ト

地下⽔・⼟壌汚染の浄化のための費⽤ 0 61 0 70

合 計 5,181 24,253 3,772 26,036

当該期間の設備投資額の総額 132,000 137,000

当該期間の研究開発費の総額 68,000 71,700
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環境保全効果

効果の内容
2019年度 
効果の値

2020年度 
効果の値

事業エリア内コストに対
応する効果

1：事業活動に投⼊する資源に関する効果

エネルギー消費に
起因する
CO2排出量の削減

18,218t-CO2
削減

94,569t-CO2
削減

⽔使⽤量の削減 873,383m3

削減
1,470,631m3

削減

2：事業活動から排出する環境負荷及び廃
棄物に関する効果

フロン排出量の削
減

5t
削減

７t
削減

廃棄物量の削減
6,065t

削減
3,286t

削減

上・下流コストに対応す
る効果

事業活動から産出する財・サービスに関
する効果

家庭⽤エアコンの
回収台数

41万台 46万台

フロン回収量 275t 269t

容器包装リサイク
ル量

98.0t 87.0t

(単位：百万円)

環境保全対策に伴う経済効果 (実質的効果)

効果の内容
2019年度 

⾦額
2020年度 

⾦額

収益 廃棄物または使⽤済み製品等のリサイクル売却収⼊他 3,634 5,378

費⽤節減
省エネルギーによるエネルギー費の節減 162 255

省資源⼜はリサイクル活動に伴う廃棄物処理費の節減 107 20
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環境環境

気候変動への対応気候変動への対応

基本的な考え⽅

エアコンは多くの電力を消費する商品であり、また冷媒として使用されるフロンにはオゾン層
への影響や温室効果があります。特に経済成長が見込まれる新興国では、エアコンの需要の拡
大に伴って気候変動への影響も深刻化すると予測されています。

ダイキングループは、低温暖化冷媒や省エネ技術の普及、またそれらと周辺機器や建物の組み
合わせによるソリューションの提供によって、製品が及ぼす気候変動への影響緩和に注力して
います。

加えて、開発・生産・輸送時の温室効果ガス排出削減に努めるとともに、生産から製品の廃棄
に至るフロンの適切な回収・再生・破壊に取り組んでいます。

出典：IPCC第5次評価報告書、第3作業部会報告書
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環境負荷を低減する製品・サ
ービスの開発と普及促進

環境負荷の少ない製品・サービス
を普及させ、環境・エネルギー問
題の解決に貢献します。

エアコンの省エネルギー性向
上

ライフサイクルごとに環境影響を
定量的に評価し、電力消費の少な
い製品の開発に努めています。

冷媒の環境負荷低減

気候変動への影響の少ない冷媒の
開発・普及に努めています。

インバータ機の普及促進

省エネ性の高いインバータエアコ
ンを全世界に広く普及させること
に力を入れています。

ヒートポンプ式暖房・
給湯機の普及促進

省エネ性の高いヒートポンプ技術
を用いた給湯機や暖房機の開発・
普及に取り組んでいます。

フッ素化学製品、油圧機器製
品での省エネルギー

フッ素化学製品や油圧機器で、エ
ネルギー消費の少ない製品を開発
しています。

開発・⽣産・輸送時の
温室効果ガス削減

開発・生産・輸送に伴う温室効果
ガスの排出削減に取り組んでいま
す。

ソリューションの提供

エネルギーマネジメントやデマン
ドレスポンスの推進、創エネなど
に取り組んでいます。

フロンの回収・再⽣・破壊

生産から回収・再生・破壊まで、
ライフサイクル全体で冷媒の環境
負荷削減に取り組んでいます。

 (P139)  (P150) (P141)

 (P158)  (P166) (P161)

 (P169)  (P183) (P174)
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関連情報

モントリオール議定書HFCに係る改正（キガリ改正）に対するダイキンのポジション （145KB）

2020年度の活動ハイライト「環境―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」  (P542)

2018年度の活動ハイライト「環境―国際機関や各国政府との対話や連携を通じた省エネ技術の普及
促進」

環境政策立案への協力（ステークホルダー・エンゲージメント） (P444)

環境  (P101)

環境配慮設計  (P124)

冷媒の環境影響に対するダイキンの方針
(https://www.daikin.co.jp/csr/information/influence/index.html)

(https://www.daikin.co.jp/-/media/Project/Daikin/daikin_co_jp/csr/
JP_Kigali_Agreement_Daikin_Stance_FINAL-pdf)

(https://www.daikin.co.jp/csr/feature2018/01.html)



※

気候変動への対応

環境負荷を低減する製品・サービスの開発と普及
促進
製品性能における省エネ化や、地球温暖化係数が小さく安全な冷媒への転換など、ダイキンはあらゆる面で
環境負荷の低減に取り組んでいます。

さらに、そうした環境調和製品・サービスを世界中で普及させることによって、健康で快適な空気環境を提
供しながら環境・エネルギー問題の解決に貢献します。

環境調和製品の普及による温室効果ガス排出抑制貢献量
当社の主力商品であるエアコンは、使用時のCO2排出量が特に大きいため、インバータをはじめとした省エ
ネエアコンや低温暖化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しています。2020年度に温室
効果ガス排出量を6,000万t-CO2抑制という目標に対し、2018年度に6,700万t-CO2抑制と目標を上回り、
2020年度は7,000万t-CO2抑制を達成しました。

温室効果ガス排出抑制貢献量※

非インバータ機および従来冷媒機、燃焼式暖房・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販
売総量を考慮した排出量との差。
2014年度は、新興国のみの値。
第三者のレビューを受けています。
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※

環境調和製品※の販売台数⽐率
ダイキンは、空調機による地球温暖化への影響を低減するため、環境調和製品を「スーパーグリーンプロダ
クト」・「グリーンプロダクト」に定義し、それらの開発・普及を推進しています。

2020年度の住宅用エアコンの販売台数に占める環境調和製品の比率は98%でした。

環境調和製品の販売台数⽐率（住宅⽤エアコン）

(%)

環境調和製品：スーパーグリーンプロダクトとグリーンプロダクトを合わせた総称。
以下の条件をすべて満たしている空調機をスーパーグリーンプロダクトとし、いずれか一つを満たしている空調機をグリー
ンプロダクトとする。

従来機に比べ30%以上消費電力削減　例)インバータを搭載した空調機など
従来冷媒より、温暖化係数が1/3以下の冷媒を使用　例)低温暖化冷媒R32を使用した空調機など

関連情報

2017 2018 2019 2020

環境調和製品 83 93 97 98

スーパーグリーンプロダクト 47 51 60 69

グリーンプロダクト 36 42 36 29

その他製品 17 7 3 2

インバータ機の普及促進

冷媒の環境負荷低減

 (P158)

 (P150)
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※1

※2

※3

気候変動への対応

エアコンの省エネルギー性向上
ダイキンは、グローバルに事業を展開する空調機器メーカーとして、人々に安心で快適な空気を提供しなが
ら地球温暖化という課題を解決するために、エネルギー消費量を抑制することを使命と考えています。その
ために製品のライフサイクルごとに環境影響を定量的に評価し、電力消費の少ない製品やサービスを開発す
るとともに、製品の組み合わせによる建物全体のエネルギー最適化などを進めています。

ライフサイクルアセスメント
使⽤時の省エネと冷媒影響削減に注⼒

製品のライフサイクルごとに環境影響を定量的に把握するLCA（ライフサイクルアセスメント）の手法を用
いて、エアコンの温暖化影響を評価しています。

エアコンによる温室効果ガス排出量は、使用時の影響が最も大きく、次いで冷媒による影響が大きくなって
います。そこで、この2点の環境影響低減に最も注力。消費電力を低減できるインバータ技術の搭載に加え、
低温暖化冷媒R32を採用し、その特性を生かした省エネ化を進めています。2020年度はライフサイクルCO2

排出量を10年前に比べ、住宅用で19%、業務用で26%削減しました。

LCA事例：ライフサイクルCO2排出量の⽐較※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。

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。

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。
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※1

※2

エアコンの省エネルギー性能向上

APF（通年エネルギー消費効率※1）とIPLV（期間成績係数※2）を向上

エアコンにおいて、設計から製造、使用、廃棄に至るライフサイクルのうちCO2排出量が最も多いのは使用
段階です。そのため、ダイキンでは、製品の環境自主基準において、使用段階における省エネ性の項目をよ
り厳しく設定し、製品の省エネルギー性向上に注力しています。

APF（通年エネルギー消費効率）：1年を通して、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あたり
の冷房・暖房能力を表したもの。値が大きいほど、省エネ性能が高くなります。

IPLV（期間成績係数）：空調負荷の異なる4つの冷房COPの加重平均にて算出した省エネ係数で、パッケージエアコンの
APFに相当します。実際の空調運転の大半は部分負荷運転をしており、IPLVの数値が高いほど、実用省エネが優れている
ことになります。
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※1

※2

※3

※

消費電⼒量とエネルギー消費効率（住宅⽤エアコン）※1

2.8kWクラス当社試算。日本産業規格（JIS）条件による。

寸法規定タイプの場合。

2012年度まではJIS C 9612:2005規格に、2013年度より新基準JIS C 9612:2013規格に準拠し測定。

消費電⼒量とエネルギー消費効率（業務⽤エアコン）※

14.0kWクラスでの当社試算。一般社団法人 日本冷凍空調工業会条件、日本産業規格（JIS）条件による。
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※

省エネ製品の開発
省エネ性能を⾼めた「スカイエア」シリーズ新製品を発売

店舗・オフィス用エアコン「スカイエア」シリーズ「EcoZEAS」の8HP/10HPクラスについて、省エネ性能
を高めて2020年4月に発売しました。

低温暖化冷媒R32を採用し、使用する冷媒の量を減らしました。また、高効率スイング圧縮機を搭載するこ
とで運転時のエネルギー消費を抑え、APFを従来機と比べて17％向上させました。

また、北米向けVRV用BSユニットでは、連結方法を従来の並列から直列に変更することで、製品単体だけで
はなく空調システム全体でもライフサイクルCO2の削減を実現しています。

業界トップの省エネ性能を発揮する業務⽤マルチエアコン

2018年7月発売の業務用マルチエアコン「VRV6」は、オールマイクロチャネル熱交換器を採用し、高い省エ
ネルギー性能を発揮する製品です。同年8月には、低温暖化冷媒R32を業界で初めて採用した「GREENマル
チ」を発売。この製品の地球温暖化係数（GWP）×冷媒量は、従来のR410A冷媒を用いた2011～2013年機
種の平均値に対して約79％削減可能。これは、キガリ改正の2029年目標達成に相当する数値です。

2020年4月には新機種「VRV X」を発売しました。マイクロチャネル熱交換器の冷媒流路を溝付きにするこ
とで表面積を拡大。これにより熱交換効率を高め、業務用マルチエアコンにおいて業界トップの省エネルギ 
ー性能※を実現しました。また「VRV X」は、室外機の構造を改良し、近年相次ぐ猛暑や地震・台風への耐性
を高めた製品です。

2019年12月時点、当社調べ。

「VRV X」に採用した熱交換器の構造

環境 - 144 -



※

既設業務⽤マルチエアコンの省エネを実現するメンテナンスサービス「レトロフィットシステム」

ダイキンの考案した「レトロフィットメンテナンスプラン」は、既設の業務用マルチエアコンの省エネ性を
向上させるサービスです。平成28年度省エネ大賞　製品・ビジネスモデル部門　経済産業大臣賞を受賞しま
した。

レトロフィットシステムは、空調機の頭脳にあたる「制御基板」と、心臓にあたる「圧縮機」を最新の部品
に交換することで、交換前に比べて年間13％の消費電力削減を実現します。同システムで使用する部品の重
量は、業務用マルチエアコンを更新する際の3分の1以下であり、省資源にもつながります。

サービス提供開始以来、対象機種の拡充を進めており、2020年度は4シリーズをラインアップに加えまし
た。2021年度は冷暖同時運転が可能な冷暖フリーシステムの空調機へも対象機を拡充する予定です。

店舗などの換気と省エネを両⽴する全熱交換器ユニット露出設置形「ベンティエール」をリリース

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/人を満たす一般的な換気機器（250m3/h）を入れた場合との
比較。

露出設置形「ベンティエール」の設置例
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IoTを活⽤したエネルギーマネジメントサービス「Ene Focus α」をリリース

2020年12月、空調機の新たな遠隔監視サービスとして「Ene Focus α」をリリースしました。遠隔監視デー
タをもとにユーザーごとに応じた省エネ運用スケジュールを自動化し、定期的にお客様へ運用改善を提案す
ることで、空調使用における継続的な省エネを図ることができます。

関連情報

「DESICA」シリーズに⼾建て住宅⽤製品をラインアップ

「DESICA（デシカ）」は、水配管を必要とせず除湿と加湿ができる調湿外気処理機です。高効率の水分吸着
材と熱交換器を一体化させた「ハイブリッドデシカ素子」を搭載し、エネルギー消費量を従来の調湿外気の
約6分の1（当社試算）に低減しました。

2012年秋には新築戸建住宅向けに住宅用全館調湿・換気ユニット「DESICA HOME AIR」を発売。1台で延
床面積120～200平方メートルの住宅の24時間換気が可能で、一年中、すべてのお部屋を快適にコントロー
ルすることができます。この製品は業務用「DESICA」と同様、水配管がなくても除湿と加湿が可能。床置形
のため、お客様が簡単に高性能フィルターの交換・清掃ができるなどメンテナンス性にも優れています。高
品質な空気環境を省エネルギーで実現する本機は、すでに多くのご家庭で採用されており、高い評価をいた
だいています。

「DESICA HOME AIR」

エアコンは豊富なラインアップから選べ、多彩な組み合わせで温度と湿度のベストバランスを保ちます。

ダイキン エネルギーマネジメントシステム「Ene Focus α」

 (https://www.daikin.co.jp/fcs/ene_focus_a/)
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関連情報

8〜10⾺⼒の空冷中⼩型チラーにR32を採⽤

ダイキンは8～30馬力クラスの空冷中小型チラーをフルモデルチェンジし、低温暖化冷媒Ｒ32に転換した製
品を2021年2月に発売しました。同馬力クラスの製品にR32を採用するのは業界で初めてです。

従来のR410A冷媒よりも地球温暖化係数（GWP）の低いR32を採用するだけでなく、オールアルミ製マイ
クロチャネル熱交換器によって冷媒充填量を大幅に削減し、業界トップクラスの環境性と省エネ性を両立し
ました。

工場で需要の多い空冷中小型チラーに、日本国内で初めてR32を採用することで、産業用途における環境負
荷低減と省エネ促進に貢献していきます。この製品は、コンパクトエアハンドリングユニットと組み合わせ
ることで、コロナ禍のなかでセントラル空調市場においてニーズの高まる換気量増加も実現することができ
ます。

「空冷ヒートポンプチラー10馬力(左)、30馬力(右)」

全館調湿・換気ユニット デシカホームエア

(https://www.daikinaircon.com/catalog/kanki/desica_home/)
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省エネ住宅対応型ルームエアコン「うるさらX Aシリーズ、DXシリーズ」

2019年11月に発売した省エネ住宅対応型ルームエアコン「うるさらX Aシリーズ、DXシリーズ」は、2019
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」を受賞した製品で
す。

近年増加する高断熱の省エネ住宅では、外気温の影響を受けにくいことからエアコンにかかる負荷が低く、
圧縮機が低速運転する時間が長くなります。受賞製品は、低速運転時にも高効率で動作する独自の圧縮機を
搭載。一次エネルギー使用量を最大13％削減します。また省エネ住宅では、夏場に冷房を強めると冷えすぎ
る、冬の暖房時に吹き出す風を冷たく感じるといった課題がありました。これらの課題を、進化させた除
湿・気流制御の機能で解決しています。

「うるさらX」
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気候変動への対応

冷媒の環境負荷低減

冷媒の環境負荷低減
多様な次世代冷媒の実⽤化を推進

空調機器には、室内機と室外機の間で熱を運ぶための「冷媒」が使われています。現在多くの先進国で主力
冷媒であるHFCは、オゾン層破壊係数はゼロですが、大気に排出されると地球温暖化に影響します。

ダイキンでは、現行冷媒に比べて地球温暖化への影響が小さい「次世代冷媒」を用いた空調機の実用化を加
速しています。冷媒選択にあたっては、冷媒の直接的な温暖化影響だけでなく、その冷媒を用いた空調機の
使用時のエネルギー効率などライフサイクル全体での影響を考慮しています。また、環境影響だけでなく、
燃焼性・毒性といった安全性や、冷媒自体の価格はもちろん、その冷媒を用いるエアコンの製造コストなど
も考えて、総合的に判断しています。

冷媒選択時の総合的な評価項⽬（すべての機器に共通）
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注

環境負荷低減に向けて適材適所の冷媒を選択

住宅用、業務用、暖房・給湯機器と冷凍冷蔵機器など機器によって冷媒に求められる性能が異なるため、用
途に応じて最適な冷媒を選択できるよう、過去から自然冷媒やHFC冷媒などの候補冷媒を研究し、空調機へ
の採用検討を進めてきました。

これらの検討から得た知見をもとに、冷媒の温暖化影響と対策について、国際会議や学会、展示会、論文発
表などを通じてグローバルに情報を提供しています。

ダイキンが考える冷媒選択の⽅向性

ダイキングループが現在販売している代表的な製品についての冷媒選択の方向性を示しています。その他の製品では上図で
示す冷媒以外も使用される可能性があります。
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オゾン層保護と温暖化抑制への取り組み
代替冷媒への転換と、冷媒の回収に注⼒

1980年代、当時の主力冷媒であった「HCFC」は、オゾン層破壊物質である疑いが強まり、モントリオール
議定書により、先進国でのHCFC生産を2020年までに全廃することが定められました。ダイキン化学事業で
もオゾン層に影響を与えない代替冷媒の開発に取り組み、1991年にはオゾン層破壊係数ゼロの「HFC」の量
産プラントを日本で初めて稼働、1995年からは空調事業としてHFCを冷媒とした空調機器を開発、販売を開
始するなど、オゾン層破壊防止に向けた取り組みを推進してきました。

冷媒にかかわる取り組みとめざす姿
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キガリ改正に向けて

2016年10月のモントリオール議定書第28回締結国会議において、オゾン層破壊係数はゼロであるものの高
い温暖化係数を持つHFCを温暖化係数（GWP）総量で削減することが決定されました。これまでHFCは気候
変動枠組条約のパリ協定で取り扱われており、モントリオール議定書の適用範囲外でしたが、HCFC全廃に向
けた取り組みが成功したことを受けて、CO2換算でのHFC生産消費規制も同議定書で実施することになりま
した。この決定は会議開催地であるルワンダの首都キガリの名前をとり、キガリ改正と呼ばれています。
2017年末までに発効条件である20カ国が批准したことで、2019年1月1日に発効されました。

キガリ改正は、従来のHCFCのオゾン層破壊係数（ODP）にもとづく段階的全廃とは異なり、HFCの温暖化係
数（GWP）にもとづく段階的削減であることが大きな特徴です。HFCを数量ベースで制限するのではなく、
CO2換算（GWP×数量）のGWP総量を削減していくものです。低いGWPのHFCを使用することにより、温暖
化影響を全体的に低下させつつ、HFCの量自体は確保あるいは増加させていくことが可能となります。先進
国では2019年から共通のスケジュールにもとづいた削減を開始し、また途上国は３つのグループに分かれて
削減を実施する予定です。

また新たな冷媒を導入する際には、機器の効率の向上を同時に達成することを求めており、GWP値だけを物
差しとしないよう配慮されています。

このキガリ改正に向けて、ダイキンは以下の方針で取り組みます。

1. ダイキンは、モントリオール議定書における、HFCのCO2換算での削減を求めるキガリ改正を歓迎しま
す。

2. ダイキンの方針は「冷媒の多様性」です。すべての機器に適用できる理想冷媒は残念ながら存在しませ
ん。冷媒の選択は、オゾン層破壊係数や、温暖化係数の数値だけでなく、機器ごとに安全性、エネルギ
ー効率、経済性、環境性、回収と再生可能性、など多面的に地球温暖化への影響を評価することが必要
です。

3. これらの評価を踏まえ、ミニスプリットやマルチスプリット、パッケージエアコンなどの空調機には、
R32 が適していると判断しました。R32 のこれら空調機への適用は、HFC削減スケジュールの達成、ま
た現在進行中の HCFC全廃スケジュールの達成に大きく貢献します。 その他の機器に最適な冷媒は、鋭
意研究を進めています。

4. 将来の温暖化影響を抑制するには、「Sooner, the Better」（可能な施策はできる限り早く実行する）
というアプローチが必要です。ダイキンは、われわれが考える最適な冷媒を、機器ごとに特定でき次
第、どんどん商品化を進め、普及を促すことで、地球温暖化抑制に貢献してまいる所存です。

5. ダイキンはまた、冷媒メーカーとして、将来において、地球温暖化にさらにもう一歩貢献すべく、機器
ごとに適材適所の最適冷媒の探索を継続してまいります。
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関連情報

2015年度の活動ハイライト「環境―地球温暖化影響の抑制に貢献する新たな市場環境を創り出す」
（2.8MB） 

(https://www.daikin.co.jp/-/media/Project/Daikin/daikin_co_jp/csr/feature-past/feature2015-
environment-pdf)



地球温暖化抑制の取り組み
低温暖化冷媒R32の採⽤を促進

2012年11月、世界で初めて、国内向け住宅用エアコンで、温暖化係数が従来冷媒R410A（HFC）の約3分の
1であるR32（HFC）の採用を開始しました。さらに2013年3月には、インドでもR32を採用した住宅用エア
コンを発売。グローバル各国への展開と、店舗用・業務用エアコンや家庭用給湯機でのR32の採用を進めて
います。

世界でR32の採用を促進するため、R32を使用した空調機の製造・販売にかかわるのべ93件の特許を、2011
年9月から新興国において、2015年9月から先進国含む全世界において無償で開放しています。2019年に
は、2011年以降に申請した約180件のR32を使った空調機の製造・販売関連特許を無償で利用可能とする
「権利不行使の誓約」をしました。この誓約により、より広くR32を活用できるようにし、地球温暖化抑制
を後押ししています。2021年7月、この誓約の対象に123件の特許を新たに加えました。

加えて、政府や国際機関と協業した新興国での技術支援を各地で展開し、冷媒の温暖化影響と対策につい
て、国際会議や学会、論文発表などを通じて情報提供や技術支援を行っています。例えばインドやタイ、マ
レーシアでは、政府関係者や冷凍空調工業会などを対象にセミナーを開催し、R32 への理解促進を図るとと
もに、現地のエアコン据付・サービス技術者に対してR32を適切に扱うための研修を実施しました。メキシ
コ、ブラジルにおいても、JICA（独立行政法人国際協力機構）による民間技術普及促進の事業を受託し、
R32エアコンの普及と省エネ市場創出に向けて取り組みを開始するなど活動の範囲を拡大しています。

これらの結果、ダイキンはR32エアコンを世界100カ国以上で3,300万台以上を販売。他メーカー製を含めて
R32エアコンの累計販売台数は1.6億台以上、CO2排出抑制貢献は約2.6億トンと試算しています（2021年6
月時点、当社試算）。
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※

ダイキンのR32エアコン累計販売台数(2020年12⽉現在)

世界100カ国以上で3,300万台以上を販売
（⽇本：約1,350万台、海外：約1,950万台）

低温暖化冷媒R32を使⽤した機器の特許権不⾏使を宣⾔

ダイキンは現在、住宅⽤・業務⽤エアコンの冷媒には総合的に⾒て低温暖化冷媒R32が最適と考え、製
造・販売にかかわる93件のR32機器応⽤特許を全世界へ開放しています。さらなる普及に向け、2019年
7⽉には、約180件を無償で利⽤可能とする「権利不⾏使の誓約」を⾏いました。。2021年7⽉、この誓
約の対象に123件の特許を新たに加えています。

また、2019年12⽉に「WIPO GREEN※（ワイポグリーン）」へ参加し、2020年3⽉にこれらの特許を
WIPO GREENのデータベースに登録しました。持続可能な技術を広く世界に紹介し、技術共有・相互活
⽤を促すこのしくみに参加してR32を早期に普及させることで、冷媒による環境負荷を世界中で低減させ
ていきます。

環境問題に対するソリューションの加速度的な採⽤をミッションとした国連の世界知的所有権機関（WIPO）の1組織



冷媒の回収・再⽣・破壊スキームづくり

ダイキンはエアコンおよび冷媒メーカーの責任として、ライフサイクルで冷媒の大気への放出を防止する活
動にも取り組んでいます。

例えば欧州では、サーキュラーエコノミーが提唱され、資源循環の重要性や冷媒供給の安定という観点か
ら、使用済みエアコンからの冷媒回収再生の需要が高まっています。ダイキンは、欧州で市場の使用済みエ
アコンから冷媒を回収して再生、再利用するスキームを構築しています。

回収した冷媒の品質状態に応じ、油分・水分などの不純物を除去する「簡易再生」と、冷媒を成分別に分離
したうえで成分の再調整をプラントで実施して新品の品質に戻す本格的な「再生」、再生できない冷媒を
「破壊」するという3つのルートを構築しました。ルートの構築にあたっては、英国を拠点に冷媒を回収し再
生するA-GAS社と協力。また2019年度に、ダイキンヨーロッパ社はダイキンブランドでの簡易再生装置を発
売、ダイキンリフリジランツヨーロッパ社はドイツに保有する破壊プラントに加えて再生プラントの運用を
開始しました。このスキームを自ら活用し、再生冷媒を使用したエアコン「VRV L∞P by Daikin」の販売を
2019年度に開始しました。

以後、このスキームを欧州へ広く普及させるための取り組みを続けています。

2020年度の主な進捗・成果

EU助成プロジェクトへ参画し実証実験を開始 
ダイキンヨーロッパ社とダイキンセントラルヨーロッパ社が、EUの助成するLIFE3Rプロジェクト
へ参画。フロン類のサーキュラーエコノミーをめざす同プロジェクトにおいて、2020年11月に
EU内の3カ国で冷媒の回収・再生・再利用、および回収した冷媒のオンライン取引などの実証実
験を開始。

簡易冷媒再⽣装置を発売
帯電分離式オイルセパレータを搭載した高性能の簡易冷媒再生装置を欧州市場で2020年4月に発
売。同装置を用いることで、回収した冷媒から不純物とオイルを除去して高純度の冷媒再生が可
能。今後の冷媒価格高騰や需給逼迫を見据えて簡易再生冷媒の利用拡大を図る。

冷媒再⽣パッケージサービスを英国で開始
英国で、冷媒再生パッケージを新たにサービス展開。空調卸事業者による回収ボンベハンドリン
グと、A-GAS社による冷媒再生を組み合わせ、ダイキン製品の直接顧客ではない新たな層へも広
く冷媒回収サービスを提供できるようにした。
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帯電分離式簡易冷媒再生装置 欧州での冷媒回収

※

CO2コンビニパックの普及を後押しする新技術の開発および実証

ダイキンは、コンビニエンスストアやスーパーマーケット向けに、空調と冷凍冷蔵機能を一つのシステムに
統合した「コンビニパック」を2007年から販売しています。「コンビニパック」は、ダイキン独自のインバ
ーター＆冷媒制御技術を用い、冷凍冷蔵用ショーケースの排熱を回収して暖房に利用するシステムです。空
調と冷凍冷蔵機能がそれぞれ独立している従来方式に比べ、欧州の気候条件では約50％も年間消費電力を抑
制できます。

「CO2コンビニパック」は、使用冷媒を従来の冷媒R410Aではなく、温暖化係数が1のCO2冷媒を採用したも
の。2020年1月、ダイキンはEUの補助金※を得て「CO2コンビニパック」の実証試験を開始しました。3カ年
の計画で、ベルギー、ドイツ、スペインの小売店舗で順次、システムの安全性や効率性を検証していきま
す。

EUが環境と気候変動対策を目的・対象に実施するLIFEプログラムに認定、費用の55%が補助される。
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関連情報

「低温暖化冷媒HFC-32を用いた空調機の特許権不行使を宣言」（プレスリリース） （236KB）
(https://www.daikin.co.jp/-/media/Project/Daikin/daikin_co_jp/csr/pdf/press_20190701-pdf)

2015年度の活動ハイライト「環境―地球温暖化の抑制に貢献する新たな市場環境を創り出す」
（2.8MB）(https://www.daikin.co.jp/-/media/Project/Daikin/daikin_co_jp/csr/feature-past/
feature2015-environment-pdf)

2019年度の活動ハイライト「環境－サーキュラー・エコノミーに貢献する新たな冷媒のサービスを
欧州で開始」

(https://www.daikin.co.jp/csr/feature2019/01.html)

政府・業界団体などとの対話  (P440)



気候変動への対応

インバータ機の普及促進
地球規模で温暖化を抑制するためには、インバータエアコンなど省エネ性の高い空調機を全世界に普及させ
ることが必要です。ダイキンは、これまで普及が進んでいなかった東南アジア向けに普及価格帯のインバー
タ機を開発。また、東南アジアをはじめ中南米や中東などではインバータ機の省エネ性能を評価するしくみ
づくりの支援にも取り組んでいます。

インバータ技術
消費電⼒を約58％削減

インバータとは、電圧・電流・周波数を制御する技術です。インバータを搭載したエアコンは、エアコンの
心臓部である圧縮機のモータを的確にコントロールします。さらに従来のモータや熱交換器に改良を加える
ことで、インバータなしのエアコンに比べ約58%の消費電力を削減できます。

消費電⼒量⽐較（例）

関連情報

インバータ (https://www.daikin.co.jp/air/tech/inverter/summary/)
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出典：

インバータ機の普及促進
世界でインバータ機の普及を拡⼤

ダイキンは、省エネ性の高いインバータ機を世界に広く普及させることで、エアコン使用時の電力消費によ
るCO2排出量の削減をめざしています。

インバータ機はノンインバータ機と比べ高価なため、東南アジアでの普及が進んでいませんでしたが、2014
年度にアジアの冷房専用地域向けに比較的低価格のインバータ機を開発。東南アジアの省エネ規制の強化や
電力価格上昇による省エネ意識の高まりを受け、普及が進んでいます。

また、インバータ機の普及を促進するために、インバータ機の省エネ性能を評価するしくみの整備に取り組
んでいます。エアコンの省エネ性能を評価する指標として、以前は、気温の変化を考慮せず一定の効率でエ
ネルギー消費量を計算する定格負荷評価が一般的でした。しかし、温度変化に応じて最適な状態で運転する
インバータ機の性能は、定格負荷評価では適切に評価できないため、日本の空調業界が中心となり期間効率
評価への変更を働きかけ、2013年には国際標準であるISO規格となりました。

新興国ではこの新しい指標の採用が始まりつつあり、ダイキンは、中南米や中東などでも、日本政府や各国
政府・業界団体と協力し、指標・規格の導入やエネルギーラベル制度の整備など、評価基準づくりを支援し
ています。

住宅⽤エアコンの市場インバータ⽐率（2020年度）

BSRIA

市場 インバータ比率

日本 100%

EU　 100%

オーストラリア 98%

ブラジル 69%

インド 63%

中国 60%

サウジアラビア 30%
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関連情報

2018年度の活動ハイライト「環境―国際機関や各国政府との対話や連携を通じた省エネ技術の普及
促進」 (https://www.daikin.co.jp/csr/feature2018/01.html)

2015年度の活動ハイライト「環境―地球温暖化影響の抑制に貢献する新たな市場環境を創り出す」
（2.8MB）

政府・業界団体などとの対話

(https://www.daikin.co.jp/-/media/Project/Daikin/daikin_co_jp/csr/feature-past/feature2015-
environment-pdf)

 (P440)



気候変動への対応

ヒートポンプ式暖房・給湯機の普及促進
近年、環境意識の高まりから、省エネ性の高い暖房・給湯機器の普及が進んでいます。特に欧州では、比較
的気候が寒冷なことから、家庭でのエネルギー消費の80%以上は暖房給湯が占めており、従来の燃焼暖房か
らヒートポンプ暖房などのCO2排出がより少ないシステムへの転換が進められています。

ダイキンでは、省エネ性の高いヒートポンプ技術を用いた給湯機や暖房機の開発・普及に取り組み、快適性
向上とCO2削減に努めています。

ヒートポンプ技術
化⽯燃料を燃やす⽅式に⽐べて、CO2排出量を2分の1以下に削減

ヒートポンプとは、空気中の熱をくみ上げて空調や給湯を行う技術で、ガスや石油、石炭などの化石燃料を
直接燃やす給湯や暖房に比べ、CO2の排出を2分の1以下に削減できます。

ヒートポンプのしくみと効果

関連情報

ヒートポンプ (https://www.daikin.co.jp/air/technology/our-technology/heatpump)
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ヒートポンプ式暖房・給湯機の普及促進
CO2削減に貢献するヒートポンプ式とガス燃焼式の暖房・給湯機を欧州市場で普及

ダイキンでは、省エネ性の高いヒートポンプ技術を用いた給湯機や暖房機の開発・普及に取り組んでいま
す。

欧州では、1990年代後半から再生可能エネルギーの利用を促進する政策が進められてきました。2009年1
月、ヒートポンプも再生可能エネルギー技術に認定され、ヒートポンプ式暖房機器の導入も推奨されていま
す。2019年にロンドンで、2021年にはドイツで、建築物に対してCO2排出量基準にもとづいて課税するし
くみが導入され始め、ガスボイラーからヒートポンプへの切り替えが進みつつあります。ダイキンは、欧州
暖房市場において製品ラインアップを拡充するとともに、きめ細かな販売活動を推進するなど、世界各地の
市場のヒートポンプ化とガス燃焼式の省エネ化を図りCO2削減に貢献していきます。

欧州でのヒートポンプ式・ガス燃焼式暖房・給湯機の普及活動の例

項目 活動内容・実績

ヒートポンプ式暖房・給湯機「ダイキンア
ルテルマ」

欧州市場向けに開発（2006年）、その後、随時、機種を拡充

極寒の地域向けにヒートポンプとボイラーを組み合わせたハイブリッド型製品
を開発（2014年）

小容量ハイブリッド4kW機、および地熱を利用した給湯・暖房機を開発し、
大手ハウスビルダーや自治体、配電公社へ提案

業界に先駆けて低温暖化冷媒であるR32を採用したモデルを発売（2018年）

トップシェアを奪還（2019年）

冷媒配管接続工事がない「モノブロック」の大容量クラスでR32化を実施
（2020年11月）

現場での配管施工を簡単にする「水配管キット」を発売（2020年5月にフラン
スで発売、2021年7月にEU域内で販売開始）

省エネ性の高いガス燃焼式暖房機 省エネ機種の選択肢を広げる目的で、2014年度から開発に注力

ニーズに応じた省エネ機種への転換促進

用途や規模に合わせた最適な省エネ機種への転換を提案
環境負荷の大きい暖房機はヒートポンプ式に
中程度のものはヒートポンプとガス燃焼を自動で選択するハイブリッド式
に
環境負荷が小さいものは省エネ性の高いガス燃焼式に

欧州の複数の気候条件や市場ニーズに合わ
せた製品ラインアップ拡充

既築市場のオイルボイラ―の置き換えが可能なR32高温出湯タイプ、寒冷地に
適したR32地中熱源タイプの開発（2019年度）

実験施設「ダイキン旭川ラボ」（北海道旭
川市）での活動

世界中の寒冷地に対応する省エネかつ快適な新しい暖房・給湯システムの開発
（2013年12月開始）
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ハイブリッドアルテルマ

外気温が著しく下がるとガス燃焼式運転に切り替わるなど、最も効率的・経済的な方法を自動的に選択する
「ハイブリッドアルテルマ」を欧州で販売しています。ガス燃焼式運転に比べ35%以上のCO2排出量を削減
します。

2019年度に、既設のボイラーへ「ハイブリッドアルテルマ」を用いて屋外ヒートポンプユニットを後付けで
きるシステムを発売しました。既存設備を生かして省エネルギーを可能にします。
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⽇本国内で家庭⽤給湯機や床暖房などを普及

国内において、給湯は家庭の電力消費の4分の1以上を占めており、地球温暖化を抑制するため環境負荷の少
ないシステムへの転換が求められています。

ダイキンでは、ヒートポンプ技術を家庭用エコキュートやヒートポンプ式温水床暖房「ホッとエコフロア」
などに搭載しています。最新式のエコキュートでは水配管内の形状で撹拌を促進する高効率水熱交換器、独
自形状のワッフルガイドフィン採用の空気熱交換器で伝熱性能を向上させることで年間消費電力量を約23％
削減しました。
また、2018年度には、家庭で使うエネルギーを節約するための管理システムHEMSと通信可能な家庭用給湯
機を発売し、再生可能エネルギーの利用や、新築ZEH住宅での太陽光発電の余剰電力利用推進が可能になり
ました。

このように、新しい製品は最新技術によって従来に比べて省エネ性が大きく向上していますが、既設機にお
いても省エネ性を向上できれば、市場全体で大幅な消費エネルギー削減が図れると考え、「更新用熱源ユニ
ット」を商品化。高い省エネ性や、システム更新に比べて、導入費用を低減、工事期間を短縮することが可
能となることが評価され、平成29年度省エネ大賞「省エネルギーセンター会長賞」を受賞しました。
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⼤型ヒートポンプ給湯システム「MEGA・Q（メガキュー）」などを国内の業務⽤市場に普及

国内では、業務用機器市場向けにも、省エネ性の高いヒートポンプ技術を用いた給湯機や暖房機の販売展開
に取り組んでいます。

ホテル・福祉施設などの中・大規模施設を対象に、2009年4月より販売している大型業務用ヒートポンプ給
湯システム「MEGA・Q（メガキュー）」のモデルチェンジを行い、2012年11月より新モデルを販売してい
ます。新モデルは、燃焼式給湯機に比べてCO2排出量を年間約6割、ランニングコストを約6割削減すること
が可能です。また、日によって給湯量にばらつきのある病院やゴルフ場などに対して、ベースはMEGA・Qが
給湯し、ピーク時にはボイラーに切り替え運転ができるハイブリッド給湯システムを提案しています。さら
に今後は、従来の業務用途以外に環境対応が必要な工場のプロセス用途への展開も図っていきます。

⼤型業務⽤ヒートポンプ給湯システム「MEGA・Q（メガキュー）」年間CO2排出量⽐較

関連情報

2017年度 活動ハイライト 「顧客満足ー「安心」できるしくみづくりで、環境負荷の低いヒートポ
ンプ暖房の普及を促進」

業務用ヒートポンプ給湯機

ヒートポンプ式暖房機 暖全ヒート (https://ec.daikinaircon.com/ecatalog/DKCB032/)

(https://www.daikin.co.jp/csr/feature2017/03.html)

(https://ec.daikinaircon.com/ecatalog/DKCB028/)
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気候変動への対応

フッ素化学製品、油圧機器製品での省エネルギー

フッ素化学製品
フッ素の特性を⽣かしてリチウムイオン電池の性能向上に貢献

リチウムイオン電池向けに、フッ素の特性を生かしたガスケット材料やバインダー用材料を供給していま
す。また、環境負荷低減につながる次世代材料として、溶剤を必要としないバインダーの開発も進めていま
す。

世界各国・各地の政策に再生可能エネルギーの利用拡大が掲げられるなか、そのために不可欠の蓄電システ
ムとしてリチウムイオン電池が注目されています。ダイキンは、優れた材料の開発・供給を通じて社会の
CO2排出抑制へ貢献していきます。

地球温暖化係数の低い冷媒を冷凍冷蔵機器向けにラインアップ

従来の冷凍冷蔵機器に多く使用されている冷媒のR-404Ａよりも地球温暖化係数（GWP）が低い冷媒の品揃
えを、順次拡充しています。

自社開発品の「R-407H」に加えて、2020年にHoneywell International Inc.製のR-448Aを日本で販売開始
しました。2021年には、欧州Fガス規制の定めるGWP150未満をクリアした同社製R-455Aの販売を欧州で
開始する予定です。また自社においても、空調機向けにGWPゼロの次世代冷媒の開発を進めています。

関連情報

ネオフロン ETFE EPシリーズ

(https://www.daikinchemicals.com/jp/solutions/products/fluoropolymers/neoflon-etfe.html)
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油圧機器製品
省エネハイブリッド油圧ユニット「スーパーユニット」  
⼯場の省エネ化とCO2削減に貢献

ダイキンは工場の生産ラインなどに組み込まれる油圧ユニットでも省エネ性を追求しています。

独自のハイブリッド油圧「スーパーユニット」は、省エネ型エアコンに使用しているモータ・インバータ技
術を採用。待機時・動作時・保圧時の負荷圧に応じて自動的にポンプの回転数を電子制御し、保圧時の省エ
ネ率は50％以上（当社ピストンポンプ比）を実現しています。プレス機や加硫機、鋳造機など幅広い産業機
械に採用され、工場の省エネとCO2削減に大きく貢献しています。2014年にモデルチェンジと機種拡充を
し、2017年には、電力消費量の多い大型機械に対応が可能な37kW用を2機種発売しました。

海外でもさまざまな産業機械に採用され、精度の高さと省エネ性が高く評価されています。

「スーパーユニット」と従来機の消費電⼒⽐較

省エネ油圧ユニット「エコリッチ」 
消費電⼒削減などに貢献

省エネ油圧ユニット「エコリッチ」は、世界で初めて油圧技術とエアコンのモータ・インバータ技術を融合
した製品として1999年に開発。当社ピストンポンプと比べて約50%の消費電力削減を実現しています。この
製品は2016年に高効率IPMモータを搭載した機種をモデルチェンジしました。従来品に比べ、消費電力量を
30%削減、油温上昇5℃低下をはじめ、多くの特長を有しています。

また、2018年にはトランスレス400V仕様のエコリッチを発売。欧州や中国でも直接電源接続が可能にな
り、トランスを設置する必要がなくなりました。
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油冷却機器「オイルコン」  
幅広いラインアップ展開を完了

工作機械で加工精度に大きく影響を与える潤滑油／冷却油の緻密な温度制御を可能にするのが、油冷却機器
「オイルコン」です。9シリーズでは、±0.1℃の高精度温度制御を可能にすると同時に、インバータ制御や
最新型圧縮機の導入などによって従来のオンオフ制御機に比べて45％の省エネを実現しています。2020年度
に、9シリーズの高い省エネ性はそのままに、軽量でコンパクトなトランスレス400V仕様の10シリーズを発
売、2021年度には品揃えを拡充しました。

一方で、水冷式のオイルコンも開発しています。一般的な空冷式で生じる工場空間への廃熱をなくすため、
冷却水を用いて工場外に排熱するタイプの製品です。2018年に一部機種で発売し、2019年にクーラント冷
却用のラインアップを拡充。さらに2020年に油冷却用も発売し、水冷式製品についても広く取り揃えまし
た。

トランスレス400V仕様オイルコン

関連情報

スーパーユニット

エコリッチ

オイルコン

オイルコン10シリーズ 400V仕様

 (https://www.daikinpmc.com/special/sut/)

 (https://www.daikinpmc.com/special/ecorich/) 

 (https://www.daikinpmc.com/special/oilcon/)

(https://www.daikinpmc.com/special/oilcon/10series/lp/)
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※

気候変動への対応

開発・⽣産・輸送時の温室効果ガス削減

開発・⽣産時の温室効果ガス排出量の削減
2005年度⽐79％削減し、環境⾏動計画2020を達成

ダイキンは、グループ全体で、開発・生産工程での温室効果ガス排出削減に取り組んでいます。

ダイキンが開発・生産工程で排出する温室効果ガスは、エネルギー使用によるCO2とフロン類の2つに大別さ
れます。製品の開発・生産工程で排出する温室効果ガスについて、2005年度比で、2025年度に75%、2020
年度に70%削減するという目標を設定。2020年度の温室効果ガス排出量は108万t-CO2（2005年度比79％
削減）で、環境行動計画2020を達成しました。エネルギー対策として2020年度は、米国のグッドマン社で
グリーン電力を購入し、ダイキントルコ社では5MW規模の太陽光発電システムを設置しました。

また、フロン類については、2020年度は、日本で、空調機の冷媒充填時に漏えいが少ないカプラ（継手）を
導入しました。

温室効果ガス排出量（開発・⽣産時）

未対策のまま事業成長した場合の排出量（2016年度基準）。
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関連情報

温室効果ガスとは

地球温暖化の主な原因とされ、京都議定書にもとづいて、CO2、メタン、一酸化二窒素、および代替フ
ロンなど4ガス（HFC、PFC、SF6、NF3）が規制対象とされています。

温室効果ガス排出データの算定方法

ESGデータを探す

 (P562)

 (P570)
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開発・⽣産時のエネルギー起源CO2の削減

原単位を基準値⽐14%削減

グループ全体で、開発・生産時のエネルギー効率を改善することで、エネルギー起源CO2の削減に計画的に
取り組んでいます。

2020年度のCO2排出量原単位は基準値に比べて14%削減しました。2020年度は前年度から継続して、世界
各拠点でエネルギー使用量の見える化と使用抑制、低圧圧縮空気の改善を進めました。

なお、エネルギー管理の国際規格ISO50001については、ダイキンヨーロッパ社、ダイキンインダストリー
ズチェコ社で取得しています。

エネルギー起源CO2排出総量／⽣産量あたりのCO2排出原単位

関連情報

CO2⽣産量原単位とは

生産量あたりのCO2排出量を表す値です。この値が低下することは、同量の製品を生産する際に排出す
るCO2の量が以前よりも減り、効率的に生産できるようになったことを意味します。

ESGデータを探す  (P570)
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輸送時のCO2排出削減

原単位で2015年度⽐4.4%削減

輸送によるCO2排出量を、2020年度までに2015年度比5%削減（売上高原単位）を目標に、輸送手段をトラ
ックから貨物列車やフェリーに切り替えるモーダルシフトのほか、海外生産地から日本消費地へ最短輸送距
離となるルートで船便を使う「ダイレクトシップ」の拡大などに取り組んでいます。

2020年度は、東京から関西への復路便へも鉄道輸送を導入しました。往復便を活用するこの取り組みは国土
交通省のモーダルシフト等推進事業にも認定されました。

2020年度のモーダルシフトへの切り替え率は21%です。

輸送におけるCO2排出原単位（空調部⾨）

輸送に関するその他の環境負荷低減策

ドライバー不足解決のため、トラックの待機時間や積込み時間を削減し、就業時間も削減
国内外の生産拠点で、エンジン式から電気式フォークリフトへの変更を推進
運輸業者様を含めた、構内での車両のアイドリング・ストップの実行
輸送効率化や包装容積縮小によるCO2排出削減と、業務時間短縮による電力使用量削減
海外の開発拠点とともに省資源包装の設計を推進し、包装材使用量を削減
国内外で倉庫内のレイアウトを見直し、作業効率を向上
輸入進捗情報を見える化するITシステムを導入、国内の配送ドライバーがスマートフォンで到着予定時
刻を直接確認することで、照会や連絡に要していた複数部門間の通信工数を削減
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太陽の位置に合わせて向きを変える太陽光パネル

再⽣可能エネルギーの利⽤
太陽光・⾵⼒・⽔⼒などの活⽤を推進

ダイキンでは、太陽光・風力・水力などの再生可能エネルギーの利用促進に努めています。

2015年度に研究開発拠点テクノロジー・イノベーションセンター（TIC）に導入した太陽の動きを追尾する
太陽光パネルなどにより、国内外の開発・生産拠点での太陽光発電による年間発電総量は7,230MWhで、
CO2排出量に換算すると、約4,000t-CO2の削減に相当します（当社推定）。

また、欧州では、EU指令によって太陽光・風力・水力などの再生可能エネルギーの利用比率を2020年まで
に20％まで高めることを目標にしています。ダイキンヨーロッパ社、AAF（UK）社、ダイキンデバイスチェ
コ社、ダイキンアプライドヨーロッパ社などでは、工場・事務所で使用する電力に、グリーン電力を取り入
れています。

アジア・オセアニアでは、ダイキンインダストリーズタイランド社、ダイキンコンプレッサーインダストリ
ーズ社やダイキンエアコンディショニングインド社で大規模な太陽光パネルの設置も進めています。

2020年度は、米国のグッドマン社でグリーン電力を購入し、ダイキントルコ社では5MW規模の太陽光発電
システムを設置しました。

今後もグローバルで、再生可能エネルギーの活用を進めていきます。
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気候変動への対応

ソリューションの提供
新興国での人口増加と経済発展により、世界では急激な都市化が進んでおり、都市におけるエネルギー需要
が今後ますます増加することが予想されます。そのような都市において、近年の気温上昇の影響もあり、快
適な生活空間を実現するためにエアコンが欠かせません。

ダイキンは、インバータ技術や冷媒技術といった環境技術を駆使し、エアコン単体での環境影響を抑制する
だけでなく、ビル全体や街全体の省エネソリューションも提供しています。エネルギーマネジメントによ
る、空調と周辺機器、建物、再生可能エネルギーを組み合わせた最適マネジメントやデマンドレスポンスの
推進によって、都市化によって生じるエネルギー課題関連の解決に貢献します。また、循環型システムの構
築や新たなエネルギーの創出によって持続可能な都市づくりに貢献します。
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※

省エネ大賞のロゴ

建物の最適エネルギーマネジメント
ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）への取り組み

ダイキンは、エネルギー課題解決に向けて、当社の技術を生かしたビル全体への省エネソリューションを提
供しています。その一つとして、ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）への取り組みを進めています。

ZEBとは、快適性を保ちながらエネルギー消費量が大幅に（基準比50%以上）削減されたビルで、省エネ率
により「ZEB」「Nearly ZEB」「ZEB Ready※」の3つのグレードがあります。一般的にZEBを実現するた
めには、外皮性能の向上、パッシブ利用、空調･換気･照明･昇降機などの高効率機器の導入、制御の高度化な
どが必要です。ダイキンは空調・換気システムとその制御、LED照明制御を中心に高度な技術と知見を蓄
積。新築のビルはもちろんのこと、省エネポテンシャルの高い既設の中小規模ビルにおいても、汎用性、普
及性の高い独自のシステムでZEBを達成することができます。

2015年に、当社の研究開発拠点であるテクノロジー・イノベーションセンター（TIC）で新築大規模ビルの
ZEBを実践。2017年に、ダイキン工業福岡ビルで中小規模ビルの更新におけるZEB Readyを達成しました。
それらの実績をもって社外への提案を加速すべく、（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。以後、ゼネコンと協創しながらZEB提案に注力し、国内外でZEBの普及をめざしていま
す。

ZEB Ready：消費エネルギーを一般建築物の基準に対し50％以上削減しているビル。

築30年以上のテナントビルで⽇本国内初の「ZEB Ready」を達成

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
に対応する提案を加速していきます。
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※

ZEBに関するダイキンの活動実績

基準値：同規模の一般的な建物（リファレンスビル）の消費エネルギー値。

時期 活動内容・実績 第三者による評価・認定

2015年11月 
（竣工）

当社TICで新築大規模ビルのZEBを実践

ZEB
LEED®のPlatinum認定
（2016年7月）
CASBEE　Sランク取得（評
価機関： 一般財団法人建築
環境・省エネルギー機構）
ASHRAE Honors and
Awards受賞（2017年10
月）

2017年5月

ダイキン工業福岡ビルで中小規模ビルの更新における
ZEB Readyを達成 
特徴： 空調･換気の高効率機器と空調・LED照明の制御
システムにより、 築20年（1996年竣工）の建物をZEB
化

ZEB Ready
2018年度省エネ大賞「資源
環境エネルギー庁長官賞」

2017年10月 ZEBプランナーに登録

2019年1月
穴吹興産株式会社所有のビルが「ZEB Ready」を達成 
特徴： ダイキンが省エネコンサルティングとZEB化を支
援。築30年以上のテナントビルで日本国内初の実績

ZEB Ready
2020年度省エネ大賞　省エ
ネ事例部門「省エネルギー
センター会長賞」

2020年3月

ダイキン工業江坂ビルがZEB Readyを達成 
特徴： 基準値※と比較して年間の消費エネルギー量67％
削減。省エネルギーに加えて働く人の健康にも配慮し、
中小規模ビルの改修時にZEBとCASBEEウェルネスオフ
ィスを両立

ZEB Ready
CASBEEウェルネスオフィ
スAランク取得（認定機
関：一般財団法人 建築環
境・省エネルギー機構）
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※1

※2

ダイキン⼯業福岡ビルの省エネ性評価（⼀次エネルギー消費量※１）

ZEB評価にはコンセント消費電力は含まない。

運転時間補正あり（2017年6月～2018年5月末実績）。

臨海⼯場に採⽤したタスク＆アンビエント空調が74.9%の電⼒消費抑制を達成

2018年6月に稼働した堺製作所臨海1号工場は、工場大空間の空調に関する課題を解決すべく、快適性と省エ
ネ性の両立をめざしています。稼働後1年間の消費電力量を、全館空調方式を採用した場合と比較して
74.9%削減することに成功しています。

従来、工場などの大空間における空調方式の主流は、アンビエント（ゾーン）空調とタスク（作業者へのス
ポット）空調です。しかしそれらの空調は、快適性と省エネ性の面で一長一短であり、工場で働く人々の共
通の悩みでした。そこで 臨海1号工場では、作業ラインごとに最適な空調方式を取り入れる「タスク＆アン
ビエント方式」を導入し、外気処理機も併せて活用。さらに、空調監視システム「D-BIPS」によるデータ分
析で、迅速な省エネ改善と最適制御につなげています。この取り組みが評価され、2019年度省エネ大賞で省
エネルギーセンター会長賞を受賞しました。

臨海1号工場で得た知見から、今後は他工場などの大空間へも省エネ改善を展開していきます。
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グリーンビルディング認証
世界各国の拠点で省エネルギービルとして認定

世界各国の拠点では、環境・社会に配慮して設計・建築・運営された建物を認証するグリーンビルディング
認証の取得に積極的に取り組んでいます。

2016年7月にはテクノロジー・イノベーションセンターがLEED®のPlatinum認定を受けたほか、一般財団
法人建築環境・省エネルギー機構が建築物や街区、都市などにかかわる環境性能を評価するCASBEEからSラ
ンクの評価を受けました。また、2017年10月には、高い省エネ性を備えた革新的なシステムや日本の気候に
対応した室内環境・居住性との両立、環境負荷の低減が評価され、ASHRAE Honors and Awardsを受賞し
ました。

さらに、VRVなど当社の空調機器・システムを納入した建築物のうち19の施設でLEED®のPlatinum認証を
受けるなど、世界各地でのグリーンビルディングの取得に貢献しています。

2020年度は、新たに深セン麦克維尔空調社の開発ビルがLEED®のGold認定を受け、同時に「3つ星グリー
ンビルディングデザインロゴ証明書」を取得しました。
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LEED®のPlatinum認定 
（ダイキン工業　テクノロジー・イノベーションセンター）

CASBEE建築評価認定書 
（ダイキン工業　テクノロジー・イノベーションセンター）

LEED®のGold認定 
（深セン麦克維尔空調社）

3つ星グリーンビルディングデザインロゴ証明書
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※1

※2

街全体の最適エネルギーマネジメント
街全体の省エネを実現

イギリス・マンチェスターで、2014年度から2016年度までの3年間、国立研究開発法人新エネルギー・産業
技術総合開発機構（NEDO）が実施する「スマートコミュニティ実証事業」に、（株）日立製作所、（株）
みずほ銀行とともに参画しました。住宅550軒の暖房器具をヒートポンプ式暖房・給湯機「ダイキンアルテ
ルマ」に置き換えて省エネ化を図りました。さらに、複数の住宅の空調運転を制御して余剰電力を生み出す
自動デマンドレスポンス技術※1の実証と、そのビジネスモデルの検討を行いました。

続いて2019年度に、イギリスのビジネス・エネルギー・産業戦略省（BEIS）が公募する住宅暖房の脱炭素
化実証事業に、マンチェスター市が組成したコンソーシアムのメンバーとして参画。同プロジェクトで、Ｎ
ＥＤＯの実証事業で設置した「ダイキンアルテルマ」を最新のクラウドシステムに接続し、同コンソーシア
ムメンバーとの連携制御を2020年9月から実施しています。同プロジェクトに250台以上の「ダイキンアル
テルマ」を供給する予定です。

ポルトガル・リスボンにおいても、2016年度から自動デマンドレスポンス技術の実証事業に参画。国立研究
開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構とともに空調自動デマンドレスポンス実証システムを構築
し、2018年7月から実証運転を実施しています。市庁舎など複数のビルに設置したマルチエアコンの使用状
況や天候の分析、アグリゲータとの交信を通じて、再生可能エネルギーと購入電力の供給バランスを最適制
御します。

これらのほか、2018年度にブリュッセルで、デマンドレスポンスを含むバーチャルパワープラント（VPP）
※2など実証システムでの取り組みに対して、欧州での市場環境、制約条件、普及の可能性について議論する
ワークショップを開催しました。米国EPRI、ベルギー研究機関EnergyVille、当該実証参加団体が集まりまし
た。

2020年度は、イタリア・ミラノ万博跡地の再開発プロジェクトとして創設されたイノベーションエコシステ
ムに、当社の研究開発拠点であるテクノロジー・イノベーションセンター（TIC）が参加。ダイキンイタリア
社も同プロジェクトを支援します。

自動デマンドレスポンス技術：自動運転管理によって空調機器などの電力消費を調整する技術。

バーチャルパワープラント（VPP）：分散設置されたエネルギーリソース（発電設備、蓄電設備、需要設備等）を遠隔・統
合制御し、あたかもひとつの発電所のように機能させること。
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新たなエネルギーの創出
再⽣可能エネルギーの普及促進をめざして

ダイキンでは、これまで空調機・サービスで培ってきた「省エネ」技術を「創エネ」技術に生かし、再生可
能エネルギーの普及に取り組んでいます。

2013年に、環境省の「CO2排出削減対策強化誘導型技術開発・実証事業」に採択され、小型で低コストの管
水路用マイクロ水力発電システムを開発しました。マイクロ水力発電とは、発電出力が100kW以下の小規模
な水力発電です。上水道、工業用水道施設、工場やプールなどの循環水処理施設や渇水時でも最低限の河川
の流量を維持するための河川維持用水などで発生する水流のエネルギーを有効活用できる点が特徴です。

太陽光発電や風力発電に比べて稼働率が高く、年間発電量が多い水力発電は、安定したベース電源になりえ
る発電です。しかしながら、発電出力100kW以下のマイクロ水力発電は発電規模に対してのコストが高く、
設置サイズも大きいため導入する場所が限定されているのが現状です。そこでダイキンは、水車・発電機・
コントローラをパッケージ化した小型で低コストのマイクロ水力発電システムを開発しました。

2014年度から2015年度にわたって富山県南砺市、福島県相馬市において実証実験に取り組み、2016年5月
からは神戸市とともに長期的な性能、運用コストなどの評価を行い、製品の実用化に至りました。

また、環境省の同事業では10kW以下の超小型・超低コストの小容量マイクロ水力発電システムが新たに採
択され、2016年度から2018年度の3年間の予定で5.5kWシステムの開発に取り組みました。小容量システム
の開発によって、小規模な水道事業者を中心に水力発電システムの導入候補箇所が増加し、CO2排出削減に
さらに貢献できると考えています。

ダイキン工業は2017年6月に株式会社 DK-Powerを設立し、以後、同社がマイクロ水力発電システムを用い
た発電事業を行っています。2021年3月末時点の累計で全国25カ所に導入、2020年度の年間発電量は
3,200MWh／年でした。これは、一般家庭1,070軒分※に相当します。

同社は、2017年の会社設立から2021年3月までの約5年間で全国30カ所への導入、累計7,487MWh（CO2排
出抑制効果3,878t-CO2）の発電をめざしてきました。2021年3月末時点で、導入済みの件数は目標未達です
が、契約数を含めると39件で30カ所という目標を上回っています。累計発電量は7,188MWh、発電による
CO2排出抑制効果は3,723t-CO2で目標をわずかに達成できませんでした。
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※ 一般家庭の年間消費電力量3,000kWhで計算

関連情報

株式会社DK-Power (http://www.dk−power.co.jp/)
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気候変動への対応

フロンの回収・再⽣・破壊

エアコンからのフロンの回収・再⽣・破壊
ライフサイクル全体での負荷を削減

エアコンの冷媒用に使われているフロンは、CO2の数百～数千倍の温室効果を持っています。

ダイキンは、冷媒の開発からエアコン開発、冷媒の回収・再生・破壊まで行う唯一の総合空調メーカーとし
て、低温暖化冷媒を世界で普及させることに加え、生産時や製品販売後の冷媒管理強化や使用後の回収・再
生・破壊を行い、ライフサイクル全体での冷媒の環境負荷削減に取り組んでいます。

全世界の生産工場では、試験運転時などに充填した冷媒を回収し破壊処理を行っています。また、製品使用
時の冷媒漏えいを防止するために空調の施工技術の向上に取り組むほか、お客様のエアコンの修理・更新時
には、サービスや施工スタッフがまず冷媒を回収してから作業をするなど、冷媒回収を徹底しています。

フロン排出による環境影響を防ぐための取り組み
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冷媒の回収・再⽣・破壊処理の流れ

関連情報

2019年度の活動ハイライト「環境－サーキュラー・エコノミーに貢献する新たな冷媒のサービスを
欧州で開始」 (https://www.daikin.co.jp/csr/feature2019/01.html)

環境 - 184 -



⽣産時の取り組み
フルオロカーボン回収装置を整備し、適正に破壊処理を実施（空調部⾨）

化学部門の生産工程で排出されるフルオロカーボン類は、フッ素化学製品の原料として使用するものと、副
生物として発生するものがあります。排出を防止するために、生産工程に回収装置を順次整備し、回収した
ガスは適正に破壊処理しています。また、破壊処理の際に生成される蛍石は、フッ素化学製品の原料として
再利用しています。

国内では2020年度、生産設備の運転条件の最適化と放出抑制により、PFC-c318の排出量を前年度比で10％
以上削減しました。

海外でも、工場ではガスを自主回収して、各工場内の設備もしくは委託先で破壊しています。PFC-c318の回
収強化に取り組み、ガスの回収方法を改善することで排出量を大幅に削減しています。

今後ともフルオロカーボンの代替化を進め、環境負荷低減に努めていく方針です。

空調機に充填する冷媒の排出防⽌を徹底（機械部⾨）
空調機生産工程においても、世界各地の製造拠点で充填する冷媒（HFC、HCFC）の排出率削減に努めていま
す。

排出量削減の取り組みとして、

製品への冷媒充填前の、確実な配管漏れ検査
運転検査などの結果、見直しが必要と判断された製品については、確実に冷媒を回収した後、見直す
冷媒充填作業は大気に漏れないよう細心の配慮のもと行う
低GWP冷媒へ切り替え
充填時の排出を大幅に抑制する充填機の導入

などを実施しています。これらは作業要領書（マニュアル）にもとづいて、認定作業者が実施することを徹
底しています。また、作業者には毎年、作業要領書にもとづく教育を実施しています。

2020年度は、当社滋賀製作所と大金空調（上海）有限公司において、充填時の漏洩が少ないカプラ（継手）
を導入しました。また、2020年度の充填する冷媒の排出率は、国内で0.2％、海外は0.3％となりました。な
お、低温暖化冷媒への切り替えによりCO2換算排出量を削減しています。検査工程で使用するガスについて
も、オゾン層を破壊せず温室効果のないヘリウムガスに転換しています。
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冷媒回収の様子

1．気密・耐圧検査
冷媒を封入する前に4.2MPaという高
い空気圧力をかけ溶接部や配管などの
冷媒回路の漏れを確認します。

2．ガス漏れ検査 
冷媒漏れのないことを確認したうえで
冷媒を封入し、冷媒検知器を使って全
ろう付け箇所について検査します。

3．出荷前確認検査 
さらに製品の完成後、梱包された状態
で、再度冷媒検知器を使って最終確認
を行っています。

これらのほか、研究開発に使用する冷凍機など設備からの漏洩対策も実施しています。

老朽化した直膨式冷凍機の鋼管更新
スローリーク早期発見のための自動検知器トライ
簡易点検時に冷媒充填量の多い機器についてリークテスターを用いて接続箇所を直接法で点検

空調機製造⼯程での冷媒漏れ検査

ダイキン工業の住宅用・業務用エアコンの生産工程では、3回の冷媒漏れ検査を実施しています。これらの厳
しい検査によって信頼性の高い製品を市場に送り出すことで、製品不良による冷媒の排出を防止していま
す。
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冷凍・空調製品で冷媒の「⾒える化」表⽰

空調製品に使用されている冷媒は無色透明かつ無味無臭で人体には無害ですが、温暖化影響が高いことか
ら、大気への排出をあらゆる手段で防止せねばなりません。一般社団法人日本冷凍空調工業会は2009年に、
冷凍・空調機器に使用する冷媒についての温暖化影響を表示する「見える化」の実施方針を発表しました。

以後、ダイキンも日本市場向けの冷凍・空調機器に「フロンの見える化」の表示シールを貼って出荷してい
ます。フロン排出抑制法の施行に伴い、2015年から「フロンの見える化」銘板に冷媒の温暖化影響の値を記
載して、フロンの回収を喚起しています。海外拠点で生産し、日本に輸入する製品についても、同様にシー
ルを貼付しています。

表示方法を工夫したり、シールを貼る位置までも計算・考慮に入れて設計することで、ユーザーや機器設置
事業者の理解を高め、回収率の向上に取り組んでいきます。

「フロンの⾒える化」シール（室内機⽤）
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施⼯・使⽤・修理時の取り組み
お客様の冷媒漏えい管理作業をサポート

日本では、地球温暖化の原因となるフロン類の漏えい防止強化を目的に、2015年4月にフロン排出抑制法が
施行されました。それに伴い、業務用エアコンのユーザーや管理者に対し、使用時の冷媒漏えいに関して厳
しい管理が義務付けられるようになりました。そこで、スマートフォンWEBアプリ「ダイキンフロン点検ツ
ールDfct」を2015年10月から無償で配信しています。機器を撮影するだけで法対象の機器を特定・リスト化
でき、定期点検の時期の通知や機器ごとの簡易点検メニューなどを提供するツールです。

2018年度に「アシスネットサービス」を発売し、ダイキン工業のサービスエンジニアによる定期点検を実施
しています。また、低コストで通信できるLPWAの通信デバイスを室外機に取り付けることで、空調機の運
転データを自動で収集し、空調機に異常があった場合の管理者へのメール通知や、圧縮機ごとの累積運転時
間をもとにした室外機ごとのメンテナンス時期のお知らせなどのサービスを提供し空調設備管理にかかる工
数を削減しています。

ダイキン工業においても、2018年度に社内のすべての機器を「Dfct」に登録して運用管理しています。ま
た、冷媒の漏洩事例を全社で共有し、点検を実施することで漏洩防止に努めています。

確実に冷媒を回収してから修理作業

空調機器は、修理時に冷媒関連の部品を交換する際などに、機器内の冷媒が大気中へ排出される恐れがあり
ます。これを防止するため、ダイキン国内グループでは、修理に携わる日本全国のサービスステーションに
冷媒回収装置を配備し、あらかじめスタッフが機器内の冷媒を回収してから修理作業をしています。2020年
度は、ダイキン工業単体で計298トンの冷媒を回収しました。

修理時のフロン回収量内訳（ダイキン⼯業単体）

関連情報

ダイキンフロン排出抑制法 点検ツール Dfct  (https://dfct.daikinaircon.com/)
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廃棄時の取り組み
冷媒回収装置を配備し、研修を実施

ダイキンでは、各国の販売会社サービス部門に冷媒回収装置を配備し、国ごとに異なる法規制に関係なく作
業者全員が環境対策に対し高い意識を持って冷媒回収作業を実施しています。

日本国内では、2020年4月にフロン排出抑制法が改正施行されました。同法にもとづいて、機器廃棄時の引
取証明書の写しの交付や、点検整備記録簿の機器廃棄後3年間の保管などを周知徹底しています。

欧州ではフロンガス規制により、特にフランスやイタリアでは、ガス溶接やフロンガス取り扱いの国家資格
を取得するための認定講習機関として従業員や販売店向けに研修を実施しています。

アジア・オセアニアなどそれ以外の地域でも、販売会社での冷媒回収研修や、サービス協力店に対しての冷
媒回収講習会を実施しています。

フロン回収ネットワークシステムを構築、運⽤

日本では、業務用冷凍空調機器からのフロン（冷媒）の確実な回収に取り組んでいます。冷媒の回収量や、
再生業者が再生した量、破壊業者が破壊した量など、回収から再生・破壊までの全工程の情報を一元管理で
きるフロン回収ネットワークシステムを構築。冷媒回収1件ごとに機器の種類や台数、回収された冷媒量を入
力することで、冷媒回収率を的確に把握し、フロン排出抑制法に対応した管理を徹底しています。

冷媒の充てん・回収・再生・破壊業者は、充てん量・回収量・再生量・破壊量を集計して、都道府県に毎年
報告することが義務付けられていますが、当システムはその報告書の作成支援にも対応しているため、利用
業者の事務効率向上にも貢献しています。

また、海外でも、欧州や北米など規制が厳しい国では、日本と同様に回収から破壊までの回収システムが成
立しており、その他地域においても各国の規制に準拠し、環境保護の観点を持って適切に対応しています。

また、日本とタイでは自社に破壊設備を備え確実な破壊を行っています。
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フロン回収ネットワークシステム

冷媒回収、施⼯する技術者を育成

冷媒を回収するには専門知識・専門技術が必要です。ダイキン工業では、営業・技術、工事、サービスなど
各職種・取引先様向けに冷媒回収に必要な専門知識・技術について研修を実施しています。

その一つ、「冷媒回収技術者」養成コースでは、講習会後の資格登録試験に合格すれば冷媒回収推進・技術
センター認定の「冷媒回収技術者」として登録されます。2020年度は販売店様や工事店様を中心に1,081人
が受講しました。

冷媒を取り扱う機器の点検や充填の作業者には、フロン排出抑制法にもとづく資格取得が義務付けられてい
ます。ダイキンでは「第一種・第二種冷媒フロン類取扱技術者」資格取得者講習会を実施するとともに、ビ
ル・大型店舗法人・保守契約先に対して、フロン排出抑制法に関するセミナーを開催しています。

2020年度に開催した「第一種・第二種冷媒フロン類取扱技術者講習会」には、全国で第一種309人、第二種
850人が受講しました。また2020年度は、初年度に資格を取得した技術者の5年ごとの更新時期であり、第
一種で719人、第二種で1,562人が受講しました。

海外でも、2018年度から、低温暖化冷媒R32の普及に向けてのR32空調機施工および冷媒回収技術講習会を
シンガポールの研修拠点で実施しています。
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注

回収・破壊を24時間・365⽇体制で受け付け（フロン回収破壊事業）

販売店様などからの依頼によるフロン（冷媒）の適正な回収・破壊も行っています。依頼は、ダイキンコン
タクトセンターで24時間・365日受け付けています。回収したフロンは淀川・鹿島製作所のほか、全国の提
携破壊処理施設で確実に破壊処理するか、フロン排出抑制法による許可を受けた再生業者に引き渡していま
す。

2020年度のフロン回収・破壊事業における破壊処理量は国内グループ全体で375トンでした。

破壊処理施設（淀川製作所）

フロン回収・破壊事業における破壊処理量（国内グループ）

当社淀川・鹿島製作所を含む全国の提携破壊処理施設で破壊処理した量。
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途上国での冷媒回収・再⽣・破壊を⽀援

途上国においては、日本政府や各国政府等と協力し、冷媒の回収・再生・破壊スキームづくりを支援してい
ます。

例えばスリランカでは、2016年度から2年間、環境省から調査事業を受託し、国連環境計画の協力のもと省
エネ空調機の普及と冷媒の回収・再生・破壊スキームづくりに取り組みました。得られた調査結果をもとに
政策提言をとりまとめ、スリランカ政府に提案しました。

関連情報

政府・業界団体などとの対話  (P440)
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製品での資源の有効活⽤

「3R＆リペア」を指針として、製
品での資源の有効活⽤に取り組ん
でいます。

⽣産⼯程での廃棄物の削減

廃棄物の100%再資源化に取り組
むとともに、廃棄物の発⽣量を削
減しています。

家電リサイクル実績

家電リサイクル法にもとづく、使
⽤済み住宅⽤エアコンのリサイク
ル実績の報告です。

⽔資源の保全

⽣産⼯程における⽔の使⽤を削減
するとともに、⽔リスクのある拠
点を特定し、対応しています。

環境環境

資源の有効活⽤資源の有効活⽤

基本的な考え⽅

エアコンは⾦属をはじめ多くの資源を使⽤します。ダイキンは、製品設計および⽣産⼯程で資
源を有効に活⽤することで、サーキュラー・エコノミーの実現に貢献します。
製品では、⼩型化・軽量化による省資源化や、材料の共通化などリサイクルに配慮した設計を
⾏っています。⽣産⼯程では、発⽣した廃棄物の再資源化を進めるのはもちろん、廃棄物の発
⽣量の削減に取り組んでいます。
また、社会課題である⽔不⾜を操業リスクの⼀つと捉え、⽣産⼯程での⽔使⽤に関する管理を
強化し、⽔資源の保全に努めています。

 (P193)  (P204) (P195)

 (P205)
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関連情報

環境配慮設計

グリーン調達

2019年度の活動ハイライト「環境―サーキュラー・エコノミーに貢献する新たな冷媒のサービスを
欧州で開始」

 (P124)

 (P129)

(https://www.daikin.co.jp/csr/feature2019/01.html)
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資源の有効活⽤

製品での資源の有効活⽤

サーキュラー・エコノミーに対する当社の取り組み
サーキュラー・エコノミーとは、⼈⼝増加による資源不⾜に対処するために、⽣産から廃棄までの直線的な
しくみがさまざまなレベルで循環していくよう設計やビジネスモデルの段階から抜本的に社会経済のあり⽅
を⾒直し、無駄になっている資源や捨てられている素材などを活⽤して利益を⽣み出すことをめざす考え⽅
のことです。

ダイキンは、より効率的に資源を使⽤するために、⽣産⼯程で発⽣する排出物の削減や再資源化、、製品や
包装材の省資源化、リサイクルしやすい製品設計、グローバルな修理体制の強化などを実⾏しています。

環境 - 195 -



3R＆リペア
資源の有効活⽤を重視した製品設計

ダイキンは、リデュース（省資源化）、リユース（再利⽤）、リサイクル（再資源化）の3Rにリペア（修
理）を加えた「3R&リペア」を指針として、資源の有効活⽤に取り組んでいます。

製品の開発・設計においては、この3R&リペアを重視しています。製品アセスメントにもとづいて、製品の
⼩型化・軽量化をはじめ、部品点数やネジ本数の削減、分別や再資源化が容易な素材や構造の開発、メンテ
ナンスのしやすい製品設計などに取り組んでいます。

3R&リペアの取り組み

3R&リペア 資源の有効活⽤

関連情報

リデュース 製品の⼩型化・軽量化 再⽣材の使⽤ 既設製品本体や配管の活⽤

リユース 廃棄製品からの部品再利⽤

リサイクル
開発

分別・再資源化の容易な製品設計
・ 再資源化の容易な樹脂の使⽤
・ 素材の表⽰
・ 分離解体が容易な構造

使⽤後 使⽤済み製品のリサイクル

リペア
開発 メンテナンスのしやすさを考えた製品設計

販売後 製品を⻑く使っていただくための修理サポート体制の充実

環境配慮設計  (P124)
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リサイクル（再資源化）
解体・分離が容易な製品設計

製品設計においては製品アセスメントにもとづき、3R&リペアを重視して設計しています。1997年から解
体・分離が容易な構造の製品設計を進めています。
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リデュース（省資源化）
省エネ性とのバランスをとりながら製品を⼩型化・軽量化

資源使⽤量の削減（リデュース）には、製品の⼩型化・軽量化が有効です。空調機の場合は機種ごとに製品
全体・部品の重量削減⽬標を設定し、軽量化に努めています。しかし、省エネルギー性などを低下させずに
これを実現することは技術的に⾮常に困難です。⼩型化・軽量化の結果、エネルギー使⽤量が増えるので
は、製品トータルでの環境性が⾼まったとはいえません。

ダイキン⼯業では、通年エネルギー消費効率（APF）を下げない範囲で重量の低減について製品ごとに⽬標
を定めて新製品開発に取り組んでいます。

主な取り組み内容

2020年度
住宅⽤エコキュートの⼀部機種において、貯湯タンクの薄⾁化等を⾏い、貯湯ユニットの重量を最⼤で
約7％削減 (2020年8⽉発売）

使⽤中の空調機の部材や機能だけを更新し交換部品の重量を削減

使⽤中の業務⽤マルチエアコンを対象に、空調機の頭脳にあたる「制御基板」と、⼼臓にあたる「圧縮機」
だけを新型部品に交換することで、エアコンの性能を向上させるメンテナンスサービス「レトロフィットシ
ステム」を提供しています。部品を新型にすることで省エネ性を向上させるだけでなく、必要部分だけを交
換することで交換部品の重量を新規⼊れ替え時と⽐べて約3分の1に抑制できます。

前年度に続き、2020年度も「レトロフィットシステム」の対象機器を拡充しました。今後も対象機器を増や
し、製品・部品の省資源に努めます。

包装材使⽤量を2016年度⽐3％削減

ダイキンは「薄⾁化」「部品点数・段ボール⾯積の削減」という観点から空調製品の包装材使⽤量削減に努
めています。

2020年度は、2016年度⽐4％削減を⽬標に掲げました。物流部⾨と開発部⾨、海外⽣産拠点が連携し、⼀部
の業務⽤マルチエアコンを据え付ける際に必要な「個別BSユニット」の輸送姿勢を縦向きに変更。包装材使
⽤量を26％削減して年度⽬標を達成するうとともに、輸送時のコンテナ積載効率も向上させました。

社外と連携した事例として、物流事業者様と段ボールサプライヤ様と協業し、ルームエアコン「うるさらX」
シリーズの室外機の包装⽤段ボールを薄⾁化しました。特に重量があり、積み込みにバキュームリフターを
必要とする同製品の上部包材を持ち上げに強い仕様へ改良することで、より薄い段ボールの適⽤を可能とし
たものです。

海外拠点においては、タイ製の業務⽤室外機の底トレイを⼩さくすることで輸送⽤パレットへの積載効率を
33％向上させ、包装材使⽤量を削減。同時に荷役効率も向上させました。
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輸送姿勢の変更による「BSユニット」の包装材使⽤量削減

製品1台あたりの包装材使⽤量 (⽊材、ダンボール、スチロール等)（2010年度を100とした場合の値）
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「2020⽇本パッケージングコンテスト」で⼯業包装部⾨賞を受賞

業務⽤無給⽔加湿ユニット「うるるユニット」⽤パネルのオール段ボール包装

王⼦コンテナー株式会社と共同で、2020年度に業務⽤無給⽔加湿ユニット「うるるユニット」⽤パネル
のオール段ボール包装を設計・開発しました。テレスコープ形の外装箱の四隅へ、貼り加⼯の不要な緩衝
材を配したシンプルな構造で、製品の前後左右上下を効果的に緩衝保護することができます。この包装は
「2020⽇本パッケージングコンテスト」で⼯業包装部⾨賞を受賞しました。

「うるるユニット」⽤パネルの包装構造
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電気ノイズ除去フィルタの包装改善

業務⽤マルチエアコンのオプション品であるアクティブフィルタの梱包仕様を2019年度に刷新し、包装材使
⽤量を⼤幅に削減しました。製品基板の下部を段ボールの下敷きで浮かせ、かつ基板の枠を中敷きで押さえ
て固定するというシンプルな仕様を開発し、基板上で露出した電⼦部品を包装材と触れることなく保護する
ことに成功しました。この包装材で、公益社団法⼈⽇本包装技術協会主催「2019⽇本パッケージングコンテ
スト」の⼯業包装部⾨賞、世界包装機構（WPO：World Packaging Organisation）主催「ワールドスター
コンテスト2020」のワールドスター賞を受賞しました。

刷新した梱包の内部構造

空調機の補修部品の梱包材をオール段ボール化

空調機の補修部品を輸出する際、世界の⼀部地域では、リターナブル化ができずに⽊枠を使って梱包してい
ました。2019年度に、その⽊枠と同等の強度を保ちながら、梱包材をすべて段ボール化することに成功しま
した。
梱包⽤の⽊材消費を減らすことで、森林資源を有効利⽤できます。さらに、梱包⾃体を⼩型化・軽量化した
ことで輸送効率が向上し、輸送時の環境負荷低減にもつながります。 この梱包材で、公益社団法⼈⽇本包装
技術協会が主催する「2019⽇本パッケージングコンテスト」でジャパンスター賞（経済産業省製造産業局⻑
賞）を受賞しました。

⽊枠から段ボールへの梱包材変更
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リユース（再利⽤）
修理交換済み部品を修理⽤部品にリユース

ダイキンでは、資源の有効活⽤のためにプリント基板など複数の部品を組み込んだ修理交換済み部品を再利
⽤しています。不具合修繕や消耗部品の交換を実施し、機能確認や動作試験を⾏って部品品質を確認したう
えで、修理⽤部品としてお客様の了解を得て再利⽤しています。

リペア（修理）
グローバルな修理体制を強化

製品をより⻑く使っていただくことは、資源使⽤量の削減（リデュース）につながります。そこで、ダイキ
ンでは世界各国にサービス拠点を設け、修理対応をはじめ製品に関する疑問・質問などにも答えています。

国内では、「ダイキンコンタクトセンター」で24時間365⽇お客様から修理のご依頼やお問い合わせを受け
付けています。エンジニア認定制度を導⼊しサービスエンジニアの技術⼒向上とサービスマナーの向上に⼒
を注いでいます。また、修理ご依頼の利便性を⾼めるために、受付対応者がお電話⼝で必要な情報を迅速に
伺って適切に案内するサポートシステムの活⽤や、インターネットなど電話以外のチャネルの充実を図って
います。

海外でも、世界各国におけるサービス体制を強化しています。サービス業務管理システムの導⼊により、業
務の効率化を図るとともに、⾃社エンジニアや協⼒会社の従業員に⾄るまでサービス品質を⾒える化し、⾼
品質なサービスの提供に努めています。
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住宅⽤エアコンのリサイクル
家電リサイクル法を上回る91%を再資源化

⽇本の家電リサイクル法では、メーカーは回収した⾃社製使⽤済み住宅⽤エアコンの80%以上を再資源化
し、冷媒（フロン）を適正に処理するよう義務付けられています。

2020年度は当社製住宅⽤エアコン約46万台（回収重量18,527t）を回収、再資源化率は91%、フロン回収
量は59万t-CO2でした。

2020年度の住宅⽤エアコンリサイクル実績（⽇本）

関連情報

家電リサイクル実績（特定家庭⽤機器廃棄物の再商品化等実施状況）

フロンの回収・再⽣・破壊

 (P205)

 (P183)
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資源の有効活⽤

⽣産⼯程での廃棄物の削減

⽣産⼯程での廃棄物の削減
ダイキンでは、⽣産⼯程からの排出物（有害廃棄物含む）の削減に取り組んでいます。さらに、排出物の再
資源化にも努めています。

グループ全体の排出量原単位を2020年度に基準値（2013年度から2015年度の平均）⽐5%削減として、原
材料の効率的使⽤や⽣産時のロス極⼩化、リターナブル梱包への転換などを進めました。2020年度は、グル
ープ全体の排出量原単位を基準値に⽐べ12%削減しました。

排出物量／⽣産量あたりの排出物量原単位

関連情報

ESGデータを探す  (P570)
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注1

注2

注3

資源の有効活⽤

家電リサイクル実績
（特定家庭⽤機器廃棄物の再商品化等実施状況）

令和2年度 当社の家電リサイクル実施状況
家電リサイクル法にもとづき、当社が１年間（令和2年4⽉1⽇〜令和3年3⽉31⽇）に再商品化を実施した総
合計の状況

廃家電の再商品化実施状況

再商品化等処理台数及び再商品化等処理重量は令和元年度に再商品化等に必要な⾏為を実施した廃家電の総台数及び総重
量。

値はすべて⼩数点以下を切り捨て。

指定引取場所での引取台数及び再商品化等の処理台数には、管理票の誤記⼊等により処理すべき製造業者等が確定してい
ないものは含まない。

ルームエアコン

指定引取場所での引取台数（千台） 471

再商品化等処理台数（千台） 459

再商品化等処理重量（t） 18,527

再商品化重量（t） 16,862

再商品化率（％） 91
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注1

注2

部品及び材料等の再商品化実施状況

製品の部品または材料として利⽤する者に有償または無償で譲渡し得る状態にした当該部品。

「その他の有価物」とはプラスチック等である。 

値はすべて⼩数点以下を切り捨て。

ルームエアコン

鉄（t） 5,296

銅（t） 1,274

アルミニウム（t） 350

⾮鉄・鉄混合物（t） 6,949

フロン等（t） 273

その他の有価物（t） 2,717

有価物総重量（t） 16,862
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注

フロン回収、再⽣⼜は再利⽤・破壊の実績

値はすべて⼩数点以下を切り捨て。

冷媒として使⽤されていたフロン類の回収重量（kg） 298,421

冷媒として使⽤されていたフロン類の出荷重量（kg） 294,097

冷媒として使⽤されていたフロン類の再⽣⼜は再利⽤した重量（kg） 268,864

冷媒として使⽤されていたフロン類の破壊重量（kg） 23,901
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資源の有効活⽤

⽔資源の保全

基本的な考え⽅
社会問題として⽔不⾜の深刻さが増すなか、グローバルに事業を展開するダイキンでは、持続可能な開発⽬
標（SDGs）の⽬標6「安全な⽔とトイレを世界中に」に沿って、⽔資源の保全に努めています。世界各地の
⽣産拠点で、ISO14001にのっとり、⽔の使⽤も含めた環境マネジメントシステム（EMS)を構築・運⽤し、
⽔の使⽤に関する管理を強化しています。

取⽔量と排⽔量の差を⽔消費量と定め、⽣産⼯程の改善や⼀度使⽤した⽔を浄化し再利⽤するなどして取⽔
量を削減するとともに、使⽤した⽔を浄化し取⽔源に戻すことで、⽔消費量の削減に取り組んでいます。浄
化については、法規制よりも厳しい⾃主基準値を設定し厳格に運⽤しています。
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関連情報

⽔資源に関するリスクと機会

ダイキンは、⽔不⾜による⼯場操業への影響をリスクと捉えています。世界の⽣産拠点所在地域の⽔ストレ
ス度（⽔需給の逼迫の程度を表す指標）をツールを⽤いて評価し、⾼ストレス度地域で操業している⽣産拠
点を特定しています。評価の結果、該当拠点は、⼤⾦機電設備（⻄安）有限公司とダイキンエアコンディシ
ョニングインド社でした。各拠点では、2020年度に取⽔量原単位5%削減とする⽬標を設定し、取⽔量の削
減に取り組んでいます。

また、⽔使⽤量の削減による⽣産コストの削減を機会と捉え、削減の取り組みを通じて、⽔リスクの回避と
⽣産コストの削減を⾏っています。より多くの⽣産⽤⽔が必要な化学部⾨の⽣産拠点は、⽔資源が確保しや
すい⼤河の流域、例えば中国では揚⼦江岸、⽶国ではテネシー川岸に⽴地しています。

また、⽔不⾜による取引先様からの資材供給への影響を考慮し、主要取引先様の⽔ストレス度評価を実施す
るとともに、取引先様に遵守をお願いする「グリーン調達ガイドライン」に⽔資源に関する項⽬を設け、サ
プライチェーンでの⽔資源保全も推進しています。

ISO認証取得会社⼀覧 （159KB）
(https://www.daikin.co.jp/-/media/Project/Daikin/daikin_co_jp/csr/environment/management/
ems_data-pdf)



取⽔量の削減
取⽔量原単位を14%削減

ダイキンでは、⽣産拠点での取⽔量を把握し、排⽔をできるだけ再利⽤することで、取⽔量の削減に努めて
います。2013年度から2015年度の取⽔量の平均を基準値とし、2020年度に原単位5%削減とする⽬標を設
定。2020年度のグループ全体の取⽔量原単位は、基準値に⽐べ14%削減しました。2020年度は、堺製作所
⾦岡⼯場で、前年度に導⼊した排⽔リサイクル設備の安定稼働や、クーリングタワーの不具合の監視に取り
組みました。

また、排⽔の⽔質については、法規制より厳しい⾃主基準値をグローバルで統⼀して設定し、厳格に運⽤し
ています。

堺製作所⾦岡⼯場の排⽔処理設備
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注

⽣産量あたりの取⽔量原単位

取⽔量と排⽔量の推移

COD排出量

2020年度より計測⽅法を変更し、同様の計測⽅法で2019年度の数値の遡及修正を⾏っています。
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⽔リスク・機会への対応
⽔ストレス地域での操業調査を実施

昨今、⽔リスクが重要課題として注⽬されています。ダイキンでは2014年度から、世界資源研究所（WRI）
の⽔リスクマップ（Aqueduct）基準とWBCSD（持続可能な開発のための世界経済⼈会議）のGlobal Water
Toolを⽤いて、⽔ストレス地域の調査を⾏い、インドと中国の2地域において、⽔ストレス地域で操業してい
ることが判明しました。⾬⽔をためるピットを増築するなどの対策を⾏い、⽔不⾜により操業に⽀障がでた
場合を想定したBCPも策定しています。 
ダイキンエアコンディショニングインド社では、⾃社での地下⽔使⽤状況について、⽴地する⼯業団地を開
発した公社に定期的に報告しています。

⽔ストレス地域の取⽔量と排⽔量（インド、中国）

(万m3)

取⽔量削減によるコストダウン

洗浄⼯程等に⼀度使⽤した⽔を、逆浸透性膜や活性炭を使って浄化し、再利⽤することで取⽔量を削減して
います。

例えばダイキンコンプレッサータイランド社では、これらの取り組みにより、約8,000万m3（全体の10%相
当）の⽔使⽤量を削減しました。またダイキンヨーロッパ社では、洗浄液を変更して洗浄⼯程を簡略化する
ことで⽔使⽤量を削減、⽔資源の保全と⽣産コストの削減につなげました。

ステークホルダーとのエンゲージメント

ダイキンは、各⽣産拠点でエアコンの部品洗浄や塗装などに⽔を使⽤します。使⽤した⽔は浄化したうえで
排⽔しています。法的な排⽔基準よりも厳しい⾃主基準を設定して遵守することで、周辺地域の⽔資源の保
全に努めています。  
⽇本の⼯場では年1回、地域住⺠と意⾒交換会を実施し、⽔に関するこのような取り組みについて情報公開し
ています。

 2016 2017 2018 2019 2020

インド
取⽔量 5.9 6.0 5.9 5.8 5.0 

排⽔量 5.9 6.0 5.9 4.3 3.7 

中国
取⽔量 2.3 2.6 2.6 2.5 2.6 

排⽔量 1.8 2.1 2.1 2.0 2.1 
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製品に含まれる化学物質の管
理・削減

製品への含有にかかわる化学物質
について法規制にもとづいて管理
しています。

J-Mossへの対応

J-Moss（電気・電⼦機器の特定化
学物質の含有表⽰に関する新規
格）の規定にもとづき、対象とな
る6物質の含有についての情報を
公開します。

⽣産時の化学物質の管理・削
減

⽣産⼯程で取り扱う化学物質の削
減に努めています。

汚染防⽌

⼤気・⽔質への排出管理など、⼯
場操業に伴う汚染防⽌に努めてい
ます。

環境環境

化学物質の管理・削減化学物質の管理・削減

基本的な考え⽅

ダイキンでは、化学物質の使⽤・排出量を削減し、製品に起因する汚染防⽌と⼯場操業に伴う
汚染防⽌に取り組んでいます。
製品に使⽤する化学物質について、法規制等にもとづき、製品への含有が禁⽌されている化学
物質が当社製品に混⼊しないよう資材購⼊先への要請を徹底しています。
⽣産⼯程で取り扱う化学物質に対しては、排出量を管理し削減しています。また、⼤気・⽔質
などへの有害物質排出について、⾃主基準を設けて監視しています。

 (P212)  (P220) (P216)

 (P224)
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関連情報

環境配慮設計

グリーン調達

 (P124)

 (P129)
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※1

※2

化学物質の管理・削減

製品に含まれる化学物質の管理・削減

有害化学物質規制への対応
グリーン調達ガイドラインに「指定管理物質」を定め
製品に含まれる化学物質を管理

ダイキンでは、RoHS指令※1やREACH規則※2、その他の法規制で規制されている物質を「指定管理物質」と
して、グリーン調達ガイドラインのなかに定め、製品に含有される化学物質の管理を実施しています。

RoHS指令（2011/65/EU）： 電気・電⼦機器における、特定有害物質の使⽤を禁⽌する欧州連合（EU）の規制。

REACH規則（1907/2006/EC）： 欧州で2007年6⽉に施⾏された化学物質規制で、欧州連合（EU）内で年間1トン以上
の化学物質を製造・輸⼊する企業に対し、化学物質の登録を義務付け、市場に出回るほぼすべての化学物質が対象となっ
ています。

具体的な指定管理物質は、グリーン調達ガイドラインをご覧ください。

関連情報

グリーン調達ガイドライン  (P431)
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フッ素化学製品を使⽤して⼤気汚染化学物質の蒸散を削減
⾃動⾞業界で、フッ素材料がVOCの漏出抑制に貢献

⾃動⾞業界では、⼤気汚染の⼀因となるガソリンなどのVOC（揮発性有機化合物）の⼤気蒸散を厳しく規制
する動きが進んでいます。

「ネオフロンCPT」は、エンジン周りなど⾼温になる環境のもとで、VOCの透過・漏出を抑える⾃動⾞⽤燃
料チューブ・ホース材料です。従来品（ネオフロンETFE）に⽐べ、透過量を約5分の1に低減。また従来から
燃料配管に使⽤されているポリアミド樹脂や汎⽤ゴムと接着が可能であり、積層チューブとして使⽤可能で
す。現在、アメリカに続き、中国でも燃料タンク回りのホースとして「ネオフロンCPT」が使⽤されていま
す。またVOC処理装置「ダックス」は、VOCや悪臭を含む排ガスから有害成分を分離・濃縮・酸化すること
で空気を浄化するシステムです。⾼純度の有機溶剤を低ランニングコストで濃縮・回収し、あらゆる空気浄
化を実現します。

⾃動⾞の⽣産台数が増加している中国を含む新興国では、環境規制が強化されるなか、汎⽤材料からフッ素
材料への積極的な切り替えが進められています。また、環境規制が⼀段と進む先進国では、ネオフロンCPT
のようなより⾼性能なフッ素材料が採⽤されはじめており、販売量は年々増加しています。今後もこのよう
な需要拡⼤に対応していきます。

フッ素樹脂を使⽤した⾃動⾞⽤燃料配管

関連情報

【フッ素樹脂】 ネオフロンCPT

(https://www.daikinchemicals.com/jp/solutions/products/fluoropolymers/neoflon-cpt.html)
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化学物質の管理・削減

J-Mossへの対応

J-Mossへの対応
J-Moss（電気・電⼦機器の特定化学物質の含有表⽰に関する新規格）の規定にもとづき、対象となる6物質
の含有についての情報を公開します。ダイキンの製品のうち、ルームエアコンが本規定の対象です。

ダイキンでは2001年から、製品に含まれる化学物質の把握・管理と特定化学物質の使⽤廃⽌に取り組んでき
ました。その結果、ルームエアコン（2006年7⽉以降製造）について全機種、基準値を超えての特定化学物
質含有を廃⽌しています。

ダイキンでは、お客様が安⼼して環境配慮製品の選択をできるよう、このような環境配慮製品の情報開⽰を
積極的に推進します。

J-Mossとは

JIS C 0950「電気・電⼦機器の特定の化学物質の含有表⽰」

“The marking for presence of the specific chemical substances for electrical and electronic
equipment”の略。鉛、⽔銀、カドミウム、六価クロム、PBB（ポリ臭化ビフェニル）、PBDE（ポリ臭化ジ
フェニルエーテル）の6物質の含有表⽰を電気・電⼦機器の製品本体等に実施するものです。対象となる機器
は、（1）パーソナルコンピュータ（2）ユニット型エアコンディショナー（3）テレビ受像機（4）電気冷蔵
庫（5）電気洗濯機（6）電⼦レンジ（7）⾐類乾燥機です。

ダイキン製品の状況

ルームエアコンにおける含有状況は、以下の通りです。なお、国内に出荷する2007年以降のルームエアコン
新製品について、グリーンマークの表⽰を実施しています。

グリーンマーク
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注

注

※

ルームエアコンにおける含有状況

機器名称：ルームエアコン（室内機/室外機） 
形式名：2006年7⽉以降製造の全機種※

“○”は、算出対象物質の含有率が含有率基準以下であることを⽰す。

“除外項⽬”は、算出対象物質が含有マークの除外項⽬に該当していることを⽰す。

下記形式
《室内機》 壁掛形、天井埋込カセット形 (シングルフロー/ダブルフロー)、壁埋込形、アメニティビルトイン形、床置形 
《室外機》 ペア⽤、システムパック⽤、システムマルチ⽤、ワイドセレクトマルチ⽤、温⽔床暖房機能付⽤

関連情報

⼤枠分類
化学物質記号

Pb Hg Cd Cr(Ⅵ) PBB PBDE

構造部品 ○ ○ ○ ○ ○ ○

冷媒系統部品
除外 
項⽬

○ ○ ○ ○ ○

電気・電⼦部品
除外 
項⽬

○ ○ ○ ○ ○

圧縮機
除外 
項⽬

○ ○ ○ ○ ○

冷媒 ○ ○ ○ ○ ○ ○

付属品 ○ ○ ○ ○ ○ ○

J-Mossの概要  (P218)
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(1) パーソナルコンピュータ (2) ユニット型エアコンディショナー

(3) テレビ受像機 (4) 電気冷蔵庫

(5) 電気洗濯機 (6) 電⼦レンジ

(7) ⾐類乾燥機

J-Mossの概要
資源有効利⽤促進法の改正により、対象となる機器はJ-Moss規格に適合する義務があります。 
J-Moss (JIS C 0950)
The marking for presence of the specific chemical substances for electrical and electronic
equipment
電気・電⼦機器の特定の化学物質の含有情報

規格の趣旨

電気・電⼦機器に含まれる特定の化学物質について含有表⽰を⾏うことにより、

サプライチェーンおよびライフサイクル各段階の化学物質管理の改善
⼀般消費者の理解の容易化
資源の有効利⽤の質的向上と環境負荷低減
適切に管理された電気・電⼦機器

対象機器

特定化学物質

化学物質 記号 含有率基準値 (wt％)

鉛 Pb 0.1

⽔銀 Hg 0.1

カドミウム Cd 0.01

六価クロム Cr(Ⅵ) 0.1

ポリブロモビフェニル PBB 0.1

ポリブロモジフェニルエーテル PBDE 0.1
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※

含有表⽰

対象機器の特定化学物質含有率が基準値を超える場合、機器本体、包装箱、カタログ類に含有マークを表⽰
し、WEBサイトで情報公開する必要があります。

⼀部の化学物質が含有マークの除外項⽬に該当し、その他の化学物質が基準値以下である場合は含有マーク
の表⽰は必要ありませんが、WEBサイトでの情報公開は必要となっています。

含有マーク

グリーンマーク表⽰

特定化学物質含有率が基準値を超えない電気・電⼦機器については、「電気・電⼦機器の特定の化学物質に
関するグリーンマーク表⽰ガイドライン」※にもとづき、グリーンマークを表⽰することができます。

グリーンマーク

以下の3つの⼯業会が定めるガイドライン 
⼀般社団法⼈ 電⼦情報技術産業協会 (JEITA) 
⼀般社団法⼈ ⽇本電機⼯業会 (JEMA)  
⼀般社団法⼈ ⽇本冷凍空調⼯業会 (JRAIA)
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化学物質の管理・削減

⽣産時の化学物質の管理・削減

化学物質の管理・削減
ダイキンの国内外の拠点では、PRTR法対象物質やVOCといった、さまざまな化学物質の⾃主的な削減に取り
組んでいます。2016年度からは、PRTR対象物質とVOCを合わせて⽣産量あたりの化学物質排出量を2020年
度に基準値（2013年度から2015年度の平均）⽐で5%削減することを⽬標にしています。

化学事業部では原料である塩化メチレン、空調⽣産本部では揮発性の加⼯油の排出抑制に継続して取り組ん
でいます。また、ダイキンインダストリーズタイランド社では低VOCの加⼯油に切り替えました。これらの
取り組みにより、2020年度は、基準値⽐23%を削減しました。

化学物質排出量／⽣産量あたりの化学物質排出量原単位

PRTR法（化学物質排出把握管理促進法）とは

PRTRとは、Pollutant Release and Transfer Registerの略称。有害性のある特定の化学物質につい
て、事業者に対して、環境中（⼤気・⽔域・⼟壌）への排出量や廃棄物としての移動量の集計・届出を
義務付けたもの。諸外国でも同様の制度があり、⽇本では1999年に制定され、2009年に改正されまし
た。
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PRTR集計結果 （取扱量1トン以上の対象物質）

化学物質名

2020

環境への排出 移動量

⼤気
公共⽤⽔
域

⼟壌 廃棄物 下⽔

クロロジフルオロメタン（別名HCFC-22） 46.80 0.00 0.00 0.00 0.00

ジクロロメタン（別名塩化メチレン） 11.05 0.00 0.00 1.40 0.00

1-クロロ-1,1-ジフルオロエタン（別名HCFC-142ｂ） 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00

トルエン 2.87 0.02 0.00 0.43 0.00

2-クロロ-1,1,1,2-テトラフルオロエタン（別名HCFC-124） 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00

クロロホルム 0.75 0.00 0.00 3.90 0.00

フェノール 0.73 0.00 0.00 0.74 0.00

キシレン 0.63 0.00 0.00 0.05 0.00

エチルベンゼン 0.46 0.00 0.00 0.08 0.00

ホルムアルデヒド 0.38 0.62 0.00 0.27 0.00

ノルマル-ヘキサン 0.22 0.00 0.00 0.33 0.00

ふっ化⽔素及びその⽔溶性塩 0.21 0.00 0.00 95.01 0.00

1,3,5-トリメチルベンゼン 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00

ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭素数
が12から15までのもの及びその混合物に限る。）

0.04 0.02 0.00 41.00 0.24
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化学物質名

2020

環境への排出 移動量

⼤気
公共⽤⽔
域

⼟壌 廃棄物 下⽔

N,N-ジメチルアセトアミド 0.02 0.00 0.00 0.27 0.00

1,2,4-トリメチルベンゼン 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00

メチレンビス（4,1-フェニレン）＝ジイソシアネート 0.01 0.00 0.00 0.05 0.00

N,N-ジメチルホルムアミド 0.01 0.00 0.00 5.20 0.00

アセトニトリル 0.00 0.00 0.00 2.10 0.03

ほう素化合物 0.00 0.40 0.00 0.53 0.00

アンチモン及びその化合 0.00 0.00 0.00 17.00 0.00

塩化第⼆鉄 0.00 0.00 0.00 10.27 0.00

銅⽔溶性塩（錯塩を除く。） 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00

りん酸トリトリル 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00

クロム及び三価クロム化合物 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00

ペルオキソ⼆硫酸の⽔溶性塩 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

四塩化炭素 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

アリルアルコール 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

スチレン 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

メチルナフタレン 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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※

PFOA全廃に向けた取り組み
代替品開発により製造・使⽤を全廃

PFOA（パーフルオロオクタン酸）は、⾃然界に存在しない⼈⼯の化学物質で、フッ素ポリマーの重合助剤と
して使⽤されてきましたが、⾃然界で分解せず、環境・安全上の懸念材料とされています。ダイキン⼯業
は、持続性のある化学物質管理の⼀環として、PFOAやその類縁化合物の製造、使⽤、それらを原料とした製
品の製造を2015年末で中⽌しました。

また、製造中⽌後は、環境からの混⼊がないか、製品中のPFOA濃度を抜き取りで調査を⾏うとともに、
PFOAをより環境影響の少ない代替物に置き換えています。代替物に関しても、環境中への排出を最⼩限にす
べく、技術を結集させて、継続して取り組んでいます。

さらに、2020年4⽉から⽔道⽔および⽔環境に関わる指針値が、PFOSとPFOAの合計で50ng※/Lに設定さ
れ、今後は監視が必要になりました。指針値の50ng/Lは極めて低い値であり、過去にPFOAを使⽤していた
⼯場敷地内の地下⽔に微量に存在すると考えられることから、⾏政、専⾨家と連携して地下⽔揚⽔および浄
化に取り組んでいます。

ngは1億分の1g。
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化学物質の管理・削減

汚染防⽌

汚染防⽌
事故・災害時の環境被害を最⼩限に抑制

国内外の⽣産拠点では、万⼀、事故や災害が発⽣した場合でも環境被害を最⼩限に抑える体制を整えていま
す。各拠点・各部⾨で、化学物質やオイルなどの漏えいや流出、地震といった緊急時に備え、対応を細かく
定めた「防災管理マニュアル」を作成し、定期的に訓練を実施しています。

事業所での訓練実績（2020年度）

主な訓練内容

堺製作所
新型コロナウイルス感染予防の観点を踏まえ、地震発⽣時における避難・点呼に新型コロナ
ウイルス感染予防の観点を加えた防災訓練

滋賀製作所
緊急資材庫チェックパトロール、⽔質事故・緊急時訓練、油漏洩時における回収⽅法や流出
防⽌措置の体感訓練（以上を計1回実施）

淀川製作所
化学プラントでの漏洩を想定した夜間訓練（1回実施）、新型コロナウイルス感染症拡⼤の
影響で中⽌した夜間訓練2回の代替として、3密を回避しての避難⾏動の訓練、新⼊社員対象
の基本動作訓練、化学事故対応訓練教育会を実施

⿅島製作所 ⽕災・漏洩・⼈災を想定し、地震発⽣時の避難および処置を含めた防災訓練（2回実施）
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マスクを着⽤し間隔を空けて避難する防災訓練（堺製作所）

油の回収や⼟嚢設置を体感する訓練（滋賀製作所）

化学プラント漏洩措置 夜間訓練（淀川製作所）
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環境基準の監視
各⽣産拠点で公的規制以上の厳しい管理を実施

ダイキンでは、⼤気や⽔質への汚染物質の排出などについて、国の環境基準や⾃治体の条例の規制値より厳
しい⾃主基準を設けて管理しています。定期的に測定を続けるとともに、それらの排出・発⽣防⽌に努めて
います。

ダイキン⼯業4⽣産事業所の環境監視データについてはWEBサイトで公開しています 。

⼟壌・地下⽔汚染への対応
淀川製作所における⼟壌汚染への対応

淀川製作所では、敷地内の地下⽔において、クロロエチレンの濃度が環境基準を超過していることが判明し
ました。⼤阪府に結果を報告し、引き続き、地下⽔の揚⽔により、敷地境界への汚染を拡散させないように
努めています。

⿅島製作所の地下⽔浄化を継続

⿅島製作所では2000年、地下⽔に含まれる有機塩素系化合物の濃度が環境基準を超過していることが判明し
ました。地下⽔浄化を継続し、地下⽔中の汚染物質濃度を基準値未満まで低下させたことを2020年度の測定
で確認しました。継続して浄化に努めます。

2021年度 （180KB）

(https://www.daikin.co.jp/-/media/Project/Daikin/daikin_co_jp/csr/environment/chemicals/
pdf/2021sanpaisyori-pdf)

関連情報

サイトレポート (https://www.daikin.co.jp/csr/report/site_data/)

淀川製作所の産業廃棄物処理施設の維持管理に関する情報（2018年度より4年度分開⽰）

2019年度 （183KB）

(https://www.daikin.co.jp/-/media/Project/Daikin/daikin_co_jp/csr/environment/chemicals/
pdf/2019sanpaisyori-pdf)

2020年度 （182KB）

(https://www.daikin.co.jp/-/media/Project/Daikin/daikin_co_jp/csr/environment/chemicals/
pdf/2020sanpaisyori-pdf)

 2018年度 （183KB）

(https://www.daikin.co.jp/-/media/Project/Daikin/daikin_co_jp/csr/environment/chemicals/
pdf/H30sanpaisyori_3-pdf)



PCBの保管と処分
PCBを含む機器を適切に管理し、処分を計画

有害物質であるPCB（ポリ塩化ビフェニル）を含む機器について、国の基準に従い適切に管理しています。
⾼濃度PCB廃棄物については、中間貯蔵・環境安全事業株式会社（公的処分場）に早期登録を済ませ、同社
のPCB処理計画にもとづいて処分しています。低濃度PCB廃棄物についても、当社の策定した処理計画にも
とづき処分を進めています。

PCBを含む機器の処分の状況

製作所名
処分実績 保有品および処分計画

2020年度 2021年度以降

堺製作所 7台 変圧器8台

淀川製作所 コンデンサ1台 コンデンサ3台
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⽣物多様性の保全

ダイキングループは世界中で貴重
な⾃然や⽣態系のバランスを維持
し、豊かさを取り戻す取り組みを
推進しています。

環境環境

⽣物多様性の保全⽣物多様性の保全

基本的な考え⽅

私たちの社会は多くの⾃然の恵みを受けて成り⽴っています。その源は「⽣物多様性」であ
り、ダイキンの事業は地球温暖化を通して⼤きな影響を与えているため、事業活動全般にわた
って温室効果ガスの排出削減に努めています。
また、環境貢献活動として⽣物多様性の保全に取り組んでいます。なかでも「地球のエアコ
ン」である豊かな森林を守り育てる運動に⼒を⼊れ、世界中で⽣態系のバランスを維持し豊か
さを取り戻す取り組みを推進しています。

関連情報

“空気をはぐくむ森”プロジェクト

 (P229)

(https://www.daikin.co.jp/csr/forests/)
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⽣物多様性の保全

⽣物多様性の保全

⽣物多様性保全に関する基本⽅針
⾃然の恵みを守り再⽣する取り組みを推進

私たちの社会は⽣物多様性からさまざまな恵みを受けて成り⽴っています。なかでも、森林には、光合成に
よって酸素を⽣み出すほか、⽔蒸気を放出し気温の上昇を緩和する冷房効果や、⼤気汚染物質を空気中から
取り除く空気清浄効果があります。快適な空気環境を提供することを事業とするダイキンは、「森は地球の
エアコン」と考えて、事業活動と環境貢献活動の両⾯から⽣物多様性の保全に取り組んでいます。

ダイキングループの事業活動において⽣物多様性に⼤きな影響を与えているのは、温室効果ガスの排出で
す。開発・設計から⽣産・販売のすべての⼯程において、温室効果ガスの排出削減に努めています。

環境社会貢献活動としては、「地球のエアコン」である豊かな森林を守り育てる運動に⼒を⼊れています。
事業を⾏う主要な国や地域で、政府や地域住⺠、NPO・NGOなどと連携し、⾃然を保護し再⽣する取り組み
を進め、⾃社施設でも「森づくり」を進めます。活動を担う従業員に対しては⾃主的な取り組みを⽀援し、
社外への情報開⽰や啓発活動にも努めます。

この考え⽅を2010年9⽉に「⽣物多様性保全に関する基本⽅針」として制定しました。
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⽣物多様性保全に関する基本⽅針

私たちは、豊かなみどりと空気のために⾏動します。

基本的な考え⽅（2010年9⽉制定）

私たちの社会は多くの⾃然の恵みを受けて成り⽴っています。その源が「⽣物多様性」であり、⽣物
多様性が損なわれれば、⽔問題や⾷料問題など、私たちの⽣活に⼤きな影響をもたらします。

また当社事業は「地球温暖化」影響を通して⽣物多様性に⼤きな影響を与えています。

私たちは持続可能な社会のために、事業活動全般にわたって地球温暖化抑制に取り組むとともに、⽣
態系のバランスを維持し豊かさを取り戻す取り組みを推進します。

主な取り組み

事業で

事業活動全般にわたって温室効果ガス排出を削減
製品開発・⽣産・輸送・営業・サービス・サプライチェーンなど事業活動全般にわたって、温室
効果ガス排出を削減

事業外で

⾃然の恵みを守り再⽣する取り組みを推進

1. 事業を⾏う主要な国や地域で、政府や地域住⺠、NPO・NGOなどと連携し、⾃然を保護し再⽣す
る取り組みを進めます。

2. ⾃社施設での「森づくり」を進めます。
3. 従業員の⾃主的な活動を⽀援するしくみをつくります。
4. 情報開⽰や啓発活動に努めます。
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世界での取り組み
世界的に貴重な森林を保全する「“空気をはぐくむ森”プロジェクト」

ダイキンは2014年に世界7カ所の貴重な森林を保全する「“空気をはぐくむ森”プロジェクト」をスタートし
ました。10年間で1,100万ヘクタールの森林を保全し、700万トン以上のCO2排出抑制をめざしています。

⽀援地ではグローバルパートナーシップを⽣かし、植林に加えて、地域住⺠が森林伐採に頼らない⽣活⼿段
を確⽴するための⽀援を⾏います。森林保全を通じて貧困などの社会課題の解決に取り組み、持続可能な開
発⽬標（SDGs）の達成にも貢献します。

関連情報

“空気をはぐくむ森”プロジェクト (https://www.daikin.co.jp/csr/forests/)
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拠点での取り組み
⿃取県のダイキングローバル研修所で海岸砂丘や砂浜の⾃然植⽣を保全・再⽣

⿃取県にあるグローバル研修所「ダイキンアレス⻘⾕」は、ダイキングループの⼈材を育成する研修施設で
す。

当施設は“鳴り砂”で有名な井⼿ヶ浜に位置する海岸砂丘地にあります。ここには、海岸の植物から内陸の植
物へと徐々に移⾏していく典型的な海浜植⽣が⾒られます。しかし、こうした海浜植⽣は、この⼗数年で急
速に失われつつあります。

ダイキン⼯業は、この希少な海浜砂丘環境を保全するだけでなく、失われた⾃然を復元し、もともとあった
砂丘環境を取り戻す取り組みをしています。まず地域の植⽣を調査し、植⽣・植栽計画を⽴案し整備。整備
後も専⾨家にアドバイスを受けながら、植⽣・植栽のモニタリングや育成管理をしています。

また、新⼊社員研修で海岸林の苗⽊を植樹するなど、従業員の⾃然環境に対する意識向上にもつなげている
ほか、2016年7⽉から⿃取⼤学の庭園管理実習として海浜植⽣の保全や海浜地の樹林化を実践するフィール
ドとして利⽤していただくなど、当施設を地域の⽅々にご利⽤いただく機会も設けています。

こうした活動が評価され、公益財団法⼈都市緑化機構が主催する「SEGES社会・環境貢献緑地評価システ
ム」の5段階評価の上から２番⽬にあたる「Excellent Stage3」に認定されています。
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⿃取⼤学の実習フィールド

「SEGES 社会・環境貢献緑地評価システム」認定

ダイキンアレス⻘⾕（全景）
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オカヒジキ スナビキソウ ナミキソウ ハマベノギク

※

カキツバタの植栽

⿃取県と国のレッドデータブックに該当する種

外来種を根気よく除去して、貴重な海浜植物を保護しています。

滋賀製作所で⽣物との共⽣をめざす⾥⼭再⽣

滋賀製作所では、2012年度に敷地内に⾥⼭の⾃然を再現する取り組みを開始しました。 
保全区域を「ダイキン滋賀の森」と名づけ、⾃然再⽣を評価する⽣き物をホタルと定め、そのホタルがすめ
る環境づくりを従業員の⼿づくりで進めています。

2016年度から従業員の家族や近隣の⼩学⽣を対象とした⾃然観察会を実施するなど、「ダイキン滋賀の森」
を活⽤した環境教育を⾏っています。2019年度には⼩学校や、地域の親⼦の皆様に環境学習を実施。また、
森に⽣息する固有種のミナミメダカを⼩学校の教材として提供するなど、地域貢献の輪の拡⼤に努めていま
す。

2020年度は滋賀製作所の創⽴50周年を記念し、在来種であるカキツバタ50株を従業員が植栽しました。今
後、区域内で繁殖している外来種のキショウブ※と計画的に⼊れ替えていくことで、質の⾼い⾥⼭再⽣をめざ
します。

アヤメ科の帰化植物で、環境省「⽣態系被害防⽌外来種リスト」で重点対策外来種に指定されている。
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イロハモミジの移植 せせらぎの落ち葉清掃

孵化したホタル

淀川製作所内に⾃然の森を造成

テクノロジー・イノベーションセンター(TIC)の開所に合わせて2015年度に造成した「TICの森」で、＜知る
＞＜⾒る＞＜触れる＞をテーマに⾃然の森の形成をサポートしています。

例えば、森で⾃⽣し始めたイロハモミジがより多く育つよう、2017年度に⼩さな苗をポットへ移しての育苗
を開始。1mまで⽣⻑した苗を2019年度から近隣地域との境界に植樹しており、2020年度も継続しました。
3年計画で並⽊の造成をめざします。

また、安全で美しい⼯場のシンボルとしてホタルが⾶べる環境づくりを進めています。2017年度から⽔温・
⽔質を調査するとともに産卵・⽣育しやすい場所を整え、2019年度に1匹の孵化を確認。2020年度は孵化数
が増え、1⽇に最⼤5匹のホタルを確認できました。
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事業所周辺地域での取り組み
⼤阪府で⾥⼭再⽣活動を推進

ダイキンは、事業所がある地域での森林保全にも注⼒しています。その⼀つとして、2012年5⽉には「ダイ
キン原城⼭の森づくり」協定を⼤阪府、⾼槻市、森林所有者と結びました。この協定は、⼤阪府が企業など
と森林所有者の仲介となって森づくりへの参画を進める「アドプトフォレスト制度」を利⽤したものです。

⼤阪府⾼槻市にある原城⼭は、以前は薪や炭の⽣産・⽵の採取などで利⽤されてきましたが、近年は⼿⼊れ
が⾏き届かず、⽵林が拡⼤するなど荒廃が進んでいました。その過密⽵林の⽣産性を取り戻すため、地元の
⽅々と協⼒して⽵林整備などの作業を進め、⾥⼭の再⽣を図っています。また、従業員が気軽に森林ボラン
ティアに参加し、汗を流して⾥⼭保全に貢献できる場としても原城⼭の森を活⽤しています。

さらに、この活動の幅を広げるため、⽵林以外の⾥⼭保全ができる活動地として⼤阪府茨⽊市にある泉原で
アドプトフォレスト制度を2016年3⽉に締結し、森づくりを開始しました。放置された雑⽊林を豊かな⽣態
系に戻すことを⽬的に、2025年3⽉まで活動を実施します。

原城⼭と泉原の森づくりボランティアには2019年度末までに累計130⼈の従業員と家族が参加しています。
2020年度は新型コロナウイルス感染症防⽌の観点から、それぞれ4回予定していた活動を⾒合わせました。

海外の各拠点でも植樹や⽣物多様性保全活動を継続

世界各地の⽣産拠点や販売拠点の近隣の環境を守るため、植樹活動や、海や川などでの⾃然保護活動、⽣物
多様性の保全に取り組んでいます。
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海外拠点での⽣物多様性保全活動事例

拠点 活動内容

ダイキンインダストリーズタ
イランド社

2020年12⽉、「⽔を愛し、森を愛し、⼤地を救おうプロジェクト」として、⼯場のあるチ
ョンブリ県内のブーンヤラスリー寺院で植樹活動を⾏いました。

ダイキンコンプレッサーイン
ダストリー社

マングローブ林の保全活動を⾏っています。そこにすむ⽣き物の⽣育環境を守ることで⽣物
多様性保全に寄与するとともに、伝統的な漁に従事する漁業者の⽣活を守ります。

武漢マッケイ社

⼯場敷地内で動植物の⽣息環境を改善しています。樹⽊の⼿⼊れや補充を適切に実施し、緑
地⾯積を当初の8,873平⽅メートルら2020年度に11,071平⽅メートルまで増やしました。
キジバト、スズメ、カササギなどの⿃たちに多くの⽌まり⽊を提供しています。

ダイキンマニュファクチャリ
ングドイツ社

2020年に敷地内で⾒つかったミツバチの巣2つを、地域の養蜂協会の協⼒を得て適切に管理
しています。⾃然界の重要な花粉媒介者（ポリネーター）であるミツバチは、その⽣息地減
少が近年ドイツでも懸念されています。ミツバチの⽣存のためにできることを続けていきま
す。
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関連情報

環境保全

サイトレポート

 (P450)

(https://www.daikin.co.jp/csr/report/site_data/)
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環境

環境活動の歩み

環境活動の歩み

ダイキングループ全体 空調部⾨ 化学部⾨

1970年代

公害防⽌管理体制の整備
公害防⽌対策委員会
公害防⽌規程
環境⽉間スタート

1980年代
全社環境対策委員会の設置
全社環境管理規程の制定
フロン問題対応開始

1991
HFCの量産
開始

1992 環境担当役員・地球環境室設置

1993
「地球環境保全に関する⾏動原則」の制定
環境⾏動計画の制定

1994 環境マネジメントシステム構築開始

1995 環境監査の開始
HFC冷媒チラー発売
空調懇話会開始

CFCの⽣産
全廃

1996
ダイキン⼯業全国内⽣産事業場でISO14001の認証取
得

1997 海外⽣産事業場でのISO14001認証取得開始

1998
環境報告書の発⾏

業務⽤超省エネルギ
ーエアコン「スーパ
ーインバーター60」
発売
HFC冷媒ビル⽤マル
チエアコン、住宅⽤
エアコン発売

関連情報
(https://www.daikin.co.jp/csr/report/)
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ダイキングループ全体 空調部⾨ 化学部⾨

1999
環境会計の導⼊、グループ環境会議設置 フルオロカー

ボン破壊設備
の整備

2000
グリーン調達開始 HFC冷媒超省エネエア

コン「スーパーインバ
ーターZEAS」発売

2001

「環境⾏動計画2005」の制定
ダイキン⼯業国内⽣産事業場 (機械部⾨) において、廃棄
物のゼロ化達成
海外4つの地域（欧州、⽶国、中国、アジア・オセアニ
ア）ごとに環境会議設置

2002
「グループ環境基本⽅針」の制定

フロン回収破壊事業開
始
主要機種のHFC化完了
(⽇本)

2003
国内グループ統合ISO認証取得

2004
ダイキン⼯業全国内⽣産事業場において、廃棄物のゼロ
化達成

2006
「環境⾏動計画2010」の制定
「CSR報告書」を発⾏

欧州市場にヒートポン
プ式住宅温⽔暖房機
「アルテルマ」発売

2007
欧州、⽶国で空調懇話
会スタート

2008
地球環境問題への積極的な貢献と事業拡⼤に重点をおい
た 戦略経営計画「FUSION10」 後半計画を策定

インドネシアでの森林
再⽣開始

世界初CO2冷媒を⽤い
た ビル⽤マルチエアコ
ンを発売
⽇本で空調懇話会開催

2009
中国で空調懇話会スタ
ート

2010
アジア・オセアニアで
空調懇話会スタート

関連情報

関連情報

関連情報

関連情報

関連情報

関連情報

関連情報

関連情報

 (P132)

 (P129)

 (P129)

 (P105)

 (P119)

 (P183)

 (P161)

 (P231)
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ダイキングループ全体 空調部⾨ 化学部⾨

2011

「環境⾏動計画2015」の制定

知床での⾃然環境保全活動を開始

2012
世界初、新冷媒R32を
採⽤した家庭⽤エアコ
ン「うるさら7」を発売

2013

世界初、新冷媒R32を
採⽤した業務⽤エアコ
ン「FIVE STAR
ZEAS」を発売

2014
新興国向け冷房専⽤イ
ンバータエアコン発売

2015

2016
「環境⾏動計画2020」「CSR⾏動計画2020」の策定

「サステナビリティレポート」を発⾏

2018

「環境ビジョン2050」の策定

インドネシアの森林再⽣10周年イベントを開催

2019
TCFD提⾔に賛同を表明

2021
温室効果ガス排出実質ゼロに向けた中期⽬標の設定

関連情報

関連情報

“空気をはぐくむ森”プロジェクトを開始
関連情報

関連情報 （156KB）

関連情報

関連情報 （618KB）

関連情報

関連情報

 (P105)

 (P229)

 (https://www.daikin.co.jp/csr/forests/)

 (P45)

 (P51)

 (P51)

(https://www.daikin.co.jp/-/media/Project/Daikin/daikin_co_jp/csr/
company/CSR_Action_Plan_2020-pdf)

(https://www.daikin.co.jp/-/media/Project/Daikin/daikin_co_jp/csr/pdf/
press_20181003_02-pdf)

R32冷媒を⽤いたエアコンの製造・販売に関わる延べ93
件の基本的な特許を全世界で無償開放
関連情報 （2.8MB）

冷媒の環境課題に対する⽅針をまとめた「ダイキン冷媒
ポリシーペーパー」を発⾏

関連情報 (https://www.daikin.co.jp/csr/information/influence/)

(https://www.daikin.co.jp/-/media/Project/Daikin/daikin_co_jp/csr/
feature-past/feature2015-environment-pdf)



環境

エコ・ファースト企業認定
ダイキン⼯業は、環境省の「エコ・ファースト制度」において、「エコ・ファースト企業」の認定を受けて
います

ダイキン工業株式会社は、環境省が2008年4月に創設した「エコ・ファースト制度」において、当社の地球
環境保全の取り組み目標を掲げた「エコ・ファーストの約束」を宣言し、2008年11月11日に環境大臣に認
証を受けました。空調業界では初めて「エコ・ファースト・マーク」の使用が認定されました。

「エコ・ファースト制度」とは、業界のトップランナー企業の環境保全に関する行動をさらに促進していく
ため、企業が環境大臣に対し、京都議定書の目標達成に向けた地球温暖化対策など、自らの環境保全に関す
る取り組みを約束する制度のことです。

ダイキングループは、世界で唯一空調機と冷媒の両方を手掛けるメーカーとして、地球温暖化抑制への取り
組みを最重要課題と捉えています。強みとする省エネルギー技術を用いて以下の取り組みを行い、気候変動
への影響緩和に努めていきます。

2012年3月と2017年2月には「エコ・ファーストの約束」を更新し、空調で培ってきたインバータ技術やヒ
ートポンプ技術などの環境技術を駆使した積極的な事業展開で、地球環境問題への貢献と企業成長の両立を
めざします。

エコ・ファースト・マーク
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関連情報

「ダイキングループ　エコ・ファーストの約束（更新書）」 （614KB）

  環境省WEBサイト「エコ・ファースト制度について」
 (www.env.go.jp/guide/info/eco-first/)

 (https://www.daikin.co.jp/-/media/Project/Daikin/daikin_co_jp/csr/environment/images/
eco-first-pdf)



エコ・ファースト推進協議会
ダイキン工業は、エコ･ファースト認定企業40社の「エコ・ファースト推進協議会」に加盟し、参加各社と連
携して「エコ・ファーストの約束」の確実な実践と、環境保全活動の推進をめざしています。

活動の主な内容

1. 参加企業によるエコ・ファーストの約束の取り組みの強化
2. 参加企業と環境行政との連携の強化
3. 参加企業間の連携強化
4. エコ・ファースト企業共通の広報活動の展開
5. その他協議会の目的に適う事業の推進
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ダイキングループ「エコ・ファーストの約束」
1. 地球温暖化抑制に貢献する商品の開発及び普及を推進し、2020年に全世界で6,000万t-CO2排出抑制を

⽬指します。
世界中で消費電力削減効果の高いインバータ商品など省エネ製品の普及を促進します。
温暖化係数がこれまでの1/3である冷媒HFC32など、低温暖化冷媒を使用した空調機を世界中で展
開します。
冷媒回収・破壊の推進により、生産時から廃棄時に至るまでの冷媒漏えいを極小化します。
燃焼式よりもエネルギー効率の高いヒートポンプ式暖房・給湯機を、各地域の特性に合わせて開
発、普及させます。
空調設備遠隔監視システムなどの活用による省エネソリューション事業を世界中で展開し、ビル全
体・街全体の省エネに貢献します。

2. ⽣産活動等での環境負荷を最⼩化し、2020年に⽣産時の温室効果ガス（CO2、HFC、PFC) のグループ
総排出量を、2005年度⽐70%削減（350万t-CO2削減) することを⽬指します。

生産拠点数や生産量が増加するなか、エネルギーの見える化などによるムダの徹底的な排除や、生
産工程でのフロン回収の徹底で、グループ全体の温室効果ガス排出量を削減します。
排出物、水使用量、化学物質の管理を徹底し、排出量を削減します。

3. ステークホルダーと連携し、⽣物多様性保全活動を実施。
地球を思いやり、環境を⼤切にするグリーンハートの輪を広げます。

NGOと連携した世界7ヶ所での森林保全「“空気をはぐくむ森”プロジェクト」を2014年から2024年
までの10年間行い、1,100万ヘクタールの森林を保全し、700万t-CO2排出抑制に貢献します。
従業員が主体となり、世界の各拠点でグリーンハートファクトリー・オフィス活動を展開。省エネ
などの環境負荷を最少化させる取り組みに加えて、事業所内での生物多様性活動や、地域と連携し
た環境社会貢献活動を行い、従業員の環境意識を向上します。
小学生に環境教育プログラムを無償提供し、持続可能な社会を考える学びの場を提供します。

関連情報

環境  (P101)
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