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人は24時間、空気に包まれて生きています。そんな空気だからこそ

命のために、地球のためにできることがあるはずだと私たちは考えました。

長年に渡り培ってきた空気への様々な技術とノウハウを活かして。

地球上のあらゆる命と共に、あらゆる暮らしと共に

世界を、未来を快適にしていく。

それが、これからの私たちダイキンの使命です。

空気はいのちをつつむ。
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工作機械 在宅医療機器 ITソリューション

半導体分野 自動車分野 情報通信分野

空気清浄機 給湯・暖房 空調システム 冷凍機

独自の油圧技術や精密加
工技術、ITソリューションで
幅広い産業に貢献します。

油機・特機・
電子システム

フッ素化学の特長を活かし
幅広い分野に貢献します。

化 学

環境性と快適性の両立を
追求し、世界中のあらゆる
空調ニーズに応える製品を
提供し続けます。

空調・冷凍機

住宅用空調 業務用空調 エアフィルタ

健康で快適な生活をグローバルに提供

事業内容：空調とフッ素化学の技術で、健康で快適な生活を提供

ダイキンは、海外売上高比率が7割を超え、グループ全従業員の8割以上が海外で働いている
グローバルメーカーです。「空調」と「フッ素化学」の技術を両輪に、国や地域ごとに異なる
文化・価値観から生まれるニーズに応え、人と空間を健康で快適にする製品を提供しています。

2017年度
事業別
売上構成比
（連結）

空調・冷凍機

化学

油機・特機・
電子システム

・・・   

・・・・・・・・・・・・・・

・・・・

89.6%
8.0%

2.4%

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

売上高（連結）
（億円）

（年度）2013 2014 2015 2016 2017

会社概要
社　　　名：ダイキン工業株式会社

本社所在地：大阪市北区中崎西二丁目
　　　　　  4番12号 梅田センタービル

設　　　立：昭和9年（1934年）2月11日

創　　　業：大正13年（1924年）10月25日

資　本　金：850億円

主な事業所：

本社（大阪市北区）

東京支社（東京都港区）

堺製作所（大阪府堺市）：空調・冷凍機器、圧縮機

滋賀製作所（滋賀県草津市）：空調機器、圧縮機

淀川製作所（大阪府摂津市）：
　フッ素化学製品、油圧機器、防衛・医療用機器

鹿島製作所（茨城県神栖市）：フッ素化学製品

19,150
20,437

20,440
22,906

17,877

CSRと経営戦略　　ダイキンの概要
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67,036
70,26324,900

展開地域：世界150カ国以上で事業を展開

2017年度
地域別
売上構成比
（連結）

日本

中国

アジア、オセアニア

ヨーロッパ、
中東、アフリカ

北米、中南米

・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・

・・・・

23.7%
16.7%
15.2%

17.5%
26.9%

■ 北米、中南米

16,175人
従業員数

80社
子会社数

9,227人
従業員数
80社
子会社数

14,250人
従業員数

49社
子会社数

18,599人
従業員数

32社
子会社数

従業員数

12,012人
29社
ダイキン工業
+子会社数

■北米、中南米

16,17575755人55人
従業員数

80社
子会

■■ ヨーロッパ、
　 中東、アフリカ

9,229,99 227人77
従業員数
80社00
子会社数

中東、アフリカ

■ アジア、オセアニア

14,250人00人
従業員数

49社99
子会社数

80
会社数

■アジア、オセアニア

■ 中国

18,599人99人
従業員数

32社22
子会社数

■中国

■ 日本

従業員数

12,012人22
29社99
ダイキン工業
+子会社数

■日本

従業員数

70,263人
連結子会社数

269社

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

総資産（連結）
（億円）

（年度）2013 2014 2015 2016 2017

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

経常利益（連結）
（億円）

（年度）2013 2014 2015 2016 2017

1,556

2,095
2,310

2,550 70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

0

従業員数（就業人員数・連結）
（人）

（年度）2013 2014 2015 2016 2017

56,240

59,179
60,80520,119

21,911
23,561

1,942

22,640
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 CO2排出ゼロをめざしながら 
安心で健康な空気空間を提供します

　2017年度、戦略経営計画「FUSION20」のもと、当社
グループは、北米、アジアをはじめとする主要全地域で
販売を拡大。5期連続で最高の業績を更新するとともに、
生産能力増強や販売網・サービス体制の拡充などへの
投資を行い、持続的な成長に向けた基盤を整えました。

　当社の主力製品である空調機は、暑い地域での労働や
生活に変革をもたらしました。経済成長や暮らしの向上
に貢献し、現在では社会を支えるインフラのひとつと
なっています。一方、空調機の普及による電力使用量の
増加は、気候変動など環境への悪影響が懸念されます。
　当社は「環境課題解決への貢献なしに、事業の発展
はない」との考えのもと、戦略経営計画にもとづき、製品
や事業に起因する環境負荷の低減に以前から尽力して
きました。気候変動への影響緩和のため、省エネイン
バータ技術や低温暖化冷媒Ｒ32を用いた「環境調和
製品」の世界への普及を推進しています。2017年度の
当社住宅用エアコンにおける「環境調和製品」の売上高
比率は83％で、5,400万トンの温室効果ガス排出抑制
に貢献していると試算しています。

空調普及に伴う環境負荷を低減

　経済活動が国境を越えて活発に行われる中、パリ
協定や、持続可能な社会の実現に向けた「SDGs（持続
可能な開発目標）」が国連で採択され、世界が大きく
動き出しました。
　また、投資家が企業を選別する視点も変わってきま
した。企業にさらなる気候変動情報開示を求める
Climate Action 100+が発足するなど、長期的視点
でリスクと機会を見極め、世界共通目標に向かって取り
組む企業を評価する見方が広がっています。
　このような中、当社はパリ協定に賛同し、2050年に
向けて「CO2排出ゼロ」をめざす環境長期ビジョンを
掲げました。製品や生産活動の省エネ化、低温暖化
冷媒の開発・普及はもちろん、空調機と建物との連携
を強めることで省エネ性を高めるなど、IoT・AI技術
を活用したソリューションでCO2排出削減を進めます。
さらに、市場での冷媒回収・再生を推進するなどして
「CO2排出ゼロ」をめざします。さまざまな関係者と
ともに温室効果ガスを削減しながら、当社のミッション
である安心で健康な空気空間を提供します。

2050年に向けた環境長期ビジョン

戦略経営計画「FUSION20」 
英知と情熱を結集し、空気と環境の新たな価値を協創する

CSRと経営戦略　　トップコミットメント

売上高

温室効果ガス排出抑制貢献量

4,500 万t-CO2

2.04 兆円

2016年度

売上高

温室効果ガス排出抑制貢献量

6,000 万t-CO2

2.90兆円

2020年度（目標）

売上高

温室効果ガス排出抑制貢献量

5,400 万t-CO2

2.29兆円

2017年度
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ダイキン工業株式会社 代表取締役社長兼CEO業株式会社代表取締役

　気候変動をはじめとした社会課題の解決に貢献する
イノベーションを生み出すのは人の力です。当社は
「一人ひとりの成長の総和がグループ発展の基盤」と
考え、従業員一人ひとりが持てる力を最大限に発揮
して成長できる環境づくりに努めてきました。
　空調は、近年飛躍的に発展するIoTやAIの技術を
活かすことで、暮らしや産業に新たな価値を創造する
ことができると考えています。2017年には、大阪大学
との包括連携契約にもとづく「ダイキン情報技術大学」
を、当社のグローバル研究所であるテクノロジー・イノ
ベーションセンター内に開講しました。AIを活用した
技術開発や事業開発を担う人材を育成し、先進的な
情報科学と当社の持つ空調技術や蓄積データを結び
付けるなど、イノベーションの創出につなげます。
　また当社は、2008年から人権、労働、環境、腐敗
防止の4分野に関する10原則を定めた国連グロー
バル・コンパクトを支持しています。バリューチェーン
全体を視野に、透明性や健全性、倫理性ある活動を
徹底しています。
　これからも、「空気と環境の新たな価値を協創する」
企業グループとして、事業を通じた社会課題の解決を
めざしながら、お客様、株主、調達取引先、地域社会
などさまざまなステークホルダーの皆様の期待に
応えてまいります。

イノベーションを創出する人材の育成 

持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals:SDGs）

貧困、格差や気候変動といった世界の優先課題について、2030年に
向けた共通目標を国連が2015年に採択。政府、企業、市民社会に、
これを軸とした行動が要請されています。
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新たな価値を創出し、
社会の持続可能な発展に貢献

サ ス テ ナ ビ リ テ ィ

変化を続けるグローバル社会は、気候変動や人口構造の変化などに伴う
多くの課題に直面しています。
私たちダイキンは事業を通じて社会課題の解決に取り組むことで、
新たな価値を提供し、社会の持続可能な発展に貢献します。

グローバルな社会課題と解決に向けた世界的枠組み
社会課題（グローバルリスク）

最もリスクが高いもの

世界的枠組み

ダイキンの事業 
3つの柱

空調
環境性と快適性の両立を
追求し、空調機器や
冷凍・冷蔵設備などで
あらゆる空気環境に
対応します。

化学
フッ素化学の特長を
活かし、半導体・自動車・
情報通信など幅広い
分野に貢献します。

フィルタ
集塵フィルタや高機能
フィルタなどで、大気汚染
対策や、製薬、食品業界の
衛生管理に貢献します。

国連グローバル・コンパクト
世界の普遍的価値「人権」「労働」「環境」
「腐敗防止」を企業が実行するための枠組み

モントリオール議定書キガリ改正
CO2換算でHFCの温暖化影響を段階的
に削減する

国連気候変動枠組条約パリ協定

持続可能な開発目標（SDGs）

今世紀後半に産業革命前からの気温
上昇を2℃未満に抑える

貧困、格差や気候変動といった世界の優先
課題に対する2030年に向けた共通目標

グループの発展の方向を定めた
5年ごとの戦略経営計画

長期的視点でCO2排出ゼロに取り組むための
環境ビジョン（2018年策定）

戦略経営計画「FUSION20」

環境ビジョン2050

グループ経営理念
全従業員が考えと行動の
よりどころとする

経営の基本的な考え方

●異常気象
●自然災害
●気候変動の緩和や適応への失敗
●サイバー攻撃
●水危機
注) World Economic Forum Global Risks 
 　  Perception Survey 2017-2018より

詳細はP9

CSRと経営戦略　　ダイキンのサステナビリティ
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地球に対する価値創造

事業活動全体を通じて環境負荷
を低減し、気候変動の抑制に
貢献する
●製品の環境性能をさらに高める
●効率的に資源を利用する
●森林を保全し森林が持つ機能を維持する

都市に対する価値創造

都市化によって生じるエネルギー
関連課題を解決し、持続可能な
都市づくりに貢献する
●ビル全体・都市全体でエネルギーを効率的
に利用する
●循環型社会システムを構築する
●新たなエネルギーを創る

従業員、地域の人々の成長に貢献する
●高いスキルを持った人材の育成 ／ ●雇用創出 ／ ●地域経済発展への貢献
●人々の暮らしの向上に貢献する新たな製品・サービスの創造

人に対する価値創造

空気の可能性を追求し、人々の
健康で快適な生活に貢献する
●熱中症や感染症から人を守る
●大気汚染から人の健康を守る
●室内環境を改善し快適で豊かな暮らしを
支える
●生産性を向上させ経済発展に貢献する

ダイキンがめざす価値創造

価値創造を支える人材育成

環境負荷を低減しながら、人と空間を健康で快適にする新しい価値を提供します。環境負荷を低減しながら、人と空間を健康で快適にする新しい価値を提供します。

イノベーションを起こす人、生み出した新しい価値を世界に広げる人を育てます。イノベーションを起こす人、生み出した新しい価値を世界に広げる人を育てます。

ダイキンが貢献する持続可能な開発目標（SDGs）
17の目標のうち、ダイキンが事業を通じて貢献する6目標

持続可能な生産・消費
生産時の省エネ、リサイクル、
省資源化への取り組みなど

気候変動への対策
インバータ、低温暖化冷媒、
ヒートポンプの普及など

レジリエントなインフラ構築と
持続可能な街づくりに貢献
ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・
ビル）への取り組み、エネルギー
マネジメントやデマンドレス
ポンスの推進など

すべての人の健康と福祉に貢献
熱中症や感染症の予防、大気
汚染対策、生産性の向上など

すべての人に持続可能な
エネルギーを
エネルギー効率向上、再生可能
エネルギーの活用と普及など

2050

2020 2030 2040 2050
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「CO2排出ゼロ」に向かう考え方

環境ビジョン2050
長期的視野に立ち、深刻化する地球環境課題の解決に貢献するために
ダイキンは「環境ビジョン2050」を策定しました。事業活動および製品・サービスに起因する
CO２排出ゼロをめざし、 戦略経営計画「FUSION」で5年ごとに目標・施策を立案、実行します。

当社製品から生じるCO2排出をライフサイ
クル全体を通じて削減します。

さらに社会と顧客をつないだソリューション
を創出し、ステークホルダーと連携して、
CO2排出ゼロをめざします。

IoT・AIやオープンイノベーションを活用し、
グローバルな環境課題の解決に貢献しな
がら、世界の空気に関するニーズを満たし、
安心で健康な空気空間を提供します。

「製品」と「ソリューション」でCO2排出量
を削減しながら、冷媒の回収・再生などに
より「CO2排出ゼロ」をめざします。

製品で

オープン
イノベーション
IoT・AI

オープン
イノベーション

IoT・AI

オープン
イノベーション
IoT・AI

ソリューションで

ダイキン
環境ビジョン2050
CO2排出ゼロをめざしながら
安心で健康な空気空間を

提供します

空気の力で

品品製品ででで

オー
イノベイノベ
IoT

ショシリューシ ンで

空気空間を
供します

の力の力空気の力で

製
品
でで

ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
で

●製品の省エネ化
●低温暖化冷媒の開発と普及
●ヒートポンプ暖房の普及

●冷媒回収・再生の推進など

●エネルギーマネジメントによる、建物と
一体となった省エネ、再生可能エネル
ギーの効率的運用
●バリューチェーンを通じたエネルギー
サービスの提供

CSRと経営戦略　　環境ビジョン2050
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2050年に向けた第一歩（FUSION20テーマ）

2050年の社会を予測し、リスクと機会からダイキンの進むべき方向を導き出しました。 

上記で特定した環境課題について、当社の事業リスク・機会を洗い出しました。
その上で、ダイキンが持つ資源から課題解決のために進むべき方向を導き出しました。

●インバータ技術など、省エネの推進
●R32など低温暖化冷媒の普及、次世代
冷媒の開発、ヒートポンプ式暖房機の普及

●材料開発、資材調達から廃棄リサイクル
まで、ライフサイクル全体での環境負荷
低減

●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

●市場での冷媒回収・再生の推進

●PM2.5やVOCなどの大気汚染から健康
を守る空気空間のエンジニアリング

●生産性の高いオフィス空間や眠りの質を
上げる住空間など、空気の付加価値の
追求

製品で ソリューションで 空気の力で
環境性能の高い製品・サービスの創出 環境ソリューションの創出 空気の価値の創出

環境ビジョン2050の策定にあたって

リスクと機会から見たダイキンの進むべき方向リスクと機会から見たダイキンの進むべき方向

エネルギー需要の拡大
●エネルギー規制強化と省エネ製品への期待
の高まり
●電力需要のバランスが崩れ、電力の安定
供給に支障が生じる

大気汚染

●空気質に対するニーズの拡大

技術 情報 人 グローバル
ネットワーク 社会との関係

ダイキンが持つ
資源

環境課題と
事業リスク・機会

ダイキンが
進むべき方向

環境性能の高い製品・
サービスの創出

環境ソリューションの
創出

空気の価値の
創出

出典：※1：国連「World Population Prospects : The 2017 Revision」／※2：PwC 調査レポート「2050年の世界」／※3：国連「World Urbanization Prospects : The 2018 Revision」／※４ :（株）廃棄
物工学研究所「世界の廃棄物発生量の推計と将来予測 2011改訂版」／※５：IEA「World Energy Outlook2017」／※６：IEA「The Future of Cooling」 ／※７：Center for Global Development 
「The Future of Forests : Emissions from Tropical Deforestation with and without a Carbon Price, 2016-2050」／※８：（独）物質・材料研究機構「2050年までに世界的な資源制約の壁」 ／
※９：OECD「環境アウトルック2050」／※１０：WHO「Quantitative risk assessment of the effects of climate change on selected causes of death, 2030s and 2050s」

世界人口の増加
世界の総人口98億人※1

都市化
都市開発が進み世界の人口の約7割が都市に住む※3

廃棄物の増加
発生量推計223億トン※4

資源の枯渇
金・銀・銅・鉛・亜鉛などは、　
現埋蔵量の数倍を消費する※8

森林破壊
2000年比で1/7の
熱帯雨林が失われる※7

電力需要の拡大と集中
世界全体で毎年平均4,500万人ずつ電力消費者が増える（2040年）※5

エアコンのある建物は現在の3.5倍の約56億棟※6

エネルギー需要の拡大
世界のエネルギー使用量が
2010年比で80％増加※9

大気汚染
大気汚染が原因の早期死亡者数は
400万人を超える（2040年）※5

新興国の経済成長
主要経済大国7カ国のうち6カ国は新興国が占める※2

気候変動
●製品使用による大量のCO2排出に
対する社会からの削減要請
●既存の冷媒や燃焼暖房への規制強化

気候変動
温室効果ガスの排出量が2010年比で50%増加※9

熱中症や感染症リスクの増加※10

ダイキンを取り巻く2050年の社会予測ダイキンを取り巻く2050年の社会予測
ダイキンの事業と地球環境とのかかわりを踏まえ、既存の社会シナリオから

ダイキンの事業を取り巻く2050年の社会を捉え、長期的な環境課題を特定しました。

10ダイキングループ サステナビリティレポート 2018



バリューチェーンを見渡して、事業が社会に与える影響を評価

新興国を中心にエアコン需要は拡大しており、
快適性・環境性に優れ、地域のニーズに合った
製品開発が求められています。　

持続可能な発展に向け、CSR重点テーマ　　

バリューチェーン 事業影響とダイキンに求められていること

世界に広がるサプライチェーン全体で、品質
管理、労働慣行、環境対応などさまざまな調達
リスクへの対応が求められます。

世界各地の生産拠点で、生産効率の向上と
同時に、製造品質を高め、環境負荷を低減して
いくことが重要です。

エアコンの施工不良は、品質問題だけでなく
冷媒の漏えいなどの環境問題にもつながり
ます。施工技術向上のために全世界の従業員・
販売店への教育が欠かせません。

循環型社会の形成には、エアコン自体のリサ
イクル、エアコンに使用されている冷媒の回収・
リサイクルを徹底する必要があります。

エアコン使用による温暖化影響は大きな課題
です。一方、エアコン使用には、熱中症予防など
健康への良い影響や生産性向上などの利点
もあります。

重要性の高い取り組み

調 達

研究・開発

生 産

使 用

販売・輸送・
施工

アフター
サービス・

回収・リサイクル

ダイキンの事業活動はバリューチェーンそれぞれで社会にインパクトを与え、グローバル化に伴い
その影響の範囲も拡大しています。そうした影響を考慮して取り組むべき重要性（マテリアリティ）を特定し、
CSR重点テーマを決定しています。

●サプライチェーン・マネジメント
●贈収賄の禁止
●自由な競争と公正な取引

●気候変動への対応
●資源・エネルギーの効率的利用
●化学物質の管理・削減
●廃棄物と水の削減
●新価値創造
●製品の品質・安全確保
●お客様満足の追求
●情報セキュリティ

●気候変動への対応
●製品の品質・安全確保
●お客様満足の追求
●贈収賄の禁止
●自由な競争と公正な取引
●情報セキュリティ

●気候変動への対応
●お客様満足の追求
●情報セキュリティ

●気候変動への対応
●廃棄物と水の削減
●お客様満足の追求
●情報セキュリティ

当社が持つ技術を社会に普及させ、社会課題
解決に貢献するには、政府や国際機関、NGO、
有識者、地域社会などさまざまなステークホル
ダーと連携することが重要です。

事業を通じ持続的に社会に貢献するために、
事業活動を担う人材の育成や、コンプライアンス
の推進、ガバナンスが機能していることなどが
必要です。

事業活動の
基盤

社会との
かかわり

●人材育成
●人材の多様性確保
●労働安全衛生
●労使関係　●人権の尊重
●コーポレート・ガバナンス

●気候変動への対応
●生物多様性の保全
●地域社会
●ステークホルダー・
エンゲージメント

サ ス テ ナ ビ リ テ ィ

CSRと経営戦略　　バリューチェーンとダイキンのCSR
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　 を設定

マテリアリティ分析

ダイキンのCSR  

戦略経営計画「FUSION20」の策定に合わせて、マテリアリティを見直し

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
関
心・影
響

● 環境
● 新価値創造
● 顧客満足
● 人材

環境負荷を低減しながら、
世界中に健康で快適な
空気環境を提供します

価値提供のCSR

2015年度に戦略経営計画「FUSION20」の策定に合わせて、ダイキンにとっての重要性（マテリアリティ）を見直し、
さらに、2018年度の後半計画策定時に重点項目を追加しました。マテリアリティの評価にあたっては、ステークホルダー・
エンゲージメントの内容や国際的なガイドライン、SRI調査機関からの要請などを踏まえた「ステークホルダーの関心・
影響」と、経営理念や中期経営戦略などにもとづく「ダイキンにとっての重要性」の両面を考慮し、優先課題を選定しました。

重点取り組みを9テーマに整理し、戦略経営計画「FUSION20」に反映

特定したマテリアリティを、企業と社会双方の持続可能な発展に向けたCSRの重点テーマとし、「価値提供」の4テーマ
と「基盤」の5テーマに整理しました。これらを経営上重視することは、戦略経営計画「FUSION20」にも織り込み、
グループ全体で取り組んでいます。

● コーポレート・ガバナンス
● 人権の尊重
● サプライチェーン・
　マネジメント
● ステークホルダー・
　エンゲージメント
● 地域社会

社会からの要請に応え、
より透明で誠実な
事業活動を行います

基盤的CSR

重要 廃棄物と水の削減

贈収賄の禁止
自由な競争と公正な取引

労働安全衛生
労使関係
サプライチェーン・マネジメント
情報セキュリティ

ダイキンにとっての重要性 環境 基盤的CSR新価値創造、顧客満足、人材

最も重要気候変動への対応
資源・エネルギーの効率的利用
新価値創造
製品の品質・安全確保
お客様満足の追求

大気汚染
人権の尊重
ステークホルダー・エンゲージメント
地域社会
化学物質の管理・削減

人材育成
人材の多様性確保
コーポレート・ガバナンス

生物多様性の保全
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CSR重点テーマ 取り組みの内容 2020年目標

価
値
提
供
の
C
S
R

コーポレート・
ガバナンス

人権の尊重

サプライチェーン・
マネジメント

ステークホルダー・
エンゲージメント

地域社会

●取締役会の独立性・多様性・透明性の確保（単体）

●コンプライアンスの徹底

●人権尊重の徹底

●CSR調達の実行

●ステークホルダーとの双方向の対話と経営
への反映

●「環境保全」「教育支援」「地域共生」への貢献

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
●従業員による事業内外での環境活動参画
●環境社会貢献活動の推進

●すべての生産拠点をグリーンハートファクト
リーに認定
●世界7カ所で1,100万haの森林を保全
●ステークホルダーと連携した環境活動の
実施・拡大

経営課題と環境変化に対し、意思決定と実行のスピード
アップと、透明性・健全性の高度化との両面を推進し、
企業価値の向上を図ります

各国・地域の法令などを踏まえ、人権に関するさまざまな
国際規範を理解し、基本的人権を尊重します

環境負荷、品質保証、労働安全衛生など、サプライチェーン
全体で当社の社会的責任を捉えます

広く社会と双方向のコミュニケーションを行い、社会の
要請や期待に適切に応えているか、私たちの活動を常に
見直します

各国・地域の文化・歴史を尊重しながら、地域社会の一員
として、地域と強い絆をはぐくみます

環境
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

新価値創造
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

人を基軸におく経営で能力を発揮できる
環境をつくります
●人材育成
●多様性の確保
●労働安全衛生

人材
個性・価値観を尊重し、個人の
無限の可能性を引き出し、
組織と社会の力とします

環境調和製品・サービスを世界中で提供します
●インバータをはじめとした省エネエアコンの普及
●低温暖化冷媒を用いたエアコンの普及
●ヒートポンプ式暖房・給湯機の普及
●環境ソリューション事業の展開

●環境調和製品のグローバルでの普及により、
　温室効果ガス排出抑制貢献量　
　6,000 万t-CO2

お客様と社会の期待に応える新たな価値を
創出します
●地球に対する価値創造
●都市に対する価値創造
●人に対する価値創造

●IoT・AIを活用し、オープンイノベーションで
新たな価値を創造する

お客様に最高の満足を提供します
●安全・品質
●顧客満足

●グローバル全地域を網羅するサービス
ネットワークの確立
●世界中の顧客ニーズの把握と満足度の追求
●高い品質水準の確保

顧客満足
徹底したお客様志向と
経験、実績、高い技術力で、
安心と信頼を提供します

基
盤
的
C
S
R

生産活動などでの環境負荷を最少化します
●温室効果ガス排出削減
●化学物質削減

●グループ全体の生産時温室効果ガス排出量
　2005年度比70%削減

目標と実績

●水・資源の有効活用
●グリーン調達の推進

●卓越技能者および高度熟練技能者の割合
4人に1人

●女性管理職比率10％（単体）
●現地人社長比率を増やす
●度数率（労働災害発生頻度を示す指数）0

CSRと経営戦略　　CSR行動計画2020
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定量指標 指標の説明2017年度実績

●研究開発費

●特許出願数

●社外、女性、外国人取締役数 取締役メンバーの多様性を測っています●社外3人、女性1人、外国人1人（単体）

●自己点検実施率 自己点検の実施率により、コンプライアンスの遵守状況
を測っています●実施率99%

●自己点検実施率 自己点検の実施率により、「人権の尊重」の徹底状況を
測っています●実施率99%

●CSR調達実施率 サプライヤへのCSR取り組みの進捗を測ります●CSR調達の調査票を作成
（2018年度より調査を実施）

●空調懇話会の開催回数と、
外部出席者の国数、人数

数あるエンゲージメントの中でも特に事業の根幹である
空調にかかわる、世界の有識者との対話の回数です

●世界5地域で計6回開催し、大学教授・
専門家などのべ46カ国118人が参加

●社会貢献活動費 地域社会への寄付や物品の支援額を算出しています●16億円

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

●お客様満足度（2015年度比） お客様のアフターサービス満足度がどのくらい向上した
かを測っています

●日本：1.11
●中国：1.01
●シンガポール：1.03
●イタリア：1.00

●卓越技能者および高度熟練技能者
の割合

生産に携わる従業員のうち、高い技能と知識を持ち、
モノづくりを指導できる人材をどのくらい育成できたか
を測っています

●3.4人に1人（単体）

●生産時温室効果ガス排出量削減
比率（2005年度比）

製品の生産工程で発生する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●74％削減

●環境調和製品の売上高比率
（住宅用エアコン） ●83%

●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 ●5,400万t-CO2

●621億円

●国内出願：780件　　（2016年度）（単体）●外国出願：352件

●現地人社長比率 海外拠点における、現地人社長登用の進捗を測っています●46%（海外グループ）

●女性管理職比率 日本における女性幹部育成の進捗を測っています●4.9%（単体）

●度数率 生産拠点が安全に操業できているかを測っています●1.33

●森林保全による
CO2排出抑制貢献量 ●700万t-CO2 NGOと協働した世界7カ所の森林保全によるCO2の

排出抑制貢献量を測っています

●グリーンハートファクトリー認定数 環境活動に関する社内基準を満たした生産拠点がどの
くらい増えたのかを測っています●24拠点

ゴールドランク：2拠点
シルバーランク：10拠点
ブロンズランク：12拠点（ ）

環境調和製品の普及によって、どのくらい温室効果ガス
排出抑制に貢献できたかを測っています

インバータ技術や低温暖化冷媒を用いたエアコンの
売上高がどのくらい増えたのかを測っています
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社会からの評価（2017年度）

ダイキン工業

顧客満足に関する評価

ダイキン工業

人材に関する評価

■ 『サステナビリティレポート2017』が環境コミュニケー
ション大賞「審査委員会特別優秀賞」を受賞

■ 日本IR協議会が選定する「IR優良企業賞」を受賞

ダイキン工業

ダイキン工業

CSR全般（SRI社会的責任投資含む） 環境に関する評価

■ 国際NGOのCDPによる評価（気候変動）でA－を獲得

■ 平成29年度省エネ大賞
　●『最先端空調技術や最適マネジ
メントによる、ZEB指向型オフィ
スの実現』が「資源エネルギー庁
長官賞」を受賞

　●ビル用マルチエアコン『更新用Q
シリーズ』が「省エネルギーセン
ター会長賞」を受賞

　●空冷ヒートポンプ式モジュールチ
ラー『ヘキサゴンフォース』が「省
エネルギーセンター会長賞」を受賞

■ 2017年度「なでしこ銘柄」に
4年連続5度目の選定

■ 女性活躍推進法にもとづく認定
マーク「えるぼし」の最高位を取得

■ 多様で柔軟な働き方を評価する
日本経済新聞社の「スマートワー
ク経営調査」で最高評価の5つ星
に認定

■ ルームエアコン『risora』が「iFデザ
インアワード2018」と2017年度
「グッドデザイン賞」を受賞

■ 企業情報化協会（IT協会）主催の
「サービス・ホスピタリティ・アワー
ド」で「優秀賞」を受賞

■ 小空間マルチカセット型エアコン
『ココタス』が、「グッドデザイン賞」
において「グッドデザイン・ベスト
100」に選出

■ （公財）日本電信電話ユーザ協会
主催「企業電話応対コンテスト」
で3年連続「理事長賞」を受賞。
製造業では初となる「ゴールド
ランク企業」に認定

■ モーニングスター社会的責任投資株価指数に選定

大金（中国）投資有限公司
■ 上海日報社の「持続可能ベストプラクティス大賞」を受賞

ダイキン中東アフリカ社
■ ドバイ商工会議所の「CSR優秀賞」
を受賞

ダイキンインド社
■ インド政府から「エネルギー省保護賞」を受賞

グッドマン社
■ テキサス州グッドマン社のオフィ
スビルが環境に配慮した建物の
認証システムLEEDの「ゴールド
認証」取得

■ MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数に選定

■ MSCI日本株女性活躍指数[WIN]に選定

大金（中国）投資有限公司
■ 中国の人材総合サービス会社51job主催「中国モデル
人材雇用企業賞」を受賞

ダイキンコンプレッサーインダストリーズ社
■ 安全管理体制が評価され、タイ
産業省が主催する「首相産業大賞
（安全管理部門）」を受賞

ダイキンマレーシア社
■ マレーシア労働安全衛生協会（MSOSH）の金賞を受賞

■ 「Better Health@work賞」の金賞を受賞
ダイキンアプライドUK社
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価値提供のCSR

温室効果ガス
排出抑制貢献量

5,400万t-CO2

環境調和製品の
売上高比率

83%

生産時温室効果ガス
排出量削減比率（2005年度比）

74%

環　境

DAIKIN’S POLICY
先進技術と市場をつなぎ、
環境・エネルギー問題の解決に貢献します

ダイキンの主力製品であるエアコンは、使用時に多くの電力を消費し、
また冷媒として使用されるフロンは気候変動に大きな影響を与えます。
グループ全体の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。

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
売上高の比率、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

CSR目標2020

2017年度実績
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　ダイキンでは、戦略経営計画「FUSION20」で、事業
拡大と環境貢献の両立をめざしています。事業が拡大
する中、生産拠点は年々増加し、そのままでは環境
負荷も増えるため、環境に配慮した製品の開発・普及
だけでなく、生産活動での環境負荷の低減にも努めて
います。
　「環境に配慮した製品は、環境に配慮した工場から
生まれる」という考えのもと、自主基準の制定や環境
会議を開催し、グループ全体で取り組みを推進して
います。

DAIKIN’S APPROACH
グローバルで事業が拡大する中、
生産活動での環境負荷低減を推進

　ダイキンは、2005年度に、自社基準にもとづく環境
先進工場認定制度を開始しました。各拠点のエネル
ギーやフロン、水の使用量削減、廃棄物、化学物質の
排出削減、再生可能エネルギーの利用などの環境取り
組みに加え、地域貢献などの社会的な取り組みを評価
するグループ統一基準「グリーンハートファクトリー
（以下、GHF）基準」を定め、取り組みレベルの高い拠
点を「GHF」に認定しています。
　「GHF基準」は、各拠点の取り組み状況を「見える
化」し、拠点間の競争を促します。また、拠点が一丸と

DAIKIN’S PERFORMANCE
グローバル統一基準で、
生産拠点の環境取り組みを評価し、認定

価値提供のCSR　　環境

特 集

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

生産活動を含めた企業活動全体での
環境負荷低減が社会から求められているから

なぜ重要かWhy?

　世界の温室効果ガス排出量のうち、工場などの産業分野
から排出される割合は30%を超えます。気温上昇を2℃未満
に抑える目標を掲げたパリ協定が発効され、温室効果ガス
削減に社会の関心が高まる中、メーカーとして、製品の省エネ
化はもちろん、生産活動を含めた企業活動全体で環境負荷を
低減していくことが重要です。

世界の分野別温室効果ガス排出量（2010年）

ダイキングループの売上高と生産時の温室効果ガス排出量の推移 GHF基準にもとづく認定制度（2017年度改定）

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

（億円）
25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

600

500

400

300

200

100

0

売上高（連結） 生産時の温室効果ガス排出量
（万t-CO2）

省エネ
排出物
（廃棄物+
再資源化物）

水
化学物質
社会とのかかわり　他

推進体制の有無
マネジメントシステム
の有効性
目標の達成率
活動の先進性　他

プラチナ 195点以上
ゴールド 190～194点
シルバー 170～189点
ブロンズ 150～169点
注）評価点（200点満点中）に
　 応じた4段階評価

建築

18％

輸送

14％

その他

11％

49 Gt-CO2

産業

32％

農林業・土地利用

25％

評価項目 評価基準 認定ランク

注）IPCC第5次評価報告書、第3作業部会報告書より、直接・間接排出量を合計し
当社にて作成

17 ダイキングループ サステナビリティレポート 2018



　ダイキンでは、今後も事業の拡大に伴い、世界中で
生産量が伸びていくことが予想されます。そのような
中でも、生産活動で排出する温室効果ガスを削減し
続けるため、グローバル各拠点間の連携を強化しな
がら、生産活動での環境負荷全体を低減し、持続的に
成長する生産拠点をめざします。

NEXT CHALLENGE

　グローバル環境会議に参加し、他
拠点でも同じ課題を抱えていることが
分かりました。一方で、従業員の意識を
高め環境活動に巻き込んでいく大切
さなど、新たな視点も学ぶことができ
ました。今回GHFシルバーの認定を
受けたことを光栄に思いますが、今後
さらなるランクアップをめざし、環境
活動のレベルを高めていきます。

Mojmir Krejcha 氏

ダイキン
インダストリーズ
チェコ社

VVoiceoice

生産活動の環境負荷を低減しながら
持続的に成長

　ダイキンでは、世界5地域（日本、欧州、米国、中国、
アジア・オセアニア）で環境会議を開催しています。
定期的に各拠点の取り組み状況、進捗を確認することは
もちろん、2013年からは、2年に1回、世界各地域の
環境責任者が一堂に会する「グローバル環境会議」を
開催しています。
　2017年4月には、第3回「グローバル環境会議」を
ダイキンインダストリーズチェコ社で開催し、27拠点
から79人が参加しました。各拠点の改善事例を共有
して水平展開するとともに、エネルギー使用量を「見え
る化」して不要なエネルギーを削減するため、データ
測定演習を通じて分析の仕方を実践で学びました。
また、対策を講じる際の投資判断基準についても議論
しました。さらに、今後生産設備のエネルギー使用量
も削減していくために、課題や新たな工法開発、推進
体制についても確認しました。
　これらの取り組みによってグループ全体の省エネ
施策をレベルアップさせ、生産活動の温室効果ガス

改善事例の共有や情報交換を通じ、
各拠点の省エネ施策のレベルアップへ

環境会議を通じて他拠点から学び、
活動をレベルアップ

なって認定をめざすことで、従業員一人ひとりの環境
意識も高めています。
　2017年度には、より一層高いレベルでの取り組み
を促すために基準を改定し、認定ランクを新たに4つ
設定。新基準で、68拠点のうち24拠点が「GHF」に
認定されました。2020年度には、全生産拠点の認定
をめざしています。

排出量を2005年度比で2020年度までに70%、2025
年度までに75%削減するという目標に対し、2017年
度には74%を削減するなどの成果をあげています。
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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負荷を把握しています。特にエアコンは電力を
多く消費する製品であり、ライフサイクル全体で見たとき、使用時の気候変動への影響が大きくなっています。

アフター
サービス・
回収・

リサイクル

INPUTINPUT 事業活動 OUTPUTOUTPUT

ガソリンなど

燃 料（輸送）

調達

販売・輸送・
施工

使用

ステークホルダーと
連携した環境活動の

実施・拡大

資 材

アルミニウム／鉄／銅など

化学製品材料（冷媒含む）

プラスチック類

注） 本ページのデータは2017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です。

使用による消費電力
市場でのダイキン空調機
使用による消費電力

313,921GWh
　　（37,428GWh）

排水量

988万m3 （204万m3）

排出物

化学物質
0.2万t（0.05万t）

フロン回収量
〈117万t-CO2〉

市場でのダイキン
空調機使用によるCO2

23,156万t-CO2 
  　　　　　　　（1,601万t-CO2） 

CO2

調達・資材によるCO2CO2

251万t-CO2 （68万t-CO2）

輸送・出張によるCO2CO2

（4.0万t-CO2）

ダイキン空調機廃棄時のフロン類CO2

2,918万t-CO2 （309万t-CO2）

研究・開発・
生産

P20
計画 2

P20
計画 1

P20
計画 3

エネルギー

電 力

都市ガス・
LPG

蒸 気

石 油

水
取水量

1,169万m3 （261万m3）

開発・生産によるCO2CO2

135万t-CO2 （29万t-CO2）

エネルギー起源
フロン類

81万t-CO2（16万t-CO2）
53万t-CO2（13万t-CO2）

再資源化物
廃棄物

14万t（3万t）
2.5万t（0.3万t）

エネルギー起源
フロン類

22,008万t-CO2（1,437万t-CO2）
 1,148万t-CO2（164万t-CO2）

第三者検証を受けた値です。検証

検証

検証

検証

検証

検証

検証

価値提供のCSR　　環境

事業活動における環境負荷の全体像パフォーマンス報告
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行動目標 2020年度 目標値 2017年度 実績 自己評価

環境行動計画2020

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。

すべての生産拠点をグリーンハートファクトリー※4に
認定ステークホルダー

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

2005年度比70%削減
（158万t-CO2に削減）

エネルギー起源CO2を
基準年度※3比原単位5%削減

排出物量を
基準年度※3比原単位5%削減

取水量を
基準年度※3比原単位5%削減

化学物質排出量を
基準年度※3比原単位5%削減

グリーン調達率の向上

温室効果ガス排出抑制貢献量※1
6,000万t-CO2

環境調和製品※2の比率の向上

74%削減
（135万t-CO2に削減）

排出抑制貢献量
5,400万t-CO2

2017年度 目標値

排出抑制貢献量
5,000万t-CO2

69%削減

住宅用エアコン売上高に
おける環境調和製品比率
83%

温室効果ガス

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
●ヒートポンプ式暖房・給湯機
●ソリューション事業

5％削減日本 2%削減

9%削減海外 2%削減

12%削減日本 2%削減

5%削減海外 2%削減

6%削減日本 2%削減

9%削減海外 2%削減

11％削減日本 2%削減

2%削減

76%

海外 2%削減

排出物

排出量を削減

エネルギー起源CO2
排出量を削減

水

化学物質

グリーン調達

24拠点を認定
（国内6拠点・海外18拠点）

NGO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

環境社会貢献活動の
推進

700万t-CO2排出抑制
1,700人に教材を無償提供

　また、生産時の環境負荷を低減する取り組みでは、
グループ全体の温室効果ガス排出量削減目標の
2005年度比2020年度70%減（158万t-CO2に削減）
に対し、135万t-CO2まで削減しました。
　ステークホルダーとともに環境意識の向上を推進
する活動では、世界7カ所で1,100万haの森林を
保全する「“空気をはぐくむ森”プロジェクト」や、小学
生向けの環境教育プログラムなどを実施しています。
2017年度は日本国内で26校に教材を無償提供し、
1,700人の児童が受講しました。

※1 非インバータ機および従来冷媒機、燃焼暖房給湯機の排出量をベースラインとし、当社が販売した環境調和製品販売総量を考慮した排出量
との差

※2 「従来機に比べ30%以上消費電力低減」「従来冷媒より温暖化係数が1/3以下の冷媒を使用」のいずれか、もしくは両方を満たす製品
※3 2013年度から2015年度の平均値
※4 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

　　環境調和製品・サービスを世界中で提供します1

　　生産活動等での環境負荷を最少化します2

　　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3

　2020年度を目標年度に環境行動計画2020を策定
し、「❶環境調和製品・サービスの提供」「❷生産活動
等での環境負荷の最少化」「❸世界中でグリーンハート
の輪を広げる」活動に取り組んでいます。
　当社の主力製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、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。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、2017年度には
5,400万t-CO2抑制できたと算出しました。

ダイキンにとって環境保全は重要な経営課題のひとつです。戦略経営計画「FUSION20」にもとづき、環境行動計画
2020を策定。バリューチェーン全体で環境負荷を低減し、持続的な企業成長と環境保全の両立をめざします。

環境行動計画2020パフォーマンス報告
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価値提供のCSR　　環境

　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、その特性を活かした省
エネ化を進めています。

使用時の省エネと冷媒影響削減に注力
　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。例えば東南アジアでは、冷房専用地域
向けに低価格のインバータ機を開発。規制の強化や
電力価格高騰による省エネ意識の高まりを受け、普及
が進んでいます。中南米や中東などでも、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、評価基準の整備を支援しています。

LCA事例：ライフサイクルCO2排出量の比較※1

ライフサイクルアセスメント

世界でインバータ機の普及を拡大

インバータ機の普及

　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、CO2排出を燃焼式に比べ約1/2
以下に削減できます。ダイキンは、2006年に欧州で
ヒートポンプ式の暖房・給湯機「ダイキンアルテルマ」
を発売。2013年度には、ヒートポンプ式とガス燃焼式
を自動で選択するハイブリッド式を開発するなど、普及
を促進しています。

欧州を中心に普及を促進

ヒートポンプ式暖房・給湯機の普及

　ダイキンは「従来機に比べ30%以上消費電力低減」
「従来冷媒より温暖化係数が1／3以下の冷媒を使用」
のいずれか、もしくは両方を満たす製品を環境調和
製品とし、それらの開発・普及をグローバルで推進して
います。2017年度の住宅用エアコンでは、環境調和
製品の売上高比率は83%、温室効果ガス排出抑制
貢献量※1は5,400万t-CO2※2でした。

環境調和製品の売上高比率83％

環境調和製品の普及と温室効果ガス排出抑制貢献

製品での環境負荷低減パフォーマンス報告

非インバータ機インバータ機

世界の住宅用エアコンのインバータ機比率（2017年）

ダイキンでは、使用時のエネルギー消費によるCO2排出量の削減と、フロン類の環境影響を低減するため環境調和
製品の開発・普及に努め、2020年には排出抑制貢献量6,000万t-CO2をめざします。

北米17%
欧州94%

その他アジア41%

日本100%
中東6%

オセアニア100%

中国67%
合計3,685kg-CO2

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

住宅用エアコン

CO2排出量を22%削減

※1 住宅用エアコンは2.8kWクラス、業務用エアコンは14kWクラスでの当社
基準による算出。

※2 期間消費電力量：住宅用は日本工業規格（JIS）、業務用は（一社）日本冷凍空
調工業会の規格を使用。

※3 冷媒影響は使用時と廃棄・リサイクル時の平均漏れ率を考慮し、単位重量あた
り温暖化係数より算出。

合計4,701kg-CO2
76% 19%

合計14,116kg-CO2

業務用エアコン

CO2排出量を32%削減

合計20,792kg-CO2
86% 12%

92% 5%

2007年度機
（R410A）

2017年度機
（R32）

2007年度機
（R410A）

2017年度機
（R32）

注）住宅用エアコン：ウインド・ポータブルを除く住宅用ダクトレスエアコン。
北米のみ住宅用ダクト型エアコンを含む。
（一社）日本冷凍空調工業会データを参考に当社作成。

※1 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。

※2 第三者のレビューを受けています。

ヒートポンプのしくみと効果

熱

熱

熱
湯

空気に蓄えられた太陽熱をヒートポンプ
でくみ上げ、空調や給湯に利用

世界の建物部門・産業部門で
ヒートポンプを採用した場合の効果

出典：IEA（国際エネルギー機関）

建物からの
CO2を50%削減
産業での
CO2を5%削減

世界で

CO2年間
18億t
削減

89% 5%
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TICの消費エネルギー

工場の省エネ化とCO2削減に貢献

環境負荷の低減につながる製品・サービス

　ビル用マルチエアコン「更新用Qシリーズ」は、室内
ユニット・冷媒配管・配線はそのままで、最新の省エネ
技術を搭載した室外機へ更新する商品です。ヒート
ポンプ式業務用空調機「ビル用マルチエアコン」や家庭
用給湯機「エコキュート」の更新時の課題であった費用

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

　空調熱源機のエネルギー消費は、真夏や真冬など
空調機に大きい負荷がかかる時期と、年間の約90％
を占める小さい負荷で運転する時期で大きく異なり
ます。省エネ化のためには、負荷が大きくても小さく
ても高効率で運転することが大切です。
　「ヘキサゴンフォース」は、効率的に冷媒を圧縮して
エネルギーロスを抑える「高効率スクロール圧縮機」
や独自の熱交換器の
配置「F型構造」により、
一年中高い運転効率
を実現します。

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

平成29年度省エネ大賞
「資源エネルギー庁長官賞」受賞

省エネハイブリッド油圧ユニット

設置済み機器の熱源リプレース

空冷ヒートポンプ式モジュールチラー
「ヘキサゴンフォース」

　独自のハイブリッド油圧「スーパーユニット」には、
省エネエアコンに使用しているモータ技術やイン
バータ技術を採用しています。負荷圧に応じて、自動的
にポンプの回転を電子制御し、保圧時の省エネ率は
50％以上（当社従来機比）を実現。国内外でプレス機
や鋳造機などの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。
　2017年度には、電力
消費量の多い大型機械
にも対応可能なモデル
を２機種発売しました。

　技術開発拠点「テクノロジー・イノベーションセン
ター（TIC）」をZEB実証モデルとして、建築設計会社
と共同で環境に配慮した建屋と空調設備の設計を
行い、建物全体のエネルギー消費量を90％削減。
高効率の照明・空調の導入と太陽光、地熱などの自然
エネルギー利用に加え、自然換気や外気冷房の積極的
利用も実現しました。
　また、空調機の消費電力を予測するシステムを開発
し、室内環境や消費電力の理想値と実績値の差を把握
することで、即座に改善につなげることが可能になり
ました。
　ビル用マルチエアコンなど比較的設計が容易な
空調機を用いて汎用性を実現しており、今後ZEB普及
への貢献をめざします。

注）本件は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）
の助成事業の成果を一部活用しています。

と工期を要する室内側工事を省略し、工期の短縮に
加えて約25％の消費電力削減を実現。ユーザーに
負担をかけず、既設機を手軽に省エネ化する新たな
更新ビジネスとして評価されました。

標準 TIC

空調換気 55％

照明 20％

創エネルギー 10％
その他 5％

90％削減

ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）の推進
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適材適所の冷媒を検討中

価値提供のCSR　　環境

　エアコンは人々に安心・健康で豊かな暮らしを提供
する一方、冷媒として使用されるフロンと電力消費に
伴う気候変動への影響は看過することができない社会
課題です。新興国の経済成長に伴いエアコンの需要
拡大も見込まれ、温暖化影響はさらに深刻化すると
予想されています。
　ダイキンは、冷媒とエアコンを開発・製造する唯一
の総合空調メーカーとして、オゾン層破壊防止への
取り組みや低温暖化冷媒の普及促進に加え、生産時
や製品販売後の冷媒管理強化や使用後の回収・破壊・
再生を行い、ライフサイクル全体で冷媒の環境負荷
低減に取り組んでいます。

ライフサイクル全体での負荷を低減

　機器の冷媒選択には、冷媒の直接的な温暖化影響
だけでなく、省エネ性・安全性・経済性などを総合的に
評価した上で、エアコン・給湯機・冷凍機など用途に
応じた適材適所の選択が必要です。ダイキンは機器
ごとに最適な冷媒を選定でき次第、商品化を進め、普及
を促します。
　候補冷媒の研究や、空調機への採用の検討の結果、
現在住宅用・業務用エアコンの冷媒にはR32が最適と
判断し、全世界での普及を推進しています。
　また、2017年3月には、従来の冷凍冷蔵機器に多く
使用されているR404AよりGWPが約62％低い冷凍
冷蔵機器用の新冷媒R407Hを新たに発売しました。
欧州の市場で採用が始まっています。

冷媒影響による環境負荷低減

　従来の主力冷媒であったHCFCは、現在オゾン層
破壊係数がゼロのHFCへの転換が進んでいます。
　しかし、HFCは大気に排出されると地球温暖化に影
響するため、2016年10月、モントリオール議定書第
28回締結国会議で採択された「キガリ改正」で、CO2
換算でのHFCの削減が決まりました。これはHCFC
の段階的全廃と異なり、各HFCの使用量に地球温暖化
係数（GWP）をかけたCO2換算値を段階的に削減して
いくもので、2019年１月に発効される予定です。

オゾン層保護と温暖化抑制のため代替
冷媒への転換に注力

総合的な観点で適材適所の冷媒を選択

製品での環境負荷低減パフォーマンス報告

低温暖化冷媒・省エネ技術による
世界の温室効果ガス排出量の削減量予測（住宅用エアコンの場合）

※ 2010年の世界の温室効果ガス排出量：490億t-CO2
　 （IPCC第５次評価報告書、第3作業部会報告書） 
注）ローレンスバークレー国立研究所「Benefits of Leapfrogging to Super-
efficiency and Low Global Warming Potential Refrigerants in Air 
Conditioning(2015)」より、当社作成。 

2010年の世界の
温室効果ガス排出量※に対して、

削減量（億t-CO2）

2020 2030 2040 2050 （年）

約4％削減

約8％削減50

40

30

20

10

0

低温暖化冷媒
による削減

省エネ技術
による削減

ダイキンが考える冷媒選択の方向性

注）ダイキン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おり、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。例えば、当社
では製造しておりませんが、ウインド型エアコンや家庭用冷蔵庫には炭化水素系冷媒（イソブタン、プロパンなど）、カーエアコンにはHFO系冷媒が使用できる可能性があります。

HFO & 混合冷媒
 R32、R407H、
 CO2、アンモニア、 
プロパン...R32

CO2 HFO、
 混合冷媒、
R32

チラー

冷凍冷蔵機器

R32 ヒートポンプ式
冷温水空調給湯機

R32

住宅用
エアコン

R32

ビル用マルチエアコン

適材適所の冷媒を選択済み

給湯機

店舗オフィス用エアコン
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冷媒破壊
冷媒と機器の
ライフサイクル

冷媒の
開発・生産

機器の
開発・生産

機器の据付

機器の使用

保守・
メンテナンス

機器・冷媒の
回収

　R32冷媒を使ったエアコンの普及拡大には、ダイ
キンが製造・販売するだけでなく、現地企業が製造や
販売ができるよう、政府・市場の理解と企業の技術力
が必要です。ダイキンは、各国のメーカーがR32エア
コンを製造できるよう、2011年には新興国で、R32
を用いたエアコンの製造・販売に関わるのべ93件の
基本的な特許を無償開放。さらに2015年には、その
範囲を全世界に拡大しました。
　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、

低温暖化冷媒R32普及に向けた
情報提供や技術支援

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。
　2017年12月時点でダイキンはR32エアコンを世界
53カ国で1,200万台以上販売し、他メーカーも含めた
場合、世界のR32エアコン累計販売台数は4,300万台
を超えたと推測しています。

ダイキンのR32エアコン累計販売台数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2017年12月現在）

冷媒に関わる取り組みとめざす姿

世界53カ国で1,200万台以上を販売
（日本:約700万台、海外:約500万台）

中東
インド

その他アジア、
オセアニア

北米、
中央アメリカ

日本

　ダイキンはエアコン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。
　2016年度に続き2017年度も、途上国支援を
目的とした調査事業を環境省から受託し、国連環境
計画の協力のもと、スリランカで省エネ空調機の
普及と冷媒の回収・再生・破壊スキーム作りに取り
組みました。2年間を通じて得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。その内容を政府、学会、
業界関係者など70人以上に
参加いただいた現地報告会
で説明しました。

スリランカで省エネ機の普及と
冷媒回収・再生・破壊スキーム作り

冷媒メーカーとしての役割1
2 機器メーカー
としての役割

ニーズの多様性に応える新冷媒の
開発に挑戦し続けるとともに、冷媒
の再生および再利用を実行し、循環
型社会をめざします。

ステークホルダーと
一体となった役割3

循環型社会の実現に向けて、ステークホルダー
とともに、漏えいを防止し、確実な冷媒回収を
実施していきます。

機器・システムのエネル
ギー効率の向上と、多様
なニーズに応える最適
な冷媒の選択に取り組
み続けます。

現地で報告会を開催

冷媒再生・
再利用
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価値提供のCSR　　環境

　ダイキンが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。2016年度からは、2010年以降グループ
に加わった会社も管理対象に加え、算定方法を見直し
ました。2025年度には2005年度比温室効果ガス
排出量を75%削減することをめざし、2020年度に
2005年度比70%削減する目標を設定しています。
　ダイキンアメリカ社でフロン類の代替、回収が進
み、2017年度の温室効果ガス排出量は135万t-CO2
（2005年度比74％削減）でした。

2005年度比74％削減し、目標を達成

　ダイキンでは、生産工程で発生する排出物（再資源化
物および廃棄物）の削減に取り組んでいます。
　2020年度に基準値（2013年度から2015年度の
平均）比5%削減を目標として、部品などの梱包材の
再利用や通い箱の利用などで排出物の発生抑制に取り
組んでいます。2017年度のグループ全体の排出物
量原単位は基準値に比べ7%削減しました。

温室効果ガス排出量の削減

排出物量原単位を7％削減

資源の有効活用

　ダイキンは、国際NGOコンサベーション・インター
ナショナル（CI）や（公財）知床財団などと連携し、世界
７カ所で森林を保全する「“空気をはぐくむ森”プロ
ジェクト」を実施しています。知床、インドネシア、ブラ
ジル、カンボジア、インド、中国、リベリアで、政府、
NGO、従業員、お客様などとともに、地域住民が生計
と森林保全を両立する支援などを行い、「SDGs（持続
可能な開発目標）」
の達成にも貢献
します。2024年
までに1,100万ha
を保全し、700万
t-CO2の排出抑制
をめざします。

「“空気をはぐくむ森”プロジェクト」

生物多様性の保全

　ダイキンでは、水の使用量を削減するため、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%削減する目標を設定しています。

取水量原単位を8％削減

水の削減

生産時の環境配慮／生物多様性の保全パフォーマンス報告

環境負荷を最少化し、グローバルでの環境先進工場・オフィスの実現に取り組むとともに ステークホルダーと連携した
環境活動を行い、グリーンハートの輪を広げていきます。

※ BAU：Business as Usual。2016年度以降対策をとらなかった
場合の予測値。　

温室効果ガス排出量（生産時）
検証 第三者検証を受けた値です。

（目標）
158

211
BAU※

（万ｔ-CO2） エネルギー起源CO2 HFC PFC京都議定書対象ガス：
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2017年度は排水リサイクル設備の活用や雨水の活用、
洗浄工程の改良によって、グループ全体の取水量原
単位を基準値に比べ8％削減しました。
　また、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追加。サプライ
チェーンでの水資源保全も推進しています。

取水量／生産量あたりの取水量原単位

628 651

（万m3）

（年度）
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目標

日本 海外 基準値を100としたグループ全体生産量原単位
（％）

挟み込みパンフレット「森は『地球のエアコン』」

ブラジルでの記念イベント
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価値提供のCSR

新価値創造

研究開発費

621億円
特許出願数（2016年度）（単体）
国内出願 外国出願

780件 352件

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

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。

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

CSR目標2020

2017年度実績
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　ダイキンは、2015年に技術開発拠点「テクノロ
ジー・イノベーションセンター（TIC）」を設立。約
700人の技術者を集結させ、社外の企業や研究機関、
大学などと連携し、環境・エネルギーや健康など社会
が抱える課題の解決に貢献する新たな価値創造を
めざした共同研究を推進しています。
　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、
2016年10月には、国立研究開発法人理化学研究所
（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。

DAIKIN’S APPROACH
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

　大多数の人は90％以上の時間を室内で過ごすと
されていますが、温度や湿度などの室内環境が人に
与える影響には不明な点が多く残されています。そこ
で、研究課題の第一弾に設定したのは、オフィスなど
室内の空気環境が人体の疲労に及ぼす影響を明らか
にし、指標化することです。
　研究課題を実現するため、2017年11月に理研
神戸地区に試験設備を設置。一般からも被験者を募集
し、12月から室内環境と疲労度との関係を明らかに

DAIKIN’S PERFORMANCE
被験者約120人を対象に
室内環境と疲労の関係を検証

価値提供のCSR　　新価値創造

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

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

なぜ重要かWhy?

　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

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

あてはまる

計76.0％
あてはまる

計85.4％

非常に
あてはまる
26.6％
やや
あてはまる
49.4％

全くあて
はまらない
6.8％

あまりあて
はまらない
17.2％

非常に
あてはまる
38.4％
やや
あてはまる
47.0％

全くあて
はまらない
2.4

あまりあて
はまらない
12.2％

男性 女性

あてはまる

計76.0％
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　本プログラムでは、2018年度中に温熱環境による
疲労指標の確立をめざしています。さらに、その
指標を活用することで、疲労の予防や回復を目的と
した空間づくりを提案、検証し、科学的根拠のある
「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。
　その他にも、2017年7月には大阪大学との間で、
ダイキンが従来から続けてきた睡眠の質に関する空間
づくりのさらなる研究など、10年間にわたる共同
研究の包括連携を締結しました。今後もオープンイノ
ベーションを推進し、人の生活の質全体が向上する
ような空気や空間づくりの実現をめざしていきます。

NEXT CHALLENGE

　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
きました。そのひとつがダイキンの挑戦
です。私たち理研も、「一人ひとりに合っ
た健康で快適な空間づくり」に向けて、
あらゆる日常生活における環境制御に
関する研究開発を、疲労研究の総力を
挙げてともに取り組んでいきます。

渡辺恭良 氏

理研BDR-
ダイキン工業
連携センター
センター長

VVoiceoice

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

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

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
から推定される自律神経の状態のほか、作業効率の
変化や主観的な疲労度について、約120人のデータを
取得しました。
　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℃、
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
空間の行き来が身体にどのような変化を生じさせ、その
蓄積が健康にどのような影響を与えているかを解明
するテーマや、温湿度以外の気流や照明、香りなどを
組み合わせて個人の特性や状態に最適な空気環境
条件の構築をめざすテーマなどに取り組む予定です。

（温度℃）（温度℃）

（湿度％） （湿度％）

男女別温湿度と生理的疲労度との関係
男性

-0.02

-0.06

-0.1

-0.14

-0.18

-0.22

疲れにくい

疲れやすい 女性
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価値提供のCSR　　新価値創造

　ダイキンは、マイクロ水力発電システムを用いて発電
事業を行う子会社「株式会社 DK-Power（ディーケー
パワー ）」を2017年6月に設立しました。
　DK-Power は、自治体が保有する水道施設にマイ
クロ水力発電システムを設置し、管理・運用・売電を
行います。さまざまな自治体の水道事業者や、地域の
工事事業者、送配電事業者と協力し、再生可能エネル
ギーによる発電事業に取り組みます。2017年度に導入
が決まった神戸市や長岡京市を含め、全国6拠点で
発電所が稼働しています。
　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。

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 　ダイキンは、株式会社サンゲツ、塩野義製薬株式

会社、帝人フロンティア株式会社との4社で、ダニによる
通年性アレルギー性鼻炎の認知向上と、その対策方法
の啓発を目的としたコンソーシアム「ダニアレルギー
対策会」を発足しました。
　2004年、ダイキンは健康で快適な室内空気環境
創造の一環として、ダニ、カビ、花粉などのアレル物質
を分解し、菌やウィルスを抑制する独自の「ストリーマ
技術」を開発しました。本コンソーシアムでは、異業種
企業の知見やノウハウを活かしながら「ストリーマ技術」
のさらなる活用の可能性を追求し、空気・空間への
新たな価値創造を通じて、心地よく健やかな暮らしを
社会に提供することをめざします。

産官学との連携によるオープンイノベーション
異業種4社が結集して
「ダニアレルギー対策会」を発足

　ダイキンと株式会社日立製作所は、2017年10月
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。
　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。

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

　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
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。
　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
価値・サービスの創出を検討していきます。

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

　パフォーマンス報告

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

水道料金など
サービス向上

水流・
場所賃借

工事委託

発電・
売電

技術提供 地域住民

自治体
水道事業者

地域雇用、
経済発展

クリーンな
エネルギー提供

送配電事業者

地域
工事事業者

ろう付け訓練支援システムのイメージ

収集
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

評価・
解析

収集したデータを
デジタル化して評価・解析

見える化・
フィード
バック

作業の標準化・レベル向上の
ためのフィードバック
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価値提供のCSR

日本

1.11
シンガポール

1.03
中国

1.01
イタリア

1.00

顧客満足

お客様満足度（2015年度比）

DAIKIN’S POLICY
徹底したお客様志向と経験、
実績、高い技術力で、安心と信頼を提供します

世界150カ国以上で事業を展開しているダイキンは、
現地のニーズに合致した製品・サービスの提供に努め、
高い品質水準を確保することでお客様に最高の満足を提供します。
世界中のお客様の声を定期的に把握し、商品開発などに活かすことで
ライフサイクル全体でお客様満足を追求し続けます。

お客様のアフターサービス満足度がどのくらい向上したかを測っています

CSR目標2020

2017年度実績
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　欧州では、エネルギー効率の高い、低炭素経済社会
への変革を域内政策とし、温室効果ガスの排出削減に
積極的に取り組んでいます。家庭でのエネルギー消費
をみると、比較的気候が寒冷なことから80％以上を
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。とはいえ、欧州の暖房
市場に占めるヒートポンプ暖房の割合はまだ数％に
すぎず、長年、燃焼暖房に親しんできたお客様には、
ヒートポンプ暖房の能力や耐久性、アフターサービス等
への認識不足から導入を躊躇されることが多いのも

DAIKIN’S APPROACH
欧州のお客様、販売店、ダイキン
3者をつなぐプラットフォームを開発

　まず、「極寒期でも暖まるのか」というヒートポンプ
暖房への最大の懸念を解消するために、販売店オンラ
インツール「暖房ソリューションナビゲーター」を開発、

お客様、販売店、ダイキンの3者をつなぐSBM

DAIKIN’S PERFORMANCE
お客様が持つ懸念の払拭はもちろん、
販売店の業務効率化も支援

価値提供のCSR　　顧客満足

特 集

「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

パリ協定を機に温暖化政策が加速、
暖房・給湯機器も脱炭素化が求められているから

なぜ重要かWhy?

　暖房からのCO2排出量の割合が大きい欧州では、ガスや
灯油などを用いた燃焼暖房から、空気の熱を利用し燃焼式に
比べ環境負荷の低いヒートポンプ暖房への転換が進みつつ
あります。しかし、まだ欧州では馴染みの薄いヒートポンプ
暖房。普及させるためには、お客様や販売店が「安心」できる
しくみづくりが重要であると、ダイキンは考えています。

事実です。
　ダイキンでは、2017年、こうした認識を変え、お客様
に安心してヒートポンプ暖房をご利用いただくために、
お客様、販売店、ダイキンの3者をつなぐクラウド型の
プラットフォームを開発。「いつもあなたのそばにいま
す」という意味を込めて、このサービスを、「スタンド・
バイ・ミー（以下、SBM）」と名付けました。

パリ協定達成のための暖房・給湯設備の熱源推移

注）IEA、Energy Technology Perspectives 2017をもとに当社作成
B2DSシナリオ（気温の上昇を2°C未満に抑えるためのシナリオ）による

お客様

ダイキン極寒期でも
十分暖まる
「安心」

商品への安心感

販売店と
つながっている
「安心」

メンテナンスへの安心感 機器情報の登録

定額保証による
「安心」

販売店
確実な機種選定、顧客情報管理、

修理履歴の閲覧 など

ヒートポンプ暖房の普及拡大

3者をつなぐクラウド型の
プラットフォーム
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0
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　2018年10月からは、SBMに遠隔監視機能を追加
し、販売店のアフターサービス支援を強化します。これ
によって、現場に行かなくても運転状態がWEB上で
確認できるようになり、その情報を故障診断や故障予知
に役立てることができます。また、ダイキンの強みで
ある販売店ネットワークとお客様、ダイキンをプラット
フォームでつなぐことが、3者それぞれにメリットが
大きいことから、現在、SBMの登録機種を暖房機器
だけでなくエアコンにも広げようとしています。
　これからもダイキンは、お客様、販売店の満足度を高
めながら、ヒートポンプ暖房を普及させ、社会全体の
脱炭素化に貢献していきます。

NEXT CHALLENGE

　SBMはお客様先に設置された暖房
機器ごとに、保証期間、メンテナンス・
修理の状況など、幅広い情報を提供
してくれるので、業務を大幅に効率化
できました。
　インターフェイスは直観的に操作
することができ、使いやすくするために
工夫されていると感じます。

Luis José 
Garcia 氏

ダイキン販売店
Reparaciones 
Técnicas del 
Hogar S L

VVoiceoice

お客様、販売店の満足度を高めながら
社会全体のCO2削減に貢献

　2018年5月現在、欧州全体で約3万台の暖房機器
がSBMに登録されています。
　スペインで実施した販売店向けアンケートでは、業務
負担の軽減や販売支援に加えて、お客様とのつながり
を持ち続けられる点が高く評価され、「非常に満足して
いる」が50％、「満足している」も含めると、67％以上
が満足という結果になりました。

お客様とのつながりにより
販売店の高い満足度を実現

幅広い情報提供で業務の効率化が可能に

販売店がお客様の地域に合わせて、極寒期にも十分な
暖房能力を発揮する正しい機種を確実に選定できるよ
うにしました。機種選定に加えて、設置場所ごとのエネ
ルギー消費計算を簡略化するなど販売店の業務負担
軽減にも貢献しています。
　欧州では、暖房機器のアフターサービスが非常に重視
されています。そこで、ダイキンでは機器をSBMに登録
することで、お客様と販売店とをつなぎ、8年間の保証
延長や保守契約をSBMポータルサイトで提供、オンラ
イン決済もできるなど利便性に配慮しています。さらに
今後は、ポータルサイト上にメンテナンススタッフの対応
可能時間や価格を表示し、お客様が訪問希望日時を依頼
できるしくみを提供する予定です。修理依頼後8時間
以内の出動・修理をめざし、お客様の「安心」を支えます。
　また、保守契約先の販売店は、SBMの顧客情報にも
とづいたメンテナンスが可能になり、業務が効率化さ
れます。修理履歴の閲覧や顧客情報にもとづくサービ
ス部品の注文ができるなど、販売店への支援策は、サー
ビスを受けるお客様の「安心」にもつながっています。
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　ダイキンは、「グローバル品質保証規程」を制定し、グ
ループで共有すべき品質の考え方や、品質の監視・是
正を円滑に実施するための責任と権限を定めています。
　また、各生産拠点でISO9001の認証を取得し、それ
にもとづく品質マネジメントシステムを構築しています。
製品の品質レベルを維持管理し、開発、調達、製造の
あらゆる部門で管理を徹底しています。さらに、生産委
託取引先様も巻き込み、品質向上に取り組んでいます。
　品質マネジメントシステムの各側面については、
事業部ごとに内部監査を行い、運用状況を評価し、
実践・評価・改善を続けています。
　さらに、毎年、グループ年頭方針にもとづいて事業部
ごとの品質重点施策と目標を策定し、これをもとに
品質プログラム（年度計画）を立て実行しています。

グローバル全体での品質方針を制定

品質マネジメントシステム

お客様情報の保護

　ダイキンは、お客様がどのくらいアフターサービスに
満足されたかを測り、お客様満足の向上に活かして

お客様の声を収集し
製品開発・サービス向上に反映

お客様の声の収集

お客様への対応・サポート体制

　ダイキンでは、お客様からお預かりした個人情報を
適切に管理し活用するために、「個人情報保護方針」
を掲げ、社内ルールを整備しています。例えば国内
グループでは、各部門に配置された情報管理者が中心
となり、社内ルールに沿った個人情報の適切な管理と
活用の徹底を図っています。情報管理者会議を開催し、
秘密情報・個人情報を対象としたリスク軽減に取り
組んでいます。２０１７年５月には、日本で改正個人情報
保護法が施行されたことを受けて、社内規程・要領
を見直すとともに、全従業員を対象にＥラーニングを
行いました。

　国内のお客様からの修理依頼・技術相談・購入情報
などすべてのご相談は、総合窓口である「ダイキンコン
タクトセンター」が24時間365日体制で受け付けて
います。
　また、海外でもアフターサービス体制を整え、「速さ・
確かさ・親切さ」をスローガンに、多様なご要望に
お応えしています。2017年度はイギリスで暖房事業
強化に向け、Ｂ to Cに特化したコンタクトセンターを
立ち上げました。今後も
コールセンターの設置
や、WEB上での技術情報
の提供、応対品質向上研
修などに取り組みます。

情報管理者を置き、従業員教育を徹底

世界各地にサービス体制を構築

　

イギリスコンタクトセンター

お客様の声から
生まれた「risora」

います。国内では、アフターサービスでのお客様対応
を評価をいただく「ふれあいアンケート」を実施して
います。2017年度の総合満足度は5点満点中4.49
という過去最高の評価をいただきました。これは、
「受付から完了までの速さ」「一度の訪問での修理
完了」を重点施策とし、「技術力向上」「お客様対応力の
向上」などの教育訓練に取り組んできた成果と考えて
います。
　また、ショールームや店頭、ホームページで収集した
お客様の声を製品開発に活かしています。201７年度
はスタイリッシュなエアコンを求める声に応え、インテ
リアとの調和を追究しデザインと最新機能を兼ね備え
たエアコン「risora（リソラ）」を開発しました。「2017年
度グッドデザイン賞」や国際的デザインアワード「iF
デザインアワード2018」などを受賞、国内外からその
デザイン性と機能性が評価されています。

価値提供のCSR　　顧客満足
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価値提供のCSR

DAIKIN’S POLICY
個性・価値観を尊重し、個人の無限の可能性を
引き出し、組織と社会の力とします

人　材

ダイキンの持続可能な成長を実現するためには、
それらの活動の担い手である「人材」が何よりも重要です。
人材育成や多様性の確保、労働安全衛生などの取り組みを通じて、
従業員一人ひとりがいきいきとやりがいを持って働き、
持てる力を最大限に発揮して社会と共に成長できる組織づくりをめざします。

人材育成として、モノづくりを指導できる人材がどのくらい育ったか、
多様性の確保として、海外拠点における現地人社長の登用の進捗、
労働安全衛生として、生産拠点が安全に操業できているかを測っています

卓越技能者および
高度熟練技能者の割合

3.4人に1人

現地人社長比率

（海外グループ）（単体）

度数率
（労働災害発生頻度を示す指数）

46％ 1.33

CSR目標2020

2017年度実績
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　ダイキンは2012年に住宅用空調で北米シェア1位の
グッドマン社を買収し、世界最大級の空調市場である
米国へ本格的に参入。以降、年々売上を伸ばしています。
　2017年5月には、ダイキングループ最大規模の
工場となるダイキン・テキサス・テクノロジーパーク
（以下、DTTP）をテキサス州ヒューストン近郊のウォー
ラー市に開設。約4億5,000万ドルを投資して200
万m2の敷地にグッドマン社の既存4工場と物流拠点
を統合し、住宅用・業務用エアコンや、暖房機器など
米国で販売するさまざまな製品を生産しています。
部門を集約し連携を図りやすくしたほか、新しくR&D

DAIKIN’S APPROACH
グループ最大規模の工場を建設。
人材育成でも新たな取り組みを開始

　例えば製造部門では、開設に合わせて、「道場」と
呼ばれる研修所をつくり、技術や技能を体系立てて
学べるようにしました。「道場」では派遣社員を含む従業

DAIKIN’S PERFORMANCE
米国にも根付き始める
「人を基軸におく経営」

価値提供のCSR　　人材

特 集

米国で取り組む人材育成――
地域社会とともに成長するために

企業の持続的な成長には、
従業員の成長が不可欠だから

なぜ重要かWhy?

DTTP外観 「道場」での研修風景

　空調発祥の地であり、世界最大級の市場である米国。近年、
省エネや環境問題に対応する空調への需要が高まっていま
す。そうしたニーズに応え、ダイキンがイノベーションを
創出し、社会とともに成長していくためには、あらゆる分野で
質の高い人材を確保し、長期的視点で育成していくことが
不可欠です。

センターも設け、現地での商品開発体制も強化しま
した。
　DTTPではこれまでの風土を尊重しながら、「従業員
の成長の総和がグループ発展の基盤」というグループ
経営理念にもとづき「人を基軸におく経営」を実践。従業
員一人ひとりがやりがいを持って働き、力を最大限に
発揮して成長できる環境づくりに取り組んでいます。

3,413

グッドマン社売上高推移
（USD million）

（年）

5,000

4,000

3,000

2,000

0
2013 2017

4,500

2020
（計画）

2,482
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　企業の持続的な成長は、雇用や人材の育成と密接
にかかわっています。ダイキンは、今後も米国における
雇用創出と人材育成を続け、地域や米国の発展に貢献
していきます。
　さらには、米国における人材育成を積極的に進めて
いくことが、グループ全体の人材力や技能力の向上に
つながると考えています。ダイキンは育成した人材に
よって生み出される新たな製品・サービスを世界中
に提供することで、人々の暮らしの向上に貢献し、社会
とともに、持続的な成長をめざしていきます。

NEXT CHALLENGE

　ダイキンは私たちの町にフレッシュな
空気をもたらしました。雇用が地域経
済に与える良い影響だけでなく、地域
人材の能力開発に積極的に取り組み、
住民に夢や希望を与えてくれている点
に感謝しています。地域の成長になく
てはならないパートナーとして、今後も
連携を深めていきたいと思っています。

Danny 
Marburger 氏

ウォーラー市
市長

VVoiceoice

米国での人材育成を、
グローバルな人材力向上につなげる

良き企業市民として
地域発展への貢献を期待しています

員全員に、どのような技能を習得すればキャリアアップ
できるのかを示し、将来は世界で活躍できるチャンスが
平等にあると伝えています。こうした取り組みの結果、
従業員が長期的なキャリアビジョンを形成し、目的や
やりがいを持って仕事に取り組んでおり、2017年度は
技能オリンピック※の入賞者を輩出するなど、技能水準
が向上しました。また、不具合率にも減少が見られ、
人材の成長が製品の品質向上にもつながっています。
　米国市場で、環境貢献と事業拡大の両立を図り、
イノベーションを創出するためには、製造部門だけで
なく開発やマーケティング・営業・サービスなど、あら
ゆる分野での人材育成が重要です。そこで、OJTだけ
でなく、全社教育として「Compass」という研修管理
システムを導入し、従業員全員にオンラインもしくは
集合研修の機会をつくりました。2017年度はリーダー
シップ教育やIT研修など約3,000コースのさまざまな
プログラムを開講しました。
　こうした取り組みが進むなか、現地のマネジメント
層からは、「組織全体がチャレンジを推奨し、それを評価
する風土ができつつある」「モチベーションの向上が
重要だと分かった」といった声が聞こえるなど、米国に
も「人を基軸におく経営」が根付き始めています。
　2018年3月末現在、DTTPでは約5,000人の従業員
を雇用し、働きの質を高めるための環境づくりや部門間
の連携に努めています。今後、7,000人規模まで雇用
を増やし、米国で事業を拡大していきます。
※ 製造現場での技能力向上を目的に、生産拠点を対象に開催している
グローバル技能競技会
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価値提供のCSR　　人材

　ダイキンは、「一人ひとりの成長の総和がグループ
発展の基盤」であるという考え方を企業理念のひとつ
として掲げ、「人は仕事の経験を通じて成長する」と考え
ています。一人ひとりの適性を見極めて仕事を任せ
てチャレンジさせるOJT※1での人材育成を基本にし、
グローバル事業の第一線で活躍できる経営幹部層を
育成する「ダイキン経営幹部塾」、若手をグローバル
人材として育成する「海外拠点実践研修」など、
Off-JT※2も含めた育成の機会の充実を図っています。
　2017年12月には、AI分野の技術開発や事業開発を
担う人材を育成する社内講座「ダイキン情報技術大学」
を開講。社内の幅広い部門から選抜された受講者が
大阪大学の教員によるAIの基礎知識講座やデータ解析
の演習を受講する機会をつくり、AI技術を駆使できる
イノベータ人材の育成をめざします。
　また、モノづくりの基本となる技能を継承する人材の
育成にも取り組んでいます。ダイキンは、高い技能と
知識、指導力を持つ「卓越技能者および高度熟練技能
者」を生産に携わる従業員のうちグローバル全体で4人
に1人にするという目標を掲げており、国内での2017
年度の認定者数は3.4人に1人でした。海外での事業
拡大に伴い、グローバルでの育成も強化しています。

育成機会の充実

人材育成

　ダイキンは事業のグローバル化の進展に伴い、経営
のグローバル化を推進し、海外現地従業員の経営幹部
への登用を積極的に進めています。2017年度、海外
拠点の現地人社長の比率は46%、取締役の比率は
48%となり、外国人幹部の登用が進んでいます。

海外現地従業員を経営幹部に登用

多様性の確保

　世界各地に生産拠点を持つダイキンでは、 工場の
安全操業、従業員の安全を確保するために、各拠点で
安全衛生マネジメントシステムを構築し、国際規格
OHSAS18001などの認証を取得しています。
　グループ全体で安全レベルの向上を目的に、保安・
安全合同会議を年2回開催。国内外の各拠点では、
安全教育や安全パトロールなどを実施し、労働災害
ゼロをめざし、2017年度の度数率は1.33で、前年度
比0.17ポイント改善しました。

73拠点でOHSAS18001などの認証取得

労働安全衛生

　パフォーマンス報告

　日本経済新聞社の働き方改革を通じて生産性
革命に挑む先進企業を選定する「第一回日経
Smart Work経営調査」において5つ星に認定
され、審査委員特別賞を受賞しました。

日経「スマートワーク経営調査」で
最高評価を獲得

多様で柔軟な働き方の実現

日本で女性の活躍推進を加速
　ダイキン工業は、性別にかかわらず一人ひとりが持
てる能力を最大限に発揮できる環境をめざし、女性の
活躍推進に取り組んでいます。2020年度末までに

「えるぼし」取得 「なでしこ銘柄」に選定

※1 実際の仕事を通じて、仕事に必要な知識・技術・技能・姿勢などを修得させる
手法。

※2 知識や技術を得るため、仕事の場を離れて学習させる手法。

女性役員1人以上、2017年度末現在4.9％（53人）の
女性管理職比率を10％（100人）とすることを目標に
掲げ、女性管理職の早期育成のための施策や、管理職
および従業員の意識改革、育児休暇からの早期復帰
支援策の拡充などを実施しています。
　2016年度からは、技術・技能系女性の活躍を推進
しており、女性技術者を対象に他社と合同でフォーラム
を開催したり、大阪大学や医薬基盤・健康・栄養研究所
と連携し、女性研究リーダーによる共同研究や、人材
交流、また理系をめざす女子高校生のためのイベント
などを実施しました。
　これまでの女性活躍を後押しする取り組みが社会
からも高く評価されています。
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基盤的CSR

DAIKIN’S POLICY
社会からの要請に応え、
より透明で誠実な事業活動を行います

基盤的CSR

経営課題と環境変化に対し、意思決定と実行の
スピードアップと、透明性・健全性の高度化との
両面を推進し、企業価値の向上を図ります

コーポレート・ガバナンス

各国・地域の法令などを踏まえ、人権に関するさまざま
な国際規範を理解し、基本的人権を尊重します

人権の尊重

環境負荷、品質保証、労働安全衛生など、サプライ
チェーン全体で当社の社会的責任を捉えます

サプライチェーン・マネジメント

広く社会と双方向のコミュニケーションを行い、社会
の要請や期待に適切に応えているか、私たちの活動
を常に見直します

ステークホルダー・エンゲージメント

各国・地域の文化・歴史を尊重しながら、地域社会の
一員として、地域と強い絆をはぐくみます

地域社会
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半歩、一歩先を行く意思決定と実行のスピードアップ、透明性・健全性の高度化との両面を推進することで、
持続的な成長と企業価値の向上を目的にコーポレート・ガバナンスの強化に努め、
すべてのステークホルダーの期待に応え続けます。

　ダイキン工業は、スピーディで戦略的な意思決定と健全
で適切な監督・指導により経営全般に対して連帯して責任
を果たす経営責任と、業務執行責任の両面を取締役が担う
「一体型運営」により経営の高度化を図っています。
　監査役会設置会社として監査の実効性を確保する体制を
整備し、取締役会のもとに内部統制委員会、企業倫理・
リスクマネジメント委員会、CSR委員会などを設置。持続
可能な成長の基盤となるガバナンスを強化しています。 

　経済のグローバル化が進み、企業の社会的責任が
強まるなか、経営のチェック機能としてのコーポレート・
ガバナンスの重要性が高まっています。コーポレート・
ガバナンスを強化していくことは、企業リスクの回避や
不祥事の防止だけでなく、企業の収益性や中長期的な
企業価値の向上と持続的な成長を支え、ステークホル
ダーの利益を守ることにもつながります。

　ダイキン工業は、意思決定および業務監督と業務 
執行を完全分離させる米国型の「委員会制度」では
なく、当社グループの事業特性上、意思決定と実行の
スピードアップに有効との判断から、「一体型運営」を
採用し、経営の高度化を図っています。「一体型運営」
とは、取締役が、スピーディで戦略的な意思決定と

　ダイキンでは、コーポレート・ガバナンスの果たす
役割を、グループの経営課題と取り巻く環境変化に
対し、半歩、一歩先を行く意思決定と実行のスピード
アップ、透明性・健全性の絶えざる高度化との両面を
推進することで、企業価値の向上を実現することと
捉えています。
　今後もスピード経営の高度化や透明性・健全性の
一層の確保に向けて最適なコーポレート・ガバナンス
の有り様の検討と見直しを行い、当社グループにとって
のベストプラクティスをグループレベルで追求、推進し
企業価値のさらなる向上をめざしていきます。

なぜ重要かWhy?

健全で適切な監督・指導により経営全般に対し連帯
して責任を果たす経営責任と、迅速な実行による業務
執行責任の両面を担うものです。取締役は、意思決定・
業務執行・監督指導を「一体的」に運営することで、
自ら決めたことを自ら実行、完遂する責任を持ちます。
　併せて複数の社外取締役を配置し、独立した立場
から業務執行状況をモニタリングし、意思決定に際して
適切に監督・助言することで、透明性・健全性の観点
から「一体型運営」を支える責任を担います。また、
具体的な業務執行にあたり、各事業・地域・機能に
おける自律的な判断や決断による執行のスピード
アップを狙いとし「執行役員制」を導入、取締役会で
選任しています。
　当社の取締役の選任にあたっては、事業のグロー
バル化や業容の拡大、そしてダイバーシティ経営の
実践の観点から、国籍・性別・経歴など多様な背景を
持っていることを重視しており、2018年6月末現在、
10人（うち、女性1人、外国人2人）の取締役が、グルー
プ全体の迅速かつ戦略的な意思決定と健全な監督・
指導を行っています。
　また、当社と利害関係を有さないことを条件に社外
取締役を3人、社外監査役を2人選任しています。

コーポレート・ガバナンス

企業価値のさらなる向上に向けて

経営の透明性・健全性・多様性を確保

DAIKIN’S POLICY

基盤的CSR　　コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンス
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　取締役を少人数化して実質的な議論にもとづく
迅速な意思決定の確保を図っています。当社の主要
な経営会議体は、取締役会、最高経営会議、執行役員会
の3つです。
　「取締役会」は、グループ全体にかかわって、法令およ
び定款で定める事項の意思決定機関であるとともに、業
務執行の健全かつ適切な監督・指導を行います。また、
定期的に取締役会の実効性について自己評価してい
ます。各取締役に個別インタビューを行い、実効性が
有効である旨を確認しています。2017年度は取締役
会を16回開催し、社外取締役・社外監査役の平均出席
率はそれぞれ83％、84％でした。
　「最高経営会議」は、グループのマネジメントシステム
上の最高審議機関であり、全社における重要な経営
方針・経営戦略をすばやくタイムリーに方向付けし、
課題解決を迅速化しています。2017年度は9回開
催しました。
　さらに、株主以外のさまざまなステークホルダーの
利益を尊重し守るために、取締役会のもとに「内部
統制委員会」「企業倫理・リスクマネジメント委員会」
「情報開示委員会」「CSR委員会」を設置しています。

　ダイキン工業では、役員人事・処遇にかかわる運営
の透明性確保の見地から、人事・報酬諮問委員会を
設け、役員選任基準、候補者、報酬などを審議・検討
しています。人事・報酬諮問委員会は、2018年6月
末現在、社外取締役3人、社内取締役1人、執行役員
1人の計5人で構成されており、その委員長は社外取
締役の中から選出することとしています。
　取締役および監査役の報酬は、株主総会の決議に
よる最高限度額内において、人事・報酬諮問委員会の
答申をもとに、取締役の報酬は取締役会の決議で、監
査役の報酬は監査役の協議でそれぞれ決定されます。
　役員報酬体系は、役員が経営方針に従い株主の皆様
の期待に応えるべく、継続的かつ中長期的に業績向上
へのモチベーションを高め、当社グループ全体の企業
価値の増大に寄与する体系としています。

取締役会

スピード経営を支える体制 透明性を高める人事・報酬諮問委員会

コーポレート・ガバナンス体制（2018年6月末現在）

内部統制委員会、
企業倫理・リスクマネジ
メント委員会、
情報開示委員会、
CSR委員会

人事諮問委員会、
報酬諮問委員会

株主総会

会計
監査人 監査役会

監査役

グループ
監査会議

監査

選任、解任

最高経営会議 グループ
経営会議

選任、
監督

執行役員

執行役員会

（以下省略）

　ダイキンは、企業と社会双方の持続可能な発展に
向けたCSRの重点テーマを「価値提供のCSR」と「基盤
的CSR」に整理し、事業活動を通じて社会課題の解決
に取り組んでいます。
　CSR担当役員を委員長とし、活動の方向付けと執行
状況の監視・監督を担う「CSR委員会」のもとに、
スタッフ部門であるCSR・地球環境センターを設置し、
グループのCSRを統括的・横断的に推進しています。
　2017年度のCSR委員会では、気温上昇を2℃未満
に抑える目標などを盛り込んだパリ協定や、国連が
採択した世界の共通目標「SDGs（持続可能な開発
目標）」を踏まえ、当社の環境長期ビジョンの必要性や
内容について議論し、社長に答申しました。

グループ全体で統括的・横断的に推進

CSRマネジメント
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基盤的CSR　　コーポレート・ガバナンス

　ダイキンでは、社長を委員長とする「内部統制委員会」
にて、グループのリスクマネジメントを含めた内部統制
全体について、適切に機能しているか点検・確認してい
ます。その上で、オペレーションリスクの管理とコン
プライアンスの徹底を「企業倫理・リスクマネジメント
委員会」で推進しています。
　「企業倫理・リスクマネジメント委員会」は、企業倫理・
コンプライアンス担当役員を委員長とし、各部門長と
国内主要グループ会社社長で構成されています。原則
年2回開催し、強化すべき課題の抽出とその解決の
促進に取り組むとともに、海外グループ会社の取り組み
状況も報告しています。
　海外グループ会社においては、コンプライアンス・
リスクマネジメントに取り組むためのグローバル共通
ルールを策定し、展開しています。
　グループの役員・従業員一人ひとりが取るべき行動を
明示したグループ行動指針を定め、各部門と国内外の
主要グループ会社にコンプライアンス・リスクマネジ
メントリーダーを設置し、徹底しています。定期的なコン
プライアンス・リスクマネジメントの取り組み状況の
確認や情報共有、グループ行動指針の浸透により、
「しない風土」の醸成と「させないしくみ」の高度化を
めざしています。
　2018年4月には、各地域のコンプライアンス・リスク
マネジメントリーダーが参加する、「グローバル法務・
コンプライアンス会議」を開催。各社の取り組み状況や
最新の法規制の動向などを共有しました。

　ダイキンでは、コンプライアンス徹底のため、毎年、
グループ行動指針の遵守状況を確認する、当社独自の
「自己点検」システムでセルフチェックを行っています。
これは、グループ行動指針にもとづき従業員一人ひとり

行動指針遵守状況のセルフチェック
「自己点検」システム

コンプライアンスとリスクマネジメントを
一体的に推進

　グループの急速な事業拡大を背景に、グローバルな
視点からリスクの全体像を的確・迅速に把握し、その
軽減を図るため、全社横断的なリスクマネジメントを
導入しています。
　各部門・国内外の主要グループ会社では、毎年リスク
アセスメントを実施し、重要リスクを選定。その結果を
踏まえて、各社が対策を立案・実施し、リスクの低減に
努めています。各社の取り組み状況は、「企業倫理・
リスクマネジメント委員会」で報告・共有しています。
　例えば、ダイキン工業では、2017年度は「地震リスク」
「PL・品質リスク」「知財リスク」「情報管理リスク」「海外
危機管理」などの重要テーマに取り組みました。

最重要リスクを特定し、対策を立案・実施

実
行

推
進

企業倫理・
リスクマネジメント委員会

グループ全体の企業倫理徹底および
リスクマネジメントの推進機関

コンプライアンス・
リスクマネジメントリーダー会議

取締役会

部門、
グループ会社

担当役員企業倫理・
コンプライアンス担当役員
グループ全体の企業倫理徹底および
リスクマネジメントの推進責任者

法務・コンプライアンス・
知財センター

コンプライアンス、企業倫理
担当役員のスタッフ部門

企業倫理・
リスクマネジメント責任者

企業倫理徹底およびリスク
マネジメントの実行責任者

コンプライアンス・
リスクマネジメントリーダー
企業倫理徹底およびリスク
マネジメントの推進責任者

＝部門長、グループ会社社長

企業倫理・リスクマネジメント推進体制

が自らの行動をチェックし、その結果から自組織の課題
を抽出し、対策を講じるものです。抽出された課題と
その対策は「企業倫理・リスクマネジメント委員会」で
報告・共有しています。

コンプライアンス・リスクマネジメント
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なぜ重要かWhy? DAIKIN’S POLICY

基盤的CSR　　人権の尊重

ダイキンは、基本的権利である人権を尊重します。
グローバル企業として、全役員・従業員が遵守すべきグループ行動指針の中で人権への配慮を謳い、
各国・地域の法令などを踏まえながら推進しています。

　ダイキンは、各国・地域の法令などを踏まえ、人権に関す
るさまざまな国際規範を理解し、基本的人権を尊重します。
　人権や労働などに関する普遍的な原則を支持し実践
する「国連グローバル・コンパクト」に参加すると同時に、
グループ行動指針で、人権や多様な価値観、勤労観を尊重
するとともに、児童労働・強制労働を認めないことを定め
ています。

　グローバルに事業を展開するメーカーの場合、ビジネス
が人権に及ぼすマイナスの影響として、工場からの大気・
水質汚染を原因とする、地域住民の健康被害や生態系の
破壊、サプライヤでの児童労働・強制労働などの可能性
が考えられます。
　国連「ビジネスと人権に関する指導原則」をはじめと
して、バリューチェーン全体で、人権を保護し、尊重する
取り組みがグローバル企業には求められています。

　ダイキンは、グループの役員・従業員一人ひとりが
取るべき行動を明示したグループ行動指針に、一人
ひとりの人権を尊重することを掲げています。 また、
当社事業の人権課題を特定し、バリューチェーン全体で
リスクを評価、優先して取り組むべきリスクの抽出に
着手しています。毎年、行動指針遵守状況の確認の
ため行う「自己点検」の中に人権尊重についても項目を
設け、人権侵害などの問題が起きていないか確認し、
必要な対策を講じています。
　サプライチェーンにおいては、人権尊重の項目も
設けたサプライチェーンCSR推進ガイドラインを策定
し、取引先様に徹底をお願いしています。

人権の尊重

「自己点検」で遵守状況を確認

　ダイキン工業は、毎年、全役員・関係会社を含む新入
社員・新任基幹職を対象とする啓発研修を実施する
ほか、社内報に人権シリーズの記事を掲載して人権への
意識を高めています。2017年度は、ダイバーシティ
マネジメントを学ぶ研修を行い、その理解を深めま
した。

定期的な研修によって意識を向上

人権尊重

　ダイキンでは、個人情報保護に関するグループ指針
を定め、個人情報保護の徹底に取り組んでいます。この
指針にもとづき、グループ各社では、推進体制やルール

指針を策定し、グループ全体で徹底

個人情報保護

人権啓発・教育

の整備などを進めています。
　また、EU居住者の個人データに関する規制「一般
データ保護規則（General Data Protect ion 
Regulation: GDPR）」の要求事項も含めたEUの
個人データ取り扱いに関する規程を策定しました。
EUから個人データを持ち出す際の保護措置や、個人
データの取り扱い状況
の記録管理、安全管理
措置の実施などを定
め、グループ会社も含
めて徹底しています。 グループ会社への説明
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お客様に高品質な製品を安定供給するためには、サプライチェーン・マネジメントが重要です。
ダイキンでは、すべての取引先様と強い信頼関係の中で、共に成長・発展する関係を作り上げるとともに
環境、品質、労働安全、人権などのCSRにも配慮したサプライチェーンの構築に取り組んでいます。

サプライチェーン・マネジメント

基盤的CSR　　サプライチェーン・マネジメント

　ダイキンでは、1992年に購買基本方針を制定し、取引
先様との公正な取引に努めています。
　グループ内にとどまらず、サプライチェーン全体を当社
の社会的責任の範囲と捉え、サプライチェーンCSR推進
ガイドラインを定め、サプライチェーンにおける環境、品質、
労働安全、人権などのCSR取り組みを推進しています。

　サプライチェーンが世界各地に広がり、途上国を中心
とする児童労働や強制労働などの人権問題や労働安全
衛生など労働上の問題、環境破壊などが問題視される
ようになりました。また、こうしたサプライチェーン上の
問題がある企業に対する不買運動などによって環境や
社会的な課題を解決しようとする傾向も高まっていま
す。企業は、自社のみならず、そのサプライチェーンも
含めてCSRの取り組みを強化していく必要があります。

　お客様に信頼いただける製品を提供するためには、
取引先様の協力が欠かせません。ダイキンは、すべて
の取引先様と強い信頼関係の中で切磋琢磨しながら、
それぞれの立場で互いの期待に応え続け、共に成長・
発展する関係づくりに努めています。国内外の拠点
では、定期的に取引先様の生産現場における品質監査
の実施や、品質改善に関する対話など取引先様と連携
した品質向上に努めるとともに、技術力の向上を支援
しています。また、安全に関する会合を定期的に開催
するなど、労働災害の未然防止を支援しています。
　例えば、ダイキンインダストリーズタイランド社で
は、品質向上に関する知識や技術を習得するための
研修会を開催し、2017年度は170社が参加しました。
さらに、トップマネジ
メントが取引先様を訪
問し、品質改善状況を
レビューする「品質パ
トロール」を実施して
います。

　ダイキンは、サプライチェーンにおける環境、人権、
労働面などでのCSR取り組みを推進しています。
　2017年4月、サプライチェーンCSR推進ガイド
ラインを策定しました。これは事業の安定的な継続・
成長に向け、取引先様を含めたCSR推進のための
ガイドラインです。経営や法令遵守などの一般的な
要求に加え、環境、品質、労働安全、人権、紛争地域
との取引禁止など、CSR全般に渡って取り組んでいく
ことを、取引先様にお願いしています。
　2017年度は、取引先様間の情報共有や異業種
交流を目的とした「空調協力会」に参加する日本国内
の取引先様34社を対象に、CSR推進ガイドラインを
説明し、協力をお願い
しました。

サプライチェーンCSR推進ガイドライン
の施行

「空調協力会」でのガイドライン説明 取引先様対象の研修会

CSR調達の推進

取引先様の品質向上、人材育成を支援

取引先様との連携

なぜ重要かWhy? DAIKIN’S POLICY
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なぜ重要かWhy? DAIKIN’S POLICY

基盤的CSR　　ステークホルダー・エンゲージメント

ダイキンは、社会に貢献する企業であり続けるために、
日常的なさまざまなしくみを通じて、ステークホルダーの皆様のご意見を聞き、
経営層に報告し経営に活かしていくステークホルダー・エンゲージメントを重視しています。

　ダイキンの主なステークホルダーは、当社グループが
製品・サービスを提供しているお客様と、当社グループの
事業に直接的に影響を与える株主・投資家の皆様・取引先
様・従業員、当社グループの事業展開が影響を及ぼす地域
社会の皆様です。また、空調技術の普及や製品・サービスの
環境性能向上に関しては、各国政府・自治体や業界団体
などが関係します。こうしたステークホルダーの皆様と
積極的に対話し、企業経営に活かしています。

　企業の事業活動は、その企業の利害関係者（ステーク
ホルダー）や社会・環境に直接的・間接的な影響を及ぼ
します。企業が持続可能な成長を続けていくためには、
独断で事業を進めるのではなく、対話を通じてステー
クホルダーの懸念や期待を把握し、それらを企業経営
に活かしていく必要があります。こうしたプロセスを
「ステークホルダー・エンゲージメント」と呼び、企業の
持続可能な発展に不可欠な取り組みです。

　ダイキンは、空調に関わる有識者と「将来の空調の
あり方」について意見交換する場として、1995年から
国内で空調懇話会を開催しています。当社の急速な
グローバル化に合わせて2007年度以降、欧州、中国、
米国、アジア・オセアニア、中南米地域にもその輪を
広げ、各地域を代表する有識者と環境やエネルギー
問題について意見交換を行い、技術や製品開発、事業
展開に活かしています。2017年度は、世界5地域で
計6回開催しました。
　また、2018年3月には、気候変動や省エネに取り
組む米国の環境NGO団体Natural Resources 
Defense Council（NRDC）やAlliance to Save 
Energy（ASE）などと、
米国での環境政策への
取り組みについて経営
層が議論し、技術交流
会なども開催しました。

ステークホルダー・エンゲージメント

ステークホルダーとの対話を通じ
環境経営の方向性を検討

ステーク
ホルダー 主な対話の方法・機会 主な対話窓口

ステークホルダー・エンゲージメントの取り組み

営業部門
サービス部門

総務部門
コーポレート
コミュニケーション
部門

調達部門

人事部門
経営企画部門

グループ会社
事業場
CSR部門

CSR部門

グループ会社
事業場
渉外部門
CSR部門
研究部門

● 日常の営業活動
● コンタクトセンター
● ショールーム
● 修理時訪問時の対話
● 代理店感謝会・商品説明会

● 株主総会
● 投資家向け説明会
● アニュアルレポート・
事業報告書

● 投資家向けWEBサイト

● 日常の調達活動
● 取引先説明会
● サプライヤ品質会議
● 品質改善報告会
● 品質監査

● 自己記録表にもとづく面談
● 経営協議会・労働協議会
● グループ経営会議
● グローバルマネージャー
ミーティング

● 防災訓練時などの
地域への説明

● 地域の方対象の
工場見学会

● 地域団体・イベントへの参加
● 環境教育の実施

● 各国政府担当者との対話
● 国連担当者との対話
● 業界活動への参画
● 産学連携による研究
● 空調懇話会

● NPO・NGOとの対話

お客様

株主・投資家

調達取引先

従業員

地域社会

NPO・NGO

政府・自治体
業界・学界

米国NGOと経営層のダイアログ

有識者との対話
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なぜ重要かWhy? DAIKIN’S POLICY

基盤的CSR　　地域社会

グローバルに事業を展開するダイキングループは、各地域と強い絆をはぐくんでいくために
「環境保全」「教育支援」「地域共生」への貢献を軸に、
従業員が主体となって、各地域に役立つ社会貢献を実践しています。

　地域の雇用拡大や現地企業との協調といった社会的
責任を果たすことを前提に、各国・地域の文化・歴史を尊重
しながら、事業を営む地域社会の一員として、地域との強い
絆をはぐくんでいくことを基本的な方針としています。
 　「環境保全」「教育支援」「地域共生」への貢献を軸に、
従業員が主体になって、各地域に役立つ活動を実践すると
ともに、「SDGs（持続可能な開発目標）」も踏まえたグロー
バル視点での社会課題の解決に貢献していきます。

　ダイキングループは世界各地に269社の連結子会社
を有し、150カ国以上で事業を展開しています。特に、
中国やインド、中南米など新興国でのエアコン需要が拡大
するにつれて、グローバルでの事業展開が加速度的に
広がっています。それぞれの拠点で円滑に事業を営んで
いくためには、各地の文化的、歴史的背景を踏まえながら、
コミュニティの一員として地域の発展に貢献し、共に成長
する関係づくりが不可欠です。

　ダイキンは世界各地で、拠点のある地域の周辺環境
を守るため、森林保全や、海や川などでの自然保護に
取り組み、生物多様性の保全に努めています。

地域社会

拠点周辺地域での自然保護活動

環境保全

　ダイキンは新興国の技術系学生を中心に、次世代への
教育支援に取り組み、奨学金の付与、インターンシップの
受け入れ、技術系の学校への実習用の空調機の寄付
などを行っています。
　各地域で技術者を育成
することは、地域の技術力
向上に貢献するとともに、
空調市場の発展に必要な
人材を育成することでも
あり、事業の発展にもつな
がると考えています。

技術系学生の育成に注力

教育支援

大阪府高槻市と茨木市で「アドプト
フォレスト制度」を活用し、荒れた里
山を整備して生態系を回復させる
活動を行っています。2017年度は
のべ150人が参加しました。

ダイキン工業（日本）
鳥取の海浜砂丘環境を守るため、調
査・整備・モニタリングで順応型育
成管理を実施。（公財）都市緑化機構
が運営するSEGESのExcellent 
Stage 3の認定を受けています。

ダイキンアレス青谷（日本）

工場近隣地域での植樹イベントで、
従業員とその家族や近隣住民400
人が2,500本を植樹しました。これ
まで10年間で計11,822本の木を
植えました。

ダイキンインダストリーズ
タイランド社

マングローブ林の保全活動を行っ
ています。そこに棲む生き物の生育
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。

ダイキンコンプレッサー
インダストリーズ社（タイ）

職業訓練校と連携して学生対象の
空調技術講座を開設し、従業員に
よる教員の指導、講座に必要な空調
機の無償提供などの支援を行って
います。

ダイキンインド社

19人の学生に24カ月の技術的な
研修と職業教育を実施。修了者には
マレーシア政府より技術証明書が授
与されました。

ダイキンマレーシア社
地方の学生に就業機会を提供する
ため、職業訓練校と連携した「ダイ
キン学級」を設け、インターンシップ
や奨学金の提供を行っています。

大金空調（上海）社

45 ダイキングループ サステナビリティレポート 2018



　ダイキン工業は、堺市教育委員会が推進する「小学校
理科特別授業実施事業」に賛同して、従業員が講師と
なる理科実験授業を実施しています。エアコンの熱の
伝わり方と空気が冷えるしくみや、空気清浄機の電気
集塵のしくみについて、
実際に実験しながら学
びます。2017年度は13
校の小学校で実施し、
1,300人が受講しました。

小学校での理科実験授業を実施
ゴルフ大会を通じて沖縄の活性化を支援

地域共生

エアコンのしくみを考える理科授業

　ダイキン工業は1988年から日本女子プロゴルフ
トーナメント「ダイキンオーキッドレディスゴルフ」を
開催し、スポーツ振興を通じて沖縄の活性化や地元との
経済交流を図っています。
 　大会に合わせて寄付金を募り、「オーキッドバウン
ティ」として、沖縄の芸術・ 
文化・教育・スポーツなど
の振興を図る個人・団体
へ継続的に贈呈してい
ます。

　ダイキン工業は2010年から生物多様性をテーマに
した小学生向け環境教育プログラム「サークル・オブ・
ライフ」を実施し、教材を提供しています。教員による
4回の授業を基本に、希望に応じて当社従業員が講師
となる出張授業を実施し、2017年度は26校、1,700人
がこのプログラムに参加しました。
　世界各地でも地域の子どもたちに対して、環境問題
を楽しく学習できる機会を提供しています。

子ども向け環境教育プログラムを提供

　ダイキンは地域のお祭りやスポーツなどを通して
地元の皆様との交流を深め、互いに信頼関係を築いて
きました。その中でも従業員が企画運営する「盆踊り
大会」は地域の方々が多数参加する大イベントになっ
ています。日本だけでな
く、中国や米国など世界
の主要な生産拠点でも
開催しています。

国内外で地域の絆を深める「盆踊り大会」

　ダイキンは、世界の工場で未来を担う子どもたちや
学生の工場見学を受け入れています。

世界各地で工場見学会を実施

　世界の各拠点で、地域のニーズに応えた社会貢献 
活動に、従業員が主体となって取り組んでいます。

世界各地で地域貢献活動を実施

ヒューストンへの災害支援寄付活動
ダイキンヨーロッパ社（ベルギー）

ボランティア活動グループ
グッドマン社（アメリカ）

技術系大学生見学の受け入れ
マッケイ中国（武漢）社

小学生向けの工場見学会

ダイキンアプライドヨーロッパ社
（イタリア）

2014年からピルゼン市の幼稚園児を
対象に環境教育をしています。2017年
度はゴミの分別をテーマに、50人の子
どもたちを工場に招待しました。

ダイキンインダストリーズ
チェコ社 公立小学校を訪問し、「クリーンな

空気を届ける大使」をめざす環境教
育プログラムを実施しており、2017
年度は500人が受講しました。

ダイキントルコ社

車椅子の寄付
ダイキンマレーシア社

クリスマス会でのチャリティ
ダイキンオーストラリア社

バウンティ贈呈式

ダイキンアメリカ社の盆踊り大会
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2013 2014 2015 2016 2017

2,300
2,800

3,480

5,400
4,500

2,537

20,440

このほかのデータはWEBサイトに掲載しています。データ集

温室効果ガス排出抑制貢献量※

※ 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、
　 いずれかひとつ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

※ ●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年までは、新興国のみの値
●第三者のレビューを受けています

環境
調和製品
83%

環境調和製品※の売上高比率（住宅用エアコン） 全

経常利益（連結）
（億円）

（年度）
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従業員数（就業人員数）・連結子会社数
（人） 連結 単体

（年度）
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環境 （関連パフォーマンス報告はP19-25）

総資産（連結）
（億円）

（年度）
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47%

36%
製品

（万t-CO2）

（年度）

全

企業データ
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36
43

78

157

各データの集計範囲：ダイキン工業単体 国内グループ会社を含む 海外グループ会社のみ 国内外グループ全社を含む単 日本G 海外G 全

検証 第三者検証を受けた値です。

67 69

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
（万ｔ-CO2）

（年度）
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0
基準値

（2013年度～2015年度の平均）
2017

日本 海外

温室効果ガス排出量（生産時）
（万ｔ-CO2）

（年度）

600

500

400

300

200

100

0
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エネルギー起源CO2 HFC PFC京都議定書対象ガス：

50

16
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16
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119

340
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検証 全 全

基準値を100とした
グループ全体生産量原単位

92
100

2016

51

16

93

（％）

（％）

（％）

資材使用量（t）

鉄

銅

アルミニウム

その他金属

プラスチック類

化学製品原材料

梱包材

2015

61,986
13,316
11,667
1,264
18,369
122,795
10,371

2016

64,650
14,758
12,138
1,452
18,203
138,421
11,313

2017

66,925
15,290
12,847
1,844
17,188
132,299
13,005

単

フロン回収量（万t-CO2）

家電リサイクル

フロン回収破壊事業

2015

26
68

2016

28
84

2017

40
77

住宅用エアコンリサイクル実績

回収台数（万台）

再資源化等処理重量（t）

再資源化量（t）

再資源化率（％）

2015

25
10,369
9,419
90

2016

28
11,165
10,116

90

2017

32
13,000
11,768

90

100

90

80

70

0

※  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

地域別グリーン調達率※（％）
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このほかのデータはWEBサイトに掲載しています。データ集

卓越技能者および高度熟練技能者※の割合
（％）
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29.0

28.0

0
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定期採用者数と女性採用者比率※
（人）
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女性比率 （％）
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35.1

男性 女性

262 259 257 273

92
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単

単

32
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海外拠点の現地人社長・取締役数と比率
（人）

（年度）
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女性管理職数と比率
（人）

（年度）
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0

女性管理職比率 （％）

3.6
4.4

女性管理職
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47

単

単特許出願件数
（件）

（年度）2012 2013 2014 2015 2016

国内出願 外国出願

352

780

全

621

研究開発費
（億円）

（年度）

800
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0
2013 2014 2015 2016 2017

402 429 461
539

顧客満足 （関連パフォーマンス報告はP33）

新価値創造 （関連パフォーマンス報告はP29）

1,874

295

765

18

796

ダイキンコンタクトセンター受付件数
（千件）

（年度）

2,000

1,500

1,000
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0
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44
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674

39

723

お客様満足度※日本G

※ 2015年度を1.00（基準年）としたアフターサービス満足度

※ 4月1日入社者数

※ 生産に携わる従業員のうち、高い技能と知識、指導力を持つ人材

海外G
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1.00
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1.01
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1,200
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0
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34.9
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人材 （関連パフォーマンス報告はP37）
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各データの集計範囲：ダイキン工業単体 国内グループ会社を含む 海外グループ会社のみ 国内外グループ全社を含む単 日本G 海外G 全

全

257

131

育児休暇取得者※数
（人）

（年度）
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障がい者雇用人数と雇用率
（人）

（年度）
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※1 法定により重度障がい者1人につき、2人として計上。
※2 障がい者雇用率=障がい者雇用数÷常用雇用労働者数

※ 年度ごとの取得者

日本G

社会貢献活動費（百万円）

（年度）

有給休暇取得率
（%）
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50

0
2013 2014 2015 2016 2017

厚生労働省発表製造業平均取得率ダイキン工業有給休暇取得率

58.7 54.7 55.4

94.4 94.8 94.8 96.7

57.6

※1 100万のべ実労働時間あたりの労働災害による死傷者数で労働災害の頻
度を表したもの。

※2 米国の2017年度のデータは未発表です。（2018年6月末現在）
U.S. Bureau of Labor Statistics（2017.11）より算出

度数率※1

（年度）

15.0
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2.0

1.0

0
2015 2016 2017

全

単

度数率＝ ×1,000,000労働災害による死傷者数
のべ実労働時間数

ダイキングループ
（海外含む）

日本（調査産業平均） 米国（全産業平均）※2

1.61

1.63

15.0
14.5

1.90

1.50

CSR企業
ランキング 8 位

・・・・・・・・・・・・
（東洋経済新報社）

企業力
ランキング 19位

・・・・・・・・・・
（日刊工業新聞社）

ホワイト企業
ランキング
電機・半導体業界 10位

・・・
（ダイヤモンド社）

環境経営度調査 25位
・・・

（日本経済新聞社）
Japan’s 
Best Global 
Brands 2018 21位

・・・・・・
（インターブランド社）

環境ブランド調査2017
総合ランキング 13位

・・・・・・
（日本経済新聞社）

2015

1,286
2016

1,548
2017

1,623

88.2

2.28

59.9

93.5

1.66

1.33

新聞社・雑誌社等のランキング（2017年度）

社会貢献 （関連パフォーマンス報告はP45・46）
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第三者検証報告書

ダイキンでは、報告内容に対する信頼性の確保のために、温室効果ガス排出量と水使用量、排水量、廃棄物排出量、
化学物質排出量について、ビューローベリタスジャパン株式会社による第三者検証を受けました。

2017年度の事業活動に伴う環境負荷データ
▶ダイキン工業株式会社の生産事業所4拠点、国内生産子会社8社、海外生産子会社47社の事業活動に伴う、スコー
プ1およびスコープ2温室効果ガス排出量、水使用量、排水量、廃棄物排出量、化学物質排出量
▶GHG Protocol Corporate Value Chain （Scope3） Accounting and Reporting Standardにもとづいて算定
されたスコープ3排出量のうち、カテゴリー 1（調達）、4（輸送）、6（出張）、11（製品の使用）の排出量

販売した製品による温室効果ガス排出抑制貢献量
▶新興国におけるインバータエアコン（2017年度販売分）の使用に伴うCO2排出抑制貢献量
▶先進国で2017年度に販売したエアコンの使用に伴うCO2排出抑制貢献量
▶全世界で2017年度に販売したエアコンの低温暖化冷媒R32への切り替えによる温室効果ガス排出抑制貢献量

環境パフォーマンスデータの算定方法は、『CSR・環境への取り組み』WEBサイト（2018年9月更新予定）に掲載します。

■ 検証の対象

■ レビューの対象
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報告にあたって

『CSR・環境への取り組み』
WEBサイト

http://www.daikin.co.jp/csr/

『株主・投資家情報』
WEBサイト

http://www.daikin.co.jp/investor/

最新の財務情報、アニュアルレポートなど
IR資料はこちらをご覧ください。

■ レポートの編集方針
　本レポートはダイキンの持続可能（サステナブル）
な成長に向けた基本的な考えと2017年度の実績、
今後の計画を報告するものです。2015年度に
「FUSION20」の策定に合わせて、企業と社会双方の
持続可能な発展に向けたCSRの重点テーマを、「価値
提供」の4テーマ（環境、新価値創造、顧客満足、人材）と
「基盤」の5テーマ（コーポレート・ガバナンス、人権の
尊重、サプライチェーン・マネジメント、ステークホル
ダー・エンゲージメント、地域社会）とに定めました。
　レポートは、冊子とWEBサイトの2つの媒体で
構成しています。冊子は、ダイキンのサステナブルな
社会に向けた戦略と、「価値提供のCSR」の4つの重点
テーマ、そのベースとなる「基盤的CSR」活動のうち
重要な情報を中心に編集しています。
　特に記載のない場合はダイキングループ全体の
実績を示しています。
　WEBサイトには詳細なデータや過去の事例などに
ついても掲載しています。

参考にしたスタンダード：
　GRI（Global Reporting Initiative）の「GRIスタン
ダード2016」を参照し、本レポートを作成しました。
ガイドライン対照表はWEBサイトに掲載しています。
また、活動にあたってはISO26000も踏まえています。
　2008年10月にダイキン工業は、国連が提唱する
「グローバル・コンパクト」に署名しました。「人権」「労働」
「環境」「腐敗防止」の10原則を支持し、その実践に
努めるとともに、国連にサステナビリティレポートを
COP（Communication on Progress）として提出して
います。

第三者検証：
　報告内容に対する信頼性の確保のために、温室効果
ガス排出量と水使用量、排水量、廃棄物排出量、化学
物質排出量について第三者検証を受けました。（P51
参照）

報告対象組織：
　ダイキン工業株式会社およびその連結子会社を報告
対象としています。ただし、環境パフォーマンスデータ
の集計範囲はダイキン工業株式会社の生産事業所
4拠点と、国内生産子会社8社、海外生産子会社47
社としています。（社名などは当社WEBサイトをご覧
ください）

報告対象期間：
2017年4月1日～2018年3月31日

発行日：
2018年7月発行。次回予定は2019年7月。

お問い合わせ先：
ダイキン工業株式会社　CSR・地球環境センター
TEL （06）6374-9304　 FAX （06）6374-9321
E-mail　csr@daikin.co.jp

ご注意
　2017年度の活動を報告するにあたり、データを
精査、これを修正した結果、2016年度の報告書と
実績数値が異なっている項目があります。また、
端数処理のため、合計が合わない項目があります。

将来に関する予測・予想・計画について
　本レポートには、「ダイキン工業株式会社とその
連結子会社」（ダイキングループ）の将来に関する
予測・予想・計画なども記載しています。これらは、
記述した時点で入手できた情報にもとづいた仮定
ないし判断であり、不確実性が含まれています。
従って、将来の事業活動の結果や将来に惹起する
事象が本レポートに記載した予測・予想・計画とは
異なったものとなる可能性があります。
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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。

ダイキンの環境シンボルマーク

環境への先進的な取り組みが評価
され、2008年から環境大臣よりエコ・
ファースト企業に認定されています。

エコ・ファースト

CSR・地球環境センター
〒530-8323
大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル
ＴＥＬ （06）6374-9304   ＦＡＸ （06）6374-9321

http://www.daikin.co.jp/csr/

https://www.daikin.co.jp/inquiry/report/csr/

発行：2018年7月

（お問い合わせ先）

レポートの内容は、WEBサイトでもご覧いただけます。

レポートに関するご意見・ご感想をお寄せいただければ幸いです。

2008年より参加。事業活動においてグロー
バル・コンパクトの10原則を実践し、社会の
持続可能な発展に貢献します。

国連グローバル・コンパクト
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