価値提供の CSR

新価値創造
DAIKIN’S POLICY
社内外の人々と夢や未来を共有し、
空気の力で健康・快適な生活をつくります

CSR目標2020

空調機は、暑い地域での労働や生活に変革をもたらし、
暮らしの質向上や経済成長に貢献してきました。
ダイキンは、IoT・AIを活用し空調で培ったコア技術と先進的な技術を
オープンイノベーションによって融合させ、
空気の持つ無限の可能性を追求することで
人と空間を健康で快適にする新しい価値を提供します。
2017年度実績
価値創造のための投資額と、どのくらい新たな技術を生み出したかを測っています
研究開発費

（単体）
特許出願数（2016年度）

国内出願

外国出願

621 780 352
億円

件

件
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価値提供の CSR

新価値創造

Why? なぜ重要か
人の健康に悪影響を及ぼし、生産性低下にもつな
がる疲労が社会課題になってきているから
健康は、
睡眠の質や疲労、
ストレスなど心身のさまざまな
影響を受けています。
中でも疲労は、
健康に悪影響を及ぼす
だけでなく、
生産性の低下による社会的損失にもつながり、
その解消が求められています。
しかし、
疲労は客観的な評価
が難しく、疲労がたまる原因や疾病との関係など明らかに
なっていないことが多いのが現状です。

現在の“疲れ の状態
（疲れを感じている）
について
全くあて
はまらない

全くあて
はまらない

6.8 ％

非常に
あてはまる

男性

あまりあて
はまらない

26.6 ％

やや
あてはまる

17.2 ％

49.4 ％

2.4

非常に
あてはまる

女性

あまりあて
はまらない

やや
あてはまる

12.2 ％

47.0 ％

あてはまる

あてはまる

計

計

76.0 ％

38.4 ％

85.4％

注）養命酒製造株式会社
「東京で働くビジネスパーソンの疲れの実態に関する調査
2017」
より当社作成

特集

オープンイノベーションで、疲労の軽減に
つながる快適な空気環境を創出
DAIKIN’S APPROACH

DAIKIN’S PERFORMANCE

社会の求める新たな空気・空間の
創造に向けた共同研究を推進

被験者約 120 人を対象に
室内環境と疲労の関係を検証

ダイキンは、2015 年に技術開発拠点「テクノロ

大多数の人は 90％以上の時間を室内で過ごすと

ジ ー・イ ノ ベ ー シ ョ ン セ ン タ ー（TIC）
」を 設 立。約

されていますが、温度や湿度などの室内環境が人に

700人の技術者を集結させ、社外の企業や研究機関、

与える影響には不明な点が多く残されています。そこ

大学などと連携し、環境・エネルギーや健康など社会

で、研究課題の第一弾に設定したのは、オフィスなど

が抱える課題の解決に貢献する新たな価値創造を

室内の空気環境が人体の疲労に及ぼす影響を明らか

めざした共同研究を推進しています。

にし、指標化することです。

社内外の技術やノウハウを組み合わせて革新を
生み出すオープンイノベーションの一環として、

神戸地区に試験設備を設置。一般からも被験者を募集

2016 年 10 月には、国立研究開発法人理化学研究所

し、12 月から室内環境と疲労度との関係を明らかに

（以下、理研）と共同で「理研‑ダイキン工業健康空間
連携プログラム」
を開設し、
「健康で快適な空間づくり」
を主題にした共同研究をスタートさせました。
ダイキンの空調制御技術と、理研の疲労、健康、
生命科学に関する知見を持ち寄り、
「疲れにくい空間
づくり」
をテーマに温度や湿度などと疲労との関係を
検証。科学的根拠をもとにした製品開発など、社会に
貢献する新しい価値の創造をめざしています。
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研究課題を実現するため、2017 年 11 月に理研
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するための試験を開始しました。
試験設備には、温度を 0.1℃単位、湿度を 1％単位
で精密に制御できる 4 つの部屋があり、それぞれ
異なる室内環境を設定できるようになっています。
被験者には、さまざまな温湿度環境のもとで集中力
を要するパソコン作業を行ってもらい、心拍の変動

V oice
科学的根拠にもとづく
健康で快適な空間づくりを未来の世界へ
私たち人類は、
快適でより良い健康を
求めて、
空気や空間に創造力を働かせて

から推定される自律神経の状態のほか、作業効率の

きました。そのひとつがダイキンの挑戦

変化や主観的な疲労度について、約120人のデータを

です。
私たち理研も、
「一人ひとりに合っ

取得しました。

た健康で快適な空間づくり」
に向けて、

これまでの試験により、心理面、生理面、行動面から
冬期のオフィス環境においては、男性では温度20℃、

あらゆる日常生活における環境制御に 理研 BDR-

ダイキン工業

関する研究開発を、疲労研究の総力を 連携センター
センター長
挙げてともに取り組んでいきます。

渡辺恭良 氏

湿度30%の条件が、女性では温度 22℃、湿度 50%の
条件が最も疲れにくいと示唆される結果が得られ
ました。空気環境から受ける影響の性差について、
初めて疲労の面から明らかにしたこの結果を、2018
年 5 月の日本疲労学会で発表しました。
（下図参照）
今後は、ヒートショックの原因となる温度差のある

NEXT CHALLENGE
健康と環境の関係を総合的に解明し、
生活の質全体が向上する空間をめざして

空間の行き来が身体にどのような変化を生じさせ、
その

本プログラムでは、2018 年度中に温熱環境による

蓄積が健康にどのような影響を与えているかを解明

疲労指標の確立をめざしています。さらに、その

するテーマや、温湿度以外の気流や照明、香りなどを

指標を活用することで、疲労の予防や回復を目的と

組み合わせて個人の特性や状態に最適な空気環境

した空間づくりを提案、検証し、科学的根拠のある

条件の構築をめざすテーマなどに取り組む予定です。

「疲れにくい空間」を実現できるような製品開発に
つなげていく考えです。

男女別温湿度と生理的疲労度との関係
（湿度％）

疲れやすい （湿度％）

男性

70

‑0.02

その他にも、2017 年 7 月には大阪大学との間で、

女性

70

ダイキンが従来から続けてきた睡眠の質に関する空間

‑0.06

づくりのさらなる研究など、10 年間にわたる共同

‑0.1
50

‑0.14

50

研究の包括連携を締結しました。今後もオープンイノ

‑0.18
30

‑0.22
20

22

26
24
（温度℃）

疲れにくい

30

ベーションを推進し、人の生活の質全体が向上する
20

22

26
24
（温度℃）

ような空気や空間づくりの実現をめざしていきます。
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価値提供の CSR

新価値創造

パフォーマンス報告

産官学との連携によるオープンイノベーション

TIC のマイクロ水力発電システムを
用いたスタートアップ企業が誕生

異業種 4 社が結集して
「ダニアレルギー対策会」
を発足
ダイキンは、株式会社サンゲツ、塩野義製薬株式

ダイキンは、マイクロ水力発電システムを用いて発電

会社、帝人フロンティア株式会社との4社で、ダニによる

事業を行う子会社「株式会社 DK-Power（ディーケー

通年性アレルギー性鼻炎の認知向上と、その対策方法

パワー ）
」
を2017 年 6 月に設立しました。

の啓発を目的としたコンソーシアム
「ダニアレルギー

DK-Power は、自治体が保有する水道施設にマイ

対策会」
を発足しました。

クロ水力発電システムを設置し、管理・運用・売電を

2004 年、ダイキンは健康で快適な室内空気環境

行います。さまざまな自治体の水道事業者や、地域の

創造の一環として、ダニ、カビ、花粉などのアレル物質

工事事業者、送配電事業者と協力し、再生可能エネル

を分解し、菌やウィルスを抑制する独自の「ストリーマ

ギーによる発電事業に取り組みます。2017年度に導入

技術」
を開発しました。本コンソーシアムでは、異業種

が決まった神戸市や長岡京市を含め、全国 6 拠点で

企業の知見やノウハウを活かしながら
「ストリーマ技術」

発電所が稼働しています。

のさらなる活用の可能性を追求し、空気・空間への

マイクロ水力発電システムを用いた発電事業は、
TIC の研究開発テーマから事業化に至った第 1 号案
件であり、DK-Power は TIC から生まれた初めてのス
タートアップ企業です。
DK-Power のマイクロ水力発電システムを用いた
ビジネスモデル
水流・
場所賃借

自治体
水道事業者

工事委託

ダイキンと日立が IoT を活用し、
生産モデルの確立に向けた協創を開始
より、IoTを活用し、熟練技術者の技能伝承を支援する
次世代生産モデルの確立に向けた協創を開始しました。

地域住民
送配電事業者

社会に提供することをめざします。

ダイキンと株式会社日立製作所は、2017 年 10 月

水道料金など
サービス向上

技術提供

発電・
売電

新たな価値創造を通じて、心地よく健やかな暮らしを

クリーンな
エネルギー提供

地域
工事事業者

地域雇用、
経済発展

空気・空間のデータを活用した
協創型プラットフォームを開設
ダイキンは、空調機から得られるデータを活用し、
さまざまなパートナー企業と協業して空気・空間にまつ

ダイキンは、国内外の生産拠点における統一的な
品質の確保や生産性の向上、人材育成を目的に、空調機
製造のろう付けプロセスにおいて、日立のIoTプラット
フォーム
「Lumada（ルマーダ）」のソリューションコア
である画像解析技術などを用い、熟練技術者と訓練者
の技能をデジタル化して比較・分析し、生産モデルの
実証を進めています。今後は、製造ラインでの本格運用
を開始するとともに、他の製造工程や国内外の工場、
サービス現場への適用拡大をめざします。

わる新たな価値やサービスを生み出していくための、
協創型プラットフォーム
「CRESNECT（クレスネクト）」
を開設しました。

ろう付け訓練支援システムのイメージ

収集

空調機から取得できるさまざまなデータについて、
パートナー企業と協業しながら、オフィスでの生産性
向上や健康維持に向けたデータの活用方法、新たな

評価・
解析

カメラ、
センサーで手の動き、
器具の角度・角速度、母体の
温度変化などのデータを収集

収集したデータを
デジタル化して評価・解析

価値・サービスの創出を検討していきます。
見える化・
作業の標準化・レベル向上の
フィード ためのフィードバック
バック
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