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所在地 チェコ共和国 ピルゼン市 

 

敷地⾯積 117,000 m2 

設⽴ 2003年5⽉ 

従業員数 2,334⼈（2022年2⽉時点） 

主要製品 空調機器 

認証取得 ISO 9001 2006年7⽉ 

 ISO 14001 2006年7⽉ 

 ISO 45001 2020年11⽉ 

 ISO 50001 2015年1⽉ 

 グリーンハートファクトリー 2012年11⽉ ランク︓シルバー 

 スーパーグリーンハートファクトリー 2019年8⽉ ランク︓シルバー 
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【環境】 環境負荷低減への取り組み 

 R32 VRV の開発 

ダイキンは常に環境変化をリードしてきました。そして当社（DICz）の
欧州開発センター（EDC）も遅れを取っているわけではありません。
過去数年間は、環境負荷の少ない冷媒R32を使⽤した機種をいくつ
も発表してきました。現在、開発チームはR32冷媒を使⽤したVRVの
ラインナップを完成させつつあります。1⽅向カセット形と4⽅向カセット
形エアコンの量産が間もなく開始されようとしており、その後R32冷媒
のHSPダクトモデルも続く予定です。 

 

 CO2冷媒 R744を使⽤した製品 

EDCにおける新冷媒分野での最新の取り組みは、CO2冷媒を使⽤し
たエアコンの開発です。CO2冷媒は現在のところ、冷媒の中でも最も
環境負荷が低いものです。2021年にEDCは、ダクト形ユニット「CO2 
MSP」を、2022年にはカセット形ユニット「CO2 3x3」を開発しました。
これらの製品は、DICzにて量産が開始されています。 

 

 プラスチックリサイクル 

磁⽯はシャフトの付いていないNGとなったクロスフローファンを粉砕して
粒状にし、プラスチックラインで原料の⼀部として再利⽤しています。 

この活動により、クロスフローファンから出る廃棄物の75％を再利⽤
し、年間51トン以上の原材料を節約しています。 

 

 エネルギー効率試験 

カイゼン活動により、平均電⼒消費量は65kW／時（2020年度）から61kW／時（2021年度）に低下しま
した。 

改善理由︓ 

1) 旧ラボ冷却塔の改善︓新制御システム、インバータ駆動ポンプ、冬季のドレンパン加熱の最適化、冷却器
コンデンサの閉⽌フラップなど 

2) 20HPのサウンドチャンバーチラーの改善︓温度範囲の拡⼤、チラーのスマート制御、インバータ駆動のグリ
コールポンプ 
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 太陽光発電システム（太陽光パネル）の改善 

太陽光パネルの効率を上げるために、設置場所と設置確度を変更、
60％の効率アップを実現しました。 

次のステップでも太陽光パネルの設置拡⼤を継続します。 

 

 ⾬⽔回収システムの増設 

⾬⽔収集システムを総務棟に拡⼤しました。屋根から集めた⾬⽔をトイレ
や散⽔に利⽤しています。これにより、年間で約2,200m3の飲料⽔を節
約しています。 

また、冷却塔からの排⽔を回収し、⾬⽔システムに再利⽤しています。 
 

 蛍光灯をLED照明に交換 

当社では現在、LED照明を使⽤しています。第1期では⽣産ホールの照
明を交換しました。第2期として、⼯場の管理部⾨関連部分の照明を交
換しました。それまでと⽐べ、年間247トンのCO2削減を実現できることに
なります。管理棟の照明制御にはLoxone社のシステムを使⽤していま
す。 
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 AHUユニットの交換 

10年以上経過したエアハンドリングユニットの交換を⾏い、合計で16台を
交換しました。これまでのユニットは、50%、100%、電源オフの設定しか
できませんでした。 

新しいユニットには周波数変換器が搭載されており、0%から100%まで
出⼒を調整することができます。2021年度中に交換が終わり、2021年
度末には約267,316kWh（88t-CO2）の削減を⾒込んでいます。それ
までの状態に⽐べて、42％の省エネが可能となります。 

2022年度には、408,649kWh（135t-CO2）を削減する必要があり
ます。これ以前（2020年度）との⽐では、48％の省エネが可能となる⾒
込みです。 ProCopというアプリでタイムプログラムを設定することで、さらな
る節電効果を得ることができます。現在、ユニット制御の設定オプションにつ
いて、サプライヤーと協議を進めているところです。 

 

 

【環境】 ⽣物多様性の保全事例 

 FLEETCOR Clean Advantageプログラムへの参加について 

FLEETCOR Clean Advantage™は、フリートカードのユーザーが、⾃社
のフリートや⾞両のCO2排出量をオフセットできるという、環境にやさしいプロ
グラムです。 

FLEETCORは、Clean Advantage™プログラムの⼀環として、地域や世
界でCO2を隔離する、数多くのプロジェクトにまたがるさまざまな取り組みを
⽀援しています。  

 

【環境】 環境コミュニケーション事例 

 「アースアワー」に参加する 

私たちは毎年、「アースアワー」に参加しています。アースアワーは、世界⾃然保護基⾦（WWF）が主催する世
界的な運動です。 

毎年3⽉下旬の特定の⽇の午後8時30分から9時30分までの1時間、個⼈やコミュニティ、企業が地球へのコミッ
トメントの象徴として、必要のない電気を消すことを奨励するイベントです。 
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【顧客満⾜】品質向上への取り組み 

 ろう付け不良フォローアップ会議 

⽉次でろう付け品質分析会議を開催し、具体的な取り組みを展開します。 

⽣産ラインで⾏われる⽉例のろう付け不良分析に基づき、QC、PE、モノづくりの3者でミーティングを⾏います。この会
議の⽬標は、主に製品の製造⼯程における漏れ不良の発⽣を減少させることです。 

 

■ GIB（Global Information Bank） フォローアップ会議（週次） 

品質管理部⾨では、毎週GIBフォローアップ会議を⾏っています。GIBのデータベースには、お客様からのクレームや
改善要求が、関連する詳細情報とともに⼊⼒されます。この⼊⼒内容に基づいて、お客様のニーズを満たすための
議論や改善活動が開始されます。 

品質管理部は、開発部⾨や⽣産部⾨が進める改善活動を指揮・管理するための監督者の役割を果たします。 

 新QC道場（トレーニングセンター） 

新QC 道場は2020年2⽉に設⽴され、4⽉から運⽤開始しました。新⼈（⽣産ラ
インの品質担当者）のための基本的な品質教育と、内部検査、漏れ検査などのポ
ジションのための教育を⾏っています。 

現在2名のトレーナーが、総合教育と⽣産ラインF4, F5, F6に関する教育の準備を
しています。今後、他のラインも追加していく予定です。 

2021年のアップデートでは、すべての⽣産ラインで全QC職のトレーニングが可能と
なるところまで範囲が拡⼤されました。 
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【顧客満⾜】 お客様のニーズを反映するシステム 

  DICzでの実習 

2021年10⽉、⾳と振動に関するFMEA/FTAの実践トレーニングを
特別に開催しました。このトレーニングは、理論と実践をつないで、
EDCの社員の技術的な知識を⾼めることを⽬的としています。 

4⽇間にわたり、4つのデザインセンター（DICZ、DENV、DMGG、
DAZO）から20名の研修⽣を迎えました。研修⽣は2⼈1組のグルー
プに分かれ、お客様のクレームに基づいた問題点を組み込んだユニット
を受け取ります。そして社内設計審査⼿順書に基づき、FMEA/FTA
を活⽤した問題点の発⾒と修正、ユニット測定、経営層への報告を
⾏うという課題をこなしました。 

 

 ⽉例QA（品質保証）会議 

DICzの品質管理部⾨とDENVの品質保証センター（QAC）の⽉次会議では、GIBのお客様からのクレームの
中で最も優先度の⾼いものについて話し合います。解決策と予防策が議論され、展開されます。 

QACは、関連会社との直接的なコミュニケーション含め、EMEAエリア内の顧客の予防・改善に関するコミュニケー
ションを確実にします。 
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【⼈材】 従業員に対する⼈材育成 

 チーフ、主任、監督、グループリーダーに対するトレーニング 

今年もチーフ、主任、監督、グループリーダーを対象とした研修を継続
実施しました。研修は2021年9⽉から12⽉まで⾏われ、チーフ42
名、主任16名、グループリーダー7名、監督16名の合計82名が参加
しました。研修では、権限委譲、状況対応型リーダーシップ、優先順
位、批判への対処、モチベーションの向上に焦点を当てました。 

また2021年9⽉にはチーフを対象として、従業員同⼠の協⼒に焦点
を当てたチーム育成トレーニングを初めて実施しました。 

 

 購買部⾨のバイヤーを対象とした研修 

2021年11⽉に、購買部⾨で働くバイヤーを対象とした特別研修を
開催しました。外部講師（英語のネイティブスピーカー）を招き、「英
語でのコミュニケーション – 交渉」に焦点を当てたコースとなりました。
11名の購買担当者が参加しました。 

 

 学習管理システム（LMS）によるE-ラーニング 

2020年にSAP Success Factor の学習管理システム（LMS）が
EDC全体で導⼊されましたが、現在もサービスの範囲を拡⼤していっ
ています。現在、約50種類のトレーニングを含む複数のトレーニングカ
リキュラムが作成されました。そのほとんどはEラーニング⽤に作成されて
おり、トレーナーの時間を節約し、新⼈にも柔軟に対応できるようにな
っています。また、DICzの他部署にもEDCのトレーニングを提供し、相
互の利益を図っています。 
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 LinkedIn ラーニング 

EDC内のエンジニアの成⻑には教育が不可⽋です。そこで、普段は社
内にない分野や領域について、⾃ら学ぶ機会を提供することにしまし
た。LinkedInの学習⽤フローティングライセンスを複数購⼊し、語学か
らソフトウェアまで、さまざまな分野の学習ができるようにしました。 

 

 マネジメント道場 

2021年11⽉、管理職を対象とした特別研修「Management 
DOJO V.」を開催しました。COVID-19の影響で、研修はDICzの敷
地内で1⽇だけ⾏われました。 

研修の主な内容は、管理職の役割とは何か、管理職の基本的なス
キル、部下を育てることに重点を置く、管理職のコミュニケーションスキル
です。 

研修には21名のマネージャーが参加しました。 

 

 

【⼈材】 ダイバーシティの推進 

 雇⽤の多様性 

当社では合計20ヵ国以上の国籍の従業員を雇⽤しています。（例︓チェコ⼈、スロバキア⼈、⽇本⼈、ウクライナ
⼈、インド⼈、トルコ⼈、ブルガリア⼈、ベラルーシ⼈） ⽣産部⾨でも開発部⾨でも、多国籍チームが働いていま
す。 

 障がい者の雇⽤ 

当社では11名の障がい者を雇⽤しており、うち1名は⾞椅⼦を使⽤しています。 

 ウクライナ⼈の雇⽤（2年の就労ビザ） 

当社では、312名の、2年の就労ビザを持つウクライナ⼈をろう付け作業やラインの組⽴作業員として雇⽤していま
す。 
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【⼈材】 労働安全衛⽣の取り組み 

 救急救命講習 

救急隊員として活躍する医師を外部講師に迎え、応急処置の講習会を開催しました。全3回の開催で、各回15
⼈、計45⼈の従業員が参加しました。 

 包括的なOSH活動 

当社では労働安全衛⽣（OSH）を最優先事項としています。定期的な安全パトロールや安全点検を継続的に
実施することで、職場での無災害記録を維持しています。 

また、管理職だけでなく、希望する全従業員を対象とした継続的な救急救命講習を実施しています。 

 

【地域社会】 環境保全活動 

 児童養護施設への⽀援 

4つの児童養護施設にダイキンの空気清浄機2台を寄贈しました。 

また、ピルゼン地域の児童養護施設の⼦どもたちへのクリスマスプレゼン
トを収集するための資⾦援助も⾏いました。 

 

 

【地域社会】 教育活動への⽀援 

 ⻄ボヘミア⼤学との提携 

このパートナーシップには、年間200,000CZKの寄付が含まれています。 

 中学・⾼校・⼤学の学⽣を対象とした⼯場⾒学 

COVID-19のため、まだ⼀部制限されています。 
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 ⻄ボヘミア⼤学や研究センターとの連携 

2022年、EDCと⻄ボヘミア⼤学は、より良い将来の協⼒を可能にする枠組み合意を締結しました。EDCはすでに
技術系学部の学⽣を対象に奨学⾦や研修⽣制度を提供しています。新たに⼤学の授業で、EDC主導による直
接のプレゼンテーションを導⼊する予定です。研修⽣プログラムは⾮常に有⽤であることが証明されました。何年も
前にEDCにおいて研修を開始した研修⽣が、2021年には開発チームのアシスタント・マネージャーになっています。

 ⼤学⽣を対象としたトレーニープログラム、⾼校⽣を対象としたインターンシップ 

当社ではさらに将来優秀な学⽣を確保するため、「奨学⾦プログラム」というモチベーション向上プログラムを⼤学⽣
向けに新たに創設しました。 

 

【地域社会】 その他の地域貢献 

 動物保護施設の資材⽀援 

総額20,000CZKの予算を組み、動物保護施設の運営設備を購⼊
しました。 

 

 従業員の要望に基づき、特定のCSR活動を少額ながら⽀援 

総額40,000CZKで、合計7つの活動を⽀援しました。 

 Strom splněných přání／Tree of fulfilled wishes 

当社は、Strom splněných přání／Tree of fulfilled wishesの
パートナーとして40,000CZKの資⾦援助を実施しています。このプロ
ジェクトは、児童養護施設の⼦どもたちを対象としています。 

 

 


