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拠点のコミュニケーションツールとして、グループ会社の「環境報告書」と工場の「サイトレポート」も作成しています。
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ただし、各指標ごとに環境影響がないまたは小さな会社については除外しています（指標ごとの対象範囲はP.90を参照）。
※必要に応じて上記以外のグループ会社の活動内容も掲載しています。

なお、「CSRレポート2012」は、ダイジェスト版・詳細版ともe-books（PDF）形式で作成しました。
下記Webサイトよりダウンロードして閲覧してください。

大和ハウスグループのCSRへの取り組み
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環境省「環境報告ガイドライン（2012年度版）」、GRI（Global Reporting Initiative）「サステナビリティリポーティングガイドライン第3版」、「ISO26000」
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トップメッセージ
環境との共創共生
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住宅 ・ 建築物のライフサイクルにおける“環境負荷ゼロ”への挑戦を通じて、
環境に配慮した住まいと街づくりを先導してまいります

昨年3月の東日本大震災では、住まいや街の安全・安心に対

する考えを根本から見直す必要性を認識したと同時に、震災

以降の電力需給の問題にも直面し、私たちの暮らしの豊かさ

というものが、いかにエネルギーに依存しているかを再認識

させられました。

そうしたなか、私たち大和ハウスグループは、復興への誓い

も込めて、「環境と共生し人が心豊かに生きる社会の実現を目

指し、住宅・建築物のライフサイクルにおける“環境負荷ゼロ”

に挑戦する」という「環境中長期ビジョン2020」を策定し、現状

の延長線上ではない、より高い目標への挑戦を約束しました。

その達成を目指し、2011年度からスタートした「エンドレス 
グリーン プログラム 2013」では、エネルギーの効率利用と地

球温暖化防止を最重点テーマに掲げ、2013年度までに当社グ

ループ全体のCO2排出量を2005年度比17％削減、当社グルー

プが提供する住宅や建築物等によるCO2削減貢献量を排出量

の6倍以上にすることを重点目標とし、全事業領域において省

CO2先導事例の創出と環境配慮商品の開発・普及に注力して

います。

同プログラムの初年度となる2011年度は、業界初となる

HEMS（ホーム・エネルギー・マネジメント・システム）による制

御が可能な家庭用リチウムイオン蓄電池を搭載した「スマ・エ

コ オリジナル」を発売したほか、大阪府堺市において各住戸

はもちろん街区全体でCO2排出量を差し引きゼロにする「ネッ

ト・ゼロ・エネルギー・タウン」の開発にも着手しました。ま

た、大阪府吹田市では日本最大級の太陽光発電システムを搭

載した分譲マンションの販売を開始、事業施設・商業施設に

おいても“環境負荷ゼロ”を目指す「Smart-Eco Project」を始

動し、中規模事務所と店舗において実物件での先導事例に取

り組みました。さらに、自社のオフィスや工場に先進的な環境

技術を導入して効果を実証するプロジェクトもスタートし、自

社のCO2排出量を削減するとともに、お客さまへの環境配慮

提案にも活用しています。

大和ハウス工業株式会社

代表取締役専務執行役員

環境担当役員　西村　達志

こうした取り組みを進めた結果、2011年度は、「事業活動

プロセスにおけるCO2排出量の削減」及び「商品・サービスの

提供によるCO2削減貢献量の増加」とも目標を上回り、重点

指標と位置付けている「CO2削減貢献度※」は5.3倍となりまし

た。この結果をふまえ、2012年度は一部目標を上方修正した

上で、引き続き、さらなる地球温暖化対策への挑戦、生物多様

性保全の取り組み推進等を基本方針に、全事業領域での取り

組みをさらに加速し、環境に配慮した住まいと街づくりを進め

てまいります。

※CO2削減貢献度＝CO2削減貢献量÷CO2排出量
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環境ビジョン

環境理念 

環境活動重点テーマ 

環境行動指針 

私たちは、「人・街・暮らしの価値共創グループ」として、未来を見据えた環境思考に努め、より環境に配慮した商

品・サービスの提供を通じて、環境と共生し人が心豊かに生きる社会の実現を目指します。

「環境と共生し人が心豊かに生きる社会」の実現のために、次の4つのカテゴリーを環境活動の重点テーマとして、取

り組んでいきます

1.商品・サービスにおける環境負荷の低減
ライフサイクル全体にわたって、環境に配慮した企画・設計

を行い、より環境負荷の低い商品・サービスを提供します。

2.事業活動プロセスにおける環境負荷の低減
全ての事業活動の各段階で、環境への影響を把握し、継続

的に改善することにより環境負荷の低減に努めます。

3.法規制等の遵守
適用を受ける法令及び当社が同意したステークホルダー

の要求を遵守し、社会から信頼される企業市民であるよう

に努めます。

4.教育・訓練の充実
環境管理体制を構築し、教育・訓練を定期的に実施するこ

とにより、環境の重要性を認識し、創意工夫で環境活動に

取り組みます。

大和ハウスグループは、2005年に環境理念・環境活動重点テーマ・環境行
動指針からなる「環境ビジョン」を制定し、その実現に向けグループ一丸と
なって環境活動を推進しています。

環境理念

環境活動
重点テーマ

環境行動指針

1.地球温暖化防止
低炭素社会を目指して、お客さまへ提供する商品 ・ サービス
ならびにその事業活動プロセスにおいて、省エネルギー
を推進します。
また、太陽光、風力などの新エネルギーの活用に
努めます。

3.自然環境との調和
豊かな自然環境を将来世代に継承できる社会を
目指して、森林の保護など地球規模の自然環境保護に
努めます。
また、周辺環境との調和に配慮した街づくりや緑化を推進します。

2.資源保護
循環型社会を目指して、3R※活動を推進します。

また、商品のライフサイクルに配慮して、
省資源 ・ 長寿命化 ・ 資源循環を推進します。

※3R：リデュース（Reduce）、リユース（Reuse）、
リサイクル（Recycle）の3つのR。

4.有害化学物質による汚染の防止
人や生態系が化学物質などによる悪影響を

受けることのない社会を目指し、有害化学物質の削減、
代替、および適正管理を推進します。

環境活動
4つの

重点テーマ

5.環境コミュニケーションの推進
環境に関する情報を積極的に開示し、全てのステークホル

ダーとの対話を今後の環境活動に活かしていきます。

6.グリーン調達の推進
取引先と協力し、環境に配慮した材料、製品等の調達に努

めます。

7.環境技術・環境ビジネスの開拓
環境負荷低減に寄与する技術、ビジネスモデルの開発を行

い、グローバルで革新的な新規ビジネスの開拓に挑戦します。

2005年4月1日制定



環境に配慮したマンションの開発・普及
「環境」との共創共生

マンションでも実現した
「創エネ」「省エネ」システム
目標とするのは、戸建住宅に加えマンションにおいても、
全物件を環境配慮仕様とすること。その最大の課題
は、適正コストの実現でした。これを、新しい工夫を加
えた「創エネ」「省エネ」システムの導入という、業界に
先駆けた先導的な取り組みによって解決したのが、
2012年2月に竣工した首都圏の環境配慮型マンション
『プレミスト稲毛海岸』です。

日本初※の新エネルギーサービス

電気・ガス・水の調達と供給を一社で一括管理する「新エネル
ギーサービス」を日本で初めて実現。調達コストを抑制し、ご入
居者にとってのメリットを創出することができました。このサービ
スは、電気・ガス・水を一括調達することで調達コストを抑え、光
熱費の抑制につながるだけでなく、ガスと電気の単価や需給状況
に応じてエネルギー源を上手く組み合わせたり、非常時のリスク
分散にもつながり、長期にわたる「安心」を提供します。

お客さまの快適とエコを
両立する住まいの提案。

大和ハウスグループは、住宅や建築物のライフサイクルにおける
環境負荷ゼロに挑む「環境中長期ビジョン2020」を策定。
その目標達成に向けて、環境行動計画「エンドレス グリーン プログラム」
を進めるなかで、エネルギーを賢く使う暮らしの提案に取り組んでいます。
そこで一つの鍵を握るのが、環境に配慮したマンションの開発と普及です。

太陽光発電＋ガスコージェネレーション※による創エネ・省エネシステム

マンションの敷地内には、太陽光発電システム（10kW）
と、ガスコージェネレーション（25kW）を設置。天候
や時間帯に左右される太陽光発電をガスエンジンに
よる発電が補い、共用部と各住戸の一部電力を自給
するとともに、停電時にはエレベーターや共用部の照
明などを機能させることも可能です。さらに、ガス
コージェネレーションで電気を創り出す際に、同時に
発生する熱を利用して貯湯槽で予熱水を作り、各戸の
給湯器へ供給。少ないガスでお湯を沸かすことがで
き、省エネです。

※ガスコージェネレーション：天然ガスを燃料にしてエンジンで発電し、
同時に発生する熱をムダなく活用するシステム

■ 非常時に備えた防災対応施設や設備
一階ラウンジ脇の外部に、カスケードガーデン
（滝のある池）を設けて水を循環させ、非常時に
はその水を浄化して使える仕組みにしています。
また、炊き出し用かまどとなる「かまどベンチ」や
簡易組立式で水洗不要の「マンホールトイレ」を
用意するなど、防災にも配慮しています。これら
の防災対応設備は、他のマンションにも設置して
いく予定です。

非常時の飲料水となる
カスケードガーデン

─千葉市美浜区『プレミスト稲毛海岸』

（電気・ガス・水の一括供給）

非常用飲料水生成装置

マンションにおける環境配慮を推進し、今後のモデルとなり得る
創エネ・省エネシステムを新たな観点で導入した。

有効性に優れた非常用電源の備えを実現。水やトイレなど非常
時の生活全般にも配慮し、入居者の安全確保を図った。

環境 消費者課題

社会的責任課題（ISO26000）への取り組み姿勢

2012年2月に竣工した環境配慮型マンション
『プレミスト稲毛海岸』

何よりも伝えたかったのは、
“「環境」の大和ハウス工業”の本気度です。

用地を見て環境配慮を謳うことにより、お客さまに一層共感し
ていただけるマンションになると確信しました。営業部門も同じ
考えとわかり、「環境配慮に対する本気度を伝えるフラッグシッ
プ的な事例にする」との思いを込めて、今可能なことを徹底的
に盛り込みました。その結果、1990年比で一戸あたりのCO2
排出量を約33％削減するとともに初期費用や維持管理費を抑
えることができ、エコロジーのみならずエコノミー面でも胸を張
れる内容になりました。今後は、さらに地中熱等の利用にも挑
戦し、環境に配慮した住まいを普及するための可能性をより
広げていきたいと考えています。

開発担当者の思い

東京支社 
マンション事業部
関東マンション技術部
建築技術課 課長

野村 知

東京ガス㈱ 
東部設備センター 主任

鈴木 聡様

『プレミスト稲毛海岸』屋上
に設置された太陽光発電パ
ネルの前で

東京支社 マンション事業部
第二営業所 主任

島田 隆弘

新エネルギーサービスの実現と
ご満足いただけるサービスのご提供。
大和ハウス様と共同で、できるだけお客さまに負担をかけず環境にも良
いエネルギーサービスを検討した結果、私たちとしても初となる電気・ガ
ス・水を一括供給する新サービスのトライアルを実現することができまし
た。今後、ご入居者にご意見をいただきながら、ご満足いただけるサー
ビスの提供に努めていきます。

ご入居者に気軽にエネルギー状況を確認
していただけるよう、エントランスに「エネル
ギーの見える化」パネルを設置しました。特に、お子さんと一緒に見てい
ただきたいとの思いから、タッチパネルで簡単に太陽光発電システムの発
電量や電気の使用状況などを見ることができるようにしました。

ご入居者さまのご意見

ご入居される皆さまにも
使用エネルギーが見えるように。

営業担当者の思い

東京ガス㈱ 東部設備センター 主任

鈴木 聡様
東京支社 マンション事業部 第二営業所 主任

島田 隆弘
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※東京ガス㈱調べ（2010年12月現在の既存・新築マンションにおいて）
光熱費を約5%削減
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環境に配慮したマンションの開発・普及
「環境」との共創共生

マンションでも実現した
「創エネ」「省エネ」システム
目標とするのは、戸建住宅に加えマンションにおいても、
全物件を環境配慮仕様とすること。その最大の課題
は、適正コストの実現でした。これを、新しい工夫を加
えた「創エネ」「省エネ」システムの導入という、業界に
先駆けた先導的な取り組みによって解決したのが、
2012年2月に竣工した首都圏の環境配慮型マンション
『プレミスト稲毛海岸』です。

日本初※の新エネルギーサービス

電気・ガス・水の調達と供給を一社で一括管理する「新エネル
ギーサービス」を日本で初めて実現。調達コストを抑制し、ご入
居者にとってのメリットを創出することができました。このサービ
スは、電気・ガス・水を一括調達することで調達コストを抑え、光
熱費の抑制につながるだけでなく、ガスと電気の単価や需給状況
に応じてエネルギー源を上手く組み合わせたり、非常時のリスク
分散にもつながり、長期にわたる「安心」を提供します。

お客さまの快適とエコを
両立する住まいの提案。

大和ハウスグループは、住宅や建築物のライフサイクルにおける
環境負荷ゼロに挑む「環境中長期ビジョン2020」を策定。
その目標達成に向けて、環境行動計画「エンドレス グリーン プログラム」
を進めるなかで、エネルギーを賢く使う暮らしの提案に取り組んでいます。
そこで一つの鍵を握るのが、環境に配慮したマンションの開発と普及です。

太陽光発電＋ガスコージェネレーション※による創エネ・省エネシステム

マンションの敷地内には、太陽光発電システム（10kW）
と、ガスコージェネレーション（25kW）を設置。天候
や時間帯に左右される太陽光発電をガスエンジンに
よる発電が補い、共用部と各住戸の一部電力を自給
するとともに、停電時にはエレベーターや共用部の照
明などを機能させることも可能です。さらに、ガス
コージェネレーションで電気を創り出す際に、同時に
発生する熱を利用して貯湯槽で予熱水を作り、各戸の
給湯器へ供給。少ないガスでお湯を沸かすことがで
き、省エネです。

※ガスコージェネレーション：天然ガスを燃料にしてエンジンで発電し、
同時に発生する熱をムダなく活用するシステム

■ 非常時に備えた防災対応施設や設備
一階ラウンジ脇の外部に、カスケードガーデン
（滝のある池）を設けて水を循環させ、非常時に
はその水を浄化して使える仕組みにしています。
また、炊き出し用かまどとなる「かまどベンチ」や
簡易組立式で水洗不要の「マンホールトイレ」を
用意するなど、防災にも配慮しています。これら
の防災対応設備は、他のマンションにも設置して
いく予定です。

非常時の飲料水となる
カスケードガーデン

─千葉市美浜区『プレミスト稲毛海岸』

（電気・ガス・水の一括供給）

非常用飲料水生成装置

マンションにおける環境配慮を推進し、今後のモデルとなり得る
創エネ・省エネシステムを新たな観点で導入した。

有効性に優れた非常用電源の備えを実現。水やトイレなど非常
時の生活全般にも配慮し、入居者の安全確保を図った。

環境 消費者課題

社会的責任課題（ISO26000）への取り組み姿勢

2012年2月に竣工した環境配慮型マンション
『プレミスト稲毛海岸』

何よりも伝えたかったのは、
“「環境」の大和ハウス工業”の本気度です。

用地を見て環境配慮を謳うことにより、お客さまに一層共感し
ていただけるマンションになると確信しました。営業部門も同じ
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に盛り込みました。その結果、1990年比で一戸あたりのCO2
排出量を約33％削減するとともに初期費用や維持管理費を抑
えることができ、エコロジーのみならずエコノミー面でも胸を張
れる内容になりました。今後は、さらに地中熱等の利用にも挑
戦し、環境に配慮した住まいを普及するための可能性をより
広げていきたいと考えています。

開発担当者の思い

東京支社 
マンション事業部
関東マンション技術部
建築技術課 課長

野村 知

東京ガス㈱ 
東部設備センター 主任

鈴木 聡様

『プレミスト稲毛海岸』屋上
に設置された太陽光発電パ
ネルの前で

東京支社 マンション事業部
第二営業所 主任

島田 隆弘

新エネルギーサービスの実現と
ご満足いただけるサービスのご提供。
大和ハウス様と共同で、できるだけお客さまに負担をかけず環境にも良
いエネルギーサービスを検討した結果、私たちとしても初となる電気・ガ
ス・水を一括供給する新サービスのトライアルを実現することができまし
た。今後、ご入居者にご意見をいただきながら、ご満足いただけるサー
ビスの提供に努めていきます。

ご入居者に気軽にエネルギー状況を確認
していただけるよう、エントランスに「エネル
ギーの見える化」パネルを設置しました。特に、お子さんと一緒に見てい
ただきたいとの思いから、タッチパネルで簡単に太陽光発電システムの発
電量や電気の使用状況などを見ることができるようにしました。

ご入居者さまのご意見

ご入居される皆さまにも
使用エネルギーが見えるように。

営業担当者の思い

東京ガス㈱ 東部設備センター 主任

鈴木 聡様
東京支社 マンション事業部 第二営業所 主任

島田 隆弘

環境
「環境

大和ハウスグループは、住宅
環境負荷ゼロに挑む「環境

─千

各住戸

共用部

環境にやさしい
電気、熱をプラス

電気・ガス・
水╱湯

電気･水の
供給

東京ガスの
エネルギーサービス

太陽光発電

コージェネレーション
システム

電気

ガス

水

一
括
調
達

予熱水

コージェネ
による
排熱利用

商用電力（通常の電力）

各
戸
へ
供
給

コージェネ
電力

コージェネ

太陽光

商用電力

共用部電気室

専有部

専有部専有部

専有部

ガスエンジンコージェネ

高効率
給湯器
（エコジョーズ）

専有部

照
明
、

エ
レ
ベ
ー
タ
な
ど

各
戸
へ
供
給

太
陽
光
電
力

太陽光発電パネル

受変電設備

エコジョーズ
（給湯器）

（
一
括
受
電
）

リビング

キッチン 浴室･洗面室

電力

高効率照明

貯湯槽

（10ｋW）

（25ｋW）

エネルギーの見える化モニター画面

※東京ガス㈱調べ（2010年12月現在の既存・新築マンションにおいて）
光熱費を約5%削減

実践報告
ハイライト
〈環境①〉

Daiwa House Group   　　 CSR Report 201282



エネルギー自給住宅の実現に向けて
「環境」との共創共生

大和ハウスグループでは生活の質を向上させながら、2020年までに環境
負荷「0（ゼロ）」（CO2排出量をゼロ、光熱費をゼロ）となるエネルギー自給
住宅に進化させるための新プロジェクト「Smart xevo Eco Project（ス
マート・ジーヴォ・エコ・プロジェクト）」をスタート。2010年7月に国内初と
なる家庭用リチウムイオン蓄電池付住宅展示場「スマ・エコ ハウス」をオー
プン、2011年10月にスマートハウスの商品化第一弾となる「スマ・エコ オ
リジナル」を発売しました。今春、｢スマ・エコ オリジナル｣をご購入いただ
いた大阪府の松田様を訪ね、入居後の感想をおうかがいしました。

─Smart xevo Eco Project

エネルギーが「見える」ことに日々楽しさを感じています。

｢スマ・エコ オリジナル」に関心を持ったのは、太陽光発電を導入している友人宅の光熱費の安
さがきっかけでした。色々なハウスメーカーを検討し、その中から大和ハウスを選んだのは、太陽
光で電気を創るだけでなく、電力を蓄電池で蓄えることができ、その状況をモニターで見ることが
できるのが決め手でした。入居して2ヶ月ですが、外張り断熱通気外壁の効果でエアコンを使用
することもなく、照明にLEDを採用したこともあり、消費電力が少ないのには驚きました。そして、
昼間は太陽光発電システムによる創エネルギーが消費電力を上回るため、売電収入により毎月の
光熱費がプラスとなり、水道代をまかなえるほど家計を助けてくれています。D-HEMSは、画面の
操作が簡単で電気使用量などもグラフやイラストで分かりやすく表示されるため、家事の合い間に
でも気軽に見ることができます。スマートハウスの技術はまだ始まった
ばかりですが、今後も私たちのライフスタイルの変化に応じて最適な
提案やアドバイスをして欲しいですね。

エネルギーを賢く使う暮らし方を提案します。

松田様のように、光熱費を気にされるお客さまは最
近増えています。月々の光熱費というのは住宅
ローン以外にかかる一番大きな出費です。「ス
マ・エコ  オリジナル」を採用することにより、松田
様のように光熱費がほぼゼロになったというお声を
いただくと、お客さまのご要望にお応えできたことを
実感し、誇りに思います。今後も一生に一度の買
い物とされる住宅を通じて、一人でも多くのお客さ
まにエネルギーを賢く使う暮らし方
をご提案していきたいと思います。

ご入居者さまのご意見 営業担当者の思い

エネ
「環境

大和ハウスグループでは生
負荷「0（ゼロ）」（CO 排出量

─S
エネルギーを賢く使う  
「スマ・エコ オリジナル」
スマートハウス第一弾の「スマ・エコ オリジナル」は、外張り断熱通気外壁

やLED照明などのエネルギーを有効に活用する「節約する」技術に、太陽

光発電システムなどのエネルギーを「創る」技術、家庭用リチウムイオン蓄電

池で電気を「蓄える」技術が加わり、住んでいるだけで旧省エネ基準による

住宅と比べ、CO2排出量を70％削減
※
、年間光熱費を106％削減

※
できます。

さらに、エネルギーを最適に制御し、「見える」化できる当社独自のホーム・

エネルギー・マネジメントシステム「D-HEMS」により、家庭内のエネルギーを

家中どこででも確認し、日常の節電行為につなげることができます。

大阪北支店 住宅営業所 店長 

南野 利彦松田様ご夫妻

※iPadはApple Inc.の商標です。

※当社試算による。

松田様邸に採用された
｢スマ・エコ オリジナル」と

「xevo」の技術

リチウムイオン蓄電池
（2.5kWh）
おトクな深夜電力を蓄え
て、昼間に使用すること
で消費電力を削減。光
熱費を抑えることができ
ました。

外張り断熱通気外壁
断熱性能が高く外気温
の影響を受けにくいた
め、入居後、エアコンを
使用しておらず、省エ
ネに貢献しています。

太陽光発電システム（3.1kW）
東・南・西面の屋根に太陽光パネルを設置。
入居後から現在まで発電量が使用電力量を上
回っています。

D-HEMS
自宅で創られた電気や消費電力の状況が一目で分
かるHEMS（ホーム・エネルギー・マネジメント・シ
ステム）をiPad  ※用のアプリケーションとして開発。
iPad  ※を使う際にはエネルギー使用状況等を
チェックする習慣となりました。

［Smart xevo Eco Project 開発ステップ］

2010 2013 2015 2020
導入期 拡張期 普及期

エ
ネ
ル
ギ
ー
自
給
率

HEMS制御による家
庭用リチウムイオン
蓄電池搭載「スマ・エ
コ オリジナル」発売

STEP.2

リチウムイオン蓄
電池搭載展示場
「スマ・エコハウ
ス」オープン。

STEP.1

エネルギー
自給住宅発売
予定

STEP.4

ネットワークを利用した
周辺サービスとの連携
量産化による環境技術
向上・コストダウン

STEP.3

示示場場
コハハウウ
ン。

ネネッ
S

技術の進化を、住み心地に反映していきます。

「スマ・エコ オリジナル」は、エネルギーを「つくる」・「ためる」・「上手につかう」こと
によって、快適な暮らしを楽しみながら無理なく省エネに貢献できることをコンセプトと
して開発したスマートハウスです。現在、エネルギーの見える化技術である
D-HEMSを発展させ、建物内のあらゆる機器や情報をホームネットワークで接続し、
新たな価値を生み出す開発を進めています。今後は、家中の家電製品をスマート
フォン等の情報端末1台で操作したり、外出時に家の様子を教えてくれる等の新たな
サービスの商品化も目指しています。

開発担当者の思い

総合技術研究所
フロンティア技術研究室
地球温暖化防止
研究グループ

星野 雅一

環境

戸建住宅におけるZEH（ネット・ゼロ・
エネルギー・ハウス）の推進を図るべ
く、パッシブ技術と創エネ・省エネ・蓄
エネ技術を活かした住宅を商品化した。

消費者課題

創エネ・蓄エネ技術により光熱費の削
減に貢献するだけでなく、蓄えられた
電力の状況をモニターで一目でわかる
よう、エネルギーの「見える化」を実現。

社会的責任課題（ISO26000）への
取り組み姿勢

太陽光発電
システム

③昼間に発電

①深夜におトクな電力を充電

②昼間に放電
リチウム
イオン
蓄電池

Ｄ-ＨＥＭＳ

③電力を使用
電力会社

③余った電力を売電③余った電力を売電

等 情報端末 台 操作 り 外 時 家 様子 教 く 等 新
サービスの商品化も目指しています。

研

星野 雅一 電力の電力の電力の電力の力の電力の電力の力 状況を状況を状況を状況を状況をを状 モニタモニタモニタモニタモニタタニモ ーで一ーで一ーで一でーで一ーで一目で目で目で目で目ででわわわわわわかるかるかるかるかるる
よう、よう、よう、よう、よう、ようう エネルエネルエネルエネルエネルエネネルエネルギーギーギーギーギーギギ の「見の「見の「見の「見の「見見「見える化える化える化える化える化ええ 化」を実」を実」を実」を実」を実を実を実現。現。現。現。現。

当社では、個々の住宅だけでなく、街づくりにおいてもエネル
ギーを賢く使い、快適な暮らしを実現する開発を行っていま
す。晴美台エコモデルタウンは、65区画全ての住戸をZEH※1

にすることで、日本初※2のネット・ゼロ・エネルギー・タウンと
なります。この街は、住宅の太陽光発電システムの搭載量最
大化や夏季に吹く地域卓越風の団地内への取り込みなど、自
然エネルギーを最大限活かせるよう設計されています。住宅
には「スマ・エコ オリジナル」をさらに進化させた技術を採用

日本初のネット・ゼロ・エネルギー・ タウン「晴美台エコモデルタウン」 を開発 （大阪府堺市）

※1 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス：消費するエネルギーが差し引きゼロの住宅
※2 地方自治体が募集するネット・ゼロ・エネルギー・タウンの事業提案としては日本初。当社調査による（2011年10月6日現在）

し、エネルギーをより効率良く使える仕様となっています。こ
のように、街全体の開発から住宅の外構・造園にいたるまで一
貫して環境に配慮することで、住まわれる方が無理なくZEHを
達成できるようにしています。また、太陽光発電システムや大
型リチウムイオン蓄電池を集会所などの共用施設に設置し、
使用するエネルギーの自給自足を行い、環境への配慮と共に
災害時の備えも行っています。今後、当団地をモデル事例と
して、環境に配慮した街づくりを広く普及させていきます。

イメージパース

D-HEMSにて電力の状況を確認される松田様ご夫妻

実践報告
ハイライト
〈環境②〉

R

R

楽しくエコを続けられる

住まいの提案。
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エネルギー自給住宅の実現に向けて
「環境」との共創共生

大和ハウスグループでは生活の質を向上させながら、2020年までに環境
負荷「0（ゼロ）」（CO2排出量をゼロ、光熱費をゼロ）となるエネルギー自給
住宅に進化させるための新プロジェクト「Smart xevo Eco Project（ス
マート・ジーヴォ・エコ・プロジェクト）」をスタート。2010年7月に国内初と
なる家庭用リチウムイオン蓄電池付住宅展示場「スマ・エコ ハウス」をオー
プン、2011年10月にスマートハウスの商品化第一弾となる「スマ・エコ オ
リジナル」を発売しました。今春、｢スマ・エコ オリジナル｣をご購入いただ
いた大阪府の松田様を訪ね、入居後の感想をおうかがいしました。

─Smart xevo Eco Project

エネルギーが「見える」ことに日々楽しさを感じています。

｢スマ・エコ オリジナル」に関心を持ったのは、太陽光発電を導入している友人宅の光熱費の安
さがきっかけでした。色々なハウスメーカーを検討し、その中から大和ハウスを選んだのは、太陽
光で電気を創るだけでなく、電力を蓄電池で蓄えることができ、その状況をモニターで見ることが
できるのが決め手でした。入居して2ヶ月ですが、外張り断熱通気外壁の効果でエアコンを使用
することもなく、照明にLEDを採用したこともあり、消費電力が少ないのには驚きました。そして、
昼間は太陽光発電システムによる創エネルギーが消費電力を上回るため、売電収入により毎月の
光熱費がプラスとなり、水道代をまかなえるほど家計を助けてくれています。D-HEMSは、画面の
操作が簡単で電気使用量などもグラフやイラストで分かりやすく表示されるため、家事の合い間に
でも気軽に見ることができます。スマートハウスの技術はまだ始まった
ばかりですが、今後も私たちのライフスタイルの変化に応じて最適な
提案やアドバイスをして欲しいですね。

エネルギーを賢く使う暮らし方を提案します。

松田様のように、光熱費を気にされるお客さまは最
近増えています。月々の光熱費というのは住宅
ローン以外にかかる一番大きな出費です。「ス
マ・エコ  オリジナル」を採用することにより、松田
様のように光熱費がほぼゼロになったというお声を
いただくと、お客さまのご要望にお応えできたことを
実感し、誇りに思います。今後も一生に一度の買
い物とされる住宅を通じて、一人でも多くのお客さ
まにエネルギーを賢く使う暮らし方
をご提案していきたいと思います。

ご入居者さまのご意見 営業担当者の思い

エネ
「環境

大和ハウスグループでは生
負荷「0（ゼロ）」（CO 排出量

─S
エネルギーを賢く使う  
「スマ・エコ オリジナル」
スマートハウス第一弾の「スマ・エコ オリジナル」は、外張り断熱通気外壁

やLED照明などのエネルギーを有効に活用する「節約する」技術に、太陽

光発電システムなどのエネルギーを「創る」技術、家庭用リチウムイオン蓄電

池で電気を「蓄える」技術が加わり、住んでいるだけで旧省エネ基準による

住宅と比べ、CO2排出量を70％削減
※
、年間光熱費を106％削減

※
できます。

さらに、エネルギーを最適に制御し、「見える」化できる当社独自のホーム・

エネルギー・マネジメントシステム「D-HEMS」により、家庭内のエネルギーを

家中どこででも確認し、日常の節電行為につなげることができます。

大阪北支店 住宅営業所 店長 

南野 利彦松田様ご夫妻

※iPadはApple Inc.の商標です。

※当社試算による。

松田様邸に採用された
｢スマ・エコ オリジナル」と

「xevo」の技術

リチウムイオン蓄電池
（2.5kWh）
おトクな深夜電力を蓄え
て、昼間に使用すること
で消費電力を削減。光
熱費を抑えることができ
ました。

外張り断熱通気外壁
断熱性能が高く外気温
の影響を受けにくいた
め、入居後、エアコンを
使用しておらず、省エ
ネに貢献しています。

太陽光発電システム（3.1kW）
東・南・西面の屋根に太陽光パネルを設置。
入居後から現在まで発電量が使用電力量を上
回っています。

D-HEMS
自宅で創られた電気や消費電力の状況が一目で分
かるHEMS（ホーム・エネルギー・マネジメント・シ
ステム）をiPad  ※用のアプリケーションとして開発。
iPad  ※を使う際にはエネルギー使用状況等を
チェックする習慣となりました。

［Smart xevo Eco Project 開発ステップ］

2010 2013 2015 2020
導入期 拡張期 普及期

エ
ネ
ル
ギ
ー
自
給
率

HEMS制御による家
庭用リチウムイオン
蓄電池搭載「スマ・エ
コ オリジナル」発売

STEP.2

リチウムイオン蓄
電池搭載展示場
「スマ・エコハウ
ス」オープン。

STEP.1

エネルギー
自給住宅発売
予定

STEP.4

ネットワークを利用した
周辺サービスとの連携
量産化による環境技術
向上・コストダウン

STEP.3

示示場場
コハハウウ
ン。

ネネッ
S

技術の進化を、住み心地に反映していきます。

「スマ・エコ オリジナル」は、エネルギーを「つくる」・「ためる」・「上手につかう」こと
によって、快適な暮らしを楽しみながら無理なく省エネに貢献できることをコンセプトと
して開発したスマートハウスです。現在、エネルギーの見える化技術である
D-HEMSを発展させ、建物内のあらゆる機器や情報をホームネットワークで接続し、
新たな価値を生み出す開発を進めています。今後は、家中の家電製品をスマート
フォン等の情報端末1台で操作したり、外出時に家の様子を教えてくれる等の新たな
サービスの商品化も目指しています。

開発担当者の思い

総合技術研究所
フロンティア技術研究室
地球温暖化防止
研究グループ

星野 雅一

環境

戸建住宅におけるZEH（ネット・ゼロ・
エネルギー・ハウス）の推進を図るべ
く、パッシブ技術と創エネ・省エネ・蓄
エネ技術を活かした住宅を商品化した。

消費者課題

創エネ・蓄エネ技術により光熱費の削
減に貢献するだけでなく、蓄えられた
電力の状況をモニターで一目でわかる
よう、エネルギーの「見える化」を実現。

社会的責任課題（ISO26000）への
取り組み姿勢

太陽光発電
システム

③昼間に発電

①深夜におトクな電力を充電

②昼間に放電
リチウム
イオン
蓄電池

Ｄ-ＨＥＭＳ

③電力を使用
電力会社

③余った電力を売電③余った電力を売電

等 情報端末 台 操作 り 外 時 家 様子 教 く 等 新
サービスの商品化も目指しています。

研

星野 雅一 電力の電力の電力の電力の力の電力の電力の力 状況を状況を状況を状況を状況をを状 モニタモニタモニタモニタモニタタニモ ーで一ーで一ーで一でーで一ーで一目で目で目で目で目ででわわわわわわかるかるかるかるかるる
よう、よう、よう、よう、よう、ようう エネルエネルエネルエネルエネルエネネルエネルギーギーギーギーギーギギ の「見の「見の「見の「見の「見見「見える化える化える化える化える化ええ 化」を実」を実」を実」を実」を実を実を実現。現。現。現。現。

当社では、個々の住宅だけでなく、街づくりにおいてもエネル
ギーを賢く使い、快適な暮らしを実現する開発を行っていま
す。晴美台エコモデルタウンは、65区画全ての住戸をZEH※1

にすることで、日本初※2のネット・ゼロ・エネルギー・タウンと
なります。この街は、住宅の太陽光発電システムの搭載量最
大化や夏季に吹く地域卓越風の団地内への取り込みなど、自
然エネルギーを最大限活かせるよう設計されています。住宅
には「スマ・エコ オリジナル」をさらに進化させた技術を採用

日本初のネット・ゼロ・エネルギー・ タウン「晴美台エコモデルタウン」 を開発 （大阪府堺市）

※1 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス：消費するエネルギーが差し引きゼロの住宅
※2 地方自治体が募集するネット・ゼロ・エネルギー・タウンの事業提案としては日本初。当社調査による（2011年10月6日現在）

し、エネルギーをより効率良く使える仕様となっています。こ
のように、街全体の開発から住宅の外構・造園にいたるまで一
貫して環境に配慮することで、住まわれる方が無理なくZEHを
達成できるようにしています。また、太陽光発電システムや大
型リチウムイオン蓄電池を集会所などの共用施設に設置し、
使用するエネルギーの自給自足を行い、環境への配慮と共に
災害時の備えも行っています。今後、当団地をモデル事例と
して、環境に配慮した街づくりを広く普及させていきます。

イメージパース

D-HEMSにて電力の状況を確認される松田様ご夫妻

実践報告
ハイライト
〈環境②〉
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スマートな建物でスマートに働く
「環境」との共創共生

使う立場だからこそできる
提案と改善。

当社の新築事務所では、次世代の環境配慮型オフィス「D’s SMART OFFICE」の
コンセプトに基づき、最新の環境配慮技術を導入、効果検証を行っています。
また、設備に頼るだけでなく、その建物を利用する人がスマートに利用できる
「建物の使い方」を検証し、得られたノウハウを商品開発に活かしています。

パッシブコントロール〈自然光〉

BEMS※による
電気使用量の一元管理で省エネ
電気使用量を「見える化」
するだけでなく、全館の使
用電力を一元管理するこ
とで、一層の省エネが可能
になりました。このデータ
の一部はエントランスの大
画面でご覧いただけます。

ユニバーサルレイアウト
誰にでも使いやすいユ
ニバーサルレイアウトに
より、人員の増減にも対
応しやすくなりました。

─新築自社事務所でのスマートオフィス実証実験

環境配慮型オフィス「愛知北支店」

支店南側にフレーム式壁面緑化を設置

BEMSで収集したデータをもとに、
さらなる環境配慮に努めていきます。

新オフィスに移転して驚いたのは執務室の暖かさと部屋の
明るさでした。現在まで空調はほとんど使用していません
し、日中は照明を付けなくても4階の執務室はとても明るく、
スマートオフィスの機能性を実感しています。また、実際に
スマートオフィスを体験することでその良さをお客さまにより
分かりやすくご提案できるのではないかと思います。
また、BEMSでは当オフィスでの電力使用状況が一目で分
かるため、リアルタイムでムダの削減に取り組めます。
今後、省エネ改善委員会などを通じてさらなる改善を進
め、D’s SMART OFFICEにふさわしい環境配慮No.1
支店を目指していきます。

従業員の思い

愛知北支店 
総務課 経理課
課長

河田 晃嘉

スマ
「環境

当社の新築事務所では、次
コンセプトに基づき 最新の

─新

CO2排出量［t-CO2╱年］

［CO2排出量を54.7%削減（1990年比）］ 「CASBEE※あいち」にて、最高の評価Sランク

［環境配慮技術の詳細］
● LED導光板照明……Ｐ114　　● 光ダクト……Ｐ114　　● 壁面緑化……Ｐ115　

4.71990年仕様
189.5t-CO2╱年

愛知北支店
85.8t-CO2╱年

0
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環境負荷（L）

BEE＝3.6 ★★★★★

部屋全体に光を行き渡らせる「採光ブラインド」
ブラインドの羽根に特殊な光拡散フィルムを使用。さまざまな角度で入って
くる太陽光が拡散し、柔らかな光が部屋全体に行き渡るため、昼間は照明が
ほとんど不要で、電力使用量を削減できました。

タスク・アンビエント照明 温度と湿度を制御する「デシカント空調システム」
「デシカント空調システム」は、冷房時は外部給気の湿気を吸着して
外部に排気。暖房時は、逆に室内排気と外部給気の湿気を室内に還
流することで湿度を調節し、快適な室内環境とランニングコスト削減
を実現できました。

昼光をダイレクトに照明として利用する「光ダクト」
昼光をダイレクトに採り込み、光伝送道を通してオフィスに自然の光を採り入れる
「光ダクト」の採用により、昼間の照明電力削減はもちろん、目に負担のかからない
優しい光を採り入れることができました。

環境配慮と効果検証を兼ねた
オフィスを開発
愛知県小牧市に立地する愛知北支店は2011年12月に
竣工しました。この環境配慮型オフィスでは新たな取り組
みとしてLED導光板照明等を利用し、1990年仕様の事
務所ビルと比較して54.7%と大幅な省CO2効果を実現しま
した。また、当社グループである大和リースの商品「フレー
ム式壁面緑化」も導入しています。

D’s SMART OFFICEコンセプト アクティブコントロール〈照明・空調〉 ニューワークスタイル〈新しい働き方〉

スマートマネジメント〈BEMS〉

環境 消費者課題労働慣行

自社の事務所に創エネ・省
エネ設備を導入することで
事業活動プロセスにおける
環境負荷削減に貢献した。

執務室をフリーアドレス制
にしたことで部署間の垣根
を払い、従業員のコミュニ
ケーション活性化の機会を
提供した。

自社事務所を環境配慮型
オフィスの実証実験の場と
し、得られた結果から商品
の改善活動に活かした。

社会的責任課題（ISO26000）への取り組み姿勢

54.7%
削減

■ フリーアドレス

■ 事務部門の集約
各部門の事務担当者を集約するこ
とで、業務の効率化・平準化につ
ながりました。

従来の「部門ごとの島」をなくし、
円形デスクによるフリーアドレスを
導入。従業員のコミュニケーショ
ンの活性化につながっています。

フリーアドレスの執務室の前にて。
様々な部署の従業員が業務を行っている。

※建築物の環境性能を評価格付けする建築環境
　総合性能評価システム

自然を活かす（光・風・緑）

エネルギーを
適切に制御

建物全体で
環境性能を向上

創エネ・省エネ・
蓄エネ

※ビル・エネルギー管理システム（Building Energy Management System）

建
築
物
の
環
境
品
質（
Q
）

実践報告
ハイライト
〈環境③〉

高顕熱型
ビル用マルチ デシカント

空調機
換気

顕熱処理 加湿・除湿
潜熱処理

デシカント空調機の仕組み

乾燥した
新鮮な空気

乾燥した
室内の空気

水分を外に放出

湿気を含んだ外気

吸着財が水分を吸収

吸着財が水分を放出

アンビエント照明

タスク照明

光

光

光

光

光

室 外 室 内
ブラインドの羽根

放光口

採光口 採光口

放光口放光口

光伝送道（鏡の筒）太陽光 太陽光

執務室はアンビエント（全般）照明
と、タスク（作業）照明を設置したこ
とで以前のオフィスの半分の照度で
充分な明るさを確保。昼光セン
サー、人感セ
ンサーも活用
し、照明の消費
電力を削減で
きました。
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スマートな建物でスマートに働く
「環境」との共創共生

使う立場だからこそできる
提案と改善。

当社の新築事務所では、次世代の環境配慮型オフィス「D’s SMART OFFICE」の
コンセプトに基づき、最新の環境配慮技術を導入、効果検証を行っています。
また、設備に頼るだけでなく、その建物を利用する人がスマートに利用できる
「建物の使い方」を検証し、得られたノウハウを商品開発に活かしています。

パッシブコントロール〈自然光〉

BEMS※による
電気使用量の一元管理で省エネ
電気使用量を「見える化」
するだけでなく、全館の使
用電力を一元管理するこ
とで、一層の省エネが可能
になりました。このデータ
の一部はエントランスの大
画面でご覧いただけます。

ユニバーサルレイアウト
誰にでも使いやすいユ
ニバーサルレイアウトに
より、人員の増減にも対
応しやすくなりました。

─新築自社事務所でのスマートオフィス実証実験

環境配慮型オフィス「愛知北支店」

支店南側にフレーム式壁面緑化を設置

BEMSで収集したデータをもとに、
さらなる環境配慮に努めていきます。

新オフィスに移転して驚いたのは執務室の暖かさと部屋の
明るさでした。現在まで空調はほとんど使用していません
し、日中は照明を付けなくても4階の執務室はとても明るく、
スマートオフィスの機能性を実感しています。また、実際に
スマートオフィスを体験することでその良さをお客さまにより
分かりやすくご提案できるのではないかと思います。
また、BEMSでは当オフィスでの電力使用状況が一目で分
かるため、リアルタイムでムダの削減に取り組めます。
今後、省エネ改善委員会などを通じてさらなる改善を進
め、D’s SMART OFFICEにふさわしい環境配慮No.1
支店を目指していきます。

従業員の思い

愛知北支店 
総務課 経理課
課長

河田 晃嘉

スマ
「環境

当社の新築事務所では、次
コンセプトに基づき 最新の

─新

CO2排出量［t-CO2╱年］

［CO2排出量を54.7%削減（1990年比）］ 「CASBEE※あいち」にて、最高の評価Sランク

［環境配慮技術の詳細］
● LED導光板照明……Ｐ114　　● 光ダクト……Ｐ114　　● 壁面緑化……Ｐ115　
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部屋全体に光を行き渡らせる「採光ブラインド」
ブラインドの羽根に特殊な光拡散フィルムを使用。さまざまな角度で入って
くる太陽光が拡散し、柔らかな光が部屋全体に行き渡るため、昼間は照明が
ほとんど不要で、電力使用量を削減できました。

タスク・アンビエント照明 温度と湿度を制御する「デシカント空調システム」
「デシカント空調システム」は、冷房時は外部給気の湿気を吸着して
外部に排気。暖房時は、逆に室内排気と外部給気の湿気を室内に還
流することで湿度を調節し、快適な室内環境とランニングコスト削減
を実現できました。

昼光をダイレクトに照明として利用する「光ダクト」
昼光をダイレクトに採り込み、光伝送道を通してオフィスに自然の光を採り入れる
「光ダクト」の採用により、昼間の照明電力削減はもちろん、目に負担のかからない
優しい光を採り入れることができました。

環境配慮と効果検証を兼ねた
オフィスを開発
愛知県小牧市に立地する愛知北支店は2011年12月に
竣工しました。この環境配慮型オフィスでは新たな取り組
みとしてLED導光板照明等を利用し、1990年仕様の事
務所ビルと比較して54.7%と大幅な省CO2効果を実現しま
した。また、当社グループである大和リースの商品「フレー
ム式壁面緑化」も導入しています。

D’s SMART OFFICEコンセプト アクティブコントロール〈照明・空調〉 ニューワークスタイル〈新しい働き方〉

スマートマネジメント〈BEMS〉

環境 消費者課題労働慣行

自社の事務所に創エネ・省
エネ設備を導入することで
事業活動プロセスにおける
環境負荷削減に貢献した。

執務室をフリーアドレス制
にしたことで部署間の垣根
を払い、従業員のコミュニ
ケーション活性化の機会を
提供した。

自社事務所を環境配慮型
オフィスの実証実験の場と
し、得られた結果から商品
の改善活動に活かした。

社会的責任課題（ISO26000）への取り組み姿勢

54.7%
削減

■ フリーアドレス

■ 事務部門の集約
各部門の事務担当者を集約するこ
とで、業務の効率化・平準化につ
ながりました。

従来の「部門ごとの島」をなくし、
円形デスクによるフリーアドレスを
導入。従業員のコミュニケーショ
ンの活性化につながっています。

フリーアドレスの執務室の前にて。
様々な部署の従業員が業務を行っている。

※建築物の環境性能を評価格付けする建築環境
　総合性能評価システム

自然を活かす（光・風・緑）

エネルギーを
適切に制御

建物全体で
環境性能を向上

創エネ・省エネ・
蓄エネ

※ビル・エネルギー管理システム（Building Energy Management System）

建
築
物
の
環
境
品
質（
Q
）

実践報告
ハイライト
〈環境③〉
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とで以前のオフィスの半分の照度で
充分な明るさを確保。昼光セン
サー、人感セ
ンサーも活用
し、照明の消費
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環境中長期ビジョン
「環境」との共創共生

Daiwa House Group   　　 CSR Report 201287

環境中長期ビジョン2020 大和ハウス
グループ

地球温暖化をはじめ、さまざまな地球環境問題が深刻化す

るなか、私たち大和ハウスグループは、自らの事業活動をでき

る限り環境に負荷を与えないプロセスへと変革したい、そして

私たちが提供する商品やサービスを通じて世の中の環境負荷

低減に大きく貢献したい、こうした思いを込めて、創業50周年

の節目である2005年に次なる100周年を見据えた「環境ビジョ

ン」を策定し、環境経営を推進してきました。

そのたゆまない歩みのマイルストーンとして、2011年には

10年後を見据えた「環境中長期ビジョン2020」を策定、『住宅

や建築物のライフサイクルにおける”環境負荷ゼロ”』を目指し、

環境ビジョンに示した4つの重点テーマについて、「事業活動プ

ロセス」、「商品・サービス」の両面から、より具体的な中期目標

を設定し取り組みを加速させています。

環境中長期ビジョン2020

大和ハウスグループは、
環境と共生し人が心豊かに生きる暮らしと社会の実現を目指し、
住宅や建築物のライフサイクルにおける「環境負荷ゼロ」
に挑戦します。

なかでも、最重点テーマと位置づける「地球温暖化防止」に

関しては、当社グループの事業活動プロセスにおける「CO2排

出量の削減」と当社が提供する新築住宅や建築物における居

住・運用段階での「CO2排出ゼロの達成時期」について目標設定

しました。

まず、当社グループのCO2排出量については、創業50周年、

環境ビジョンを策定した2005年度を基準とし、2020年までに

総量で30％削減することを目指します。

［事業活動プロセスにおけるCO2排出量（グループ全体）］

CO2 

排
出
量
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40
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0 20202005

40.0
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（年度）

（万 t-CO2）

34.2

28.0

30％削減
34.2

※2005年度のCO2排出量は一部推計を含む

さらに、当社が提供する住宅や建築物について、新築戸建住

宅においては2020年までにCO2排出ゼロ、それ以外の賃貸住

宅・マンション・店舗・事務所等においてはそれぞれ2030年まで

にCO2排出ゼロの実現を目指します。

重点テーマごとの中長期目標

事
業
活
動
プ
ロ
セ
ス

地球
温暖化
防止

2020年までに、グループ全体のCO2排出量を2005年度比で
30％削減することを目指します。

資源
保護

2020年までに、新築住宅・建築の生産・施工に伴う廃棄物排出
量を2010年度比で30％以上削減するとともに、住宅・建築とも
にゼロエミッションの拡大を目指します。

生物
多様性
保全

2020年までに、新築住宅・建築で使用する建材・原材料の調達
および全ての開発事業において、生物多様性の保全に配慮し
たプロセスとすることを目指します。

有害化
学物質
削減

2020年までに、有害化学物質（※）の排出・移動量を2010年度比
で10％以上削減するとともに、生産工程でのVOC（揮発性有機
化合物）排出量を2010年度比で20％以上削減することを目指
します。
※PRTR法に定める第一種指定化学物質

商
品・サ
ー
ビ
ス

地球
温暖化
防止

2020年までに、当社が年間に提供する新築戸建住宅の平均で、
居住時のCO2排出量を差し引きゼロとします。 

2030年までに、当社が年間に提供する新築建物（戸建住宅以
外）の用途別平均で、居住・運用時のCO2排出量を差し引きゼロ
とします。 

資源
保護

スケルトンの長寿命化とインフィルの可変性を向上する技術を
開発するとともに、資産価値を維持し、ストックの流通を促進す
るシステムの構築を目指します。

生物
多様性
保全

全ての新築住宅・建築において環境との共生を図るとともに、
開発事業では生物多様性の保全に努め、自然環境との調和を
テーマとした先導的な街づくりを追求します。

有害化
学物質
削減

建材に使用される有害化学物質によるリスクを最小化するとと
もに、健康配慮型の商品（仕様）を開発し、多様な顧客のニーズ
に対応します。

［当社が提供する住宅・建築物の居住・運用段階におけるCO2排出量
 （1990年時仕様を100とした場合）］
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環境行動計画（エンドレス グリーン プログラム）
「環境」との共創共生

環境行動計画
「エンドレス グリーン プログラム 2013」 大和ハウスグループ

当社グループでは、環境ビジョンの実現に向け、中期経営計

画の対象期間に合わせて、およそ3ヵ年ごとに具体的な目標と

計画を「エンドレス グリーン プログラム」として策定し、活動を

推進しています。

1997年に環境推進部（現環境部）を設置して以降、2007年

までの10年間は、企業市民としての社会的責任の観点から、グ

ループ3社において、ISO14001の認証取得や新築現場におけ

るゼロエミッションの達成などに取り組みました。2008～2010
年度の「エンドレス グリーン プログラム 2010」では、「環境保

全から環境経営へ」をテーマに、対象範囲を主要グループ会社

へ拡大、地球温暖化対策の強化などを基本方針として、提供す

る住宅・建築物における環境配慮の取り組みを進めました。

2011～2013年度を対象期間とする「エンドレス グリーン プ

ログラム 2013」では、「環境と経営の融合」をテーマにさらな

る環境経営の推進を目指し、新たに環境経営方針を策定。環境

を事業拡大の原動力とし環境配慮商品の売り上げ拡大を図る

とともに、ZEH・ZEB※の早期実現を目指し業界をリードする省

CO2先導事例を数多く創出することを通じて、「環境先進企業」

となることを目指します。

※ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）：創エネルギーと消費エネルギー　
が差し引きゼロの住宅

　ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）：創エネルギーと消費エネルギーが　
差し引きゼロの建物

［環境行動計画のあゆみ］

環境保全
企業市民としての社会的責任

環境経営
環境保全と企業収益の両立

1998 2005 2008 2011

大和ハウス工業を含むグループ3社 グループ28社

環境経営
境保全と企業収益の両立

グループ28社

環境

社

任企業

大和ハ

環境保全
業市民としての社会的責

ハウス工業を含むグループ3社

責任

環境自主行動計画 環境行動計画
2005

●住宅現場の
　ゼロエミッション
　達成

エンドレス グリーン
プログラム 2010

●CO2ダブルスコアの
　達成

●ISO14001の
　認証取得

エンドレス グリーン プログラム 2013

環境経営
方針

省CO2提案の強化による環境配慮商品の売り上げ拡大
～環境を事業拡大の原動力に～

省CO2先導事例の創出による環境先進ブランドの確立
～ZEH・ZEBの早期実現～

グループ13社

4つのECOへの取り組みを加速 大和ハウス
グループ 中長期目標から逆算して3ヵ年目標を設定 大和ハウス

グループ

「エンドレス グリーン プログラム 2013」では、4つの取り組

み領域を設定し、4つの重点テーマそれぞれについて具体的な

目標と計画を策定し全事業・全プロセスでの活動を推進してい

きます。

事業活動プロセスの効率化による環境負荷低減を図る

「ECOプロセス」と、より環境に配慮した住宅・建築物等の開

発・普及を図る「ECOプロダクツ」の両面から取り組みを加速さ

せるとともに、それらの基盤となる次世代環境技術の研究・開発

「ECOテクノロジー」や、こうした取り組みを効果的に情報発信

していく「ECOコミュニケーション」にも注力していきます。

4つの重点テーマにおける目標設定にあたっては、現状の延

長線上ではなく、10年後に目指すべき姿として「環境中長期ビ

ジョン2020」で設定した中長期目標から逆算して3年後の到達

レベルを設定しました。

例えば、当社グループのCO2排出量については、「2020年ま

でに2005年度比30％削減」との中長期目標から逆算し、2013
年度の目標を「2005年度比17％削減」に設定しています。

［環境行動計画のフレームワーク］

ECO
コミュニケーション

ECO
テクノロジー

ECO
プロダクツ

ECO
プロセス

4つのECO
有害化学物質に
よる汚染の防止

自然環境との調和
（生物多様性保全）

資源保護地球温暖化
防止

4つの重点テーマ

CO2 

排
出
量

20202005 2013
（年度）

30％
削減

17％
削減

エンドレスグリーン
プログラム2013

環境中長期
ビジョン2020

バックキャスティング※

※バックキャスティング：はじめに将来の目指すべき姿を描き、その姿から逆算
して目標設定していく手法
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基本方針と重点戦略 大和ハウス
グループ

「エンドレス グリーン プログラム 2013」では、特に重点的に

取り組むべき内容について、4つの基本方針を掲げ、全従業員

で共有を図り、取り組みを推進しています。

引き続き、地球温暖化防止を最重点テーマに、さらなる地球

温暖化対策に挑戦するとともに、生物多様性保全への取り組

みを事業活動のなかへ定着させていきます。また、こうした取

り組みの基盤となる研究開発分野では、ZEH・ZEBの実現に向

け、省エネ・創エネ・蓄エネ技術の開発・統合に、さまざまなパー

トナー企業の皆さまと協働して取り組んでいきます。さらに、ス

テークホルダーを巻き込んだ環境コミュニケーション活動も積

極的に展開し、社内外へ環境の輪を拡げていきます。

「エンドレス グリーン プログラム 2013」 基本方針

◎さらなる地球温暖化対策への挑戦
◎生物多様性保全への取り組み推進
◎ZEH・ZEBの実現に向けた技術開発
◎ステークホルダーへの効果的な情報発信

■ 基本方針1：さらなる地球温暖化対策への挑戦
事業活動プロセス（施設運営・生産・物流・施工など）において

は、自社施設における運用改善の徹底と計画的な設備更新を

進めるとともに、大和ハウスグループ施設における省エネ推進

事業所での取り組みを強化します。

■ 基本方針4：ステークホルダーへの効果的な情報発信
環境WebサイトやSNS（ソーシャルネットワークサービス）

を活用し、一般生活者を巻き込んだ双方向コミュニケーション

を充実させるとともに、2010年度からスタートした「SAKURA 
PROJECT」※や2005年度から継続している「こどもエコ・ワーク

ショップ」など地域社会と連携したコミュニケーション活動を強

化していきます。
※環境配慮型住宅「xevo（ジーヴォ）」の売上の一部で地域の幼稚園や小学　
校に桜の植樹を実施。9ヶ所、1,143人参加（2012年3月末現在）。

■ 基本方針2：生物多様性保全への取り組み推進
2010年10月に発表した「生物多様性宣言～人と自然が『共

創共生』する社会へ～」に基づき、各事業を通じて「人と自然が

共創する街づくりの提案」を実践するとともに、住宅・建築物に

おける認証木材の採用を進めるなど、「生態系に配慮した資源

の利用」に取り組みます。

■ 基本方針3：ZEH・ZEBの実現に向けた技術開発
地球温暖化の進行とエネルギー需給の問題解決を図るため、

ZEH･ZEBの早期実現と普及を目指し、独自の先進技術でエネル

ギーを賢く使う、次世代住宅・建築の開発プロジェクトを進めます。

住宅においては、エネルギー自給住宅の実現に向け、2020
年までのロードマップを描き、パッシブ技術※1と省エネ・創エネ・

蓄エネ技術を組み合わせ、当社が独自に開発した「D-HEMS」

などのICT技術※2を活用したエネルギーマネジメントにより、

CO2排出量削減とエネルギーの有効利用を両立する暮らしの

提案を進めます。
※1 自然を活かす技術　　　※2 情報・通信に関連する技術

LED導光板照明や壁面緑化を導入し
た当社愛知北支店ビル（愛知県）

省エネモデル施設として高効率空調システムの導
入などを進める浜名湖ロイヤルホテル（静岡県）

商品・サービスの提供においては、全事業で業界をリードす

る省CO2先導事例の創出に取り組むとともに、太陽光発電シス

テムの提案強化と建築系事業における環境配慮商品の開発・

普及を進めます。

ＺＥＨ（ネット・ゼロ・エネルギーハウス）
を実現した戸建住宅商品「xevo YU
（ジーヴォ・ユウ）」

CO2排出量を最大約50%削減可能な環
境配慮型オフィス「D's  SMART OFFICE」

環境共生住宅の団地供給型認定を取得
した「レイクタウン美環（みわ）の杜」（埼玉県）

景観法に基づく景観計画を策定し良好なまちな
み保全を図った「かずさの杜ちはら台」（千葉県）

家庭用リチウムイオン蓄電池付き住宅展示場
「SMA×Eco HOUSE（スマ･エコハウス）」

創エネ 省エネ

蓄エネ パッシブ
技術

省

パパパパパパ

エネルギー
マネジメント

次世代住宅・建築の開発コンセプト

親子でエコな家模型作りを実施する
「こどもエコ・ワークショップ」

エコな暮らしを提案するメールマガジン
「エコと暮らし」

環境行動計画「エンドレス グリーン プログラム」
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「エンドレス グリーン プログラム 2013」 の重点戦略（4つのECOと4つの重点テーマへの取り組み）
　　   取り組み
　　　　  領域
重点
テーマ

ECOプロダクツ
商品・サービスによる環境負荷低減

ECOプロセス
事業活動プロセスにおける環境負荷低減

ECOテクノロジー
次世代環境技術の研究・開発

ECOコミュニケーション
環境情報の効果的な発信と対話

地球温暖
化防止

全事業において環境配慮商品への
取り組みを拡大

全社エネルギー管理体制に基づく
省エネ活動の展開

ZEH、ZEBの実現に向けた
技術開発

ステークホルダーを巻き込んだコ
ミュニケーションの展開

・業界をリードする省CO2先導事例の
創出
・全事業で太陽光発電システムの提
案を強化
・建築分野における環境配慮商品の
開発・普及
・環境エネルギー事業の拡大

>>P.81-84、P.92-95

・自社/グループ施設における運用改
善の継続と計画的な設備更新
・省エネトップランナー事例の創出と
水平展開
・自然エネルギーの積極的な導入

>>P.85-86、P.96-100

・「省エネ＋創エネ＋蓄エネ技術」の
統合
・建築分野における環境配慮技術の
開発

>>P.113-114

・環境Webサイトを軸とした情報発信
の強化と双方向コミュニケーション
の充実

・地域社会と連携した環境コミュニ
ケーション活動の展開
　・「SAKURA PROJECT」の全国展開
　・こどもエコ・ワークショップの継続

>>P.117-119

自然環境と
の調和

（生物多様
性保全）

人と自然が共創する街づくりの
提案 生態系に配慮した資源の利用 人と自然をつなぐグリーン

イノベーション

・生物多様性に配慮した先導事例の
創出と水平展開
・生物多様性ガイドライン〔開発･街づ
くり編〕の運用

>>P.102-103

・生物多様性ガイドライン〔木材調達
編〕の運用拡大
・認証木材・再生木材の採用推進

>>P.104

・壁面緑化、屋上緑化システムの開
発・拡充
・ビオトープ技術の確立

>>P.115

資源保護

資源循環に配慮した住宅・建築物の
普及

ゼロエミッション活動の効率化と拡
大 資源循環・3R技術の開発 全役職員の環境意識の向上と環境

行動の実践

・店舗・事務所用途でのシステム建築
の普及
・住宅・建築物における再生建材の採
用推進

>>P.106-107

・住宅現場におけるゼロエミッション
活動の効率化
・建築現場へのゼロエミッション活動
の展開

>>P.107-108

・リビルド/コンバージョン技術の開発
・再生建材の開発、実用化

>>P.115-116

・環境知識/行動調査の実施とエコス
ペシャリストの育成

・社内顕彰制度の充実

>>P.120

有害化学
物質による
汚染の防
止

居住系施設における室内空気質の
改善

開発･設計～生産プロセスにおける
化学物質管理の徹底 室内空気質改善技術の商品化

・居住系施設における低VOC建材の
標準化
・戸建住宅における健康配慮仕様の
開発･普及

>>P.110

・塗装仕様の改良、塗着効率の向上
・開発･設計～生産プロセスにおける
化学物質管理体制の強化

>>P.111-112

・化学物質吸着建材の標準化
・ハイブリッド換気システムの開発
・土壌汚染対策技術の開発

>>P.116

「エンドレス グリーン プログラム 2013」の主な環境目標
重点テーマ 管理指標 対象範囲 2010年度（実績） 2013年度（目標） 備考

地球温暖
化防止

CO2削減貢献度 グループ28社 3.7倍 6.7倍以上 CO2削減貢献量÷CO2

排出量

CO2削減貢献量 グループ3社（A） 127.7万トン
220万トン以上

（2010年度比1.7倍以上）

CO2排出量 グループ28社 34.1万トン
33.1万トン以下

2005年度：40万トン
（2005年度比17％削減）

自然環境と
の調和

（生物多様
性保全）

開発・街づくりにおける
生物多様性自主基準適合率

開発 大和ハウス工業 （100％） 90％以上 2010年度はサンプル
調査のみ街づくり 大和ハウス工業 （59.7％） 80％以上

生態系に配慮した木材の調達比率 大和ハウス工業
※戸建･賃貸住宅 96.4％ 99％以上 対象部材：構造材、桟木、

合板、床材

資源保護

資源循環型建築商品の採用棟数 大和ハウス工業
※商業施設･事業施設 235棟 380棟以上

建設廃棄物排出量（売上高あたり） グループ4社（B） 78.7kg/百万円
70.8kg/百万円以下
（2010年度比10％削減）

建設廃棄物リサイクル率 グループ4社（B） 88.2％ 95％以上

有害化学
物質による
汚染の防
止

室内空気質の自主基準適合率 グループ2社（C）
※居住系施設 － 各用途:100％

PRTR対象化学物質の排出･移動量 グループ3社（D） 186.4トン
176トン以下

（2010年度比6％削減）

VOC（揮発性有機化合物）排出量 大和ハウス工業 310.5トン
305トン以下

（2010年度比2％削減）

対象28社：大和ハウス工業株式会社（A・B・C・D）、大和リース株式会社（A・B・C・D）、ダイワラクダ工業株式会社（B・D）、大和物流株式会社、大和リゾート株式会社、ダイワロイヤルゴルフ株
式会社、ロイヤルホームセンター株式会社、ダイワロイヤル株式会社、大和情報サービス株式会社、株式会社大阪マルビル、スポーツクラブＮＡＳ株式会社、大和エネルギー株式会社（A）、大和ラ
ンテック株式会社、株式会社ダイワサービス（B）、日本住宅流通株式会社、大和リビング株式会社、ダイワハウス・リニュー株式会社、大和ハウスインシュアランス株式会社、エネサーブ株式会社、
大和ハウスフィナンシャル株式会社、株式会社メディアテック、大和ハウス・アセットマネジメント株式会社、大和ライフネクスト株式会社、株式会社寿恵会、株式会社伸和エージェンシー、大和ハ
ウス・リート・マネジメント株式会社、株式会社東富士、大和コアファクトリー株式会社　※（）内は対象範囲A～Dの対象会社

環境行動計画「エンドレス グリーン プログラム」

>>2011年度実績（環境データブック2012）へ

http://www.daiwahouse.co.jp/csr/pdfs/2012/databook2012.pdf
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CO2削減貢献度の拡大 大和ハウス
グループ

CO2削減貢献度とは、当社グループの事業活動による環境負

荷（CO2排出量）に対し、当社グループの商品・サービスによる環

境貢献（CO2削減貢献量）が何倍にあたるかを指標化した当社

独自の指標です。

2007年度にCO2排出量をCO2削減貢献量が上回り、『CO2バ

ランス』を達成したことを機に、環境経営指標の一つと位置付

け、その拡大に取り組んでいます。

2011～2013年度を対象期間とする「エンドレス グリーン プ

ログラム 2013」では、削減貢献量の算出範囲を一部のグルー

プ会社へ拡大、2013年度の目標を「6倍以上」に設定し、排出量

の抑制に取り組むとともに、環境配慮型の住宅や建築物の提

案・普及を進めています。

2011年度は、事業活動プロセスにおけるCO2排出量、商品・

サービスの提供によるCO2削減貢献量ともに計画を上回り、

CO2削減貢献度は5.3倍と前年度から大幅に増加しました。事

務所・ショッピングセンターなど施設における省エネ・節電の効

果と住宅用途において省CO2型商品の普及が進んだことがこ

の結果につながりました。

化石燃料の燃焼などに伴う人為的なCO2排出量は、自然界で吸収可能な量の約3倍に達するといわれ、温室効果ガスの排出量を
2050年までに現状より半減させることは世界共通の喫緊の課題です。そのようななか、国内においては特に民生部門（家庭・業務）にお
けるCO2排出量が1990年比で30％超増加しており、私たち住宅・建設業界の役割と責任はますます大きくなっています。
当社グループでは、2008年度より「地球温暖化防止」を最重点テーマに掲げ、「私たちの事業で地球にかけた負担（CO2排出）以上に、

地球に貢献（CO2削減）したい」との考えから、私たちが地球温暖化防止に貢献できた度合いを測る指標として『CO2削減貢献度（※）』を
導入、自社・グループ施設における省エネ・創エネを推進するとともに、環境配慮型の住宅や建築物を積極的にお客さまへ提案、全事業・
全部門で取り組みを進めています。
※CO2削減貢献度＝CO2削減貢献量÷CO2排出量

基本的な考え方

［CO2削減貢献度の目標と実績］
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〈ECOプロセス〉 〈ECOプロダクツ〉

2011年度（実績）

CO2削減貢献度

CO2排出量
33.2万t

CO2削減
貢献量

175.1万t

5.3倍

■ 商品・サービスの提供によるCO2削減貢献

2011年度は、住宅エコポイントや補助金など政策の後押しと

独自のキャンペーン実施などによる省CO2提案を進めた結果、

戸建・賃貸住宅における太陽光発電システムの設置率が向上

し、住宅用途の省エネリフォームも増加しました。事業施設にお

いても、工場・倉庫などの大規模施設で高効率照明の普及が進

み、全事業におけるCO2削減貢献量は前年度比37.1％増となる

175.1万トンとなりました。

■ 事業活動プロセスにおけるCO2削減

2011年度は、仮設住宅建設に伴い、グループ会社も含め物

流関係のCO2排出量が増加しましたが、各施設における夏期・

冬期の節電対策による効果が大きく、グループ全体のCO2排出

量は前年度比2.6％削減となる33.2万トンとなり、2013年度目

標を前倒しで達成しました。この結果を受け、2012～2013年度

目標を2010年度比3％削減へと上方修正しました。

［CO2削減貢献量の目標と実績］
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［CO2排出量の目標と実績］
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全事業で太陽光発電の設置を推進 大和ハウス
工業

戸建住宅事業の取り組み 大和ハウス
工業

商品・サービスの提供によるCO2削減貢献
環境配慮型の住宅や建築物を積極的にお客さまへ
提案、普及を進めています。

ECOプロダクツ｜実践報告

エンドレスグリーンプログラム2013の重点戦略

全事業において環境配慮商品への取り組みを拡大
●業界をリードする省CO2先導事例の創出

→実践報告ハイライト（環境①～③）
●全事業で太陽光発電システムの提案を強化
●建築分野における環境配慮商品の開発・普及
●環境エネルギー事業の拡大

当社では、太陽光発電に関する国・地方自治体の補助金や余

剰電力買い取り制度などを積極的に活用、様々な設置形態へ

の対応と設置コストの低減を図り、全事業で太陽光発電システ

ムの普及を進めています。

2011年度は、戸建住宅での設置率が56.3%、低層賃貸住宅

での設置率が14.1%と増加したほか、分譲マンションへの設置

や既築住宅・建築物への提案を進めた結果、全事業における設

置容量は前年度比29.9%増となる35,258kWとなりました。

当社戸建住宅事業では、CO2削減貢献量の拡大のため、住宅

エコポイントや補助金などの活用と独自のキャンペーンを実施

するとともに、スマートハウス第一弾となる「スマ・エコ オリジナ

ル」の発売などによる省CO2提案を進めました。

2011年度は、太陽光発電設置率が56.3％（前年度比9.2ポイ

ント増）と大幅に向上し、LED照明の採用（基本照明のみ）等を

進めた結果、同事業におけるCO2削減貢献量は、前年度比12％

増となる52.3万トンとなりました。

事
例

都市部小規模宅地で太陽光発電を全棟設置
－ブルームスクエア石神井公園Ⅱ（東京都）－

東京都練馬区にある「ブルームスクエア石神井公園Ⅱ」では、居
住環境の向上と低炭素化の両立をコンセプトにした街づくりを目
指して環境配慮に取り組みました。
道路に対して区画割りを斜めにすることで太陽光発電を搭載し

やすい屋根形状が可能となり、全棟に2.5kW以上の太陽光発電シ
ステムを設置することができました。また、建物同士も斜行するこ
とで隣棟同士の接する外壁面が減少するため、開放面に窓開口が
多く取れ、採光・通風が確保しやすく、照明・空調のエネルギー削減
にもつながります。
さらに、小規模宅地であっても、自生種を中心とした豊富な緑量

を確保し、全戸でCASBEE※戸建のSランクの評価となりました。
※建築環境総合性能評価システム

緑あふれる外構斜めに区画割りした街並み

■ 都市型環境配慮住宅「xevo 03」の発売

2012年2月に発売した都市部小規模宅地向け3階建て

「xevo03（ジーヴォ・ゼロサン）」では、エコアイテムとして、太

陽光発電システムや高効率給湯器を標準採用するとともに、玄

関の屋外照明・廊下のダウンライト・階段室灯には、長寿命で消

費電力を大幅に削減できるLED照明を標準採用しました。これ

により、政府が定める新省エネ基準による一般住宅と比べ、年

間の光熱費を最大113%削減※でき、CO2排出量も最大73%削

減※することができます。

また、敷地面積に制限があり、庭づくりが難しいお客さまに

「屋上緑化システム」をご提案。これは、芝と育成基盤、排水層

が一体化したメンテナンスのしやすい芝生システムです。屋根

から入る熱を軽減し、表面温度を抑制することでヒートアイラン

ドにも配慮。都市部でも自然を身近な存在として楽しむ提案を

大切にしています。
※当社試算による

■ 環境配慮型分譲団地の推進
当社は、分譲住宅においても地球温暖化防止に取り組んで

います。太陽光発電システムの搭載を考慮した土地利用計画

による自然エネルギーの創出量拡大、保水性舗装や緑陰の工

夫による地表面の温度上昇防止など、宅地開発から住宅・外構

までトータルに取り組むことで、住まい手の方にも環境に配慮

したライフスタイルを提案しています。

トシナカに調和す
る外観イメージ

屋上緑化イメージ 太陽光発電システム

関連項目 実践報告ハイライト（環境②）「エネルギー自給住宅の実現に向けて」
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［太陽光発電設置容量の推移（全事業）］
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地球温暖化防止への取り組み

http://www.daiwahouse.co.jp/csr/pdfs/2012/2012_csr_detail_likankyo_01.pdf#page=6
http://www.daiwahouse.co.jp/csr/pdfs/2012/2012_csr_detail_likankyo_01.pdf#page=4
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賃貸住宅事業の取り組み 大和ハウス
工業 分譲マンション事業の取り組み 大和ハウス

工業

住宅リフォーム事業の取り組み 大和ハウス
工業

当社賃貸住宅事業では、CO2削減貢献量の拡大のため、外

壁・窓の高断熱化、設備の高効率化（給湯器や照明など）、太陽

光発電の設置などを中心に、建築主様への積極的な提案を進

めています。

2011年度は、住宅エコポイント制度や太陽光発電の余剰電

力買い取り制度を積極的に活用し、低層賃貸住宅の太陽光発

電設置率が14.1％（前年度比6.7ポイント増）、高効率給湯器の

採用率が19.1％（前年度比8.3ポイント増）となり、同事業にお

けるCO2削減貢献量は、前年度比31％増となる30.2万トンとな

りました。

当社分譲マンション事業では、全国のマンションを高断熱化、

省エネ化することによりCO2削減貢献量の増大を図っています。

具体的には、次世代省エネ基準※に適合する断熱仕様とし、高

効率給湯器やLED照明、蛍光灯ダウンライト照明、エネルギー

の見える化設備等を導入して、居住時のCO2排出量を従来よ

り減らすことができる環境配慮型マンションを増やしています。

その結果、同事業におけるCO2削減貢献量は前年度比5.5倍と

なる9.7万トンとなりました。
※住宅性能表示制度の省エネルギー対策等級4

当社住宅リフォーム事業では、断熱性を高める省エネリ

フォームや、高効率給湯器、太陽光発電システムの設置などを

推進、CO2削減貢献量の拡大を図っています。

2011年度は、特に太陽光発電の提案が進み、前年度比57％

増の2,335件、約11,600kWの実績となり、同事業におけるCO2

削減貢献量は、前年度比4％増となる8.4万トンとなりました。

事
例

「SUNSUN太陽光発電キャンペーン」の展開による
環境配慮型賃貸住宅の普及促進（長野支店)

事
例

既築の低層賃貸住宅に太陽熱給湯と
エコキュートを設置（堺支店）

当社長野支店では、自然エネルギーの利用と環境に配慮した賃
貸住宅の普及を目指して、「SUNSUN太陽光発電キャンペーン」
を展開し、営業所全体で太陽光発電システムの積極的な提案に取
り組みました。国や市の補助金を活用しオーナー様の費用負担を
極力抑えるとともに、余剰電力の買取
制度を最大限に活かした提案により安
定した売電収入を確保できるよう配慮。
その結果、キャンペーン期間（2011年
10月～翌年3月）の販売実績19棟のう
ち、10棟に太陽光発電を搭載。自然エ
ネルギーの普及に貢献しました。

環境意識の高いオーナー様に、CO2排出量とご入居者の光熱
費を削減するため、「太陽熱温水器+エコキュート」への省エネリ
フォームを提案しました。太陽熱利用は太陽光発電に比べてエネ
ルギー変換効率が3倍以上も高く、今回導入したエコキュートは空
気の熱に加えて、浴槽の残り湯の排熱も有効に活用する省エネ型
の給湯システムです。これらを導入することで、従来の給湯システ
ムに比べ、CO2排出量を約70％(※)、ランニングコストを約90％削
減(※)できます。
※当社試算による。

屋根に太陽光発電システムを
搭載した賃貸住宅

屋根に設けた太陽熱集熱パネル 給湯器をエコキュートに交換

事
例

日本最大級の太陽光発電システム（約177kW）を
搭載した環境配慮型分譲マンション

ープレミスト南千里津雲台パークフロント・パークブリーゼ（大阪府）ー

本物件では、分譲マンションとしては日本最大級の約177kWの
太陽光発電システムを導入し、共用部での利用にとどまらず、特定
住戸（38戸）の専有部にも戸別に供給するシステムとしています。
総戸数351戸の約1割にあたる特定住戸には、戸あたり2.58kW

（合計約98kW）の太陽光発電が割り当てられ、発電した電力は
住戸内で利用できるほか、余剰電力は電力会社に売電できるた
め、光熱費を大幅に削減することが可能です。残りの約79kW分
は共用部に割り当てられ、平常時には電灯等に利用し、災害時に
は共用部に設けた非常用コンセントに電力を供給し、緊急時の非
常用電源として利用します。また、LED照明、エコキュート、断熱浴
槽、電気自動車用コンセント等の環境配慮アイテムも採用し、新省
エネ基準のマンションと比べ、年間のCO2排出量を、戸別供給型太
陽光発電システム導入の住戸の場合は最大約65%※、その他の住
戸の場合は約30%削減※することができます。

※マンションの一般的なガス・電気の使用量から、当社独自のシミュレーションにより試
算した理論値です。

プレミスト南千里津雲台パークフロント・パークブリーゼ

関連項目 実践報告ハイライト（環境①）「環境に配慮したマンションの開発・普及」

地球温暖化防止への取り組み

http://www.daiwahouse.co.jp/csr/pdfs/2012/2012_csr_detail_likankyo_01.pdf#page=4
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商業建築事業の取り組み 大和ハウス
工業

当社商業建築事業では、2009年1月に制定した「環境配慮設

計ガイドライン」に基づき、省エネ法の届出対象である300㎡

以上の物件全てについて、CO2排出量の予測、1990年時仕様

との比較を行うとともに、2,000㎡以上の物件ではCASBEE※簡

易版による自己評価を実施し、多面的な環境性能の向上に取り

組んでいます。その結果、2011年度の同事業におけるCO2削

減貢献量は、グループの大和リース分も含めて、前年度比41%
増となる50.6万トンとなりました。また、従来から実施している

建築設計作品コンペ「Daiwa Works」において2009年度より

「環境・緑化部門」を追加。2011年度は全国から9件の推薦事

例があり、その中から優秀賞1点を選出、優秀事例の水平展開

に努めています。
※CASBEE：建築環境総合性能評価システム。建築物の環境性能を総合的に評
価する手法で、評価ランクは上位からS・A・B+・B-・Cの5段階。

■ 環境負荷ゼロを目指す「スマートエコプロジェクト」を始動

2011年度には、2020年までに環境負荷ゼロ（運用段階の

CO2排出量ゼロ）を目指す新たなプロジェクト「Smart-Eco 
Project（スマートエコプロジェクト）」をスタート。

2011年7月には、その第一弾としてCO2排出量を最大約

50%※削減可能な環境配慮型のオフィス「D’s SMART OFFICE
（ディーズ スマート オフィス）」の販売を開始。2012年5月には、

「D's SMART STORE（ディーズ スマート ストア）」の一号店が

完成しました。今後は、同プロジェクトを介護施設・ホテル・工場な

どの用途へも展開、用途別の環境配慮パッケージ商品の開発、

提案を進めます。
※ 当社従来建築と比較した場合（当社試算による）。

事
例

CASBEE Sランクを取得した環境配慮型オフィス
－三谷産業グループ社屋「アンビシャスヒル」（石川県）－

当社が設計・施工し、2011年11月に竣工した三谷産業㈱のグ
ループ会社社屋「アンビシャスヒル」（石川県）では、省エネ技術
（Low-E複層ガラス、高効率設備機器、BEMS※）によってCO2排出
量を削減するとともに、3つの発電システム（太陽光発電、風力発
電、燃料電池）とリチウムイオン蓄電池による将来のスマートグリッ
ド構築に向けた実証実験の取り組みが評価され、国土交通省が実
施する「平成22年度住宅・建築物省CO2先導事業」に採択されまし
た。また、CASBEE（建築環境総合性能評価システム）において最
高ランクとなるSランク認証を取得しています。
※BEMS：ビルエネルギー管理システム（Building Energy Management System）

三谷産業㈱グループ会社社屋「アンビシャスヒル」

建築物の環境効率
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CASBEE評価結果

「D’s SMART STORE」一号店となる
ハックドラッグ小塚店（名古屋市）
光屈折フィルムを利用したハイサイドトップ
ライト、店舗用ハイパワーマルチベースライ
トLED照明、光ダクト、置換空調システム、太
陽光発電システム（10kW）等の環境配慮技
術を採用し、CO2排出量を約50%削減

京都銀行聖護院支店（京都市）
京都の景観に配慮した寄棟屋根に建材一体型
の太陽光パネルを設置。ファサードは、地域木
材のルーバーと屋上緑化にて日射遮蔽にも配
慮。

［環境配慮設計ガイドラインの運用フロー ］
環境配慮設計ガイドライン

（事例収集）

（
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エ
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性
能
の
再
検
討
）
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環
境
性
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の
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討
）

❶企画設計

ご提案

❷CO2排出量の予測

❹CASBEE簡易版の評価

❸1990年度基準値との比較

省エネ技術資料
省エネ設計事例
グリーン調達基準

CASBEE評価マニュアル

省エネルギー
計算マニュアル

CO2排出量算定シート

事
例

カーディーラーで国内初、LEED認証※を取得予定
－マツフジモータース長崎本店（長崎県）－

当社が設計・施工し、2012年3月に竣工した「マツフジモーター
ス長崎本店」は、BMW正規ディーラーのショールームであり、同
用途において日本国内では初めてLEED認証※を取得予定です。
LEED認証は、国際的に認知度の高いグリーンビルディング認証シ
ステムであり、建物が環境に配慮して建築・デザインされたことを
証明する第三者認証です。
当該店舗では、屋上に20kWの太陽光パネルを設置し消費電力
の6%以上を太陽光発電でまかなうほか、直射日光の当たるガラス
面に断熱フィルムを貼付、ショールーム内の天井照明を全てLED
とし、空調・照明エネルギーの削減を図ったことなどが評価され、
LEEDシルバー認証を取得予定です。

ショールームの外観

※ LEED（Leadership in Energy and Environmental Design）認証：
LEEDとは、米国グリーンビルディング協会 （USGBC）が開発、運営する世界的な環境性
能評価システム。サステイナブルな敷地、水効率、エネルギーと大気、資材と資源、室内
環境の品質、革新性とデザインの6つの環境性能を評価し、認証する。評価ランクは、上
位からプラチナ認証、ゴールド認証、シルバー認証、標準認証の4つ。

ス
コ
ア
＊

Sustainable Sites

Water Effyciency

Energy and Atmosphere

Materials and Resources

Indoor Environmental Quality

Innovation and Design Process

Regional Priority Credits

TOTAL 54

17
4
15
2
8
4
4

＊スコアは2012年6月現在の見込み

LEEDスコアシート

地球温暖化防止への取り組み

［Daiwa Works 環境･緑化部門優秀作品］
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環境エネルギー事業の取り組み 大和ハウス
グループ

当社環境エネルギー事業では、事務所や工場、店舗などの業

務用施設を中心に、高効率の照明・空調などの「省エネ」、太陽

光発電などの「創エネ」、リチウムイオン蓄電池などの「蓄エネ」

に、当社の強みである「建築技術」を組み合わせ、お客さまが抱

えるエネルギーコスト削減、CO2排出量削減、劣化設備の更新、

建物美観・断熱性の向上などの課題を解決する事業を推進して

います。

2011年度は、電力不足による顧客企業の省エネ・節電ニー

ズの高まりや省エネ・創エネ機器への補助金等の後押しのなか、

LED照明や太陽光発電の設置提案を強化、建物の断熱改修に

も取り組んだ結果、同事業によるCO2削減貢献量は前年度比

2.6倍となる13.4万トンとなりました。また、ESCO事業※を展開

する当社グループの大和エネルギーについても、LED照明や

空調制御などの省エネ改修工事などが増加し、CO2削減貢献量

は前年度比42％増となる10.4万トンとなりました。

※省エネルギーに関する包括的なサービスを提供し、省エネルギー効果（削減
コスト）の一部を報酬とする事業

事
例

BEMSアグリゲータ事業を開始
－経済産業省のBEMS導入促進事業におけるBEMSアグリゲータに採択－

事
例

建築技術を活かしメガソーラーの設計・施工を受託
－新潟県東部発電所（新潟県）－

事
例

東日本大震災で被災した小中学校に
太陽光発電と蓄電池を導入

当社は、日本ユニシス（株）とコンソーシアムを構成し、2012年4
月よりBEMS※1アグリゲータ※2事業を開始しました。
当コンソーシアムでは、電力会社との契約電力が50kW以上

500kW未満の高圧小口電力需要家（お客さま）を対象に、BEMS
機器の導入およびクラウド技術を活用したエネルギーマネジメン
トサービスを提案します。エネルギーマネジメントサービスにお
いては、電力の見える化・空調の制御・デマンド制御・電力逼迫時の
メールなどを利用したエネルギー警報発令・アグリゲータからの
遠隔制御などの機能を提供し、蓄積されたデータを利用した運用
改善などを行い、施設ごとに10％以上の省エネ効果が期待できま
す。
なお、当コンソーシアムの提案が評価され、経済産業省が募集

する「平成23年度エネルギー管理システム導入促進事業」におけ
るBEMSアグリゲータに採択されました。

※1ビルエネルギー管理システム（Building Energy Management System）
※2 エネルギー利用情報管理運営者

当社は、再生可能エネルギーの積極的活用に向け、メガソー
ラー事業の設計・施工について、積極的に提案しています。

2011年度は、その第一段として、新潟県内で大手電機メーカー
のグループ会社から約1MWhのメガソーラーの設計・施工を受託
し、2011年9月に竣工しました。
この発電所の特徴は、積雪対策として太陽光パネルを地上

1.8mに設置するとともに、この地域で過去最大となる風速
45.5m/sの風に対応できるようコンクリート架台にした点です。ま
た、夏期は太陽光発電に最適な20°の角度ですが、冬季は雪対策
と太陽高度変化に対応して40°に角度が変更できるなど、多雪地
域でも十分に発電が確保できる工夫をしています。
東日本大震災以降、再生可能エネルギーへの関心が高まるな

か、2012年7月には再生可能エネルギーの固定価格買取制度※が
スタートし、メガソーラー普及に向けた環境が整いつつあります。
当社は、これまで培ってきたプレハブ建築技術・鋼管構造建築技術
に加え、スケールメリットを活かした調達力、土地情報の収集力な
どの強みを生かし、メガソーラーの普及に貢献していきます。

※電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法

東日本大震災で被災した岩手県の小学校と中学校にそれぞれ
太陽光発電システム（20kW）と定置型リチウムイオン蓄電池シス
テム（8.4kWh×2台）を導入しました。日常は太陽光発電により必
要な電力を各教室に供給し、非常時にはリチウムイオン蓄電池に
より一定の電力を確保します。また、震災復興のシンボルとして小
学校に｢希望｣、中学校に｢結束｣の文字イルミネーションを、昼間リ
チウムイオン蓄電池に貯めた電力を使って、夜間ライトアップされ
ています。

〈主幹事会社〉

BEMSアグリゲータ
コンソーシアム

エネルギーマネジメント
システム

補助事業者

経済産業省

一般社団法人
環境共創
イニシアチブ
（SII）

高圧小口電力
需要家

契約電力
50～500kW
未満

事務所
物販店舗
学校等

各種報告

補助金

日本ユニシス

大和ハウス工業
電力逼迫時

エネルギーデータ収集

BEMS機器導入

エネルギーマネジメント
サービス提供

緊急制御

BEMS導入促進事業のスキーム

新潟県東部発電所（全景） 積雪・暴風に配慮した架台

地球温暖化防止への取り組み

太陽光発電システムとリチウムイオン蓄電池システムを導入した小学校
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全社エネルギー管理体制の強化 大和ハウス
工業 省エネ投資ガイドラインの策定 大和ハウス

工業

省エネトップランナー事例の創出と水平展開 大和ハウス
グループ

自然エネルギーの積極的な導入 大和ハウス
グループ

当社では、地球温暖化防止を最重点テーマとして取り組むな

か、特に自社の保有・賃借施設における省エネ・創エネを推進す

るため、エネルギー管理体制の継続的な強化を図っています。

代表取締役である環境担当役員のリーダーシップのもと、オ

フィス、工場、商業施設という主要セクター（部門）ごとにエネル

ギー管理員の有資格者をエネルギー管理企画推進者として選

任、年2回以上の「推進者会議」にて、きめ細かなPDCAサイク

ルに基づく改善を実施しています。

2011年度は、継続的な省エネ・創エネの推進に加え、夏・冬期

の節電要請についても、本組織体を活用し、迅速な対応策の立

案と確実な遂行にあたりました。

中長期にわたり継続してエネルギー利用の効率化と地球温

暖化防止への貢献を果たすためには、省エネ診断などによる施

策の抽出とともに、継続的な省エネ投資の実行が不可欠です。

しかしながら、多様な事業活動を展開する当社では、これ

までセクターごとに省エネ投資の判断基準が異なっていたり、

省エネ投資額が年度により大きく異なっていました。そこで、

2011年度は、改めて省エネ投資案件の現状を調査し、原則とし

て年間エネルギーコストの15%を目安に省エネ投資を実施す

ることなどをガイドラインとして定めました。

今後は、今回策定した「省エネ投資ガイドライン」に基づき、

より効果的な省エネ投資を継続して実施していきます。

当社グループでは、全社的な省エネ活動を進めるにあたり、

主要セクター（オフィス/工場/商業施設/ホテル）でトップラン

ナー事業場を選定し、そこで集中的に省エネ施策を抽出し、効

果の確認・検証を行った後、他事業場へ水平展開することで活

動の活性化と効率化を図っています。

2011年度、工場においてはトップランナー事業所（九州工場）

にて抽出・検証した約60の省エネ施策を全国工場へと順次水平

展開。残りのセクターにおいては社内外の専門スタッフによる

省エネ診断を実施、施策を抽出し一部の対策を実施しました。

当社グループでは、グループをあげて地球に優しいクリーン

エネルギーである風力発電・太陽光発電システムの自社施設

への導入を推進しています。2000年、大型風力発電（600kW）

の1号機をグループ会社が運営するホテルに設置したのをはじ

め、2005年には10kW小型風力発電機をメーカーと共同開発

し、全国の工場やショッピングセンター、ホテルなどに設置を進

めてきました。一方、太陽光発電システムも、さまざまなタイプ

のパネルを新設の自社オフィスビルや工場に設置し、発電量の

モニタリング等を実施しています。

2011年度は、愛知北支店ビル（9.84kW）やショッピングセン

ター「アクロスモール守谷」（200kW）、大和物流㈱久喜物流セ

ンター（47.52kW）などに、太陽光発電の設置を進めました。

事業活動プロセスにおけるCO2削減
運用改善・設備更新両面からの取り組みにより、
省CO2と快適性の両立を図ります。

ECOプロダクツ｜実践報告

エンドレスグリンプログラム2013の重点戦略

全社エネルギー管理体制に基づく省エネ活動の展開
●自社/グループ施設における運用改善の継続と
　計画的な設備更新
●省エネトップランナー事例の創出と水平展開
●自然エネルギーの積極的な導入 トップランナー事業場（九州工

場）での省エネ水平展開研修会
他事業場の担当者も交えた
省エネ水平展開研修会

今後は、全てのセクターでいち早く水平展開を進めるととも

に、これらの取り組みでセクター別に蓄積された省エネノウハ

ウを全社で共有していく仕組みを構築し、さらなる省エネ改善

の効率化を図っていきます。

［エネルギー管理体制］

管理部門担当役員

生産部門担当役員

商業施設部門
担当役員

事務所部門
環境責任者

生産部門
環境責任者

商業施設部門
環境責任者

連携

関連技術部門 環境エネルギー事業

社長 環境担
当役員

環境
部長

代
表
者

事
務
局（
環
境
部
）

エ
ネ
ル
ギ
ー
管
理

統
括
社

エ
ネ
ル
ギ
ー
管
理

企
画
推
進
者

（オフィス）
セクターエネルギー管理
担当役員

（工場）
セクターエネルギー管理
担当役員

（商業施設）
セクターエネルギー管理
担当役員

（オフィス）
セクターエネルギー管理
企画推進者

本社・支社
支店・営業所

工場

商業施設

（工場）
セクターエネルギー管理
企画推進者

（商業施設）
セクターエネルギー管理
企画推進者

大和物流㈱久喜物流センター
（太陽光発電システム47.52kW）

愛知北支店ビル
（太陽光発電システム9.84kW）

地球温暖化防止への取り組み
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生産部門におけるCO2削減 大和ハウス
グループ

当社グループのCO2排出量のうち、自社工場を有する3社※

における生産活動に伴うCO2排出量は全体の約7％を占めます。

2011年度は、電力不足に対応するため軽油や灯油燃料への代

替や、仮設住宅の部材生産などでCO2排出量が一部増加しまし

た。一方で、トップランナー事業場での取り組みの水平展開や高

効率照明への更新を進めた結果、生産部門におけるCO2排出量

は、前年度比2.2％減となる23.0千トンとなりました。2012年度

は、さらなる電力不足が懸念されるなか、省エネ対策の前倒し

を図り、節電とCO2排

出量削減の両立を図

ります。
※大和ハウス工業、大和
リース、ダイワラクダ工
業

■ 自社使用量に相当する自然エネルギー発電の導入に向けて
当社では、自社施設の電気使用量を継続的な省エネ活動に

より削減するとともに、自然エネルギー発電設備の導入を進め、

2020年にはこれらをバランスさせる（電気使用量≒自然エネル

ギー発電量）ことを目指しています。2011年度現在、当社自社

施設における電気使用量約81,500MWh/年に対し、当社が保

有する発電設備による年間発電量は佐田岬（愛媛県）での風力

発電事業分も含めて約30,800MWh/年、約38％に相当します。

2012年度からは、自社施設の新築時には原則として自然エ

ネルギー発電設備を設置するとともに、自社保有施設の屋根

や遊休地を利用したメガソーラー事業の展開を進め、自然エネ

ルギー発電の普及に貢献していきます。

■ 生産設備のインバータ化を推進
当社工場における省エネ診断の結果、生産設備で使用され

ているポンプやファンの運転制御が生産量と連動することなく、

一定に運転されており、省エネ余地があることがわかりました。

そこで、生産状況に応じてポンプやファンの回転数を変更でき

るよう、順次インバータの導入を進めています。2011年度は、

節電要請のあった東京・東北電力管内の4工場に導入し、CO2排

出量を大きく削減することができました。2012年度内には全国

工場での導入を完了する予定です。

■ 全国工場へデマンド監視装置を導入
当社工場では、2010年度よりモデル工場においてデマンド

監視機能付きのエネルギー監視装置を導入し、エネルギーの

見える化の検証を行ってきました。

2011年度は、節電要請への対応として計画を前倒しして全

国工場への導入を進め、併せて節電目標値に近づいた場合に

停止できる機器を選定し、停止する方

法を手順化しました。その結果、全工

場で節電目標（ピーク電力を2010年

度比15％削減）を達成できました。

■ 輪番生産と代替燃料による節電対応

2011年度夏の電力使用制限令（ピーク電力を2010年度比

15％削減）は、東北・新潟・栃木二宮・竜ヶ崎の4工場が対象とな

りました。制限令への対応として、2工場ずつ2組の共同スキー

ムにおいて、生産単位ごとのチームによる輪番生産を実施しま

した。併せて、省エネ改善を徹底するとともに、軽油で稼動する

エンジンコンプレッサーや灯油で稼動する自家発電を活用する

など、さまざまな対策を実施しました。

これらの対策を行うことで、対象4工場におけるピーク電力

は、前年同期比25％の削減となり、目標を大きく上回ることが

できました。

［生産部門のCO2排出量の推移］
（千t-CO2）

大和リース

大和ハウス工業

ダイワラクダ工業

2010 2011 （年度）

0.6 0.5
23.5 23.0

1.8 1.9

21.1 20.6

2.2%削減
（2010年度比）

デマンド監視装置の導入

エンジンコンプレッサーを設置（新潟工場） 自家発電機の利用（栃木二宮工場）

［自然エネルギーの導入推移］

205.8 209.4 213.4

2010 201120092008
（年度）

（kW）

0

500

1000

690 690 690

565.7

680

風力発電太陽光発電

当社グループが2007年より運営する「佐田岬風力発電所（9MW）」（愛媛県）

地球温暖化防止への取り組み
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物流部門におけるCO2削減 大和ハウス
グループ

当社グループの

CO2排出量のうち、自

社工場を有する3社※

が荷主となる輸送と

物流事業による輸送

に伴うCO2排出量は

全体の約16％を占めます。当社は荷主の立場から、モーダルシ

フトや共同調達を進めるとともに、工場出荷車両の積載効率向

上による台数削減やエリア配送の見直しを進めています。一方、

輸送事業者である大和物流㈱では、エコドライブの推進と低公

害車の導入により燃費の改善を進めています。2011年度は、上

記の取り組みで一定の成果があったものの、応急仮設住宅の建

設への対応において大量の輸送が必要となり、物流部門のCO2

排出量は前年度比11.9％増となる54.4千トンとなりました。
※大和ハウス工業、大和リース、ダイワラクダ工業

■ 高効率照明（レフボ）の導入
当社及びグループの工場では、高効率照明（レフボ）の導入

を推進しています。大和リースでは、全国のデポ工場・デポ施設

におけるエネルギー使用量の約9割を占める電力使用量を削

減するため、2009年8月に二宮・水口・福岡の主要デポ工場にお

いて、既存照明器具に高効率反射板を取り付ける改善を試験

的に導入、検証しました。その結果、50％以上の省エネ効果が

得られることがわかり、以降全国への水平展開を進めています。

2011年度は、工場内の照明1,204台をレフボファクトリーへ

交換、執務室内の照明333台をレフボライトへ交換し、また外部

照明についても56台をLED街路灯タイプへ交換しました。

その結果、年間の電力使用量を450MWh削減、CO2排出量

を158トン削減できる見込みです。

■ 共同調達の推進
当社グループの大和物流と共同で、従来各メーカーから個別

に当社の各工場へ運んでいた部材・建材を、巡回トラック、また

は各工場から施工現場へ出荷・納品を終えた帰りの空きトラッ

クを利用して拠点工場（物流センター）まで引き取り、その後大

型トラックに積み合わせをして全国工場へ配送する共同調達を

推進しています。

毎年取扱量を増加させ、ルートの拡大を実施するとともに、

当社向け以外の荷物の取扱量も増加させ、参加企業のCO2排

出量削減に貢献しています。

■ エコドライブの推進
当社グループの大和物流では、自社・協力会社乗務員を集め

て、エコドライブ指導会を継続実施しており、2011年度は全国

9ヶ所で実施し、計158名の乗務員が

修了しました。なお、エコドライブ指導

会については、国土交通省指定の公

益財団法人「交通エコロジー・モビリ

ティ財団」の認定を受けています。

■ モーダルシフトの推進
当社では、北海道内で建設する住宅用（戸建住宅・賃貸住宅）

建築部材について、当社東北工場（宮城県大崎市）からの輸送

にあたり、2007年より仙台港～苫小牧港間のフェリーを利用

し、トラック輸送からのモーダルシフトを継続実施しています。

2010年には、こうした取り組みが評価され、「エコシップマー

ク」認定事業者および優良事業者に選定されました。

レフボファクトリーを設置したデ
ポ工場内部

レフボライトを設置した執務室

［物流部門のCO2排出量の推移］
（千t-CO2）

大和リース

大和ハウス工業

ダイワラクダ工業
大和物流

2010 2011 （年度）

24.3 26.5

3.7
5.73.1
3.2

17.5
19.0

11.9%増加
（2010年度比）

48.6
54.4

2011年度は、東日本大震災による応急仮設住宅の建設にお

いて、被災地周辺のみならず全国の生産工場での部材生産と

サプライヤーからの部材供給が求められました。当社グルー

プでは、全国からの部材を宮城県にある東北工場及び周辺輸

送倉庫に集約し、建設現場への二次配送を行う体制としました。

仮設住宅建設に伴う臨時的な運搬ルートでしたが、配送拠点を

設けることにより、拠点までの運搬は大型車輌による輸送と鉄

道輸送を併用することで、CO2排出量削減に取り組みました。

共同輸送の実施前　　　　　　　　　　共同輸送の実施イメージ

部材メーカーA 当社住宅部門
生産工場A

当社住宅部門
生産工場B

当社住宅部門
生産工場C

当社
生産工場A

当社
生産工場B

当社
生産工場C

部材メーカーB

部材メーカーC

部材メーカーA

部材メーカーB

部材メーカーC

チャーター便
または路線便

大型車
当社拠点工場

施工現場

エコドライブの勉強会

■ 世界初のクレーン付き小型ハイブリッド車両の開発
当社グループの大和物流で

は、日野自動車㈱・古河ユニック

㈱の協力により世界初のクレー

ン付き小型ハイブリッド車両を開

発・導入しました。クレーンも省エ

ネ対応クレーンを搭載し、車両と

クレーン、ダブルの省エネで通常のクレーン付きトラックより

15％以上のエネルギー使用量を削減することが見込まれます。

2011年東京トラックショーの様子

地球温暖化防止への取り組み
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オフィスにおけるCO2削減 大和ハウス
グループ

商業施設/店舗におけるCO2削減 大和ハウス
グループ

当社グループのCO2排出量のうち、オフィスにおけるCO2排

出量は全体の約6％を占めます。当社グループのオフィスでは、

新築時の先進技術の導入と運用時のエネルギー管理の徹底、

この両面からCO2排出量の削減に取り組んでいます。

2011年度は、新築事務所でZEB※の実現に向けた先端技術

の実証に着手したほか、エネルギー使用量の見える化やタスク

･アンビエント照明の導入など、夏期・冬期の徹底した節電対策

を実践した結果、CO2

排出量は前年度比

14.3％減となる20.9千

トンとなりました。
※ネット・ゼロ・エネルギー
ビル：消費するエネルギー
が差し引きゼロの建物

当社グループのCO2排出量のうち、商業施設/店舗における

CO2排出量は全体の約12％を占めます。2011年度は、夏・冬期

の節電要請を受け、お客さま・テナント様の協力も得ながら、共

用部の照度管理や空調温度管理を徹底するとともに、LED照

明の導入や太陽光発電の設置を進めました。その結果、2011
年度のグループ施設全体でのCO2排出量は前年度比15.6％減

となる40.4千トンとなりました。

今後は、LED照明や太陽光発電の設置に加え、よりきめ細か

な運転管理を行なうためのBEMS※の導入を進めるとともに、

テナント様と連携した省エネ活動の推進を図り、過度な節電を

回避しながら、省エネ

と快適な商空間の両

立を目指します。
※ビルエネルギー管理シス
テム（Building Energy 
Management System）

■ デマンドモニタによる運用改善
当社では、2007年度より、全国の支社・支店に「エネルギー

ドクターサービス※」を導入し、運用改善を進めています。2011
年度は、電力使用量をリアルタイムで表示する「デマンドモニ

タ」を追加し、早い段階で計画的

かつ効果的な節電対策を取るこ

とができるようにしました。その結

果、オフィスの契約電力を前年度

比8.5％低減するとともに、電力使

用量を同15.6％削減することがで

きました。
※電力使用量をフロア毎・用途毎に計測し、週間レポートを作成

■ リチウムイオン蓄電池による電力のピークシフト
電力不足が懸念されるなか、当社グループでは、電力需要

の大きい昼間のピークシフトに貢献するため、2012年4～5月

に、当社グループの施設にリチウムイオン蓄電池「パワーイレ

（2kWh）」を1,000台導入しました。電力需給の逼迫する昼間

の電力負荷を夜間にシフトすることにより、最大約2MWhの

ピークシフトが可能になります。ま

た、地震等の災害で停電になった

ときには、リチウムイオン蓄電池

からの放電により電力を確保し、

業務を継続することが可能です。

■ タスク・アンビエント照明の一斉導入
これまでのオフィスは、天井に設置された照明器具により、空

間全体で基本照度750ルクスを確保する照明計画が主流でし

■ 直営商業施設でのLED照明への改修
当社では、直営する4つの商業施設について共用部照明の

LED化をすすめるとともに照度設計の見直しを実施しました。

震災以降、節電のために実施していた照明の減灯措置等を

根本的に見直し、お客さまやテナント従業員の皆さまが快適に

過ごすことができるよう各種調査を実施、基本照度を見直すと

ともに、一部施設では回路変更によるきめ細かなON/OFF管理

を可能にするなど、より効果的な省エネ・節電への対応を実施し

ました。

今回、共用部照明の約9割

（16千台）をLED照明に交換

した結果、年間約300万kWh
の節電と約990tのCO2削減

につながる予定です。

［オフィス部門のCO2排出量の推移］

19.319.3

5.15.1

16.716.7

4.24.2

24.4
20.9

（千t-CO2）

20112010 （年度）

グループ会社
大和ハウス工業

14.3%削減
（2010年度比）

関連項目 実践報告ハイライト（環境③）「スマートな建物でスマートに働く」

デマンドモニタの表示イメージ

蓄電池の設置例（本社）

LED照明を導入した「イーアスつくば」

［商業施設/店舗部門のCO2排出量の推移］

9.8

8.8

13.1

5.4
3.3

12.0

10.3

6.1
4.3

15.2

12.0

10.3

6.1
4.3

15.2

9.8

8.8

13.1

5.4
3.3

（千t-CO2）

20112010 （年度）

ダイワロイヤル
ロイヤルホームセンター
大和リース
大和ハウス工業

大和情報サービス

47.9
40.4

15.6%削減
（2010年度比）

地球温暖化防止への取り組み

たが、昨今では、天井照明（アンビエント照明）の照度を控えめ

にし、作業用照明（タスク照明）で必要な照度を確保する「タス

ク・アンビエント照明」の導入が広がっています。

昨年度実施された節電要請を契機に、当社でも照明の省エ

ネ・節電手法として有効な「タスク・アンビエント照明」の導入

を計画。2011年度は、東北・東京・関西電力管内の事務所にタ

スク照明として約5,000台のLEDデスクライトを導入しました。

2012年度には、全国エリアでの展開を図り、省エネ型のワーク

スタイルを定着させていきます。

http://www.daiwahouse.co.jp/csr/pdfs/2012/2012_csr_detail_likankyo_01.pdf#page=8


Daiwa House Group   　　 CSR Report 2012100

リゾート/スポーツ施設におけるCO2削減 大和ハウス
グループ

当社グループのCO2排出量のうち、リゾート/スポーツ施設に

おけるCO2排出量は全体の約30％を占めます。

大和リゾートが全国29ヶ所で運営するリゾートホテル「ダイワ

ロイヤルホテルズ」では、継続して高効率空調システムへの更

新やLED照明の導入を進めました。また、スポーツクラブNASが

全国57ヶ所で運営するスポーツクラブでは、4施設に天然ガス

コージェネレーショ

ンの導入を進めまし

た。その結果、2011
年度のグループ施設

全体でのCO2排出量

は前年度比5.1％減

となる98.1千トンと

なりました。

■ 商業施設に大規模太陽光発電を設置
当社グループの大和情報サービスでは、太陽光発電システ

ムの導入を積極的に推進しており、2012年3月には同社が運

営する商業施設「アクロスモール守谷（茨城県）」の屋根に約

1,000枚のパネルを敷き詰め、200kWの容量をもつ太陽光発

電システムを設置しました。この設備による年間の発電予測

は約200,000kWhとなり、このすべてを館内で利用し、エネル

ギー使用量の削減はもちろんのこと夏場の電力ピーク時にお

ける電力抑制に貢献します。

また館内には、太陽光発電システムが発電する様子を表示す

るモニターを設置し、来店者の環境意識の啓発にもつなげて

います。

■ スポーツ施設にガスコージェネレーションを導入
当社グループのスポーツクラブNASでは、空調や照明に加え

て温水プールなどで多くの熱を消費しています。そこで、より

効率的にエネルギーを使用するため、2011年6月より順次4施

設（リバーシティ２１、東大宮、伏見桃山、武蔵浦和）にコージェネ

レーションを導入しました。ガスエンジンにより自家発電した電

気を空調や照明に使用することで購入電力量を削減、節電要請

にも応えるとともに、電気を創り出す際に発生する熱を温水に

活用することで、施設全体のエネルギー使用量の削減につなげ

ています。なお、今回ガスコージェネレーションを導入した4施設

における年間のCO2削減量は約27トン/年となる見込みです。

■ グループ内で国内クレジット取引を実施
当社グループの大和リゾートが運営する大山ロイヤルホテ

ルでは、2009年に重油燃料の吸収式冷温水発生機を電気式

ヒートポンプチラーに更新する省エネ改修を行うとともに、き

め細かな運転管理にて、継続してCO2排出量を削減してきまし

た。今回、この取り組みによって削減できた約2.5年分のCO2削

減量（741ｔ）について、国内クレジット制度※に基づく認証を受

け、大和ハウス工業が共同実施者としてそのクレジットを購入し

ました（排出削減事業番号：JCDM-P0632）。

［リゾート/スポーツ施設部門のCO2排出量の
推移］

79.1

1.0

17.6
5.7

75.4

0.9

17.5
4.3

79.1

1.0

17.6
5.7

75.4

0.9

17.5
4.3

103.4 98.1

（千t-CO2）

20112010 （年度）

大和リゾート
大和ハウス工業

スポーツクラブNAS
ダイワロイヤルゴルフ

5.1%削減
（2010年度比）

屋根に設置された太陽光発電パネル 館内のモニター

［国内クレジット制度の概要］

国内クレジット認証委員会

（排出削減量の認証等）

共
同
事
業

排出削減事業者【中小企業等】
（大和リゾート）

排出削減事業共同実施者【大企業等】
（大和ハウス工業）

国
内
ク
レ
ジ
ッ
ト

資
金
等

排出削減事業

ガスコージェネレーション
（リバーシティ２１）

ガスコージェネレーションを導入した
リバーシティ２１

地球温暖化防止への取り組み

大和リゾートがクレジットの売却によって得た資金について

は、2012年の省エネ投資に

充当し、さらなる省エネ活動

の推進を図る予定です。
※大企業等による技術・資金等
の提供を通じて、中小企業等が
行った温室効果ガス排出削減量
を認証し、自主行動計画などの
目標達成等のために活用できる
制度 大山ロイヤルホテルに導入した電気式

ヒートポンプチラー



自然環境との調和（生物多様性保全）への取り組み
「環境」との共創共生
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大和ハウスグループ　生物多様性宣言 大和ハウス
グループ

開発・街づくりにおけるガイドラインの運用 大和ハウス
工業

木材調達ガイドラインの策定と運用 大和ハウス
工業

当社グループは、2010年10月に「生物多様性宣言～人と自

然が『共創共生』する社会へ～」を策定し、分譲地の開発や木材

調達に関するガイドラインを設け、適切に運用されているかを

定期的に確認しています。

2010年10月、名古屋で開催された「生物多様性条約※第10回締約国会議（COP10）」を契機の一つとして、企業の生物多様性保全
への取り組みの重要性が広く社会共通の認識となりつつあります。
大和ハウスグループでは、2005年に制定した「環境ビジョン」において、「自然環境との調和」を環境活動重点テーマの一つに掲げ、

緑化の推進や植樹活動などを推進。2010年10月には、住宅メーカー初となる「生物多様性宣言」を策定し、生物多様性保全の視点をさ
らに強化した包括的な取り組みをスタートさせました。今後、当社グループが開発する街づくりや、住宅建設等での資源調達を行う上で
は、生態系の保全に加え、健全な生態系が持続するよう生物多様性に配慮し、社会の持続可能な発展に貢献していきます。

※生物多様性条約：(1)多様な生物とその生息環境の保全、(2)生物資源の持続可能な利用、(3)遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分を目的とし
1992年に採択され、2012年2月現在、日本を含む192ヶ国および欧州連合が締結している。

生物多様性宣言

基本理念

私たちは、グローバル社会の一員として、生物多様性が生み出す自然
の恵みを認識し、生態系に配慮した事業活動に努め、人と自然が『共
創共生』する社会の持続可能な発展に貢献します。

行動指針

1.人と自然が共生する事業活動の推進
自然の恵みの重要性を認識し、事業活動と自然の循環機能である
大気・水・土・生物などとの調和を図ります。

2.人と自然が共創する街づくりの提案
建設時における生物多様性への影響を認識し、回避・低減に努める
とともに、生態系に配慮した街づくりの提案を行います。 

3.生態系に配慮した資源の利用
生物多様性に関する法令遵守に留まらず、高い倫理観に基づき、
サプライヤーと協働で、持続可能な資源の利用に努めます。 

4.研究開発による貢献
グローバルな視点から、生物多様性保全に係わる研究開発を推進
し、その成果を社会と共有します。

5.ステークホルダーとの連携と対話
地方公共団体やNGOなどのステークホルダーとの対話と連携に
より、事業活動と社会貢献活動の両面から生物多様性保全への取
り組みの環を拡げます。

生物多様性ガイドライン【開発・街づくり編】

1.自然環境のポテンシャルの把握
敷地とその周辺を含む生物環境に関する立地特性を把握し、それ
に基づき、生物環境の保全と創出に係わる方針を示します。

2.緑の保全・創出
地域適合種を積極的に取り入れ、緑の量・質の確保に努めるととも
に、野生小動物の生息域の確保やその植栽条件に配慮した緑地づ
くりを提案します。 

3.野生小動物の生息・生育環境への配慮
野生小動物等の生息行動を促す緑地や水域を整備するなど、その
生息・生育環境への配慮に努めます。 

4.生態系ネットワーク形成のための配慮
生態系のつながりを重視し、生物の移動に配慮して、緑地配置や
土地利用の連続性の確保に努めます。

5.工事中の影響の低減
周辺に生息する動植物に配慮し、騒音・振動・排気などの影響の低減
に努めます。

6.維持管理面における配慮
良好な生物環境を維持していくため、緑地の維持管理に必要な設
備や管理方針を計画・提案します。

生物多様性ガイドライン【木材調達編】

1.認証木材
FSC（森林管理協議会）、PEFC（PEFC 森林認証プログラム）、SGEC
（「緑の循環」認証会議）等より認証を受けている木材を調達しま
す。

2.再生木材
建設廃材のリサイクル木材（パーティクルボード※など）を調達しま
す。

3.当社推奨木材
認証木材、再生木材に該当しない木材のうち、合法性と持続可能
性を確認し、一定レベル以上と判断された木材を調達します。 

※木材のチップに接着剤を加え、一定の面積と厚さに加熱成形した板状の製
品。

大規模な団地開発や市街地での住宅・建築物の建設におい

ては、生物多様性への影響を最小限としつつ、豊かな生態系

ネットワークの創出に貢献することが重要と考え、6つの配慮項

目をガイドラインとして定め、取り組みを推進しています。

当社の事業活動において、住宅・建築物に用いる木材の利用

は、自然からの生態系サービス（自然の恵み）のうち最も重要

な一つです。そこで、当社が調達する木材に関するガイドライ

ンを定め、持続可能な木材利用に努めています。

基本的な考え方
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生物多様性自主基準の策定 大和ハウス
工業

環境共生住宅認定の推進 大和ハウス
工業

商品・サービスにおける生物多様性保全
全事業で生物多様性チェックリストを運用、自主基
準を設け、継続して適合率の向上を図っています。

ECOプロダクツ｜実践報告

エンドレスグリーンプログラム2013の重点戦略

人と自然が共創する街づくりの提案
●生物多様性に配慮した先導事例の創出と水平展開
●生物多様性ガイドライン[開発･街づくり編]の運用

当社では、生物多様性ガイドライン（開発・街づくり編）に基づ

き、人と自然が共創する街づくりの提案を進めています。分譲

住宅やマンション、一定規模以上の請負工事については、企画・

設計段階および建設・維持管理段階において具体的に配慮す

べき項目をまとめたチェックリストを用いて、物件ごとに提案内

容を定量的に評価し、自主基準への適合に努めています。

その結果、2011年度の生物多様性自主基準適合率は、開発

部門が92.4％、街づくり部門が61.9％となり、ともに2011年度

目標を達成しました。

当社では、自然環境との共生を図る「自然と調和した街づく

り」を進めるにあたり、その進捗を測る指標として、「環境共生

住宅※認定制度」を活用しています。

2 0 1 1年度

は、全国の事

業所において

CASBEE戸建

の評価員育成

に努めるとと

もに、分譲・請

負住宅・マン

※「地球環境を保全する」「周辺環境に親しむ」「健康で快適な居住環境」とい
う3つの考え方に基づいた住まいづくりのことで、一般財団法人建築環境・
省エネルギー機構が認定するもの。

事
例

入居後の植栽管理で緑を育む分譲住宅団地
－xevo SQUARE 池田緑丘Ⅱ（大阪府池田市）－

事
例

地形を活かした緑あふれる賃貸住宅
－コモレビ大蔵（東京都世田谷区）－

大阪府池田市にある「xevo SQUARE 池田緑丘Ⅱ」では、生物多
様性保全に配慮した分譲住宅団地の開発に取り組みました。
まず、宅地開発時に池田市環境保全条例に基づいた緑化協定
を締結し、各宅地の外構造園における緑化率の制限を設け、緑豊
かな街づくりを行いました。
また、入居初年度は造園業者により植栽の手入れ手法を伝授し
ていただく「ガーデナー講習会」を実施し、オーナー様に植栽に興
味を持っていただく機会を創出。さらに、宅地内の植栽を入居後3
年間管理する「植栽管理システム」を導入、植栽が概ね土地に活着
するまで植栽をプロの手で維持管理する仕組みを通じて、緑豊か
な街づくりをサポートしています。

東京都世田谷区の「コモレビ大蔵」では、第一種低層地域の閑
静な住宅街に21棟、120世帯の賃貸住宅を建設。敷地面積17,457
㎡の40%を超える7,070㎡の緑地面積を確保しました。
外構計画にあたっては、道路側の開放性を高めるために、高い

塀を設けずに透明性のあるフェンスを道路境界線から1ｍセット
バックして配置したほか、敷地の中心部に、自然への興味を誘発し
野鳥の水場ともなるビオトープ※池とせせらぎを配置しました。ま
た、西側斜面下の区立公園沿いに提供公園を整備し、区立公園の
拡張を図ることで、区民の方が日常的に緑や野鳥に触れあえる場
の提供にも貢献しました。
※ビオトープ：野生小動物の生息と植物の生育を支える空間のこと。

ガーデナー講習会と同時開催のイベント
（花の寄植え講座）

ビオトープ池とせせらぎ

緑豊かな街づくり

敷地全景

自然環境との調和（生物多様性保全）への取り組み

［生物多様性自主基準適合率の目標と実績］
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※2010年度はサンプル調査の結果

ションにおいて認定取得を推進した結果、認定戸数は865戸と

なり、2011年度環境共生住宅認定において建設実績総合1位

を達成しました。これにより、当社は5年連続して総合1位となり

ました。なお、2003年度からの累積認定戸数は、9,991戸となり

ます。

［環境共生住宅の累計認定戸数］
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総合緑化事業の推進 グループ
会社

当社グループの大和リースでは、2008年に緑化事業部を新

設し、「都市に緑」をテーマに独自の総合緑化事業「ecologreen
（エコログリーン）」を展開しており、「屋上緑化システム」・「壁

面緑化システム」などの建物緑化をはじめ、「外構緑化・駐車場

緑化システム」、「室内緑化システム」などの商品群を提供して

います。

2011年度は、フランスの緑化会社であるカネヴァフロール社

と、壁面緑化システムを中心とした緑化技術供与に関するライ

センス契約を締結し、当社総合技術研究所にて、日本の風土に

適した植栽や維持管理について検証を行い、新たに植栽基盤

型のフレーム式壁面緑化システムを商品群に加えました。

これら商品群による緑化のトータルプロデュースの提案を進

めた結果、2011年度の緑化施工面積は前年度比約6％増とな

る18,399㎡となりました。

事
例

立体的な植栽計画に配慮したマンション
－プレミスト庄内通（愛知県名古屋市）－

事
例

地域のNPOと連携しビオトープを復元した分譲団地
－グランハーモ羽曳が丘（大阪府羽曳野市）－

事
例

屋上緑化や駐車場緑化を採用したオフィス
－三谷産業グループ社屋「アンビシャスヒル」（石川県）－

2012年9月に竣工予定の分譲マンション「プレミスト庄内通」で
は、敷地の約17％にあたる約800㎡を植栽帯とし、高木を約50本、
中低木を約500本以上植えて生物多様性保全と地域環境に配慮
した立体的な植栽計画をデザインしています。
計画にあたっては、名古屋市の木クスノキや西区の花サクラソ

ウを取り入れて四季おりおりの花も楽しめるよう配慮したほか、道
路沿いの植栽帯は隣接するマンションの植栽帯と連続性を確保し
緑のネットワークを創出しています。また、虫の隠れ処となる石組
や鳥を呼び寄せる巣箱を設置して地域生態系の生息・生育環境に
も配慮しました。

当社が開発・分譲した「グランハーモ羽曳が丘」では、人と自然
の共生をコンセプトに、開発敷地内の既存ビオトープ※を新しい住
宅団地へ復元しました。復元にあたっては、既存ビオトープを管理
されていた地元NPO団体「羽曳が丘E&L」と協議を重ね、雨水が
自然流入し小川のせせらぎが生物の生息空間を形成する、より本
格的な「ビオトープ公園」として整備し、水生植物とプランクトン、
小魚、昆虫などの生態系をこども達が学ぶ場となるよう配慮しま
した。また、街を囲むように「ふれあいの散歩道」をもうけ、街区内
公園と近隣公園を緑でつなぐことで、住まう人に憩いと癒しをあ
たえるだけでなく、ここに生きる小動物の生態系ネットワークの形
成を図りました。

※ビオトープ：野生小動物の生息と植物の生育を支える空間のこと。

当社が設計・施工し、2011年11月に竣工した三谷産業㈱のグ
ループ会社社屋「アンビシャスヒル」では、3・4階に屋上緑化を設
置、駐車場の一部にグラスパ－キング（芝生化駐車場）を採用する
など、敷地内の緑化と合わせて敷地面積の約17%にあたる緑地
面積を確保。建物利用者や周囲を行き交う人が自然に親しみ季節
感を感じる建物デザインと植栽に配慮しました。
植栽計画にあたっては、日照条件や成長条件に配慮しながら既

存樹木を一部移植保存するとともに、各所にベニスモモや姫リン
ゴなど実のなる木を植え野鳥等が訪れやすい環境づくりにも配慮
しました。

南面植栽

近隣公園をつなぐふれあいの散歩道ビオトープ公園

3階屋上緑化

外観（イメージ）

実のなる木の植樹グラスパーキング

折板屋根緑化システム
「eco(エコ）ヤネ」

仏カネヴァフロール社と技術提携し販売
する「フレーム式壁面緑化システム」

自然環境との調和（生物多様性保全）への取り組み
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森林育成紙の活用 大和ハウス
グループ

当社グループでは、「共創共生」の基本姿勢のもと、森林資源

の持続的な発展のため、2008年4月から、用紙購入基準「森林

育成紙™」を導入しています。

「森林育成紙™」は、森林認証制度の認証を受けた紙など、当

社が独自で策定した環境基準をクリアした紙の総称です。カタ

ログやチラシ、名刺、封筒などの紙を対象に切り替え、紙の製造

過程で発生するCO2排出量を年間約4,500t-CO2削減（約41％

削減）することができました。「森を育てる」活動を実践していく

環境自主行動として、今後も

グループ一丸となって取り組

んでいきます。
※森林認証制度：独立した第三者機
関の定める基準に沿って、適切で
持続可能な森林の管理を審査・認
証する制度。

木材調達評価の実施 大和ハウス
工業

国産材の活用 大和ハウス
工業

事業活動プロセスにおける生物多様性保全
サプライヤーと連携し、使用する紙や木材の持続可
能性向上に取り組んでいます。

ECOプロセス｜実践報告

エンドレスグリーンプログラム2013の重点戦略

生態系に配慮した資源の利用
●生物多様性ガイドライン[木材調達編]の運用拡大
●認証木材、再生木材の採用推進

当社では生物多様性ガイドライン（木材調達編）に基づき、認

証木材・再生木材・当社推奨木材※の3種類の認定基準を定め、

基準に適合した木材の調達を進めています。

活動を開始した2010年度には、当社住宅商品の主要な部位

に使用される木材（構造材・桟木・合板・パーティクルボード等）の

供給サプライヤー21社から、当社ガイドラインについての同意

書をいただき、以降継続して納入木材の実態調査にご協力い

ただいています。

2011年度は、調査対象を床材にも拡大し、引き続き住宅商

品の主要な部位に使用される木材について実態調査を実施し

ました。その結果、調査対象木材について、伐採の合法性が確

認でき、持続可能性についても高い水準にあることが確認でき

ました（97.2％がAランク以上）。また、新たに分譲マンションの

うち19件の施工物件で施工会社から同意書をいただき、実態

調査にご協力いただきました。

2012年度は、引き続き住宅商品における使用木材の合法性・

持続可能性を評価するとともに、分譲マンションや木造店舗・介

護施設などの商業建築における使用木材についても実態を把

握し、取り組みを拡げていく予定です。
※認証木材、再生木材に該当しない木材のうち、合法性と持続可能性を確認
し、一定のレベル以上と判断された木材。

国内で消費される木材のうち約40％は建築・土木分野で消

費されています。また、日本においては国産材を使うことで、

CO2削減、自然災害の抑制（※１）、林業による地域経済の活性化

などの効果が期待されており、一昨年には、公共建築物での木

材利用を促進する法律（※2）が公布されるなど、国も国産材の活

用を強く推進しています。

そんななか、当社では、提供する木造住宅において、一部部位

（構造部材・下地材など）に国産材を使用した商品を開発・提供

するとともに、鉄骨住宅で用いる下地材などでも安定調達可能

な範囲で国産材の活用を進めています。その結果、2011年度

の新築住宅全体での国産材利用比率は19.9%となりました。

今後は、木造住宅商品において、柱や梁などの主要構造材に

も国産材を使用した商品の

開発を進めるなど、国産材の

活用を拡大していきます。
※１ 管理された森林は地面に多く

の水を蓄えることができるた
め、河川の氾濫や土砂災害を抑
制する効果がある

※２  公共建築物等における木材
の利用の促進に関する法律
（2010年5月公布）

森林育成紙を用いて製作した冊子

【合法性/持続可能性　評価項目】
（1）合法性の確認

(a) 供給源が明らかであること（原木供給地までのトレーサビリティー） 
(b) 伐採権のあることが確認できること 
(c) 森林に関する法令およびその他関連規則が遵守されていること

（2）持続可能性の確認
以下の8項目について総合的に持続可能性を判断します。
(a) 伐採した木材が絶滅危惧種でないこと 
(b) 伐採方法が天然林の大伐採でないこと 
(c) 伐採地および周辺エリアの絶滅危惧種の保全に配慮されていること 
(d) 紛争地産の木材でないこと 

［使用木材の評価結果
（2011年度）］

認証木材
81.7%

再生木材
2.4%

当社推奨木材
7.4%

Sランク
91.5%

Aランク 5.7%
Bランク 0.0% Cランク 2.8%

［調達木材の評価ランク］

S（推奨）
（90～110点）

A（標準）
（80～85点）

B（購入可）
（70～75点）

C（早急な改善）
（65点以下）

自然環境との調和（生物多様性保全）への取り組み

(e) 産地政府の法的労働諸条件を満たしていること 
(f ) 森林備蓄量が維持可能なこと（伐採後も区域内の森林が再生可能なこと） 
(g) 日本の国産木材 
(h) 利用可能になるまでの時間が短い早生木材
　 （早生木材の育成にあたり、天然木の大伐採がないこと） 

国産材を活用した3階建木造戸建住宅
商品「xevo ＳＯＲＡ（ジーヴォソラ）」



資源保護への取り組み
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グループ内の資源循環システムの構築 大和ハウス
工業資源循環に配慮した設計・建設プロセス 大和ハウス

工業

資源循環に配慮した住宅・建築物の普及には、開発・設計段

階において、再生材の活用を図るほか、端材等の発生が少なく、

分別解体しやすいデザインを心がけるとともに、生産・施工段階

においては端材等の廃棄物を抑制し、やむを得ず発生した廃棄

物についてはリサイクルすることが重要です。

当社では、「建築の工業化」を創業理念に、全ての住宅・シス

テム建築商品を自社工場で生産。定

尺寸法の部材を施工現場で組み立

てることで、現場の廃棄物発生を抑

制するとともに、解体時に分別しやす

い乾式工法を基本としています。

当社の住宅新築現場では、新築工事における建設副産物の

リサイクル推進を目的として、「工場デポ」というシステムを導

入し、2005年度末に全国92事業所（沖縄支店除く）においてゼ

ロエミッション※１を達成、2011年度も住宅新築現場及び工場の

ゼロエミッションを維持・継続しました。今後は、一般建築現場へ

もゼロエミッション活動を展開するとともに、サーマルリサイク

ル※２からマテリアルリサイクル※３へのシフトや、グループ内で

の再生材の開発など、資源循環システムの拡大を目指します。
※1 住宅系新築現場の基礎工事から建物本体竣工までの工程を対象範囲として
おり、建物本体竣工以降に実施する外構工事等で発生する廃棄物はゼロエ
ミッションの対象範囲外としています。また、地理的条件により沖縄支店に
おける住宅系新築現場もゼロエミッションの対象範囲外としています。

※2 燃料利用するリサイクル　※3 材料利用するリサイクル

我が国の産業廃棄物発生量は年間約3億9千万tで、その約2割を建設業が占めています。また、最終処分場（埋立処分場）の残余
容量※は新規処分場の設置が難しいことから近年横ばい傾向で、残余容量を年間の最終処分量で割った残余年数は全国平均で13.2
年（2010年4月現在）と依然として厳しい状況にあります。一方、資源の枯渇問題を考えると、石油由来のプラスチックや金属類などの限り
ある資源は少しでもムダな使用を抑え、使用後は再び資源として利用する必要があります。
これらの現状をふまえ、当社グループではリデュース（発生抑制）、リユース（再使用）、リサイクル（再資源化）という3R活動を推進し、

資源循環型社会の実現を目指しています。

※残余容量：最終処分場にあとどれだけの廃棄物を埋め立てることができるかという容量。

基本的な考え方

［住宅・建築物における3R活動のポイント］
開発・設計段階 生産・施工段階

・再生材の積極活用
・端材等の少ないデザイン
・分別解体が容易なデザイン

・端材等の廃棄物削減
・建設副産物のリサイクル推進

［住宅・建築物の資源循環］

生　

産

施　

工

解　

体

端材等

埋立処分

天然資源

再生材

発生抑制

再利用

再資源化

極小化

［新築時の現場発生廃棄物量の比較（物販店舗167㎡）］

0

2

4

6

8
6.86.8

1.11.1

（t）

リ・ストア＆リ・
ビルドシステム

在来工法

※当社試作棟での検証結果

約84%
削減

品目
（t）

在来工法新築時

廃プラスチック

コンクリート

紙くず

金属くず

タイル

ボード類

木くず

その他

0.19

0.99

0.25

1.95

1.04

1.64

0.4

0.32

リ・ストア＆リ・ビルドシステム

合計 6.78 1.11

0.11

0.02

0.51

0.15

0.06

0.18

0.07

―

［工場デポの仕組み］

部
材
納
入

部
材
納
入

搬
出

運
搬

リ
サ
イ
ク
ル

新築現場

❻リサイクル材を再び新築現場に
❸部材納入の帰り便等で
　自社工場へ回収

❷きめ細かい分別

❶余分な材料を納入しない（プレカット化）
　過剰包装をなくす（梱包レス化）

❺工場のリサイクルルートを活用

❹回収した建設副産物の二次分別、圧縮減容処理
自社工場

リサイクル
工場

■ エコマーク認定「木粉リサイクルデッキ」の開発・普及
新築現場や工場で発生す

る廃木材をリサイクルし、「木

粉リサイクルデッキ」として製

品化。重量の90％以上が再

生材料で構成されており、エ

コマークの認定を取得してい

ます。

エコマーク認定「木粉リサイクルデッキ」
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資源循環型商品（システム建築）の
採用推進 大和ハウス

工業

住宅・建築物における資源循環への取り組み
建築の工業化により、端材発生を抑制するとともに、
再生材の活用を進めています。

ECOプロダクツ｜実践報告

エンドレスグリーンプログラム2013の重点戦略

資源循環に配慮した住宅・建築物の普及
●店舗・事務所用途でのシステム建築の普及
●住宅・建築物における再生建材の採用推進

当社の提供する戸建・低層賃貸住宅商品は、自社工場にて部

材を加工・生産し施工現場で組み立てる工業化住宅であり、施

工現場での廃棄物の抑制、分別解体にも配慮した工法を採用

しています。一方、物件ごとに仕様の異なる事務所・店舗・工場

などの建築物は、大半が在来工法であるため、施工現場での部

材の加工・切断が必要となり、端材が発生するなど廃棄物削減

が進みにくい状況となっています。

そこで当社では、比較的規模や仕様の似た用途ごとに、外壁・

構造躯体を規格化したシステム建築商品「ダイワコンフォルト」

「ダイワフレスト」を開発し、事務所/倉庫、店舗/中規模工場な

どを中心に普及を進めています。これらシステム建築商品は、

工業化住宅同様、設計寸法に合わせて自社工場で主要部材の

加工・生産を行うため、施工現場での廃棄物の発生を抑制でき

ます。

2011年度、事務所向けの「ダイワコンフォルト」は、ニチイ学

館の介護施設などにご採用いただき、全国での採用棟数は79
棟（2010年度比4.8％減少）となりました。また、店舗/中規模工

場向けの「ダイワフレスト」は、コンビニエンスストア各社の店

舗や復興支援用施設などにご採用いただき、全国での採用棟

数は269棟（2010年度比77％増加）となりました。

事
例 仮設事務所・工場・倉庫・店舗需要にシステム建築で対応

東日本大震災で被災した中小企業者の一日も早い事業再開を
支援する復興対策として、独立行政法人中小企業基盤整備機構
の行う仮設施設整備事業に、当社グループは保有するシステム建
築商品を活用して対応しました。このシステム建築は、被災地での
さまざまな用途や形状の施設をいち早く利用したいという要望に
応えるために、多様な用途に対応でき、骨組みから仕上げまでを
規格化した建物です。さらに、自社工場間でシステム建築の協力
生産体制を敷くことで短期間に多くの部材を生産し、仮設施設の
建設につなげることができました。
なお、当社では施設数49棟、床面積約17,100㎡を出荷しました。

（2012年3月末時点）

■ システム建築「ダイワフレスト」を活用した店舗の普及
当社では、ロードサイドに建つ商業施設も数多く建設してい

ます。テナントごとに種々の企業イメージが表現される建物外

観や店舗運営に要求される機能的なプランを、お客さまととも

に標準としてつくるなかで、主要材料の使用量削減による資源

保護を図る「ダイワフレスト」の活用を推進しています。なお、シ

ステム建築の活用により、資源保護のほかに品質の向上、価格

の安定、現場工期の短縮等も期待できます。

2011年度は、全国に多店舗展開されている日本マクドナルド

の店舗で新たにご採用いただき、12棟の建設を進めました。今

後は、さらに商品バリエーションの追加および既存商品の進化

を図るとともに、より多くの店舗事業者様への提案を進め、資

源循環型商品の普及を進めます。

［資源循環型商品（システム建築）
採用棟数の推移］

83

152

83

152

79

269

79

269
199棟

255棟

235棟

348棟

20112010
（年度）

ダイワフレストダイワコンフォルト

当社独自のシステム建築商品「ダイワ
コンフォルト」を採用したニチイ学館
デイサービス施設

日本マクドナルドつくば研究学園前店（茨城県）

福島県内での仮設施設の建設の様子

資源保護への取り組み
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建設廃棄物排出量の削減 大和ハウス
グループ

再生建材の採用推進 大和ハウス
工業

建設廃棄物のリサイクル率向上 大和ハウス
グループ

生産・施工現場の廃棄物削減とゼロエミッション
プレカットによる廃棄物の発生抑制、端材の有効活用の
上、新築現場のゼロエミッション活動を展開しています。

ECOプロセス｜実践報告

エンドレスグリーンプログラム2013の重点戦略

ゼロエミッション活動の効率化と拡大
●住宅現場におけるゼロエミッション活動の効率化
●建築現場へのゼロエミッション活動の展開

当社グループでは、生産・施工現場で発生する建設廃棄物に

ついて、建設系事業に携わる4社※で削減目標を設定し、取り組

みを進めています。

2011年度、当社では住宅施工現場で石膏ボードや瓦のプレ

カットに継続して取り組む一方、建築施工現場においても石膏

ボードのプレカットの試行を実施し、次年度以降の全国展開に

向けた課題の抽出に取り組みました。また、工場では生産工程

での材料歩留まりを向上させるのはもちろん、木くずや外壁面

材等の端材活用に取り組みました。しかしながら、2011年度は、

震災後の仮設住宅の建設等に伴い、グループ4社の建設廃棄

物排出量が122.7tと前年度比25％増加、売上高あたりの排出

量も前年度比15.0％増となる90.5kg/百万円となり、目標を達

成できませんでした。2012年度は、3ヵ年目標の達成に向け、改

めて建築施工現場の廃棄物削減のため石膏ボードのプレカット

などの活動に注力します。
※大和ハウス工業（DH）、大和リース（DL）、ダイワラクダ工業（DR）、ダイワ
サービス（DS）

当社グループでは、建設廃棄物の排出量削減に取り組む一

方、発生した廃棄物については、単純焼却・埋立処分を極力抑

制するよう、リサイクル率の目標を設定し取り組みを進めてい

ます。

2011年度、当社の工場・新築住宅現場では継続してゼロエ

ミッションを達成し、商業建築の新築現場においても近畿・中部

地区の一部現場でゼロエミッション実現に向けた試行を実施し、

当社商業建築事業では、再生建材活用の一環として、2008
年に制定した「グリーン調達品目（30品目)」の採用を進め、30
品目中10品目以上採用できた物件を「グリーン調達現場」とし

ています。2011年度のグリーン調達現場率は、60%（前年度比

11ポイント増）となりました。
※床面積2,000㎡以上の新築現場が対象

事務用品等のグリーン購入を推進 大和ハウス
工業

建設関連資材だけでなく、事務所で使用する事務用品類に

ついてのグリーン購入においても、リサイクル商品を積極的に

採用しています。

特に、主要6品目（コピー用紙、帳票類、カタログ類、事務用品

類、オフィス家具、OA機器）については、当社独自の「グリーン

購入基準」を設定。サプライヤーへの働きかけとともに、購入

担当者への啓発を行い、全社をあげてグリーン購入を推進して

います。

2011年度は、主要6品目のグリーン購入比率が85.6％となり、

帳票類・OA機器についてはグリーン購入比率100％を達成しま

した。

［建設廃棄物排出量の目標と実績］

2010 2011 2012 2013
（年度）

（kg/百万円） （千t）実績（総量）
実績（原単位）

部門別内訳目標（原単位）
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76.1

73.4 70.8

90.5
78.7

建築施工
（DH）
43.5%

住宅施工
（DH）
15.7%

住宅施工
（DH）
15.7%

施工（DS）
0.5%

施工
（DL）
18.2%

その他（DR）
0.7%

工場
（DR）
0.6%

工場
（DL）
5.1%

工場
（DH）
15.8%

工場
（DH）
15.8%

122.7千t
（2011年度）

15.0%増加
（2010年度比）

［グリーン調達30品目］

コンク
リート

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

分類

土壌

仮設

型枠

舗装他

鋼材

下地

No.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

分類

下地

仕上

設備

土壌改良材

ノンハロゲンメッシュシート

代替型枠

混合セメント

エコセメント・コンクリート製品

再生アスファルトコンクリート

再生砕石

ブロック

透水性舗装

屋上緑化

再生鋼材

再生木質ボード

石膏ボード

岩綿吸音板

断熱・吸音材

製材

合板

フリーアクセスフロア

ガラス

タイル

水性塗料

タイルカーペット

フローリング

ビニル系床材

エコロジークロス

布製ブラインド

エアコン

ガスヒートポンプ式冷暖房機

変圧器

蛍光灯照明器具、ランプ

品目名 品目名

［グリーン購入ガイドライン］

紙類 コピー用紙、帳票類

カタログ等 森林認証紙を使用していること。

いす、机、棚、収納用
什器（棚以外）、
ローパーテーションなど

文具類 事務用品

オフィス家具

OA機器類 コピー機等、複合機、FAX

パソコン、プリンター等

分類 品目名主な対象

森林認証紙を使用していること。
または、グリーン購入法に適合する用紙を使用していること。

次の i～iiiのうち1つ以上の条件を満たしていること
 ⅰ ）エコマーク※1認定品であること。
 ⅱ ）グリーン購入法適合品であること。
 ⅲ ）ＧＰＮデータベース※2掲載品であること。

※1 エコマーク：環境保全に役立つと認められた商品につけられる環境ラベル。（財）日本環境協会が審査している。
※2 GPNデータベース：グリーン購入ネットワーク（GPN）が運営する環境配慮製品のデータベース。
※3 国際エネルギースターロゴ：国際エネルギースタープログラムによる省エネ基準を満たしたOA機器に表示されるロゴマーク。
※4 PCグリーンラベル制度：環境に配慮したパソコン製品に関するラベリング制度。（有）パソコン3R推進センターが実施。

次の i～iiのうち1つ以上の条件を満たしていること。
 ⅰ ）グリーン購入法適合商品であること。
 ⅱ ）国際エネルギースターロゴ※3がついていること。

次の i～iiiのうち1つ以上の条件を満たしていること。
 ⅰ ）グリーン購入法適合商品であること。
 ⅱ ）国際エネルギースターロゴ※3がついていること。
 ⅲ ）ＰＣグリーンラベル制度※4認定品であること。

（社）日本オフィス家具協会（JOIFA）が環境物品として推奨する商
品（グリーン購入法適合商品）であること。

資源保護への取り組み



次年度以降の全国展開に向けた課題の抽出に取り組みました。

また、リサイクル率の低かった大和リース、ダイワサービスの施

工部門がともに70～80％台に向上。その結果、グループ4社の

建設廃棄物リサイクル率は合計で89.7％となり、前年度に比べ

て1.5ポイント増加しましたが、単年度目標である90.0％には達

しませんでした。2012年度は、継続して工場・新築住宅現場で

のゼロエミッションとマテリアルリサイクルの割合向上に取り

組むほか、商業建築の建築現場においても、全国の店舗建築を

中心にリサイクルルートの整備を進め、ゼロエミッション現場の

拡大を図ります。
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施工部門における廃棄物削減 大和ハウス
グループ

生産部門における廃棄物削減 大和ハウス
グループ

■ 石膏ボードのプレカット現場納入による廃棄物排出量の削減
当社では、石膏ボードによる廃棄物排出量を削減するため、

1998年から石膏ボードのプレカットに取り組み、毎年対象範囲

を拡大するとともに取り組みレベルの向上に取り組んでいます。

2011年度は、全新商品について、当社独自の石膏ボード割付シ

ステム「G-PLAS※」への適合を行い、これら割付作業の内製化

率を戸建住宅で100％、賃貸住宅で93％にまで高めました。そ

の結果、2011年度の石膏ボード廃棄物の排出量は、2007年度

比31.1％削減となりました。
※G-PLAS：当社独自の石膏ボードの割付システム

■ 木くず・木廃材の活用
当社では、戸建住宅及び賃貸住宅の新築施工現場で発生し

た木くずや工場内で発生した木廃材を粉砕機で木質チップと

し、部材メーカーで燃料としてリサイクルする取り組みを実施

し、2011年度は811トンのリサイクルを行いました。

今後は、燃料（エネルギー）として利用するだけでなく木質

チップのパレットへの活用など社内リサイクルの推進に取り組

むとともに、できるだけ木廃材が発生しない製品設計や施工改

善を実施していきます。

■ 塩ビ製品の材質変更による再利用の促進
当社グループの大和リースでは、従来1回の使用で廃棄して

いた部材・製品をできるだけ再利用することで、廃棄物の削減

につなげるため、材質変更などの仕様見直しを行いました。仕

様見直しに際しては、用途に応じた耐候性や強度、さらには廃

棄時のリサイクルのしやすさも考慮して、材質に合わせた保管、

取り扱い手順の見直しも併せて進めています。

今後も継続的に仕様の見直しを行うなどの改善を図ってい

きます。

［木廃材のチップ化工程］

①木くず ②チップ化（粉砕機） ③木質チップ

燃
料
と
し
て

活
用

■ リユース基礎の普及推進
当社グループの大和リースにおける仮設建築物の基礎は、

従来、木杭や現場打ちコンクリートの使用が多く、解体後、コン

クリート基礎は現場から廃材に、木杭は自社収集拠点へ持ち

帰り、選別・廃棄物処理をしており、廃棄物発生の原因の一つと

なっていました。そこで、2004年から廃棄物の発生抑制と現場

での工期短縮を目的として、H型鋼とPＣａ製（プレキャスト鉄筋

コンクリート）基礎ベース部を着脱可能なボルト接合とした「リ

ユース基礎」の普及を進めて

います。この導入で、現場打ち

コンクリートや木杭の使用が減

少し、コンクリート廃材や木く

ずの排出量を削減できました。

2011年度のリユース基礎の使

用実績（基礎の全長）は、前年

度比4％増の31,957ｍとなりま

した。

上部構造体

平成16 年度
「資源循環技術システム表彰」

奨励賞受賞

H型鋼

緊結ボルト 緊結ボルト

CL

PCa盤

PCa（プレキャストコンクリート）、H型鋼複合構造

資源保護への取り組み

［建設廃棄物リサイクル率の目標と実績］
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［石膏ボード排出量とプレカットシステム運用率の推移］
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［建設廃棄物の処理方法内訳］

122.7千t
（2011年度）

マテリアルリサイクル
81.2％

マテリアルリサイクル
81.2％

サーマル
リサイクル

8.5％

その他0.2％

埋立て
10.1％



有害化学物質削減への取り組み
「環境」との共創共生

PRTR・VOC集計システムを活用した
評価・改善 大和ハウス

グループ
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化学物質管理ガイドラインの策定と運用 大和ハウス
工業

当社では、建物に使用する建材について化学物質管理を強

化するため、2010年11月に「化学物質管理ガイドライン」を策

定しました。このガイドラインでは、約280種類の管理物質を特

定、それぞれについて使用禁止、管理・使用制限、監視といった3
段階の管理レベルを設定しました。

策定後は、部材の調達先となる取引先に対し、数回に分けて

説明会を開催し、当社の化学物質管理に関する考え方の共有

を図りました。

今後は、本ガイドラインの運用によって、化学物質の使用状

況を継続的に把握するとともに、国際動向等も見極めながら、

さらなる有害化学物質によるリスクの低減を図ります。

当社グループでは、人や生態系への化学物質によるリスクを最小化するため、工場で取り扱う有害化学物質の削減、代替や適正管
理を推進しています。特に、住宅や建築部材の製造過程で塗料や接着剤を使用しており、これらに含まれるPRTR※第1種指定化学物
質の総量削減を目指し、VOC（揮発性有機化合物）、重金属類、生殖毒性物質等の有害性が高く、使用量が多い物質から重点的に削
減の取り組みを進めています。また、居住系施設については、よりよい室内空気環境を実現するための取り組みを進めています。

「エンドレス グリーン プログラム 2013」では、当社グループにおけるPRTR法対象物質の排出移動量について目標を設定し削減に取
り組んでいるほか、大和ハウス工業では、大気汚染防止法で自主的取り組みが推進されているVOCの排出量削減にも自主目標を設定
し積極的に取り組んでいます。一方、商品においては居住系施設における低VOC建材の標準化を進め、国の指針値を上回る自主基準
を設定し、室内空気質の改善にも積極的に取り組んでいます。

※ PRTR（Pollutant Release and Transfer Register）：化学物質の排出量・移動量を事業者が年に１回国に届出し、国が集計し、公表する制度

当社では、工場で取り扱う有害化学物質の削減を推進する

ために、製品安全データシート（MSDS※）のデータベースを各

部門が共有し、有害化学物質の排出・移動量などの管理を行っ

ています。開発部門では「化学物質管理ガイドライン」に基づき

有害化学物質の少ない材料への代替を検討、生産部門にて品

質等の評価を行い、採用後はPRTR・VOC集計システムを活用し

て成果・課題のフィードバックを行い、継続的な改善につなげて

います。

また、グループ会社においても、同様に有害化学物質の排出・

移動量の管理を実施し、開発部門・生産部門一体での改善活動

を推進しています。
※製品安全データシート（MSDS）：化学物質や化学物質が含まれる原材料な
どを安全に取り扱うために必要な情報を記載したもの。

基本的な考え方

［「化学物質管理ガイドライン」による管理区分］
管理レベル 管理物質

レベル1
全ての製品について使用を禁止する物
質及び群。

国内法禁止物質等
約130物質・群

レベル2
主要な建材について使用状況を把握す
る物質及び群（一部建材については使用
制限あり）。

厚生労働省指針値策定物質及びREACH認
可対象候補物質の一部等
約10物質・群

レベル3
主要な建材について使用状況を把握す
る物質及び群。

REACH 、RoHS規制物質等
約140物質・群

［化学物質管理ガイドライン説明会
（2010年9月）の様子］

約120社の調達先に参加いただき、当
社の化学物質管理に関する考え方に理
解を求めました。

PRTR・VOC集計システム

MSDSデータベース

開発
●削減物質の特定
●削減計画の策定
●代替材の検討

調達
●グリーン調達基準書
に基づく調達

生産
●代替材の品質、コスト、
安全性、環境、生産性
の評価、提案

▶ ▶

［化学物質削減のあゆみ］

年度

【大和ハウス】

実施事項

2002～2004
2005
2003～2005
2005
2005～2006
2007
2008
2009
2009
2010～2011

電着化成皮膜薬品切替
接着剤切替
脱脂剤切替
鉄骨部材の増し塗り範囲減少
スパッタ防止剤・洗浄液切替
さび止め塗料切替（自社設計物件）
電着塗料切替
溶接箇所タッチアップ補修塗料水性化
無電着化による溶接箇所増し塗り塗装削減
屋外階段吹付け塗料の弱溶剤化

削減物質

ニッケル化合物
フタル酸ジ-n-ブチル
ポリ（オキシエチレン）＝ノニルフェニルエーテル
キシレン
ジクロロメタン
鉛化合物
有機スズ
キシレン
トルエン
キシレン・トルエン・エチルベンゼン

年度

【大和リース】

実施事項

2006～2008
2008
2009

塗料用シンナー切替
温風低圧塗装機による塗装削減
脱脂剤切替

削減物質

トルエン
キシレン、エチルベンゼン
ポリ（オキシエチレン）＝ノニルフェニルエーテル

※1 REACH（Registration、Evaluation、Authorization and Restriction of 
Chemicals）：2007年6月に欧州委員会が施行した新化学物質規制

※2 RoHS（Restriction on Hazardous Substances）：電気・電子機器に含ま
れる危険物質を規定し、物質の使用を禁止する旨の欧州連合（EU）指令の
一つ
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マンション・介護施設等における
有害化学物質の削減 大和ハウス

工業

居住系施設における
室内空気質自主基準の設定 大和ハウス

グループ

戸建・低層賃貸住宅における有害化学物質削減 大和ハウス工業

当社の住宅商品（戸建・低層賃貸）では、毎年一定量の物件に

おいて竣工時の室内空気質濃度の測定を実施し、評価・改善を

進めています。

2011年度は、外壁裏面シーラー塗料の水性化など、建材の

低ホルム化や低VOC化を実施しました。また、戸建住宅におい

ては、より空気質に配慮した住宅をご提案するため、室内空気

質に重点を置いた健康配慮仕様についてモデル棟での実測・

検証を行い、標準化に向けた課題の抽出に取り組みました。

今後、室内の化学物質濃度をできるだけ低減するため、より

低VOCの建材や、効果的な換気システムをご提案していきます。

当社では、ご入居者・施設の利用者等の健康を考え、住宅商

品に限らず、分譲マンションや利用者の滞在時間が比較的長い

介護施設等についても、内装仕上げには全てホルムアルデヒド

放散等級がF☆☆☆☆の建材を使用するなど、室内空気質に配

慮しています。また、これら居住系の建物においては、品確法※1

で特定測定物質に指定されている5物質※2について室内空気

質の測定を行い、国の指針値を上回る自主基準の適合に向け、

改善を進めています。

今後は、さらに放散の少ない建材への切り替えを進めていく

予定です。
※1 住宅の品質確保の促進等に関する法律
※2 ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン

当社では、シックハウス問題が社会問題となり始めた1996年

より、建材メーカーと連携し業界に先駆けて建材対策に取り組

んできました。その後、ホルムアルデヒドなど一部の物質につ

いては建築基準法等でも使用が制限され、一定レベルの建材

対策については広く一般化しつつあります。

しかしながら、人は1日に17m3の空気を呼吸しており、体内

に摂取する物質のうち、室内空気が約6割を占めるといわれ、住

まい手の健康という観点からは継続して改善が必要です。

そこで、居住系施設を数多く提供する当社及び大和リースで

は、よりよい室内空気環境を実現するため、居住系の建物を対

象に、品確法※1による特定測定物質※2の室内濃度について、国

の指針値を上回る自主基準を設定し、改善を進めています。建

物用途ごとに、地域・季節などをふまえた一部の物件または全

数調査を実施し、要因分析の上、建材の低ホルム化や低VOC化

などを進めています。
※1 住宅の品質確保の促進等に関する法律
※2 ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン

商品・サービスにおける有害化学物質削減
居住系施設を中心に、低VOC建材の開発と標準化
を進めています。

ECOプロダクツ｜実践報告

エンドレスグリーンプログラム2013の重点戦略

居住系施設における室内空気質の改善
●居住系施設における低VOC建材の標準化
●戸建住宅における健康配慮仕様の開発･普及

■ 化学物質に関するeラーニングを実施
当社では、化学物質に関する基礎知識やリスク、当社の取り

組みなどを従業員に周知するため、2011年度は「室内空気質

編」・「工場編」の2つのコースのeラーニングを実施しました。

室内空気質編は、工事・設計・商品開発・品質保証推進部門を

中心に4,187名が受講。工場編は、工場・購買・商品開発部門を

中心に、2,619名が受講し、最後に設けたアンケートでは、「施

工・販売時のお客様へのご説明に役立つ」との声や、住宅商品

開発への要望など有害化学物質削減の取り組みに対する従業

員の意見も得ることができました。

［人体の物質摂取量内訳］

 出典：村上周三 東京大学生産技術研究所
 （臨床環境第9巻)

その他
2％

室内空気
57％

公共施設
の空気
12％

産業排気
9％

外気
5％

飲料
8％

食物
7％

空気質に配慮した健康配慮仕様①
（ウールカーペット、塗り壁の設定）物
件での測定風景

空気質に配慮した健康配慮仕様②
（無垢フローリング、エコカラット、消臭
クロスの設定）物件の内観

有害化学物質削減への取り組み



Daiwa House Group   　　 CSR Report 2012111

PRTR対象化学物質排出･移動量の削減 大和ハウス
グループ

VOC排出量の削減 大和ハウス
工業

当社グループでは、生産現場における有害化学物質の排出・

移動量について、自社工場を有する3社※で削減目標を設定し取

り組みを進めています。

2011年度、当社では階段吹付け塗料の代替が進み、対象物

質の排出・移動量は前年度比11.0%削減となりましたが、大和

リースでは震災復興建築物の需要で生産量が増加、それに伴

い塗料などの使用量が増加し、同46.1%増加となりました。その

結果、2011年度のグループ3社におけるPRTR対象有害化学物

質の排出･移動量は、前年度比20.7%増となる225.0トンとなり、

単年度目標を達成できませんでした。

2012年度は、3ヵ年目標の達成に向け、錆止め塗料の見直し

など、より環境に配慮した製品への切り替えを推進していきます。

※大和ハウス工業㈱、大和リース㈱、ダイワラクダ工業㈱

当社では、2011年度より新たにVOC（揮発性有機化合物）排

出量についても目標を設定し、削減に向けた取り組みを実施し

ています。

2011年度は、主に低層賃貸住宅で使用する屋外階段の吹付

け塗料を弱溶剤系へ代替したことや、一部の工場で温風低圧

塗装機やエアコートガンを導入し塗着効率の向上を図ったこと

により、全国10工場におけるVOC排出量は、前年度比で11.3%
減となる275.4トンとなり、3ヵ年目標を前倒しで達成することが

できました。

今後は、屋外防錆仕様の見直しや、さらなる塗装効率の改善

を推進し、VOC排出量の削減に取り組みます。

事業活動プロセスにおける有害化学物質削減
塗装仕様の見直しを中心に、重金属類やVOCの
削減に取り組んでいます。

ECOプロセス｜実践報告

エンドレスグリーンプログラム2013の重点戦略

開発･設計～生産プロセスにおける化学物質管理の徹底
●塗装仕様の改良、塗着効率の向上
●化学物質管理体制の強化

［VOC排出量の目標と実績］
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大和ハウス工業
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大和ハウス工業
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37.2%
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［PRTR対象化学物質排出･移動量の目標と実績］
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［鉄骨補修工程に使用する温風低圧塗装機とエアコートガン］

スプレーした塗料の周りを温風が包み込むことで、塗料の飛散が減少することか
ら従来機に比べ塗料使用量を大幅に削減

■ PRTR対象有害化学物質のマテリアルバランス　（取扱量が1.0t以上の物質で0.1t以上の排出・移動量がある物質名を掲載）

有害化学物質削減への取り組み

大気への排出量対象範囲：グループ3社（大和ハウス工業、大和リース、ダイワラクダ工業）
対象期間：2011年4月～2012年3月
単位：トン/年

廃棄物・下水道への移動料

348.7

212.5

12.3

78.2

45.5除去処理量

取扱量

製品に含有されて
持ち出される量

水域への排出

キシレン
エチルベンゼン
トルエン
1,2,4-トリメチルベンゼン
ジクロロメタン
1,3,5トリメチルベンゼン
マンガン
その他

120.6
60.1
19.2
5.1
2.4
3.2
0.8
1.1

マンガン及びその化合物
キシレン
亜鉛の水溶性化合物
エチルベンゼン
鉛及びその化合物
コバルト及びその化合物
鉛
トルエン
その他

5.8
1.8
1.4
0.9
0.7
0.5
0.4
0.3
0.5

亜鉛の水溶液化合物

0.1
0.1

温風低圧塗装機 エアコートガン
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住宅部門における有害化学物質削減 大和ハウス
グループ 建築部門における有害化学物質削減 大和ハウス

グループ

当社グループの有害化学物質排出・移動量の上位3物質は、

トルエン・キシレン・エチルベンゼンとなっており、住宅部門にお

いては、これら物質の使用量が多い塗料に着目し、継続して塗

装仕様の改善に取り組んでいます。

■ 屋外階段吹き付け塗料の弱溶剤系への切り替え
当社住宅工場では、屋外階段の吹付け塗料について、強溶剤

系を使用していましたが、2010年5月以降順次弱溶剤系への切

り替えを進めています。さらに、塗装の2層塗りのうち、上塗り

の性能を高めることで中塗り工程を省き単層塗装化を図ると

ともに、耐候性※の向上を実現しました。

この取り組みにより、屋外階段塗装工程において、PRTR対象

有害化学物質、及びVOCに該当するトルエン、キシレン、エチル

ベンゼンの排出・移動量を約10.6トン削減し、総VOCの大気排

出量を約12トン削減しました。
※耐候性：屋外の自然環境の変化による劣化を起こしにくい性質

当社の建築部門では、2007年度より自社設計物件において

鉄骨の錆止め塗料に鉛化合物を含まない鉛・クロムフリー錆止

めペイントを標準採用するなど、業界をリードする取り組みを

進めてきました。こうした取り組みが一定程度定着した現在で

は、生産部門を中心に塗装効率の向上に取り組んでいます。

■ 塗装方法の見直しによる塗装効率の向上

2011年度は、建築系工場においてPRTR対象有害化学物質

の一つであるキシレン含有が少ない希釈シンナーへの切り替

えや吹付け塗装ロス、飛散の少ないエアコートガンの導入や塗

装膜厚の適正管理などに取り組みました。

今後は、継続して塗装膜厚の適正管理などの運用改善を進

めるとともに、飛散の少ないローラーまたは刷毛塗りといった

塗装方法の試行・検証やエアコートガンの使用台数増加などに

取り組み、さらなる排出・移動量の削減を図ります。

■ ウレタン発泡の洗浄剤使用量の削減
当社グループのダイワラクダ工業では、2011年度、当社戸建

住宅向けの折戸を鋼製から木製に変更したことにより、これま

で鋼製折戸の生産に使用していたウレタン注入発泡設備の洗

浄回数が減り、洗浄剤に含まれるジクロロメタンの排出・移動量

を38.3%削減しました。

今後は、洗浄剤をジクロロメタンを含まないものへ変更する

など、ジクロロメタンの排出・移動量のさらなる削減に取り組ん

でいきます。

［階段塗料でのトルエン・キシレン・エチルベンゼン、VOCの推移］
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排出・移動量
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［ジクロロメタン排出・移動量の目標と実績］
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■ 壁パネル補修塗装における水性塗料の採用及び

   フローコーターの導入
当社グループの大和リースでは、2011年度より、壁パネル補

修用塗料に水性塗料を採用しました。また、作業効率・塗着効率

を高めるため、フローコーター（カーテン式塗装機）※を2拠点に

導入し、壁パネル補修塗装における有害化学物質の使用量削減

に取り組みました。今後は、これらの削減効果を検証し、他の拠

点への水平展開を検討していきます。

※フローコーター：塗料をカーテン状にして流し、そこへ板状の製品をくぐらせ
る（かけ流し）ことで表面に塗料を付着させる塗料循環型の塗装設備

［フローコーター工程］

塗料 基材

［フローコーター塗装機外観］

塗料噴出し口

塗料のカーテン

有害化学物質削減への取り組み
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「環境」との共創共生
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家庭用リチウムイオン蓄電池システム 大和ハウス
工業

大和ハウスグループでは、「アスフカケツノ※」事業・技術をテーマに、“明日”の人・街・暮らしに“不可欠の”次世代商品やサービスの研
究・開発を進めています。
その一つでもある環境分野においては、「地球温暖化」や「資源枯渇」といった社会的課題に着目し、住宅・建築物における省エネ・

創エネ・蓄エネなどの省CO2技術、建物や建材の再利用・再資源化を可能とする資源循環技術、エネルギーマネジメントへの活用を図る
情報通信技術を重点領域として、多様な主体との連携により、先端技術の開発に取り組んでいます。
※ア：安全・安心、ス：スピード・ストック、フ：福祉、カ：環境、ケ：健康、ツ：通信、ノ：農業

基本的な考え方

地球温暖化防止への取り組み
エンドレスグリーンプログラム2013の重点戦略

ZEH、ZEBの実現に向けた技術開発
●「省エネ＋創エネ＋蓄エネ技術」の統合
●建築分野における環境配慮技術の開発

当社オリジナルのエネルギーマネジメント
システム（D-HEMS） 大和ハウス

工業

「D-HEMS」は、ｉＰａｄ®※の画面で、消費電力の見える化や蓄

電池の制御を行うことができる家庭用のエネルギーマネジメ

ントシステム（HEMS)です。システムの中核となるのは、アプリ

ケーションの追加更新が可能な汎用性の高いホームサーバー

で、消費電力を収集するセンサーとの通信には、国内の家電制

御の標準規格であるECHONET（エコーネット）を採用していま

す。そのため、エアコンやエコキュート等の家電・設備機器に対

応することができ、その拡張性の高さから2012年4月には、経

済産業省が実施する「HEMS」補助金制度の対象機器にも認

定されています。見える化画面の開発には、ホームサーバーに

搭載したアプリケーション開発ツールである「住宅API」を活用、

ホームページを作る感覚で、簡単にオリジナルの画面を開発す

ることもできます。

今後は、エネルギーだけで

なく、防犯や見守り、健康管

理など、さまざまなサービス

も展開させていく予定です。
※iPadは、Apple Inc.の商標です。

［iPad®※の表示画面］
住宅全体の消費電力や太陽光発電システムの
発電・売電量、蓄電池の充放電状況など、家庭
内でのエネルギー利用状況を一覧表示。

■ 家電や設備機器を統合コントロールする技術（住宅API）
住宅APIのポイントは、異なるメーカーの家電や設備機器を

簡単な命令で操作できる点です。家電機器の消費エネルギー

スマートフォンによる家電製品の遠隔
操作

検定付電力計（スマートメーター）

電力を貯めることが可能な家庭用リチウムイオン蓄電池シ

ステムとエネルギーの制御可能なD-HEMSを組み合わせた

「スマ・エコ　オリジナル」を2011年10月に販売しました。

今回の蓄電池システムは、小型であるため、遮音と排熱を両

立させた収納庫を独自開発し、住宅内に設置しています。また、

システム自体のムダな消費電力を削減するために、内部にバイ

パス回路を設けることで、充電中や停止中には放電用のイン

バータを停止させ、電力会社の電力

の供給を可能にしました。

これにより、深夜充電し、昼間放電

することで、お客さまの生活スタイ

ルを変えることなく効率良くピーク

シフトや節電ができます。また、万が

一停電が起こった場合、太陽光発電

システムによる創エネで、長時間に

わたる電力の安定供給ができます。

を収集できるほか、ボタン一つでエアコンや照明の消・点灯を

行うこともでき、住まい手の好みやライフスタイルにあった

サービスの提供が可能となります。また、創エネ、蓄エネ機器も

含めたトータルな情報収集が可能となり、街単位での省エネや

電力会社側からの要請も含めたエネルギーの最適制御を行う

「スマートグリッド」への展開が期待できます。

収納庫に設置した家庭用リ
チウムイオン蓄電池
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省エネ空調システム「エアスイート」 大和ハウス
工業

自然に近い光を導入できる光ダクト 大和ハウス
工業

LED導光板照明 大和ハウス
工業

「エアスイート」は、快適で体にやさしい温度環境を保ちなが

ら、電気代や環境への負担を減らすことができる新しい空調シ

ステムです。住まいにおける「健康」を医学的見地から検証する、

当社と奈良県立医科大学との「住居医学」講座を通じて実施し

た、健康と室温の研究結果も踏まえて新たに開発、2010年に

は戸建住宅商品「xevoYU（ジーヴォ・ユー）」の標準仕様の設備

として搭載しました。家中のエアコンを集中コントロールでき、

生活パターンにあわせて各部屋の温度を自動コントロールし、

ヒートショックの原因となる温度差を軽減します。また、「xevo」

の高い断熱性能と、この空調システムによる「快適温度」と「や

や弱め温度」を組み合わせた運転により、ムダな運転を抑え、

快適な温度環境を実現します。

光ダクトは、採光口から外の光を室内に取り入れるため、照

明に関する電力を削減できるとともに、人工照明にはない目に

優しい光を提供できます。しかし、従来の光ダクトは反射材の材

質によって光の色が青みがかったり、黄色みがかったりするとい

う欠点がありました。

そこで、当社では特定波長を反射する有機薄膜を何種類も

積層することにより、全波長の光を均等に99.9％以上反射する

フィルムを反射材として使うことで色味の変化が少なく、自然

光そのままの質の良い光を室内に導くことができる光ダクトを

照明に関する電力を削減する手段として、部屋全体の照度を

落とし、タスク（作業）照明によって作業場所の照度を確保する

タスク・アンビエント照明という手法が急速に普及しています。

アンビエント（全般）照明には、調光しやすいという理由など

からLED照明が多用されますが、影が何重にもできるという課

題も指摘されています。

そこで、当社ではメーカーと共同し、導光板という新しい技術

によってLEDでありながら面発光を可能にし、影の課題を解決

しました。また、表裏両面発光可能という導光板の性質を利用

したペンダント照明とし、天井側も照らすことで、低照度でも居

室全体の「明るさ感」も確保しています。

［「スマ・エコ　オリジナル」の電気の流れ］

③昼間に発電

D-HEMS

③電力を使用

②昼間に放電

①深夜におトクな電力を充電

③余った電力を売買③余った電力を売電太陽光発電
システム

リチウム
イオン
蓄電池

電力会社

両面発光型LED導光板照明の設置例

天井面より反射した光

天井面

室内放光口採光口

太陽光太陽光

放光口 口光放口光放

採光口採光口

光伝送道（鏡の筒）

イメージ

ECOテクノロジー（環境配慮技術の開発）

今後は、電池容量の大型化、蓄電池システムの高効率化に主

眼をおいて開発を進め、エネルギー自給住宅を目指していきま

す。

メーカーと開発しました。この技術によって、快適で健康的な室

内環境の実現を期待しています。

外張り断熱通気外壁は、戸建住宅商品「xevo」に標準採用さ

れていますが、今回、建築商品向けに一部改良して商品化しま

した。優れた省エネ性と高耐久性を確保する当社オリジナル

外壁システムで、構造体の間に充填される断熱材だけではなく、

外張断熱材が建物の構造体を包み込むことにより、高い断熱

性能を実現します。また、構造体が冷えにくく、壁体内結露を抑

制し、構造体の劣化を軽減します。

外張り断熱通気外壁
（ダイワコンフォルトタイプ） 大和ハウス

工業

外装材
1次止水

外張断熱材
（押出法ポリスチレン

フォーム3種）＋
透湿防水シート

充填断熱材
（グラスウール）

防湿シート

柱
2次止水

柱部断熱材
（グラスウール）

通気層

断面図

ちょうど満足モードリモコン
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壁面緑化システム（大和リース） グループ
会社

屋上緑化/ecoヤネシリーズ（大和リース） グループ
会社

大和リースでは、都市にも生物多様性に配慮した豊かな自

然、潤いのある緑を創出するため壁面緑化事業を進めていま

す。フランスで多くの実績を持つ壁面緑化技術をライセンス契

約し、大和ハウス工業総合技術研究所で様々な検証を重ねて、

2011年10月から販売を開始しました。このフレームタイプの壁

面緑化システムは、十分な土の量を独自の方法で垂直に構成

し、自然に近い環境を再現できるため、生命力あふれた壁面緑

化を実現します。2011年度は、大和ハウス工業愛知北支店、神

戸支店をはじめ当社の複合商業施設フレスポ国立南など、大和

ハウスグループの施設を中心に設置しました。

大和リースでは、ヒートアイランド現象の緩和などの環境改

善に貢献するため屋上緑化事業を進めてきました。設置が容易

でローメンテナンスな経済性に優れた屋根緑化システム「セダ

ムタイプ（ecoヤネ）」をはじめ、屋上でも芝生の上でのんびり

過ごせる「芝生タイプ」、野菜づくりが楽しめる「菜園タイプ」、そ

して樹木などを植えられる「庭園タイプ」と、お客様の要望に合

わせて最適な屋上緑化を提案しています。今後も屋上緑化に

関する商品ラインナップを充実させ取り組んでいきます。

リ・ストア&リ・ビルドシステム 大和ハウス
工業

自然環境との調和（生物多様性保全）
への取り組み

エンドレスグリーンプログラム2013の重点戦略

人と自然をつなぐグリーンイノベーション
●壁面緑化、屋上緑化システムの開発・拡充
●ビオトープ技術の確立

当社では、テナント様の出退店に伴い解体・新築を繰り返す

ケースのあるロードサイド店舗向けに、移設・再建築可能な「リ・

ストア＆リ・ビルドシステム」を開発、普及を進めています。

当システムでは、建物を構成する主要な部材を全て工場生産

し、分解・再生・再利用が容易な取り付け方法としており、市場環

境の変化によって不要となった建物を分別解体し、主要部材を

当社の工場で再生（リ・ストア）することで、新たな土地に再建築

（リ・ビルド）することを可能としました。基礎・鉄骨・外壁・屋根な

どの主要な部材を含め全体で約70％※（金額比）の部材が再利

用でき、ライフサイクルCO2は在来工法に比べて約25％※削減

できます。

なお、2011年度は128棟で当システムが採用され、2005年

度からの累積棟数は456棟となりました。

※当社試作棟での検証結果。ライフサイクルCO2は建替え周期15年、評価期間
45年で算出。

「フレームタイプ」
（大和ハウス工業　神戸支店）

「フレームタイプ」
（大和ハウス工業　愛知北支店）

屋上菜園システム
「菜園タイプ（ecoヤネfarm）」 

屋根緑化システム
「セダムタイプ （ecoヤネ）」 

資源保護への取り組み
エンドレスグリーンプログラム2013の重点戦略

資源循環・3R技術の開発
●リビルド/コンバージョン技術の開発
●再生建材の開発、実用化

試作実験棟

［リ・ストア＆リ・ビルドシステムの普及
状況（累積）］
（棟）
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リサイクルプラスチックによる地盤補強工法
「D-TEC ECO＋」 大和ハウス

工業

D-TEC ECO+（ディーテックエコプラス）工法は、戸建住宅等

の小規模建築物の建設において表層から2m程度までの地盤

が軟弱な場合に、建物の基礎下にプラスチック製の補強材を打

設する地盤補強工法です。

本工法で用いる補強材は、容器包装リサイクル法※により回

収されるプラスチックや工場から排出されるプラスチックを原

料として製造され、本来、産業廃棄物として廃棄するものをリサ

イクルすることで、環境負荷の低減に貢献しています。養生期

間が不要であるため工期の短縮が可能で、振動・圧入により補

ECOテクノロジー（環境配慮技術の開発）
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植物工場ユニット「agri-cube」 大和ハウス
グループ

植物工場ユニット「agri-cube（アグリキューブ）」は、当社が

永年培ってきた建築の工業化の思想を受け継ぎ、大和リースと

共同で新たに開発したユニットを採用し、植物を栽培するため

に必要な照明や水耕栽培設備、エアコンなどを組み合わせパッ

ケージ化した商品です。当社の流通店舗事業を通じて、外食産

業向けに野菜を育てることができる小規模サイズの植物工場

「agri-cube」の販売を開始しました。将来的には、住宅やマン

ションなどで利用できる小型サイズのものや、高級レストラン、

コンビニエンスストア等でも利用できる店舗内設置タイプの

植物工場を開発していく予定です。

agri-cube E 内部の様子

有害化学物質による汚染防止への取り組み
エンドレスグリーンプログラム2013の重点戦略

室内空気質改善技術の商品化
●化学物質吸着建材の標準化
●ハイブリッド換気システムの開発
●土壌汚染対策技術の開発

VOCや油類を分解する土壌浄化システム
「DO-SE工法」 グループ

会社

大和小田急建設の「DO-SE（ドゥ セ）工法」は、電気分解によ

る電解水の持つ強力な酸化力でVOC（揮発性有機化合物）や

重油等を分解し、汚染された土壌を浄化するシステムです。電

解水に含まれる活性酸素およびヒドロキシラジカルは、非常に

強い酸化力を持ち、有機物を分解します。「DO-SE工法」は、汚

染土壌を分級した後、水と電解水で洗浄し、浄化を行ないます。

このシステムは、オンサイト（現地）で行うため、浄化した土を埋

め戻しに再利用することができ、施工コストを従来の掘削除去※

に比べて大幅なコストダウンと環境負荷の低減を図ることがで

きます。今後、石油化学工場跡地等の土壌浄化を積極的に提案

していきます。
※汚染土壌を掘削、処分場へ運搬、処分するとともに購入土で埋め戻す方法

※VOC ： 揮発性有機化合物 「DO-SE工法」浄化装置

補強材打設状況リサイクルプラスチック製の補強材

ECOテクノロジー（環境配慮技術の開発）

強材を地盤に貫入するため、打設後の地表面にほとんど土が

排出されず残土処理の必要がありません。さらに、小型の施工

機械を使用するため、表層改良等の従来工法と比べて施工が

容易なことが特徴です。

※容器包装リサイクル法：家庭から出るごみの約6割（容積比）を占める容器包
装廃棄物のリサイクル制度を構築することにより、一般廃棄物の減量と再生
資源の十分な利用等を通じて、資源の有効活用の確保を図る目的で制定さ
れた法律



ECOコミュニケーション
「環境」との共創共生

環境Webサイトを軸とした情報発信の強化と
双方向コミュニケーションの充実 大和ハウス

グループ
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環境行動スローガンの策定と展開 大和ハウス
グループ

当社グループの地球環境への取り組みに対する強い思いと

社会に向けたメッセージとして、2009年4月に環境行動スロー

ガン「未来を、つなごう　We Build ECO」を策定、「環境グリー

ンラベル」を定めました。これらは、環境配慮商品・サービスに関

するコミュニケーションツールや広報活動、環境活動などで使

用し、当社グループの環境に対する企業姿勢を表しています。

今後も環境行動スローガンを軸に、積極的にコミュニケー

ションを推進していきます。

（スローガンに込めた思い）
当社グループのシンボル「エンドレスハート」のもと、環境への取り組

みで社会をリードしていくことへの強い決意を表現しています。

Webサイトを活用し、ステークホルダーの方々へより効果的

に情報を発信するとともに、一般生活者を巻き込んだ双方向コ

ミュニケーションの充実を図っています。

社内外へ当社グループの環境に対する考え方や取り組みについて、わかりやすくお伝えするとともに、ステークホルダーとの対話（双方
向コミュニケーション）を行い、環境活動の改善につなげていくことが大切だと考えています。
そこで、当社グループではCSRレポートによる情報開示や、広報活動・広告・展示会への出展などを通じた情報発信、Webサイト等によ

る対話など、積極的にステークホルダーとのコミュニケーションを行っています。
また、こうした情報媒体を通じたコミュニケーションだけではなく、従業員が日々 接するステークホルダーの方と交わすコミュニケーション

も重要と考え、社内報やイントラネット、顕彰制度などを通じて、従業員の環境意識や知識の向上に努めています。

ステークホルダーを巻き込んだ
コミュニケーションの展開

エンドレスグリーンプログラム2013の重点戦略
●環境Webサイトを軸とした情報発信の強化と
　双方向コミュニケーションの充実
●地域社会と連携した環境コミュニケーション活動の展開

■ 環境への取り組み事例をわかりやすく紹介する「大和ハウスとエコ」

Webサイト「大和ハウスとエコ」では、当社グループの環境

行動スローガン「未来を、つなごう　We Build ECO」を紹介す

るとともに、当社が提供している環境配慮住宅や建築、街づく

りの事例を紹介する「街づくりで、We Build ECO」、事業活動に

おける環境への取り組みを紹介する「わたしたちの、We Build 
ECO」、ステークホルダー参加型のWebサイトを紹介する「み

んなで、We Build ECO」などのコンテンツを掲載。

今後も、より

一層当Webサイ

トを充実させて

いきます。

基本的な考え方

［環境グリーンラベル］

関連項目 環境コミュニケーションサイト　「大和ハウスとエコ」

施工現場のイメージシート
一定以上の環境配慮に取り組む施工現
場には、「環境グリーンラベル」を掲示。

・Webサイト「大和ハウスとエコ」
・Webサイト「エコ未来設計図」
・情報誌「暮らしのレター」
・環境広告
・CSRレポート（ダイジェスト版）

・メルマガ「エコと暮らし」
・環境展示会
・季刊誌「SMA×ECO」
・Webサイト「もっとみんなで
　　　　　　　ECOチャレンジ」

・CSRレポート（詳細版）

分類 主な媒体・コンテンツ

・第三者意見交換会
・ステークホルダーミーティング

①
① ②

③ ④

②

④

③

専門家向け

一般向け

情
報
発
信
型

対
話・参
加
型

http://www.daiwahouse.co.jp/eco/index.html
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■ 環境・社会活動の年次報告「CSRレポート」の発行
当社グループでは、環境活動の年次報告として2000年度から

「環境報告書」を発行、2005年度からは名称を「CSRレポート」

に変更し、ステークホルダーごとに取り組み状況を報告する等、

社会的側面の報告も充実させています。

2012年度は、ダイジェスト版と詳細版をｅ-books（PDF）形式

で作成。ダイジェスト版では、2011年度のトピックスを紹介、写

真やイラストを多用して「読みやすさ」を重視。詳細版は、当社

グループの取り組みについて幅広く全容を報告するとともに、

具体的な事例やデータ等、より詳しい情報を掲載し開示情報の

量的向上を図る一方、掲載情報を選択して質的向上も図ってい

ます。また、Webサイト上にフォトギャラリーやフリーワード検

索を公開し、詳細版への誘導や検索性の向上を図っています。

■ 未来の街・暮らしを共に考える「エコ未来設計図」
当社グループは、「人・街・暮らしの価値共創グループ」として、

幅広い事業に取り組むなかで、「環境中長期ビジョン2020」の

実現に向け、住宅や建築物における環境への取り組みを加速

させています。

2011年度は、当社グループの先進的な取り組みの紹介と、

私たちが目指す未来の街や暮らしを共に考えるきっかけとして

「エコ未来設計図」を作成しました。今後、さまざまなステーク

ホルダーの方々とのコミュニケーションに積極的に活用してい

きます。

フォトギャラリー

詳細版
（PDF）

ダイジェスト版
（PDF）

専門的情報
（詳細情報）

CSRトピック

社会 環境 お客さま 株主 取引先 従業員

関連項目 「エコ未来設計図」

ECOコミュニケーション

冊子Webサイト

関連項目 大和ハウスのメールマガジン

■ 身近なエコ豆知識を定期配信する「エコと暮らし」
当社では、「エコと暮らし」をテーマにしたコラムをWebサイ

トで公開し、メールマガジンで定期的に配信、約77,000名※の

方にご登録いただいています。

2011年度は、メールマガジン会員の節電に対する取り組み

状況や猛暑に備えるアイデアを募集してWebサイトで発表しま

した。今後も身近な環境に関する豆知識などを取り上げるとと

もに、当社の環境への取り組みも紹介していきます。
※2012年5月末現在

<メールマガジン会員さまの声> 
・文章が分かりやすくて、中学生の私にも理解できました。もっと街に緑が増え
たら、涼しくなるし癒されると思います。（10代 女性） 
・自分はエコには大変興味があって、少しは知っているつもりでいたけど、まだ
まだ知らないことがたくさんあるんだなと思いました。もっと色々なことを
知る必要があるなと思います。（20代　女性） 

■ ご契約者様向け環境スペシャルコンテンツ
　「もっとみんなでECOチャレンジ」
毎日の暮らしで使用するエネルギー起因のCO2排出量を減

らすには、建物の省エネ性能だけでなく、住まい手の暮らし方

が重要なポイントです。そこで2009年4月から、オーナー様向

けサイト「ダイワファミリー倶楽部※」内に、地球環境にやさしい

暮らしの情報をご提供するスペシャルコンテンツを開設しまし

た。このサイトでは、オーナー様（住まい手）が普段取り組んで

いるエコ活動やエコアイデアを持ち寄り、オーナー様同士のコ

ミュニケーションの場を提供、エコ意識の高い人の輪を広げて

います。また、簡単にできる省エネの紹介やCO2家計簿など、楽

しみながら継続して省エネ活動を実践していただけるコンテン

ツも掲載。今後、より多くのご契約者様に参加していただけるよ

う、積極的に呼びかけていきます。
※オーナー様向け専用サイト。「住ま
い」の資産価値を守るために自分で
できるメンテナンス方法のご紹介
や、当社グループからのご優待情報
等を掲載したWebサイト。

「もっとみんなでECOチャレンジ」

関連項目 もっとみんなでECOチャレンジ

http://www.daiwahouse.co.jp/live/smarthouse/ecofuture/index.html
http://www.daiwahouse.co.jp/mail/index.html
https://www.d-family.jp/KURASI/eco/login.asp
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地域社会と連携した
環境コミュニケーション活動の展開 大和ハウス

工業

冊子による情報発信 大和ハウス
工業

環境広告 大和ハウス
工業

環境展への出展 大和ハウス
グループ

■ お客さま向け情報誌と、子ども向け読本の配布
当社では、オーナー様やこれから家づくりを検討されている

方々に向け、定期刊行物を発行しています。

毎月発行する「暮らしのレター」、隔月発行の「マイハッピー

ファミリー」、お子さま向けの読本「人にも地球にもやさしい住

まい」等で地球環境問題への意識を高めていただくための特

集を掲載しています。

Webサイトだけでなく、気軽に手にとって読んでいただける

ツールとして、冊子による情報発信も行っています。

■ 一般生活者向け環境季刊誌「SMA×ECO」の発行

2011年度は、日経BP発行の雑誌「ecomom」と連携し、環

境季刊誌「SMA×ECO（スマエコ）」を発行しました。この冊子

は、一般の方を対象に世界の先進的なエコライフや当社グ

ループの環境事例を雑誌風にご紹

介。日々の暮らしに役立つ環境に優

しいライフスタイルをご提案して

います。スマートハウスを特集した

第一号には、約490名の読者からご

意見をお寄せいただきました。今後、

いただいたご意見を紙面に反映し、

より生活者に身近な冊子にすると

ともに、私たちの環境活動にも活か

していきます。

当社では、多くの方に見ていただける広告やCMを通じて、環

境への取り組みや環境配慮商品を紹介しています。

2011年度は、地球にも家計にも優しい家づくりを目指し、「電

気を自給自足する家へ」をテーマとした広告として、CM「その

明かり」篇を制作しました。今後も、多くの方に共感いただける

ような未来に向けた環境への取り組みを発信していきます。

■ こどもエコ・ワークショップの継続開催
次代を担うこどもたちに地球環境の大切さを伝え、理解して

もらうとともに、持続可能な社会を実現するために親子で一緒

に環境問題について「考え・つくり・発見する」家模型づくりワー

クショップを2005年度から継続して実施しています。

このワークショップは、誰にとっても身近な「家」をテーマに、

夏涼しく冬暖かくて気持ちいい、エコな家模型をつくるもので、

これまでに約5,000名以上の

方にご参加いただきました。

今後もワークショップを通じ、

社会貢献活動に取り組んで

いきます。

当社グループでは、環境展や環境に関するイベントに出展し、

環境配慮商品や取り組み事例をご紹介しています。

関連項目 暮らしのレター

関連項目 こどもエコ・ワークショップ

関連項目 SAKURA PROJECT

「暮らしのレター」
「人にも地球にもやさしい住ま
い」

［主な展示会出展（2011年度）］
展示会名 社名 開催地/開催時期

建築再生展2011 大和リース 東京/2011年6月

リトル東京デザインウィーク2011 大和ハウス工業 ロサンゼルス/2011年7月

エコプロダクツ2011 大和リース 東京/2011年12月

第2回エコハウス＆エコビルディングEXPO
大和ハウス工業・
大和リース

東京/2012年3月

ECOコミュニケーション

SAKURA PROJECTやこどもエコ・ワークショップなど、地域社

会と連携したコミュニケーション活動も推進しています。

■ SAKURA PROJECTの展開

2010年度から環境配慮住宅「xevo」が建てられるごとに、そ

の売り上げの一部を通じて、その地域の幼稚園や小学校に桜

の植樹を実施。2012年3月末現在、9ヵ所：1,143名の方にご参

加いただいています。

環境広告

テレビCM「その明かり」篇

当社展示場でも配布している
「SMA×ECO」

http://www.daiwahouse.co.jp/letter/index.html
http://www.daiwahouse.co.jp/csr/sakura/index.html
http://www.daiwahouse.co.jp/eco/event/index.html
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ECOコミュニケーション

エコ・スペシャリストの育成 大和ハウス
工業

全役職員の環境意識の向上と環境
行動の実践

エンドレスグリーンプログラム2013の重点戦略
●「環境知識＆行動調査」の実施とエコ・スペシャリストの育成
●社内顕彰制度の充実

「環境知識＆行動調査」で現状を把握し、研修や環境教育を

実施。社内報等による環境意識啓発にも取り組んでいます。

■ 「環境知識＆行動調査」の実施
当社では、全従業員の環境知識向上と環境行動のさらなる

推進を図るため、2011年度、「環境知識と行動に関する調査」

を新たに実施しました。この調査は、当社従業員の環境に関す

る現状の課題と問題点を把握し、その結果を今後の環境教育

等に活用して、当社の環境への取り組みのレベルアップを図る

ことを目的としています。

初めてとなる2011年度は、環境知識・行動ともに不足している

「エコ・ビギナー」が約52％と最も多い結果になりました。今後

は、環境知識・行動ともにできている「エコ・スペシャリスト」を増

やせるよう、環境教育の充実をより一層図っていきます。

【エコ・
　プレーヤー】

【エコ・
　インテリジェンス】

【エコ・ビギナー】

2011年度実績

【エコ・
　スペシャリスト】

行動（低）

知識（高）

知識（低）

行動（高）

★

［2011年度のエコ診断結果］

エコ・ビギナー
52％

エコ・スペシャリスト
21％

エコ・
インテリジェンス

20％

エコ・プレーヤー
7％

(n=9,397)

■ グループ環境社内報「We Build ECO Press」の発行
当社グループでは、隔月で環境社内報「We Build ECO 

Press」を発行。環境関連ニュースやグループ内の環境先進事

例、従業員のエコ活動などをイントラネットで紹介することによ

り、環境意識向上に取り組んでいます。

年一回、事業所で取り組んでいる環境活動を顕彰。優秀事例

の水平展開を図っています。

■ 環境優秀事例社長表彰「Challenge! We Build ECO
　コンテスト」の実施

当社では、2008年度から各事業所で取り組む環境活動を顕

彰する「Challenge! We Build ECOコンテスト」（環境優秀事例 
社長表彰）を実施しています。

2011年度は、全国の事業所から応募のあった100件の事例

から、社長賞2件、環境担当役員賞2件、優秀賞3件を選出しまし

た。また、今回よりステークホルダーとの対話や情報発信を対

象とした「ECOコミュニケーション部門」、環境負荷低減に資す

る先導技術の実用化を対象とした「ECOテクノロジー部門」を

追加し、それぞれ大賞を１件選出しました。今後も社長表彰制

度を継続するとともに、優秀事例の水平展開を進めていきます。

社内顕彰制度の充実 大和ハウス
工業

事
例

【ECOコミュニケーション部門　大賞】
なつみ台　住民によるECOな街づくり

当社大阪都市開発部では、なつみ台（奈良県五條市）にお住まい
のオーナー様が自ら五條地区の在来種などのドングリを育成し、造
成によって発生した法面に植えることで森林を復元していく、住民
参加型のエコな街づくりを企画、3年間継続して取り組んでいます。

2 0 1 1年度は、5 4名の
オーナー様にご参加いた
だき、合計1,650個のどんぐ
りの植え付けを行いました。
今後も地域の方々と共に、
この活動を継続していきま
す。

どんぐりをポットに植え付けている様子

「We Build ECO Press」

［表彰事例一覧］

社長賞
（2件）

戸建住宅
自然エネルギーを積極的に利用した低炭素な街づくり
「ブルームスクエア石神井公園Ⅱ」

マンション
太陽光発電＋ガスコージェネレーション　環境配慮型マ
ンションへの取り組み「プレミスト稲毛海岸」

環境担当役員賞
（2件）

賃貸住宅 電気自動車カーシェアリング＋急速充電器付き賃貸住宅

環境エネルギー
コンビニエンスストア向け次世代型省CO2モデル事業の
展開

優秀賞
（3件）

戸建住宅 緑が息づく美しい街づくり「xevo SQUARE 池田緑丘Ⅱ」

建築 環境に配慮した工場提案「ザ・パック東京工場」

工場
電力使用量削減によるCO2排出量削減と節電要請への
取り組み

ECOコミュ大賞
（1件）

̶ なつみ台　住民によるECOな街づくり

ECOテク大賞
（1件）

̶ 「スマ・エコ　オリジナル」の開発および商品化
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環境マネジメントシステム 大和ハウス
グループ

当社グループは、環境ビジョンに定めた「環境理念」、「環境活

動重点テーマ」、「環境行動指針」をもとに策定した中期環境行

動計画「エンドレス グリーン プログラム」を確実に達成するた

め、部門単位でそれぞれ半期ごとに計画を策定し、活動を推進

しています。その実績と自己評価を経営者に報告、レビューし、

継続的な改善につなげています。

推進体制としては、環境担当役員を委員長とする全社環境

推進委員会を年2回開催し、当社グループが取り組むべき環境

活動の方向性や重点戦略、課題について審議・決定しています。

また、委員会の下部組織として、各担当役員をトップとした11の

専門部会を設置。3ヶ月に一度の部会レビュー会議において、目

標に対する実績管理や重点実施事項等について討議し、きめ

細かなPDCAサイクルを実施して環境への取り組みを推進し

ています。

大和ハウスグループは、環境マネジメントに関する国際規格「ISO14001」の基本的な考え方をもとに、独自の環境マネジメントシステム
を構築し、事業活動のあらゆる側面から環境活動を推進、継続的に改善しています。

多岐にわたる事業領域を有する当社グループでは、「グループ環境ビジョン」を全グループ会社で共有、環境活動の方向性を審議・決
定する「全社環境推進委員会」を通じて、期ごとの重点戦略や最新の環境規制を各部門・各事業に徹底するとともに、部門横断型の小
単位での「部会」活動の充実により、それぞれの特性に応じたきめ細かな改善活動を進めています。

基本的な考え方

■ グループ環境経営の推進～グループ環境経営評価～
当社グループでは、グループを挙げて環境への取り組みを

進めていくことを「グループ企業倫理綱領」に定め周知・推進す

るとともに、「グループ環境ビジョン」を制定しグループ会社へ

の環境経営の展開を進めています。2011年度からスタートし

た「エンドレス グリーン プログラム 2013」では、環境マネジメ

ントの対象範囲を資本関係の密接な主要連結子会社へ拡大し、

合計28社で数値目標を設定し取り組みを推進しています。また、

環境負荷の大きい主要グループ会社15社の業績評価に「環境

経営」の項目を追加し、グループ会社の環境活動の進捗を評価

する「グループ環境経営評価」を実施しています。

■ ISO14001の認証取得
当社では、1998年4月から段階的に生産購買本部（購買部除

く）と全10工場において環境マネジメントシステム（国際規格 
ISO14001）の認証を取得し、継続的に環境負荷低減の活動を

続けています。なお、一部のグループ会社でも同規格の認証を

取得し、活動を行っています。

特に環境負荷低減においては、当社独自の環境影響評価にて

「著しい環境影響」を特定し、原因となる「環境側面」に対し、目

標を定めて改善を図っています。

［グループ環境マネジメントシステムの拡大］

大和ハウス工業を含む
グループ3社

事業のつながりが密接な

グループ会社

第1ステップ
2005～2007年

大和ハウス工業を含む
グループ13社

環境負荷の大きい

主要グループ会社

第2ステップ
2008～2010年

大和ハウス工業を含む
グループ28社

資本関係の密接な

主要連結子会社

第3ステップ
2011年～

［ISO14001認証取得状況］

社名 認証取得範囲

大和ハウス 生産購買本部（購買部
除く）及び全10工場

大和リース 全社

大和物流
本社品質環境推進課・
三重支店・奈良支店・
関西配送センター

（2012年3月31日現在）

［環境影響評価から目標設定へのフロー］
サイト影響評価

環境に与えている影響を、項目ごとに評価し、
著しい環境影響の項目を特定する。

目標設定
著しい環境側面を情報のひとつとして配慮事項の

フィルターをかけ、目標を設定する。

側面影響評価
著しい環境側面単位に、その影響を評価し、著しい

環境影響の原因となる（なりうる）環境側面を特定する。

［環境マネジメント体制］
環境統括責任者（社長）

担当役員

部会レビュー会議（議長：主管部門長）

＜全社体制＞

＜部会体制＞

←環境推進責任者

環境部（事務局）

主管部門（事務局）

商品・サービスの提供による環境負荷低減事業活動プロセスによる環境負荷低減

オフィス
部会

ファクトリー
部会

関連部門長

関連部門

事務所

協力会社

工場

協力会社

関連部門長

関連部門

関連部門長

関連部門

物流
部会

戸建住宅
部会

集合住宅
部会

流通店舗
部会

建築
部会

マンション
部会

住宅リフォーム
部会

住宅施工
部会

建築施工
部会

専 門 部 会（ 1 1 ）

全社環境推進委員会（委員長：環境担当役員）

年2回、「全社環境推進委員会」にて
経営者によるレビューを実施

3ヶ月に一度、「部会レビュー会議」にて
担当役員によるレビューを実施

グ
ル
ー
プ
会
社
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■ 環境監査
当社では、年2回、本社部門にて全10工場に対し、環境マネジ

メントシステムの運用状況及び環境パフォーマンス、汚染の予

防、リスク回避の状況について内部監査を計画的に実施し、確

認しています。また、その内容については経営層へ報告し、レ

ビューのためのインプット情報にしています。

■ 環境パフォーマンスデータの管理
環境活動の推進には、環境パフォーマンスデータを正確かつ

迅速に把握することが重要です。

そのため当社では、独自の環境情報システム「ei-system」を

構築し、事業所の環境データを収集・集計、活動実施状況を把

握・管理しています。

また、2011年度より対象範囲をグループ会社へ大きく拡大

するにあたり、「エンドレス グリーン プログラム」の目標管理シ

ステム「ECO管！」を独自に開発、エネルギー使用量・CO2排出

量・廃棄物排出量等の環境データを四半期ごとに集計し、進捗

管理をしています。本システムでは、「エンドレス グリーン プロ

グラム」の対象範囲となっているグループ会社の目標達成度や

データを閲覧することができ、環境への取り組み状況をグルー

プ内で共有、環境活動のさらなる推進へとつなげています。

エネルギー管理標準に基づく点
検状況を確認している様子（当社
三重工場）

環境教育 大和ハウス
グループ

当社では、全従業員の環境意識向上のため、定期配信してい

るグループ環境社内報「We Build ECO Press」などを通じて意

識啓発に努めるとともに、全従業員を対象とした一般教育、特

定の環境リスクに焦点を当てた専門研修を実施しています。

専門研修では本社部門が中心となり、住宅部門や建築部門

などの部門別に、当社の環境リスクである廃棄物管理や土壌汚

染対策に重点をおいて実施し、一般教育では全従業員を対象と

して階層別に温暖化対策等を含めた環境一般の教育を実施し

ています。

2011年度は、従来から実施してきた一般教育について一部

の海外グループ会社へ展開するとともに、化学物質管理ガイド

ラインの策定に合わせて、化学物質管理に関する専門教育とし

てeラーニングを実施しました。

今後は、海外も含むグループ会社でのプログラムをより充実

し、環境知識の向上と環境意識の浸透を図っていきます。

［2011年度 環境教育実施状況］

分類 内容 形態 人数等

専門研修

廃棄物監査 監査 各事業所年2回
（延べ200回）

土壌汚染対策研修 研修 155名

化学物質対策
（室内空気質編） eラーニング 4,187名

化学物質対策（工場編） eラーニング 2,619名

環境配慮設計（全般） 研修 130名

環境配慮設計（オフィス編） 研修/施設見学 266名

一般教育

新入社員研修 研修 233名

新入社員フォロー研修 研修 71名

キャリア採用者研修
（建築系技術）<国内・海外> 研修 国内：37名

海外：  4名

海外グループ会社研修 研修 1社
［環境パフォーマンスデータ管理の仕組み］

グループ 27社
（本社）

……

……

大和ハウス
（本社）

大和ハウス
（環境部）

大和ハウス
（事務所・工場など）

目標管理システム
「ECO管！」

四半期報告
（Web）

月次報告
（Web）

集計・分析

各社・各事業所へ
フィードバック

環境情報システム
「ei-system」

CSRレポートでの
開示

各種アンケート
への回答

環境マネジメント
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当社では、環境に関する法管理については環境部が主管と

なり各部門に法令・ルールの徹底を促しています。また、多くの

環境法令が関係する生産部門では生産部が主管となり、法律

の一元管理を行うとともに、各工場にも法管理の担当者を育

成・配置し、条例等を含めた法管理の強化を図っています。法規

制などの改正時には、主管部署から各事業所へ改正内容や対

応策を発信し、問い合わせ等にも対応しています。

また、万が一法令違反や環境に関する事故・苦情などがあっ

た場合の対応方法についても手順を定め、生産部門では定期

的に教育訓練を実施するなど適切に対処できる体制を整えて

います。なお、2011年度は環境関連法に関して重大な違反・訴

訟問題はありませんでした。

当社工場では、未然防止の観点から大気汚染防止の管理体

制の強化に努めています。近年、ばい煙の排出基準違反やデー

タの改ざん等が社会問題化したことを受け、当社では2007年

度より各工場で大気汚染防止法における過去3年間の測定結

果やその点検記録等を再確認しており、2011年度も継続して

確認を行いました。

なお、2011年度は大気汚染に関する行政の立ち入り調査等

はありませんでしたが、ばい煙等の排出基準は継続して遵守し

ています。

当社工場において公共用水域（海域・河川）への主な放流源

は、電着塗装装置の排水処理設備や浄化槽からの排水で、その

排水処理設備からの水質について監視強化に努めています。

しかしながら、2011年度は三重工場・九州工場の2工場にお

いて、生活環境項目である一部（窒素）について基準値超過が

あり、行政への報告を行いました。なお、その後法違反となるよ

うな基準値超過はなく行政指導等もありません。

当社は、廃棄物の不適正処理リスクの低減を目指し、2007年

度より全国8地区に廃棄物管理スタッフを配置して廃棄物管理

体制の強化に当たっています。

廃棄物管理スタッフは、事業所と連携して廃棄物の処理を委

託している全ての業者をチェックし、優良な業者を選定するこ

とで適正処理の徹底を図っています。

社内においては、廃棄物監査によって事業所の廃棄物管理

レベルを定量評価し、課題や改善度合いを明確にして管理レベ

ルの底上げを図り、eラーニング等によって社員の三識（意識・

認識・知識）の向上を図っています。

環境リスクの低減
未然防止に向け、法を上回る自主基準の設定や管理
体制の強化に継続して取り組んでいます。

環境法令を遵守する仕組み 大和ハウス
工業

大気汚染防止への取り組み 大和ハウス
工業

水質汚濁防止への取り組み 大和ハウス
工業

廃棄物管理の強化 大和ハウス
工業

［法規制管理のフロー］

改正・制定された法律の公布

毎
月

毎
月

毎
日

随
時

情報発信媒体による
改正情報などの入手

通達による社内指示
特設の環境法管理ホームページによる情報連絡

修正などの情報の把握

対応および実施の確認

官報の確認

改正ポイントのまとめ法律原文の入れ替え

また、処理業者の許可情報やマニフェストの発行・回収等

については、イントラネットを活用した環境情報システム「ei-
system」で管理することにより、人的ミスを防止するとともに

業務の効率化を図っています。

施設調査の様子 ei-systemの画面

ばい煙発生施設（ボイラー）（東北工場）

環境マネジメント
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土地取引・建設工事に伴う土壌汚染の拡散
防止への取り組み 大和ハウス

工業

東日本大震災に伴う原子力発電所の事故により放出された

放射性物質による環境汚染に対処すべく、「放射性物質汚染対

処特措法」が制定され、2012年1月に施行されました。同法に

基づき放射線の調査対象区域が定められ、今後国や市町村に

よる除染が本格化される見込みです。

そのようななか当社では、取り扱う主要な建材について、集

中購買品の取引先リストより、放射線量が高い地域からは調達

していないことを確認。サンプルで建物の放射線量の測定を

実施し、問題ないレベルであることを確認しています。また除

当社では、販売用土地の購入にあたって、原則全ての物件で

購入前に地歴調査を実施しています。地歴調査で土壌汚染の

おそれがあると判断された場合には土壌調査を実施し、必要な

場合には措置を行ったうえで販売しています。

また、建設工事時に一定以上の土壌の搬出入がある場合は、

事前に土壌の産地を確認したり、土壌の品質検査を実施するな

ど、二次汚染を起こさないよう対策を講じています。

石綿問題に対する当社の取り組み状況を当社Webサイトに

随時公開し、2005年には過去に販売した鉄骨系住宅（戸建住

宅・賃貸住宅）商品における石綿含有建材使用状況を検索でき

るシステムを公開しました。なお、現在販売している商品につい

ては石綿を使用しておりません。

また、過去に当社が建築した建物の一部に石綿含有建材を

使用している場合がありますが、当該部位に劣化・損傷がなけ

れば通常の居住状態では石綿の空気中への飛散はほとんどな

いと考えています。

社員の健康被害状況の把握については、過去に石綿を取り

扱っていた施工現場・工場で業務に携わっていた社員を対象に

2006年度より石綿健康診断を継続的に実施しています。

また、吹付け石綿を使用していることが判明した4つの自社

所有建物のうち2つの建物の当該部位については吹付け石綿

の除去が完了し、残り2つの建物の当該部位については飛散防

止措置（囲い込み）が完了しています。

当社では、土壌汚染対策法の遵守及び、リスクマネジメント

の一環として、工場の土壌調査を計画的に実施しています。

2011年度は、増改築工事に先立ち、堺工場にて土壌調査と

対策を実施しました。その他の工場についても順次、実施して

いく予定です。

【堺工場増改築に伴う土壌調査・措置】

当社堺工場の増改築工事が、土壌汚染対策法４条「3,000㎡

以上の土地の形質変更」に該当したため、土壌ボーリングによ

る深度調査など土壌汚染に関する調査・措置を実施しました。

その結果、敷地の一部で土壌基準の超過を確認したため、基準

を超過した土壌の掘削除去を行いました。

放射線問題への取り組み 大和ハウス
工業

石綿（アスベスト）問題への対応 大和ハウス
工業

当社工場における土壌汚染対策 大和ハウス
工業

排水処理施設（岡山工場）

関連項目 石綿（アスベスト）問題への対応について

関連項目 【詳細】　サイトレポート：三重工場、九州工場

染事業については、グループ内で土壌浄化技術を応用した放

射性廃棄物減容化技術の研究・開発に取り組んでいます。

土壌ボーリングによる深度調査の
様子（堺工場）

汚染土壌の掘削除去の様子
（堺工場）

環境マネジメント

http://www.daiwahouse.co.jp/info/asbestos.html
http://www.daiwahouse.co.jp/csr/2012/sitereport.html


売上高あたり建設廃棄物排出量 +15.0%
（2010年度比）

建設廃棄物リサイクル率 89.7%

事業活動プロセスにおけるCO2排出量 －2.6%
（2010年度比）

生物多様性自主基準適合率
開発  92.4%

街づくり  61.9%

CO2削減貢献度 5.3倍

商品・サービスの提供によるCO2削減貢献量 +37.1%
（2010年度比）
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※CO2削減貢献度＝商品・サービスの提供によるCO2削減貢献量÷
事業活動プロセスにおけるCO2排出量

※その他の環境データについては、「環境データブック2012」を参照してください。

地球温暖化防止 資源保護

PRTR対象化学物質排出･移動量 +20.7%
（2010年度比）

VOC（揮発性有機化合物）排出量 －11.3%
（2010年度比）

有害化学物質による汚染の防止

環境データダイジェスト
「環境」との共創共生

自然環境との調和（生物多様性保全）

<自己評価基準>
　　　 2011年度目標達成　　　　 2011年度目標未達成（2010年度実績より改善）

　　　 2011年度目標未達成（2010年度実績より悪化）

※2010年度はサンプル調査の結果

0

2

4

6

8

4.6
3.7

5.5

5.3 6.7

（年度）
2012 201320112010

（倍） 目標 実績

0

50

100

150

200

250

220.6220.6

176.2175.1

181.9181.9157.5157.5

126.8127.7

（万t-CO2） 目標 実績

2013201220112010
（年度）

0

10

20

30

40

50

33.133.1

33.333.2

33.133.133.933.9

34.134.1

（万t-CO2） 目標 実績

2013201220112010
（年度）

（%）
（街づくり）

目標 実績

0

20

60

40

80

100

61.9

60.0
70.0

80.0

（59.7）

（年度）
2013201220112010

0

20

60

40

80

100 92.4

90.0 90.0 90.0
（100.0）

（年度）
2013201220112010

（%）
（開発）

目標 実績

2010 2011 2012 2013
（年度）

（kg/百万円） （千t）実績（総量）
実績（原単位）
目標（原単位）

0

50

100

150

200

0

25

50

75

100

98.1
122.7

76.1

73.4 70.8

90.5
78.7

0

90

80

100

90.0%
92.5%

95.0%

88.2%

89.7%

（年度）
2012 201320112010

目標 実績（％）

0

100

200

300

400

175.2
225.0

180.8

184.5184.5

186.4

（t） 目標 実績

2013201220112010
（年度）

0

100

200

300

400

304.3304.3
275.4275.4

307.4307.4310.5310.5

310.5

（t） 目標 実績

2013201220112010
（年度）

関連ページ P.91～ 100 関連ページ P.105～108

関連ページ P.109～112

関連ページ P.101～104

http://www.daiwahouse.co.jp/csr/pdfs/2012/2012_csr_detail_likankyo_02.pdf
http://www.daiwahouse.co.jp/csr/pdfs/2012/2012_csr_detail_likankyo_03.pdf
http://www.daiwahouse.co.jp/csr/pdfs/2012/2012_csr_detail_likankyo_03.pdf#page=5
http://www.daiwahouse.co.jp/csr/pdfs/2012/2012_csr_detail_likankyo_02.pdf#page=11
http://www.daiwahouse.co.jp/csr/pdfs/2012/databook2012.pdf


第三者意見
「環境」との共創共生
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環境課題を事業戦略に組み入れ

ステークホルダーに向きあうことで
リスク対応

第三者意見を受けて

変化に適応した事業推進

大和ハウスグループでは、2020年に向けた環境ビジョンにもとづき

「エンドレス グリーン プログラム 2013」を着実に展開しています。特

にECOプロダクツやECOテクノロジーといった環境にフォーカスした製

品や技術の提供は御社の事業戦略であり、経営に組み込まれて推進さ

れています。

このような「戦略的環境経営」は企業価値を創り出している柱であ

り、CSRレポートのなかで公表していくばかりでなく、事業報告におい

ても環境への姿勢を明確に位置づけることを期待します。その際には、

個々の製品や技術の説明よりも、地域開発での役割や住環境の価値創

造についてハウスメーカーとしてどう関わるのか、まず広域的な視点か

らつながりを示し、それに連動する御社の事業の取り組みを説明され

ていかれてはと考えます。

自社事業の管理範囲だけでなく、サプライチェーンの操業まで含め、

企業がどのように関わっているかに世界で関心が高まっています。ハウ

スメーカーは、木材資源の調達に際し海外原産地での環境・社会問題と

無関係ではありません。

自社だけで対応できる問題ばかりではありませんので、社内での対

処法を考えることよりも現地の住民や懸念を寄せるステークホルダー

に向き合うことが重要です。現実に発生している問題について、現地で

起こっている実状をステークホルダーから聞き、どうすればその問題を

解決できるか、関連企業とともに一緒に考えていくことが効果的です。

これはグローバル社会でビジネスを行っていくうえで、御社のリスク対

応にもなってくる新しい環境マネジメントのアプローチといえます。

海野様には当社グループの環境活動に対して貴重なご意見を頂き、心より御礼申し上げます。今回、意見交換をさ

せて頂く中で、「今後、社外に目を向けて活動を展開することがより一層求められる」との認識を強くしました。

当社グループは「エンドレス グリーン プログラム 2013」において、「環境と経営の融合」をテーマとし環境経営の

取り組みを進めています。具体的には環境を事業拡大の原動力とし、環境配慮商品の売り上げ拡大を図るとともに、

ZEH・ZEBの早期実現や省CO2先導事例等を創出することで、業界をリードし、社会にも貢献していきたいと考えていま

す。今後は取り組みのレベルをさらに向上させ、社外に向けて環境ビジョンや戦略とその進捗をわかりやすく報告して

いきます。

また、社会の変化や世界情勢の変動に対応して、方針や計画を迅速かつ柔軟に見直し、特にエネルギー問題を含む

地球温暖化防止については今まで以上に取り組みを加速していく考えです。さらに、グローバル化にともなうリスク対

応については大変参考となるアドバイスを頂きました。ステークホルダーと向き合い、共に対応を考えていくマネジメ

ントにも取り組んでいきたいと考えています。

昨年の大震災がもたらした影響は甚大で、環境意識が一層高まりそ

の対応を加速することが必須になっています。行動計画についても、こ

うした大きな変化に迅速に対応する適応性、柔軟性が必要です。計画

の達成時期を前倒ししたり、製品・技術開発の方向性を修正したりと、随

時見直していくことが必要と考えます。

世界情勢の変動も大きく、海外特に新興国への展開を強化すること

も重要になっています。このような地域は、経済の発展とともにエネル

ギーの有効利用や環境対応が課題になっています。グローバル戦略に

おいても環境は重大な切り口であり、そのビジョンとプランをもう少し

明確に示していくことが期待されます。

環境部長

玉田 眞人

株式会社創コンサルティング
代表取締役

海野 みづえ様

（うんの　みづえ）
日本企業のグローバル経営に視点を
置き、CSR・サステナビリティー分野で
の経営のあり方を提言するとともに企
業活動の実務をサポート。
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