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サステナビリティの全体像

事業を通じて新たな価値を創造
し、社会の課題解決と持続的発展
に貢献します。

サステナビリティと戦略の関
係

世界のさまざまな課題を解決する
新たな価値を⽣み出し、企業価値
を⾼めていきます。

ダイキンがめざす価値創造

⼈と空間を健康で快適にする新し
い価値を提供し「持続可能な開発
⽬標（SDGs）」に貢献します。

ダイキンの重点SDGs

8つのSDGsに注⼒して取り組んで
います。

⻑期視点での⽅針（環境ビジ
ョン2050）

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」を策定しています。

TCFDフレームワークにもと
づく情報開⽰

気候関連財務情報開⽰タスクフォ
ース（TCFD）提⾔に賛同し、気候
変動が当社の事業に与える影響を
分析しています。

グローバル・コンパクトへの
参加

2008年から「グローバル・コンパ
クト」に賛同し参加しています。

経営とサステナビリティ経営とサステナビリティ

 (P24)  (P36) (P31)

 (P42)  (P51) (P45)

 (P58)
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経営とサステナビリティ

サステナビリティの全体像
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新たな価値を社会に提供し、持続可能な社会の実現に貢献することをめざし
ます。

ダイキンの基本プロフィール

健康で快適な⽣活を 
グローバルに提供しています。

経営の基本的な考え⽅

社是

1. 最⾼の信⽤ 2. 進取の経営  3. 明朗な⼈の和

戦略経営計画

FUSION25

環境と空気の 

新たな価値を提供し、 

サステナブル社会への貢献と

グループの成⻑を実現する

CSR理念

戦略経営計画「FUSION25」

 (P61)

(https://www.daikin.co.jp/investor/
management/strategy/fusion25/)
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ダイキンの事業

経営とサステナビリティ  (P23)
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社会課題の認識

グローバル社会は多くの課題に直⾯しており、その解決
に向けた世界的枠組みの達成には、政府、企業など多く

のステークホルダーの協⼒が必要です。

グローバルリスクの展望

異常気象 ⾃然災害
気候変動の 
緩和や適応 
への失敗

⽣物多様性 
の喪失

感染症の 
広がり

天然資源 
危機

注）World Economic Forum Global Risks Perception Survey 2020から抽出
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世界的枠組み

持続可能な開発⽬標（SDGs）
貧困、格差や気候変動といった世界の優先
課題に対処し、持続可能な世界を実現する
ための2030年に向けた共通⽬標。

気候変動枠組条約 パリ協定
途上国を含むすべての主要排出国が温室効
果ガス排出量を削減し、今世紀後半に産業
⾰命前からの気温上昇を２℃未満に。

モントリオール議定書 キガリ改正
温暖化への影響を低減するため、代替冷媒
HFCの温暖化影響をCO2換算し、⽣産および
消費量の段階的削減を義務化。

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」に賛同する企業が、持続
可能な成⻑を実現するための世界的な枠組
み。

当社へのさまざまな評価や対話

ESG評価 さまざまなステークホルダーとの対話
社会からの評価 ステークホルダー・エンゲージメント (P564)  (P432)
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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

対応する持続可能な開発⽬標（SDGs）

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

対応する持続可能な開発⽬標（SDGs）

ダイキンが社会に提供する価値

ダイキンがめざす価値創造

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。
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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

対応する持続可能な開発⽬標（SDGs）

⼈材

従業員、地域の⼈々の成⻑に貢献する

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

対応する持続可能な開発⽬標（SDGs）

協創（パートナーシップ）

産官学連携で社会課題解決に貢献する

市場価値形成（国際ルール、基準づくり）
⼈々の暮らしの向上に貢献する新たなソリ
ューションの創造

対応する持続可能な開発⽬標（SDGs）

価値創造を⽀える基盤

 ダイキンがめざす価値創造  (P36)
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持続可能な社会に向けたダイキンの⾏動

経営の基本的な考え⽅「グループ経営理念」を前提として、戦略経営計画「FUSION」によってグ
ループの発展の⽅向を5年ごとに定め、⾏動しています。また、2018年度には⻑期的視野に⽴ち、
深刻化する地球環境課題の解決に貢献するために「ダイキン環境ビジョン2050」を策定しました。
環境ビジョンを踏まえながら、戦略経営計画「FUSION」で⽬標・施策を⽴案、実⾏し、事業を通
じた社会課題の解決に取り組むことで社会の持続可能な発展に貢献します。加えて、ダイキンの
CSR9テーマについて2020年の⽬標を定めたCSR⾏動計画を策定し、グループ全体で取り組みまし
た。

 (P91)

 (P62)  (P45)

(https://www.daikin.co.jp/
investor/management/strategy/)
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経営とサステナビリティ

サステナビリティと戦略の関係
ダイキンは事業を通じて社会の課題解決と持続的発展に貢献するために新たな価値創造に向けたマネジメン
トを中・短期と⻑期それぞれの視点から⾏っています。

中・短期では事業が社会に与える影響を評価して「CSR⾏動計画」を、⻑期的には⾃社のリスク・機会を予
測・特定したうえで「環境ビジョン2050」を策定。

戦略経営計画「FUSION」を軸として5年ごとに具体的⽬標と施策を⽴案・実⾏しています。

2050年度に向けたダイキンのサステナビリティ

経営とサステナビリティ −31 −



価値提供のCSR

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

環境
新価値創造
顧客満⾜
⼈材

基盤的CSR

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

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

グループ経営理念
全従業員が考えと⾏動のよりどころする経営の基本的な考え⽅。

1. 「次の欲しい」を先取りし、新たな価値を創造する
2. 世界をリードする技術で、社会に貢献する
3. 企業価値を⾼め、新たな夢を実現する
4. 地球規模で考え、⾏動する
5. 柔らかで活⼒に満ちたグループ
6. 環境社会をリードする
7. 社会との関係を⾒つめ、⾏動し、信頼される
8. 働く⼀⼈ひとりの誇りと喜びがグループを動かす⼒
9. 世界に誇る「フラット＆スピード」の⼈と組織の運営

10. ⾃由な雰囲気、野性味、ベストプラクティス・マイウェイ

CSR⾏動計画
「価値提供のCSR」の4テーマと「基盤的CSR」の5テーマについて⽬標を定めた5年ごとの⾏動計画。

グループ経営理念

CSR⾏動計画2020

CSRの⽬標と実績⼀覧

(https://www.daikin.co.jp/corporate/overview/philosophy/)

（151KB）

 (P91)
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(https://www.daikin.co.jp/-/media/Project/Daikin/daikin_co_jp/csr/company/CSR_Action_Plan_2020-pdf)



戦略経営計画「FUSION25」
グループ経営理念および現状認識をもとに、5年でめざしたいグループの発展の⽅向を定めた当社の戦略経営
計画。

FUSION25 (https://www.daikin.co.jp/investor/management/strategy/fusion25/)
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環境ビジョン2050
パリ協定に賛同し、2050年に温室効果ガス排出実質ゼロをめざして策定した⻑期⽬標。

⻑期視点での⽅針（環境ビジョン2050） (P45)

経営とサステナビリティ − 34 −



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

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

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

ダイキンがめざす価値創造
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。

ダイキンがめざす価値創造

ダイキンの重点SDGs

 (P36)

 (P42)
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経営とサステナビリティ

ダイキンがめざす価値創造
グローバル社会は近年⼤きく変化し続けており、貧困、格差や気候変動といった社会課題を抱えています。
そうした課題解決に世界全体で取り組むために、国連は2015年9⽉、「我々の世界を変⾰する：持続可能な
開発のための2030アジェンダ」を採択し、「持続可能な開発⽬標（Sustainable Development Goals：
SDGs）」を掲げました。

ダイキングループは事業を通じてSDGsの実現に貢献するために、「地球」「都市」「⼈」の3つのテーマを
特定。世界をリードする技術で、環境負荷を低減しながら、健康で快適な暮らしを実現できる、新たな価値
の提供をめざしています。

経営とサステナビリティ −36 −



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

地球温暖化による異常気象が頻発している今、⾃然環境の変化はもちろん、感染症の蔓延など、⼈々の健康
にも影響が拡⼤しています。こうした気温上昇に加え、各地で進む経済発展と⼈⼝増加をきっかけに、エア
コンを必要とする⼈々が年々増加していることで、エアコン使⽤に伴う多⼤な電⼒消費や、冷媒の漏えいに
よって、温暖化を加速させてしまうことも懸念されます。

ダイキングループはグローバル空調メーカーとして、インバータエアコンや温暖化への影響が少ない冷媒の
普及を通じて、温室効果ガス排出量の低減に貢献します。そのほか、フッ素技術を活⽤し、⾃然エネルギー
の利⽤と普及拡⼤に役⽴つような新素材の開発・提供をめざしています。

経営とサステナビリティ −37 −

2020年度の取り組み事例

過去の取り組み事例

普及を促進」 （0.6MB）

 (P139)環境負荷を低減する製品・サービスの開発と普及促進

冷媒の環境負荷低減  (P150)

2019年度の活動ハイライト「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」 （2.4MB）

2017年度の活動ハイライト「 「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

(https://www.daikin.co.jp/-/media/Project/Daikin/daikin_co_jp/csr/feature-past/feature2019-
environment-pdf)

(https://www.daikin.co.jp/-/media/Project/Daikin/daikin_co_jp/csr/feature-past/feature2017-
customer-pdf)



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

新興国では増加し続ける⼈⼝と経済発展により、急激な都市化が進んでいます。⼈⼝100万⼈を超えるメガ
シティが驚異的なスピードで誕⽣すると⾔われ、都市におけるエネルギー需要の増加が予想されます。その
ような都市では、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。

⼀⽅で、⼈⼝が減少し続ける先進国においても、労働者がより働きやすく、⾼い⽣産性を維持できる、快適
な空間が必要となっています。

ダイキングループは、先進国と新興国の両⽅で、それぞれのニーズに応じた空間を創り出すエアコンを提供
していきます。さらに、再⽣可能エネルギー利⽤などでエネルギー消費をゼロにするZEB、街全体でエアコ
ンを最適制御し省エネルギーを促進するICT技術の活⽤などに取り組み、「都市全体での空調管理」によって
快適かつ省エネルギーな「住み続けられる街づくり」を実現していきます。

経営とサステナビリティ −38 −

2020年度の取り組み事例

リューションの提供ソ  (P174)

2020年度の活動ハイライト「モノからサービスへ――快適な空気環境を最良の形で提供」
（0.9MB）

過去の取り組み事例

2016年度の活動ハイライト「最適制御を追求した空調システムで「建物のエネルギー消費量ゼロ」
の実現に貢献」 （1.1MB）

(https://www.daikin.co.jp/-/media/Project/Daikin/daikin_co_jp/csr/feature-past/feature2020-
newvaluecreation-pdf)

(https://www.daikin.co.jp/-/media/Project/Daikin/daikin_co_jp/csr/feature-past/feature2016-
environment-pdf)



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

経済発展とともに、急激な⼯業化や都市への⼈⼝集中、交通量が増加したことで、有害化学物質が⼤気を汚
染し、健康被害が深刻化するなど、私たちの住む空気環境はさまざまな課題を抱えています。

ダイキングループでは、⼯場などからの排気に含まれる有害化学物質を、発⽣源に設置するフィルタによっ
て除去することで、⼤気汚染を軽減できると考えています。室内環境においては、汚染物質の除去だけでな
く、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、空気の付加価値を追求することで、世界中
に安⼼・健康で豊かな空気空間の提供をめざしています。

経営とサステナビリティ − 39 −

2020年度の取り組み事例

過去の取り組み事例

産官学連携による協創イノベーション

産産連携による協創イノベーション  (P264)
 (P253)

2016年度の活動ハイライト「新価値創造―空調・フィルタ技術とエンジニアリング⼒の融合でニー
ズに応える空間を創出」 （1.6MB）(https://www.daikin.co.jp/-/media/Project/Daikin/
daikin_co_jp/csr/feature-past/feature2016-newvaluecreation-pdf)

2020年度の活動ハイライト「“空気で答えを出す会社”として――空気清浄ソリューションを迅速に
提供」 （1.0MB）(https://www.daikin.co.jp/-/media/Project/Daikin/daikin_co_jp/csr/
feature-past/feature2020-customer-pdf)

2019年度の活動ハイライト「協創イノベーションでアフリカに健康で快適な空気・空間を提供」
（2.7MB）(https://www.daikin.co.jp/-/media/Project/Daikin/daikin_co_jp/csr/feature-past/
feature2019-newvaluecreation-pdf)

2018年度の活動ハイライト「 IoT・AIを活⽤した空調ソリューションで、知的⽣産性を⾼める空気
環境を創出」 （1.3MB）(https://www.daikin.co.jp/-/media/Project/Daikin/daikin_co_jp/
csr/feature-past/feature2018-newvaluecreation-pdf)

2017年度の活動ハイライト「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」 （0.7MB）(https://www.daikin.co.jp/-/media/Project/Daikin/daikin_co_jp/csr/
feature-past/feature2017-newvaluecreation-pdf)



価値創造を⽀える基盤
従業員、地域の⼈々の成⻑に貢献する

⾼いスキルを持った⼈材の育成や、雇⽤の創出、地域経済発展への貢献に注⼒します。
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2020年度の取り組み事例

過去の取り組み事例

2020年度の活動ハイライト「世界各地でモノづくりを強化――⼯場運営の担い⼿を各地で育成」
（1.0MB）(https://www.daikin.co.jp/-/media/Project/Daikin/daikin_co_jp/csr/feature-past/
feature2020-human-pdf)

2019年度の活動ハイライト「イノベーションを創出するダイキン独⾃のAI・IoT⼈材を育成」
（0.7MB）(https://www.daikin.co.jp/-/media/Project/Daikin/daikin_co_jp/csr/feature-past/
feature2019-human-pdf)

2018年度の活動ハイライト「多様な地域ニーズに素早く応えるグローバル商品開発体制」
（1.8MB）(https://www.daikin.co.jp/-/media/Project/Daikin/daikin_co_jp/csr/feature-past/
feature2018-customer-pdf)

2018年度の活動ハイライト「急拡⼤するベトナム空調市場で、エアコンの普及を⽀える⼈材を育
成」 （1.4MB）(https://www.daikin.co.jp/-/media/Project/Daikin/daikin_co_jp/csr/feature-
past/feature2018-human-pdf)

2017年度の活動ハイライト「⽶国で取り組む⼈材育成―― 地域社会とともに成⻑するために」
（0.8MB）(https://www.daikin.co.jp/-/media/Project/Daikin/daikin_co_jp/csr/feature-past/
feature2017-human-pdf)

2016年度の活動ハイライト「産官学連携で、新興国の技術者の育成を⽀援」 （1.2MB）
(https://www.daikin.co.jp/-/media/Project/Daikin/daikin_co_jp/csr/feature-past/
feature2016-human-pdf)



産官学連携で社会課題解決に貢献する

国際ルール・基準づくりを通じた市場価値形成や、⼈々の暮らしの向上に貢献する新たなソリューションの
創造に努めます。
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2020年度の取り組み事例

過去の取り組み事例

2018年度の活動ハイライト「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」

2020年度の活動ハイライト「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」
（1.2MB）(https://www.daikin.co.jp/-/media/Project/Daikin/daikin_co_jp/csr/feature-past/
feature2020-environment-pdf)

（1.9MB）(https://www.daikin.co.jp/-/media/Project/Daikin/daikin_co_jp/csr/feature-past/
feature2018-environment-pdf)



経営とサステナビリティ

ダイキンの重点SDGs

ダイキンが事業を通じて貢献するSDGs
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の⽬標が⽰されまし
た。ダイキンは、SDGs17⽬標のうち、ダイキンの強みを⽣かし、事業を通じて⼤きく貢献できる8⽬標に注
⼒しています。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。

関連情報

熱中症や感染症の予防
⼤気汚染対策

インバータ機の普及などエネルギーの効率向上
低温暖化冷媒の開発・普及
ヒートポンプ暖房・給湯の普及
再⽣可能エネルギーの活⽤と普及

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

ダイキンがめざす価値創造  (P36)
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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

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
⼈々の健康や⼼⾝に対する空気・空間の価値を創出

⽣産時の省エネ、リサイクル、省資源化への取り組み
市場での冷媒転換や回収・再⽣・破壊
暑さ・寒さからの解放などによる⽣産性向上への貢献

インバータ機の普及などエネルギーの効率向上
低温暖化冷媒の開発・普及
ヒートポンプ暖房・給湯の普及
再⽣可能エネルギーの活⽤と普及

市場価値形成（国際ルール、基準づくり）
⼈々の暮らしの向上に貢献する新たなソリューションの創造
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1. 貧困をなくそう
あらゆる場所のあらゆる貧
困に終⽌符を打つ

2. 飢餓をゼロに
飢餓に終⽌符を打ち、⾷料
の安定確保と栄養状態の改
善を達成するとともに、持
続可能な農業を推進する

3. すべての⼈に健康と福祉
を
あらゆる年齢のすべての
⼈々の健康的な⽣活を確保
し、福祉を推進する

4. 質の⾼い教育をみんなに
すべての⼈々に包摂的かつ
公平で質の⾼い教育を提供
し、 ⽣涯学習の機会を促進
する

5. ジェンダー平等を実現し
よう
ジェンダーの平等を達成
し、すべての⼥性と⼥児の
能⼒強化を図る

6. 安全な⽔とトイレを世界
中に
すべての⼈々に⽔と衛⽣へ
のアクセスと持続可能な管
理を確保する

7. エネルギーをみんなに、
そしてクリーンに
すべての⼈々に⼿ごろで信
頼でき、持続可能かつ近代
的なエネルギーへのアクセ
スを確保する

8. 働きがいも経済成⻑も
すべての⼈々のための持続
的、包摂的かつ持続可能な
経済成⻑、⽣産的な完全雇
⽤およびディーセント・ワ
ークを推進する

9. 産業と技術⾰新の基盤を
つくろう
強靭なインフラを整備し、
包摂的で持続可能な産業化
を推進するとともに、イノ
ベーションの拡⼤を図る

10. ⼈や国の不平等をなく
そう
国内および国家間の不平等
を是正する

11. 住み続けられるまちづ
くりを
都市と⼈間の居住地を包摂
的、安全、強靭かつ持続可
能にする

12. つくる責任つかう責任
持続可能な消費と⽣産のパ
ターンを確保する

13. 気候変動に具体的な対
策を
気候変動とその影響に⽴ち
向かうため、緊急対策を取
る

14. 海の豊かさを守ろう
海洋と海洋資源を持続可能
な開発に向けて保全し、持
続可能な形で利⽤する

15. 陸の豊かさも守ろう
陸上⽣態系の保護、回復お
よび持続可能な利⽤の推
進、森林の持続可能な管
理、砂漠化への対処、⼟地
劣化の阻⽌および逆転、な
らびに⽣物多様性損失の阻
⽌を図る

16. 平和と公正をすべての
⼈に
持続可能な開発に向けて平
和で包摂的な社会を推進
し、すべての⼈々に司法へ
のアクセスを提供するとと
もに、あらゆるレベルにお
いて効果的で責任ある包摂
的な制度を構築する

17. パートナーシップで⽬
標を達成しよう
持続可能な開発に向けて実
施⼿段を強化し、グローバ
ル・パートナーシップを活
性化する

持続可能な開発⽬標（Sustainable Development Goals: SDGs）
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※1
※2
※3
※4
※5
※6
※7

※8
※9
※10

経営とサステナビリティ

⻑期視点での⽅針（環境ビジョン2050）
2015年に採択された「パリ協定」では、今世紀後半に温室効果ガスの排出量を実質ゼロにし、世界の平均気
温上昇を産業⾰命前に⽐べて2℃未満に抑えるという⽬標が掲げられました。ダイキンはパリ協定に賛同し、
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。2030年削減⽬標を設定
し、戦略経営計画「FUSION25」に織り込んで推進しています。

環境ビジョン2050の策定にあたって
⻑期的視野に⽴って2050年の社会変化を予測し、ダイキンの事業活動におけるリスクと機会を洗い出し、ダ
イキンが持つ資源から環境課題解決のために進むべき⽅向を導き出しました。

ダイキンの事業を取り巻く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、⻑期的な環境課題を特定しました。

参考にした社会シナリオ

国連「World Population Prospects : The 2017 Revision」
PwC 調査レポート「2050年の世界」
国連「World Urbanization Prospects : The 2018 Revision」
（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」
IEA「World Energy Outlook2017」
IEA「The Future of Cooling」
Center for Global Development「The Future of Forests : Emissions from Tropical Deforestation with and without
a Carbon Price, 2016-2050」
（独）物質・材料研究機構「2050年までに世界的な資源制約の壁」
OECD「環境アウトルック2050」
WHO「Quantitative risk assessment of the effects of climate change on selected causes of death, 2030s and
2050s」
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リスクと機会から⾒たダイキンの進むべき⽅向

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。
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環境ビジョン2050
当社製品から⽣じる温室効果ガス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、温室効果ガス排出実
質ゼロをめざします。

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。
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注

リスクと機会を踏まえた成⻑戦略
冷房の需要が急増する将来予測は、主⼒事業が空調事業である当社にとって⼤きな機会となります。その⼀
⽅、気候変動が世界的な課題となり、脱炭素化が求められる社会において、空調の電⼒消費や温室効果ガス
排出の増加は、空調事業を持続するうえでの⼤きなリスクとなります。

そのためダイキンは、電⼒消費の抑制や冷媒の漏えい防⽌などの環境負荷低減に加え、⾼効率空調機や低温
暖化冷媒の開発・普及、建物と連携したエネルギーの効率的活⽤などの新たな環境ソリューションの創出に
取り組むことで、気候変動をはじめとした社会課題解決への貢献と、事業のさらなる成⻑の両⽴をめざしま
す。

冷房の将来を予測したIEA「The Future of Cooling」

国際エネルギー機関（IEA）が2018年5⽉「The Future of Cooling」を発表しました。世界的な電⼒需要の
伸びを左右する重要な要素の⼀つとして、エアコンの使⽤に着⽬したものです。

同レポートによると、冷房の需要は2050年までに急増し、冷房に起因する世界の電⼒需要は3倍になると予
測されています。

世界の空調機の市場ストック台数と電⼒需要

IEA「The Future of Cooling」より当社作成。
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環境ビジョン2050の実現に向けた中⻑期戦略
空気のもたらす付加価値を世界中に提供しながら温室効果ガス排出を実質ゼロにするため、事業の将来を分
析したうえで排出削減の⽬標値を設定。2019 年を基準年とし、未対策のまま事業成⻑した場合の排出量
（BAU）と⽐べた実質排出量を2025 年に30％以上、2030 年には50％以上の削減をめざします。達成する
ための施策を戦略経営計画「FUSION」で実⾏します。
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※

環境ビジョン2050実現に向けた中期経営計画における取り組み
環境ビジョン実現と関連付けた成⻑戦略3テーマを、戦略経営計画「FUSION25」の重点9テーマの中に組み
込みました。社会課題解決への貢献と事業成⻑の両⽴をめざして計画を遂⾏します。

温室効果ガスについて、どの程度の温室効果があるかをCO2基準で表した値。
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※

経営とサステナビリティ

TCFDフレームワークに基づく情報開⽰
ダイキンにとって、気候変動は事業継続に影響を及ぼす重要課題の⼀つです。2019年5⽉、当社は気候変動
に起因する⾦融市場の不安定化リスクの低減を⽬的とした気候関連財務情報開⽰タスクフォース（TCFD）※

提⾔に賛同しました。気候変動が当社の事業に与えるリスク・機会を分析して経営戦略・リスクマネジメン
トに反映するとともに、その進捗を適切に開⽰し、社会全体の脱炭素化に貢献しながら、さらなる成⻑をめ
ざします。

国際機関である⾦融安定理事会によって2015年に設⽴。気候変動に起因する⾃社の事業リスクと事業機会を評価し、財務上
の影響を把握して情報開⽰することを提⾔している。

ガバナンス
気候関連リスクと機会にかかわるガバナンス

ダイキングループの主⼒製品である空調機器は、使⽤時のエネルギー消費に起因するCO2排出量が⼤きいと
いう特性を有しています。また、空調機器の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。
当社事業が気候変動に与える影響は⼤きいと認識し、気候変動問題が当社の中⻑期的な事業リスク・機会に
⼤きな影響を与える事項であると考えています。

以上の認識のもと、気候変動問題を、当社が社会的責任を果たし持続的に発展していくための重要課題の⼀
つと捉え、CSR委員会でマネジメントしています。CSR委員会は、コーポレートガバナンス体制の⼀画を担
う委員会として取締役会が設置しています。CSR担当役員が委員⻑を務め、当社の気候変動に関するリス
ク・機会、取り組み⽅針、⽬標についての議論や、取り組み実績の進捗確認を⾏い、CEOへの提⾔ののち、
取締役会に報告します。

経営とサステナビリティ − 51 −



戦略
組織の事業・戦略・財務に対する気候関連リスクと機会の影響

2018年に公表された国際エネルギー機関（IEA）の論⽂「The Future of Cooling」等にもとづき気候関連シ
ナリオの分析を実施し、戦略を策定しています。

空調需要は2050年に現在の3倍以上へ増加すると予測されています。需要の増加によって、各国政府は空調
に伴うエネルギー規制や、温室効果の⾼い冷媒に対する規制を強化する可能性があります。過度な規制強化
は当社にとってリスクとなり得ます。⼀⽅、適正な規制は、当社が強みとする環境性能に優れた製品・サー
ビスの普及拡⼤を後押しし、事業拡⼤の機会となり得ます。
空調需要が特に増加する新興国で当社の製品・サービスを普及させていくことが、空調に起因する世界の温
室効果ガス排出抑制に向けた有効な施策であり、かつ、当社事業の成⻑につながると考え、事業戦略に反映
しています。

戦略経営計画「FUSION20」後半3カ年計画の中で、「環境ビジョン2050」を掲げました。これは、環境性
能に優れた製品・サービスの拡⼤などにより、2050年に⾃社事業による温室効果ガスの排出実質ゼロを、ラ
イフサイクル全体を通じてめざすものです。その実現に向けた2030年⽬標と施策を、戦略経営計画
「FUSION25」で具体化しました。
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シナリオ分析の詳細

使⽤シナリオ

IEA Sustainable Development Scenario
IEA Base line Scenario, Current Policies Scenario
IEA The Futuer of Cooling
⽇本エネルギー経済研究所(IEEJ) Reference Scenario

政策等が現状のまま進む4℃シナリオでは

夏の気温が⾼くなることにより、⽣活にエアコンが必須な地域が増える。また、冬の気温が上がること
により、性能を発揮できる運転範囲は外気温およそ－20度以上であるヒートポンプ暖房の適応地域が増
える
2030年にはエアコン需要台数が約２倍、さらに2050年には約3倍に拡⼤する
⾮OECD国での空調需要は2030年に2016年の5倍以上に⾼まるが、発電量は2.4倍にしかならない（世
界全体では、空調需要1.9倍に対し発電量1.4倍）

脱炭素政策による各国の規制が厳しくなる2℃シナリオ下では

モントリオール議定書における冷媒の使⽤量削減の進捗が厳しく管理され、実効が不⼗分と判断されれ
ば規制強化も⾏われる
また、現在強い規制が設けられていない国でも強い省エネ政策がとられる

2℃・4℃両シナリオで

温度上昇が進むにつれて異常気象の激甚化・頻発化が進み、⾃社⼯場や調達先の被害などによる⽣産停⽌・
遅延が発⽣する可能性が増える
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リスクマネジメント
気候関連リスクを識別・評価・管理するプロセス

気候変動に伴うリスクと機会には、規制の強化や技術の進展、市場の変化など脱炭素社会への移⾏に起因す
るものと、急性的な異常気象や慢性的な気温上昇など気候変動の物理的な影響に起因するものが考えられま
す。当社は、気候変動に伴うさまざまな外部環境の変化について、その要因を「移⾏リスク」と「物理的リ
スク」に分類のうえ、財務的影響を⼤・中・⼩の３段階で評価し、重要なリスクと機会を特定しています。

「物理リスク」は年に⼀度、世界各拠点からオペレーションリスクの⼀環として物理的な気候関連リスクを
収集します。企業倫理・リスクマネジメント委員会で重要リスクを特定したうえで、取り組み⽅針や対応策
を検討します。
「移⾏リスク」は、中期経営戦略⽴案および⾒直し時に合わせて、製品環境会議等で移⾏的な気候関連リス
ク・機会を洗い出します。CSR委員会で重要リスク・機会を特定したうえで、取り組み⽅針や対応策を検討
します。特定されたリスクと機会への取り組み⽅針、対応策を中期経営計画に反映し、各事業部で実⾏しま
す。

また、気候関連リスクを、当社の事業戦略に⼤きな影響を与えるリスクの⼀つとして全社リスクマネジメン
トプロセスに統合しています。CEOを委員⻑とする内部統制委員会で全社リスクの管理状況について確認
し、取締役会に報告します。
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気候関連リスク・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

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
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気候関連リスク・機会の特定・評価・管理プロセス
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指標と⽬標
気候関連リスクと機会を評価・管理するための指標と⽬標

「環境ビジョン2050」に沿った温室効果ガス排出削減⽬標を、戦略経営計画「FUSION25」に組み込むとと
もに、戦略経営計画に合わせて策定する環境⾏動計画で、気候関連を含む環境活動の進捗を管理していま
す。

1. Scope3：⾃社事業による温室効果ガス実質排出量を、2019年基準でBAU⽐2025年30%削減、2030年
50%削減、2050年ゼロ

2. Scope1・2：グループ全体の⽣産活動に起因する温室効果ガス排出量を2030年2015年⽐38%削減

関連情報

環境⾏動計画

⻑期視点での⽅針（環境ビジョン2050）

 (P116)

 (P45)
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経営とサステナビリティ

グローバル・コンパクトへの参加

国連グローバル・コンパクトへの参加
グループ⼀丸で活動を推進する体制を構築

ダイキンは、2008年から「グローバル・コンパクト」に賛同し参加し
ています。

グローバル・コンパクトは、1999年１⽉に開催された世界経済フォー
ラムにおいてアナン元国連事務総⻑が提唱したもので、企業が社会の良
き⼀員として⾏動するよう促し、持続可能な成⻑の実現をめざします。
また、参加する世界各国の企業に対して、⼈権、労働、環境、腐敗防⽌
の4分野について10原則を⽀持し、実践することを求めています。

ダイキンは、「環境社会をリードする」という環境基本理念のもと、事
業を通じた環境課題の解決に注⼒しています。また、グループ各社の⾏
動規範の指針となる「グループ⾏動指針」に、⼈権の尊重や強制労働・
児童労働の排除、腐敗防⽌などに関する内容を明記し、バリューチェー
ン全体を視野に、透明性や健全性、倫理性ある事業活動を徹底すること
で、グループ経営の中にグローバル・コンパクトの精神を反映させてい
ます。

グローバル・コンパクトの10原則

⼈権
1. 企業はその影響の及ぶ範囲内で国際的に宣⾔されている⼈権の擁護を⽀持し、尊重する。
2. ⼈権侵害に加担しない。

労働
3. 組合結成の⾃由と団体交渉の権利を実効あるものにする。
4. あらゆる形態の強制労働を排除する。
5. 児童労働を実効的に廃⽌する。
6. 雇⽤と職業に関する差別を撤廃する。

環境
7. 環境問題の予防的なアプローチを⽀持する。
8. 環境に関して⼀層の責任を担うためのイニシアチブをとる。
9. 環境にやさしい技術の開発と普及を促進する。

腐敗防⽌
10. 強要と賄賂を含むあらゆる形態の腐敗を防⽌するために取り組む。
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