
　 空気の力を、
未来のために。 

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。

しかしその一方で、多くの電力を消費する製品でもあり

対策なく普及が進むと気候変動にさらに影響を与えます。

ダイキンは、空気の力で人と空間を健康で快適にしていくために

エアコンの環境負荷低減に注力し続けます。



世界の課題解決に向けて、2015年
に採択された「持続可能な開発
目標（SDGs）」で17の目標（左図）が
示されました。ダイキンは、13：気候
変動への対策をはじめ、3、7、8、9、
11、12、17の計8つに注力します
（裏表紙ご参照）。環境負荷を低減
しながら、人と空間を健康で快適に
する新しい価値を創造することで、
持続可能な社会の実現に貢献して
いきます。

エアコンの需要は今後も世界的に
拡大し、それに伴って2050年には
冷房に起因する電力需要が2015
年の3倍になると予想されており、
気候変動への影響が懸念されて
います。世界中の人々がこれからも
エアコンを使い続けていけるよう、
省エネエアコンのさらなる普及と
エアコンに使われる冷媒の環境
負荷低減が不可欠だとダイキンは
考えています。

増加し続ける世界のエアコン需要

ダイキンの重点SDGs
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注） IEA「The Future of Cooling」より当社作成。

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

世界中の人々が
エアコンを
使い続けるために
何が必要なのか？

世界の電力需要は3倍に冷房に起因する
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エアコン内部で「熱」を運搬
するのが、冷媒と呼ばれる
ガスです。室外機と室内機
の間を循環し、冷房時に
室内の熱を屋外へ、暖房時
に屋外の熱を室内へ移動
させる役割を果たします。

冷媒

快適空間に不可欠なエアコン。
しかしその運転には多くの電力が必要です。
キーになるのは、

空気の温度を変えるために不可欠な冷媒。
しかし大気中に放出されると温暖化に影響を及ぼします。
キーになるのは、

インバータ技術

低温暖化冷媒

省エネルギー

エアコンの室外機内にある
圧縮機のモーター回転数を
室温に応じて的確にコント
ロールするのがインバータ
技術です。非搭載のエア
コンに比べて消費電力を
低減することができます。
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低価格インバータエアコンを開発しました。

最適な冷媒を選択・開発します。

冷媒

ダイキンは、
省エネ性能に優れた
エアコンを普及させるために̶̶

ダイキンは、
冷媒影響による
環境負荷を減らすために̶̶

キーになるのは、

インバータ技術

キーになるのは、

低温暖化冷媒

省エネルギー

注） （一社）日本冷凍空調工業会データを参考に当社作成。

インバータエアコンの普及におけるボトルネックの一つが
価格です。そこで、2008年3月に中国の珠海格力電器と
提携し、比較的低価格の製品を販売しました。その後、
他メーカーも次々とインバータ技術を採用した結果、中国
市場のインバータ機比率は大きく向上しました。また、規制
強化などに伴って省エネ意識が向上しているアジアでも、
気候特性に合わせた普及価格帯の製品を2014年度に
発売。各地でインバータ機比率の向上に貢献しています。

先進国で主流となっているHFC冷媒は、オゾン層破壊係数
はゼロであるものの、大気中に排出されると地球温暖化に
影響します。そこで、現行の冷媒よりも温暖化影響の少ない
次世代の冷媒が求められています。ダイキンは、省エネ性・
安全性・経済性などの総合的な観点から機器ごとに最適な
冷媒を選択し、製品化を進めています。現在、住宅用・業務
用のエアコンには、低温暖化HFC冷媒であるR32が最適と
判断しています。

中国 アジア（日本、中国を除く）
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評価基準の整備を支援しています。 効果を実証しています。

冷媒の回収・再生・破壊を推進します。R32の普及に取り組んでいます。

省エネエアコンの導入による効果や、普及による社会的・
経済的な影響を評価するための実証実験を世界各地で
実施しています。例えばメキシコでは、同国政府とともに、
省エネ性能の比較検証を2018年度に実施。市場の7割
以上を占める非インバータエアコンよりも、ダイキンのイン
バータエアコンの方が約60％省エネであるという結果を
得ました。これにより、省エネエアコンの普及によって電力
消費量を抑制できることを実証しました。

R32の地球温暖化係数は、従来冷媒R410Aの1/3です。
ダイキンはR32の普及拡大のため、新興国での冷媒転換
を支援しています。加えて、世界中のエアコンメーカーが
R32を採用できるよう、2011年にR32機器応用特許の93件
を無償開放、さらに2019年には約180件を無償で利用可能
とする誓約を行いました。2020年12月時点で、R32エア
コンの販売実績はダイキンで2,800万台以上、他メーカー
を含む市場全体では1.4億台を超えたと推測しています。

消費者が省エネエアコンを適切に選んで購入するために
は、エアコンの省エネ性能を判断する基準が重要です。
しかし、需要が急拡大している新興国においては、そう
した基準が整備されていないケースも少なくありません。
そこでダイキンは、インバータ技術による省エネ効果を
適切に評価する基準や指標の導入を支援しています。世界
各地で政府や業界団体などと協力しながら、さまざまな
情報提供や技術指導を続けていきます。

エアコンによる環境負荷を低減させるためには、地球温暖
化係数の低い冷媒の採用に加えて、冷媒の適切な管理
および回収・再生・破壊処理の着実な実行など、製品の
ライフサイクルを通じた取り組みが必要です。ダイキン
は、エアコンの製造や施工、修理時に冷媒の漏えい防止を
徹底しています。また日本や欧州では、回収した使用済み
冷媒を自社設備などで再生・破壊処理しています。今後、
冷媒再生のしくみを世界へと広げていきます。

約1/3に

CO2 R410A R11 R12R22R32

※ 気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第4次評価報告書を使用。
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これまでの活動による成果

ダイキン 環境ビジョン2050
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ダイキンは2015年に採択された「パリ協定」に賛同し、2050年に
向けて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。当社製品のライフサイクルを通じて、また、社会と顧客
をつなぐソリューションでステークホルダーと連携して、温室効果ガス
の排出抑制をめざします。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。

製品で
温室効果ガス
排出実質ゼロを
めざしながら安心で
健康な空気空間を
提供します

ソリュー
ションで

空気の
力で

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
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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で環境負荷
の低減に取り組んでいます。インバータ技術や低温暖化
冷媒を用いたエアコンなど、環境調和製品の世界への
普及に注力した結果、2020年度は、温室効果ガス排出
抑制貢献量※6,000万t-CO2という目標を上回る7,000
万t-CO2を抑制できたと算出しました。
※ 非インバータ機および従来冷媒機、燃焼暖房・給湯機の排出量をベースライン
とし、当社が販売した環境調和製品販売総量を考慮した排出量との差。第三者の
レビューを受けています。

ダイキンがめざす価値創造

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

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
● 安全・安心な空気環境を提供する
● 室内環境を改善し
　 健康で快適な暮らしを支える
● 生産性を向上させ経済発展に貢献する

価値創造を支える基盤 従業員、地域の人々の成長に
貢献する

人材
産官学連携で社会課題解決に
貢献する

協創（パートナーシップ）


