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■  編集方針
大和ハウスグループは、年一回、環境・社会活動に関する情報を「CSRレポート」としてまとめ、発行しています。
当「環境報告書」では、「CSRレポート」から環境に関する情報を抜粋し、環境担当役員によるトップメッセージや第三者意見、環境データ等を追加し、
情報量の充実と質の向上を図っています。

今年度の「環境報告書」では、これまで以上に投資家を意識した情報開示に努め、「事業戦略と一体化した戦略的環境活動」の進捗や中長期の展望

を特集したほか、4つの環境活動重点テーマごとに「ステークホルダーからの期待」や当社グループにおける「リスクと機会」の分析をふまえ、主な取
り組みと成果・課題を報告しています。

また、パフォーマンスデータの信頼性向上の観点から、今年度よりCO2排出量・エネルギー使用量・CO2削減貢献量などについて、独立した第三者保

証を受けるとともに算定方法および対象範囲等の情報を拡充しました。

〈環境戦略〉

「環境中長期ビジョン2020」にて掲げた“住宅・建築物のライフ
サイクルにおける環境負荷ゼロ”を目指すなか、当社が認識して

いる社会課題をふまえ、ステークホルダーの関心度や自社事業

への影響度から重点テーマを特定し、取り組みを進めています。 
今年度は、事業戦略と一体化した戦略的環境活動として、「エネル

ギー“ゼロ”の住宅・建築・街づくり」と「時代を担う、風と太陽と水」を

特集に取り上げ、詳しくご紹介しています。

〈環境経営の基盤〉

環境推進体制、サプライチェーンマネジメント、リスクマネジメント

に関する基本事項を掲載しています。

〈環境活動〉

4つの環境活動重点テーマごとに、2014年度の主な実績と総括を
冒頭にまとめて掲載するとともに、環境行動計画の重点戦略の進

捗について、主要データと事例を交えて報告しています。

〈資料・データ編〉

主要な環境側面について、部門別・サイト別・種類別などの詳細デー

タと算定方法および対象範囲等を詳しく掲載しています。

■  報告対象組織
大和ハウス工業および国内連結子会社33社を対象としています。
なお、環境データの対象組織・集計範囲の詳細は、「資料・データ編

（P53～72）」をご参照ください。

■  報告対象期間
2014年度（2014年4月1日～2015年3月31日）を基本として、必要に
応じて2014年度以前・2015年度以降の活動内容も掲載しています。

■  参考にしたガイドライン
・ GRI（Global Reporting Initiative）
「サステナビリティレポーティング ガイドライン第4版（G4）」

・ 環境省「環境報告ガイドライン（2012年版）」

■  発行日
2015年7月（次回発行予定 ： 2016年7月）

【免責事項】　 当報告書には、大和ハウスグループの将来についての計画や戦略、業績に関する予想や見通しに関する記述があります。
これらの記述は、現在入手可能な情報から判断した事項にもとづく見込みです。

お問い合わせ先
大和ハウス工業株式会社
環境部 TEL 06-6342-1346  CSR部 TEL 06-6342-1435

当報告書に掲載しているCO2関連情報について、第三者保証を受
けており、その対象となる情報については、各項目に検証済みであ
ることを示す検証マーク 検 証 済 を記載しています。（第三者保証
報告書はP73に掲載）

関連情報のご案内

 ・ CSRレポート2015
http : / /www.da iwahouse .co . jp/
cs r/ l ib rary/ report/

 ・ WEBサイト「CSRへの取り組み」

http : / /www.da iwahouse .co . jp/cs r/

 ・ WEBサイト「 IR情報」

http : / /www.da iwahouse .com/i r /

 ・ WEBサイト「環境への取り組み」

http : / /www.da iwahouse .co . jp/eco/

http://www.daiwahouse.co.jp/csr/library/report/
http://www.daiwahouse.co.jp/csr/
http://www.daiwahouse.com/ir/
http://www.daiwahouse.co.jp/eco/
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環境

地球環境の持続可能性は、あらゆる社会活動のベースです。IPCC※1

第5次報告書では、人類は今すでに地球がまかないきれる範囲を超え
る環境負荷を与えており、世界人口の増加や経済成長がさらにそれ
を加速させている現状に警鐘を鳴らし、世界では持続可能な開発目
標（SDGs）※2や気候変動に関する中期目標※3などの議論が本格化し
ています。
私たちはこうした課題に真摯に向き合い、自らの事業プロセスを

できるだけ環境に負荷をかけないものとし、環境に貢献する商品や
サービスを開発・普及することを通じて、地球環境の確かな未来を将
来世代に引き継いでいく責任があります。それこそが企業の持続的
成長にとっても不可欠だと考えています。

「第4次中期経営計画（2013～2015年度）」では、基本姿勢の一つ
にサステナビリティ（持続可能性）を掲げました。その重要な柱が「環
境経営」であり、その目指すところが環境中長期ビジョンに示した『住
宅・建築物のライフサイクルにおける環境負荷“ゼロ”』です。
これらの取り組みをさらに一歩前へ進めるとともに、より事業戦略

と一体化した取り組みを強化し“環境と企業収益の両立”を図るとい
う方向性を明確にしました。

2014年度は、売上高・利益とも、3ヵ年目標を1年前倒しで達成し
ました。戸建住宅を中心に消費増税による反動減の影響が残るな
か、環境配慮型の住宅や建築物による付加価値提案が売上げの底
上げに寄与したと評価しています。特に戸建分野では、太陽光発電と
HEMS※4を全商品で標準化。建築分野でも独自の環境配慮型建築
D’sスマートシリーズの展開が進みました。また、環境・エネルギー事
業の売上高もグループ全体で約720億円となり、成長戦略の一翼を
担う土台づくりができました。さらに、事業活動プロセスの省エネ、廃
棄物削減などについても概ね目標を上回るペースで改善が進み、コ
スト削減・原価低減などにもつながっています。

トップメッセージ

環境と企業収益の両立を目指し、

エネルギーゼロの住宅・建築・街づくりと、

風・太陽・水を活かした再生可能エネルギーの

普及に取り組みます。
代表取締役 専務執行役員
環境担当役員

西 村 達 志

Q 環境問題の現状と企業としての責任を、
どのように捉えていますか？

Q 中期経営計画における環境経営の位置づけは？

Q 3ヵ年計画の中間年、2014年度の進捗は？

住宅や建築物の建設においては、案件ごとに土壌汚染、不法投棄
などの環境リスクに直面しています。業績の拡大に比例してこうした
リスクが増大しないよう、まずは管理体制の強化や個々人のスキル
アップを図る必要があります。
一方、近年急速に普及が進んだ太陽光発電ですが、出力抑制など
の諸問題に直面し受注状況は鈍化しています。蓄電池の併設等によ
る新たな付加価値を提案し、ペースダウンすることなく普及を進めて
いきます。

今年は、第4次中期経営計画の最終年度であり、2011年に策定した
「環境中長期ビジョン2020」の中間年となります。まずは、今年度の
計画・目標の完遂にこだわり、特に「スマート＆エコ商品比率を45％以
上」「売上高あたりCO2排出量を2005年度比42％削減」の目標を必
ず達成します。その上で3ヵ年の取り組みを総括し、中長期ビジョンの
見直しとともに、次期環境行動計画の策定プロセスを通じて、次のス
テップに向けた基盤づくりを進めていきます。

引き続き、「エネルギーゼロの住宅・建築・街づくり」に注力し、個々
の建物から街全体へと視野を拡げ、グループの総合力を活かして
ハード・ソフトの両面から、より広範囲でのエネルギーのゼロ化へ挑戦
します。また、再生可能エネルギーによる発電事業についても、「風と
太陽と水」をキーワードに将来的にはグループ全体の電力使用量に
相当する発電規模とすることを目指します。そして、豊富な顧客基盤
を活かしたグリーン電力の小売事業にも参入しシナジー効果の最大
化を図ります。
さらに、グループ・グローバル一体の環境経営体制の本格運用に向
け、特にリスク管理体制の強化を進めるとともに、サプライチェーン
全体にも管理対象を拡げていきます。
今後も建設・不動産業界のトップランナーとしての責任と自覚を持

ち、持続可能な社会の実現に貢献していきます。

Q 取り組みは順調ですが、現状の課題は何ですか？

Q 2015年度の方針・計画について教えてください。

Q 最後に、今後の環境戦略について教えてください。

※1 国連気候変動に関する政府間パネル
※2 ミレニアム開発目標を引き継ぐ持続可能性に関する国際目標。2015年9月のサミットでの採
択が予定されている

※3 2020年以降の温室効果ガスの削減目標について、2015年12月の締約国会議（COP21）での
決定が予定されている

※4 ホーム･エネルギー･マネジメント･システム
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環境経営を通じた価値創造プロセス

戦略的環境活動における重点テーマ
私たちは、直面している環境問題を正しく見つめ、当社グループの事業領域である「人・街・暮らし」への影響を見
極め、以下の2テーマを事業戦略と一体化して進める「戦略的環境活動」の最重要テーマと位置づけています。

エネルギー“ゼロ”の
住宅・建築・街づくり

P. 5

時代を担う
風と太陽と水

P. 1 3

特集1

特集2

住宅から建築、そして街へ
とエネルギーゼロの取り
組みを拡げていく

使用する電力以上の再生
可能エネルギー発電の導
入を進めていく

社会背景
（世界・国内・業界）

大和ハウスグループの環境経営
（エンドレス グリーン プログラム 2015の基本方針）

【世界】

●地球温暖化・気候変動

●人口増加・資源枯渇

●新興国の成長

●都市化の進展

●経済格差の拡大

【国内】

●エネルギー不足

●人口減少・少子高齢化

●東京一極集中・地方衰退

●成熟社会の加速

●コミュニティの希薄化

●震災復興の遅れ

【住宅・建設業界】

●空き家の増加

●エネルギー消費量の増大

●住宅・建築物の短寿命

（スクラップ&ビルド型の建設）

●大規模震災への不安

●多様なライフ･ワークスタイル

Housing

Business Life

ステークホルダーの
関心度
（社外）

自社事業への
影響度
（社内）

住宅や建築物の
ライフサイクルにおける
“環境負荷ゼロ”

環境経営における
基本方針の策定

人・街・暮らしの
価値共創グループ

戦
略
的
環
境
活
動

基
本
的
環
境
活
動

環
境
経
営
の
基
盤

住宅・建築・街づくりでの
「スマート&エコ」の推進

コア事業と連携した
環境関連ビジネスの拡大

環境技術開発・環境マーケ
ティング機能の強化

生物多様性に配慮した
開発・街づくりの推進

グローバル･取引先への
環境活動の拡大

全従業員の環境経営への
参画意識の向上

商品・サービス、事業活動
プロセスの両面で地球温暖
化対策を推進
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2020年までに新築戸建住宅、2030年までにその他の新築建物で
居住・使用段階のCO2排出量を差し引きゼロ※とします。中長期ビジョン

　大和ハウス工業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・事務所などにおいては、それぞ
れ2030年までにCO2排出ゼロの実現を目指します。
　大和ハウスグループは、暮らしの基本となる戸建住宅を
ベースに、3つのプロジェクトを推進し、街のあらゆる場所で
エネルギー“ゼロ”の取り組みを進めています。

スマートハウス・スマートビルの普及拡大目標と実績

※戸建住宅・賃貸住宅・マンション・商業施設・事業施設
　の新築物件における比率（売上高による加重平均）

エネルギー自給住宅の開発・普及 「Smart xevo Eco Project」
生活の質を向上させながら、2020年までにCO2排出量と光熱費が「0（ゼロ）」となるエネルギー自給住宅の実現を目指します。

38.5% 45.0%

■居住・使用段階CO2排出量

■スマート&エコ商品比率※

75

100

50

25

0
2030202020101990 2000

2030年
CO2排出量
ゼロ

2020年
CO2排出量
ゼロ

【日本の部門別CO2排出量の割合】

出典：温室効果ガスインベントリオフィス

出典：IPCC第5次報告書

【世界のCO2排出累積総量と世界の平均気温上昇量】

0

1

2

0 500 515 800 （Gt-C）790
1870年以降の人為起源のCO2累積排出量

産業部門 33%

その他 12%

運輸部門 18%

家庭部門

16% 

エネルギー“ゼロ”の住宅・建築・街づくり

家庭部門・
業務部門で

約4割！

この
四半世紀で
約6割
増加

　国連の気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の第5次報告
書では、世界の平均気温の上昇を産業革命以前と比べて2℃以
内に抑えるためには、CO2の累積排出量の上限は790Gt-Cとさ
れています。しかし、2011年までの累積CO2排出量はすでに
515Gt-C。このままのCO2排出が続けば、約30年でCO2の累積排
出量が790Gt-Cに達する見込みです。
　また、国内のCO2排出量を部門別にみると、家庭部門・業務部
門が全体の約4割を占め、これらの部門ではこの四半世紀で約6
割もCO2排出量が増加、東日本大震災以降は電力需給問題も長
期化しています。

　低炭素社会の実現とエネルギーの効率利用を図るため、
「エネルギー“ゼロ”の住宅・建築・街づくり」に注力していま
す。住宅や建築物は、長期間にわたり居住・使用され、この期間
のCO2排出がライフサイクルにおいて最も多くなります。その
ため、新たに建てる住宅や建築物での省エネ・創エネ・スマー
ト化の推進が、より一層重要になるとともに、個々の建物にお
ける対策を街全体に広げ、より効率的かつ広範囲でのエネル
ギーのゼロ化を進める必要があります。
　さらに今後は、住宅や建物間、街での電力融通による地域で
のエネルギー自給や、太陽光発電所を住まい手でシェアする
など、エネルギーと暮らしの新たなカタチを追求し、より快適
で暮らしやすい街づくりを目指します。

大和ハウスグループの目指す未来
エネルギー“ゼロ”の住宅・建築物を普及し、

低炭素社会を実現

社会的課題

あと30年で平均気温が2℃上昇する可能性
国内では、家庭・業務等のCO2排出が増加
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　自然を活かす「パッシブデザイ
ン」、エネルギーを効率利用する
「省エネ」、エネルギーを創り・蓄え
る「創・蓄エネ」、それらを上手に使
う「エネルギーマネジメント」をコン
セプトにした環境配慮住宅・建築物
を「スマート&エコ商品」とし、普及
を拡大しています。

パッシブ
デザイン 省エネ

創・蓄
エネ

エネルギー
マネジメント

スマート&エコ
商品

2015年度
目標

2014年度
実績

外張り断熱通気外壁
太陽光発電を標準搭載
xevoシリーズ発売

日本初の
ネット・ゼロ・エネルギー・タウン
「スマ・エコタウン晴美台」を開発

日本初、太陽光発電所の収益を
住民サービスに活用
「スマ・エコタウン陽だまりの丘」

戸建住宅間の「電力融通」
「スマ・エコタウン豊田柿本（仮）」

2006年
自然の風・光・水を活かした
環境配慮型住宅
「xevo FU」発売

2009年
業界初のZEH※を実現
「xevo YU」発売

2010年
太陽光発電・HEMS・
蓄電池を搭載
「スマ・エコ オリジナル」発売

2011年
戸建住宅全商品を
スマートハウス
「SMAEco」として展開

2014年

※ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス

※介護施設
※医療施設　

エネルギー
自給住宅の
発売

2020年

ZEB※の実現に向けた自社施設での実証プロジェクト 「Smart-Eco Project」
自社施設での実証プロジェクトをふまえ、多様な用途の建物で環境配慮技術をパッケージ化した「D’s SMART シリーズ」を開発しています。

（実証検証）オフィス
「大和ハウス愛知北ビル」

2011年 2012年 2013年 2014年 ZEBの普及

2020年

D’s SMART 「OFFICE」発売
（実証検証）オフィス、店舗
「大和ハウス岐阜ビル」
「HACドラッグ小塚店」

同 「STORE」、「FACTORY」発売
（実証検証）工場、物流施設
「大和ハウス奈良工場」
「DPL相模原」

同 「LOGISTICS」、「SILVER」※発売
ZEB第1弾　「京都銀行東長岡支店」
ZEB第2弾　「P・Fオートメーション新社屋」

同 「MEDICAL」※発売

建築

住宅

※ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング

スマートシティ／タウンの全国展開 「SMA×ECO PROJECT」
グループの総合力を活用し、街に新たな価値を提供、年を経るごとにその価値が向上していく街づくりを目指します。

2012年 2013年 2014年
全国で

スマートコミュニティ
を展開

2020年

街づくり

環境+子育て
環境+コミュニティ
環境+新たな暮らし 

「IKUMACHI（育まち）吉川美南プロジェクト」
「スマ・エコシティ相模原光が丘エコタウン」
「スマ・エコシティつくば研究学園」

地域ごとに特色あるスマートタウンを展開
・・・・・・・・・・

・・・・・
・・・・

約30年

2011年

515
Gt-C

※1990年時仕様を100とした場合

※消費エネルギーよりも再生可能エネルギーによる発電量が上回り、エネルギー消費に伴うCO2排出量が実質ゼロとなる状態

2020年
CO2排出量
半減

　　　戸建住宅　　　　戸建住宅以外（オフィス・店舗など）

環境との
共創共生

特集1
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2020年までに新築戸建住宅、2030年までにその他の新築建物で
居住・使用段階のCO2排出量を差し引きゼロ※とします。中長期ビジョン

　大和ハウス工業が提供する住宅や建築物について、新築戸
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生活の質を向上させながら、2020年までにCO2排出量と光熱費が「0（ゼロ）」となるエネルギー自給住宅の実現を目指します。

38.5% 45.0%

■居住・使用段階CO2排出量

■スマート&エコ商品比率※

75

100

50

25

0
2030202020101990 2000

2030年
CO2排出量
ゼロ

2020年
CO2排出量
ゼロ

【日本の部門別CO2排出量の割合】

出典：温室効果ガスインベントリオフィス

出典：IPCC第5次報告書

【世界のCO2排出累積総量と世界の平均気温上昇量】

0

1

2

0 500 515 800 （Gt-C）790
1870年以降の人為起源のCO2累積排出量

産業部門 33%

その他 12%

運輸部門 18%

家庭部門

16% 

エネルギー“ゼロ”の住宅・建築・街づくり

家庭部門・
業務部門で

約4割！

この
四半世紀で
約6割
増加

　国連の気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の第5次報告
書では、世界の平均気温の上昇を産業革命以前と比べて2℃以
内に抑えるためには、CO2の累積排出量の上限は790Gt-Cとさ
れています。しかし、2011年までの累積CO2排出量はすでに
515Gt-C。このままのCO2排出が続けば、約30年でCO2の累積排
出量が790Gt-Cに達する見込みです。
　また、国内のCO2排出量を部門別にみると、家庭部門・業務部
門が全体の約4割を占め、これらの部門ではこの四半世紀で約6
割もCO2排出量が増加、東日本大震災以降は電力需給問題も長
期化しています。

　低炭素社会の実現とエネルギーの効率利用を図るため、
「エネルギー“ゼロ”の住宅・建築・街づくり」に注力していま
す。住宅や建築物は、長期間にわたり居住・使用され、この期間
のCO2排出がライフサイクルにおいて最も多くなります。その
ため、新たに建てる住宅や建築物での省エネ・創エネ・スマー
ト化の推進が、より一層重要になるとともに、個々の建物にお
ける対策を街全体に広げ、より効率的かつ広範囲でのエネル
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のエネルギー自給や、太陽光発電所を住まい手でシェアする
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エネルギー“ゼロ”の住宅・建築・街づくり
特集1

　大和ハウス工業の戸建住宅は、2014年4月に全商品を太陽光
発電と独自のホームエネルギーマネジメントシステム「D-HEMS 
3」を標準搭載したスマートハウスとしたのをはじめ、エネルギー
収支がゼロとなる「スマ・エコ ゼロエナジー」を発売、普及を推進
しています。
　「スマ・エコ ゼロエナジー」は、「D-HEMS 3」と「太陽光発電シ
ステム」の標準搭載に加え、断熱仕様を寒冷地仕様※1にグレード
アップ。LED照明などの省エネ機器を採用することでエネルギー
消費量を削減し、エネルギー収支ゼロが実現可能となります。

■ 住宅の年間エネルギー消費量の比較※2

　各住まいでは、最も効率良く発電できる南面の屋根を大きく
確保するとともに、集会所などの共用部にも太陽光発電システ
ムを設置。街全体の太陽光発電システムの搭載量を増やして、
より多くのエネルギーを創出します。

　当社のスマートタウン「スマ・エコタウン 陽だまりの丘」は、66
区画すべての住宅に太陽光発電システムと家庭用リチウムイオン
蓄電池、HEMSを導入するとともに、街の南側斜面に太陽光発電所
（約100kW）を建設し、ネット･ゼロ･エネルギー・タウンを実現しま
す。さらに日本初の取り組みとして、住まい手共有の太陽光発電所
の収益を住宅のメンテナンス等に活用できるサービスを導入。超小
型電動モビリティ※のレンタルシステムも取り入れ、ご入居者に一定 桑名市長　伊藤 徳宇様

日本初、街の太陽光発電所の収益を住宅のメンテナンスに活用

「スマ・エコタウン 陽だまりの丘」（三重県桑名市）

建築

期間ご利用いただき、住宅地での移動手段としてその将来性を検
証します。
　また、美しい街なみを維持・継承していくために、「街づくりガイ
ドライン」を制定。良好な景観づくりに取り組むとともに、太陽光発
電所を共有し、管理するため、管理組合もつくります。

　“日本初”の取り組みを実現する『スマ・エコタウン 陽だまりの丘』は、「エネル
ギーを大切にするとともに、自給意欲が高い、安全・安心なまち」、「環境にやさし
く、循環型社会に貢献できるまち」を目指す桑名市と、環境負荷ゼロを目指し、持
続可能な住まいと暮らしを考える大和ハウス工業の想いが一致して始まった事
業です。
　まちの大規模太陽光発電所を活用して、住民の生活サービスの充実を図る仕組
みを日本で初めて構築し、多くの方々が、“環境”と“新たな暮らし”を考えていただ
けるまちとして、一歩進んだ生活スタイルを全国へ発信していきたいと思います。

桑名市と大和ハウス工業の想いが一致して始まった
“日本初”の取り組みを、全国へ発信していきたいと思います。

お客さまの
声

スマートハウスの開発、普及

　ネット・ゼロ・エネルギー・タウンとは、住まいのエネルギー
“ゼロ”に取り組むとともに、街の共用部でもエネルギーを創出
して集会所等で消費するエネルギーをまかない、街全体で年間
の一次エネルギー消費量の差し引きゼロを目指す街です。当社
グループは、こうした街を全国に展開しています。

ネット・ゼロ・エネルギー・タウンを実現、
全国へ展開

高断熱

より多くのエネルギーを創る

　計画的に道路や住宅、共用施設を配置することで、季節に吹
く風をうまく街に取り込み、空調などによるエネルギー消費を
抑制します。また、光を通して熱を遮る「遮熱スクリーン」を住宅
に設置し、室内環境を快適に保ちます。

　「SMA×ECOクラウド」を活用し、各家庭の「HEMS」からデータを
集約、街全体のエネルギーの「見える化」を行っています。これによ
り過去のエネルギー履歴や、各家庭での省エネ貢献度ランキング
なども閲覧できます。また、ランキングの順位に合わせてカーシェ
アリングに利用できるポイントの進呈など、街全体で楽しみながら
環境負荷の少ない暮らしを実践できる仕組みをつくっています。

街全体のエネルギーを「見える化」し、
環境負荷の少ない暮らしをサポート

　住宅や植栽の維持・管理など、住まいや街を長期間にわたって
維持・向上していくためには、相応の負担が必要となります。そこ
で大和ハウスグループでは、カーシェアリングや共同の太陽光発
電所など、街に収入をもたらす仕掛けを導入し、その収益をさま
ざまなサービスに充当できるよう工夫しています。

街を将来にわたり、
維持向上していくための仕組みづくり

家事お手伝いサービス植栽のお手入れ講座カーシェアリング用電気自動車SMA×ECOクラウド

遮熱スクリーン設置の効果

遮熱スクリーン

風向・風速シミュレーション
共用部（調整池上部）に設置した
太陽光発電システム

南面の屋根を大きく確保した住宅

1 自然の力を活かす ～パッシブデザイン～2

3 4照明
13.2GJ

換気
4.7GJ

給湯
25.2GJ

暖房
23.7GJ
冷房

6.9GJ
73.7GJ

※2 当社独自のシミュレーション、条件による試算値
※1 平成11年省エネ基準（Ⅱ地域）仕様

標準的な住宅 スマ･エコ ゼロエナジー

エネルギー
削減率

120.3%

高断熱化による削減分　：-14.5GJ
省エネ機器による削減分：-19.3GJ
太陽光発電による削減分：-54.9GJ

-88.7GJ　

まち全体で
年間を通じて消費する
一次エネルギー量

まち全体で
年間を通じて創出する
一次エネルギー量

街づくり

住宅

住宅

街づくり

スマートハウスの普及と
ネット・ゼロ・エネルギー・タウンの実現

寒冷地レベルの高断熱仕様外壁を標準
搭載

省エネ設備

高効率給湯器やLED照明などをご提案

太陽光発電

再生可能エネルギーを活用した太陽光
発電システム

HEMS
（ホーム・エネルギー・マネジメントシステム）

エネルギー状況に加え、空調や照明等
の操作ができるD-HEMS 3

※軽自動車よりもコンパクトで小回りが利き、環境性能に優れ、地域の手軽な移動の足
　となる2人乗り程度の車両 2014年2月現在の完成イメージ
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エネルギー“ゼロ”の住宅・建築・街づくり
特集1

　大和ハウス工業の戸建住宅は、2014年4月に全商品を太陽光
発電と独自のホームエネルギーマネジメントシステム「D-HEMS 
3」を標準搭載したスマートハウスとしたのをはじめ、エネルギー
収支がゼロとなる「スマ・エコ ゼロエナジー」を発売、普及を推進
しています。
　「スマ・エコ ゼロエナジー」は、「D-HEMS 3」と「太陽光発電シ
ステム」の標準搭載に加え、断熱仕様を寒冷地仕様※1にグレード
アップ。LED照明などの省エネ機器を採用することでエネルギー
消費量を削減し、エネルギー収支ゼロが実現可能となります。

■ 住宅の年間エネルギー消費量の比較※2

　各住まいでは、最も効率良く発電できる南面の屋根を大きく
確保するとともに、集会所などの共用部にも太陽光発電システ
ムを設置。街全体の太陽光発電システムの搭載量を増やして、
より多くのエネルギーを創出します。

　当社のスマートタウン「スマ・エコタウン 陽だまりの丘」は、66
区画すべての住宅に太陽光発電システムと家庭用リチウムイオン
蓄電池、HEMSを導入するとともに、街の南側斜面に太陽光発電所
（約100kW）を建設し、ネット･ゼロ･エネルギー・タウンを実現しま
す。さらに日本初の取り組みとして、住まい手共有の太陽光発電所
の収益を住宅のメンテナンス等に活用できるサービスを導入。超小
型電動モビリティ※のレンタルシステムも取り入れ、ご入居者に一定 桑名市長　伊藤 徳宇様

日本初、街の太陽光発電所の収益を住宅のメンテナンスに活用

「スマ・エコタウン 陽だまりの丘」（三重県桑名市）

建築

期間ご利用いただき、住宅地での移動手段としてその将来性を検
証します。
　また、美しい街なみを維持・継承していくために、「街づくりガイ
ドライン」を制定。良好な景観づくりに取り組むとともに、太陽光発
電所を共有し、管理するため、管理組合もつくります。

　“日本初”の取り組みを実現する『スマ・エコタウン 陽だまりの丘』は、「エネル
ギーを大切にするとともに、自給意欲が高い、安全・安心なまち」、「環境にやさし
く、循環型社会に貢献できるまち」を目指す桑名市と、環境負荷ゼロを目指し、持
続可能な住まいと暮らしを考える大和ハウス工業の想いが一致して始まった事
業です。
　まちの大規模太陽光発電所を活用して、住民の生活サービスの充実を図る仕組
みを日本で初めて構築し、多くの方々が、“環境”と“新たな暮らし”を考えていただ
けるまちとして、一歩進んだ生活スタイルを全国へ発信していきたいと思います。

桑名市と大和ハウス工業の想いが一致して始まった
“日本初”の取り組みを、全国へ発信していきたいと思います。

お客さまの
声

スマートハウスの開発、普及

　ネット・ゼロ・エネルギー・タウンとは、住まいのエネルギー
“ゼロ”に取り組むとともに、街の共用部でもエネルギーを創出
して集会所等で消費するエネルギーをまかない、街全体で年間
の一次エネルギー消費量の差し引きゼロを目指す街です。当社
グループは、こうした街を全国に展開しています。

ネット・ゼロ・エネルギー・タウンを実現、
全国へ展開

高断熱

より多くのエネルギーを創る

　計画的に道路や住宅、共用施設を配置することで、季節に吹
く風をうまく街に取り込み、空調などによるエネルギー消費を
抑制します。また、光を通して熱を遮る「遮熱スクリーン」を住宅
に設置し、室内環境を快適に保ちます。

　「SMA×ECOクラウド」を活用し、各家庭の「HEMS」からデータを
集約、街全体のエネルギーの「見える化」を行っています。これによ
り過去のエネルギー履歴や、各家庭での省エネ貢献度ランキング
なども閲覧できます。また、ランキングの順位に合わせてカーシェ
アリングに利用できるポイントの進呈など、街全体で楽しみながら
環境負荷の少ない暮らしを実践できる仕組みをつくっています。

街全体のエネルギーを「見える化」し、
環境負荷の少ない暮らしをサポート

　住宅や植栽の維持・管理など、住まいや街を長期間にわたって
維持・向上していくためには、相応の負担が必要となります。そこ
で大和ハウスグループでは、カーシェアリングや共同の太陽光発
電所など、街に収入をもたらす仕掛けを導入し、その収益をさま
ざまなサービスに充当できるよう工夫しています。

街を将来にわたり、
維持向上していくための仕組みづくり

家事お手伝いサービス植栽のお手入れ講座カーシェアリング用電気自動車SMA×ECOクラウド

遮熱スクリーン設置の効果

遮熱スクリーン

風向・風速シミュレーション
共用部（調整池上部）に設置した
太陽光発電システム

南面の屋根を大きく確保した住宅

1 自然の力を活かす ～パッシブデザイン～2

3 4照明
13.2GJ

換気
4.7GJ

給湯
25.2GJ

暖房
23.7GJ
冷房

6.9GJ
73.7GJ

※2 当社独自のシミュレーション、条件による試算値
※1 平成11年省エネ基準（Ⅱ地域）仕様

標準的な住宅 スマ･エコ ゼロエナジー

エネルギー
削減率

120.3%

高断熱化による削減分　：-14.5GJ
省エネ機器による削減分：-19.3GJ
太陽光発電による削減分：-54.9GJ

-88.7GJ　

まち全体で
年間を通じて消費する
一次エネルギー量

まち全体で
年間を通じて創出する
一次エネルギー量

街づくり

住宅

住宅

街づくり

スマートハウスの普及と
ネット・ゼロ・エネルギー・タウンの実現

寒冷地レベルの高断熱仕様外壁を標準
搭載

省エネ設備

高効率給湯器やLED照明などをご提案

太陽光発電

再生可能エネルギーを活用した太陽光
発電システム

HEMS
（ホーム・エネルギー・マネジメントシステム）

エネルギー状況に加え、空調や照明等
の操作ができるD-HEMS 3

※軽自動車よりもコンパクトで小回りが利き、環境性能に優れ、地域の手軽な移動の足
　となる2人乗り程度の車両 2014年2月現在の完成イメージ
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スクリーン スクリーン

サッシ サッシ

通風

エネルギー“ゼロ”の住宅・建築・街づくり
特集1

　大和ハウス工業では、『先端技術でエネルギーを
カシコク使う』をコンセプトに、自然の力を活かす
「パッシブコントロール」、創エネ・省エネを実現する
「アクティブコントロール」、エネルギーを適切に制御
する「スマートマネジメント」の3つをキーワードとし
て、2020年までにＺＥＢの実現を目指し、「Smart-Eco 
Project」を推進。多様な自社施設で、環境技術・設計
の実証実験に取り組み、その実績を活かし次世代の
環境配慮型建築「ディーズスマート（D’s SMART）
シリーズ」を開発、お客さまにご提案しています。

　窓からの自然光を適度に透過・拡散させる特殊なブラインド
で、自然光を拡散光として利用。窓が照明の代わりとなり部屋の
なかを明るく照らします。

採光ブラインド
　半球状の採光口は、早朝から夕方まで長時間にわたり太陽光
を取り込み、その光は99.9％以上の高効率反射ダクトを通り室内
に供給されます。自然光を取り入れることにより照明電力の抑制
はもちろん、室内利用者に明るい印象を与えます。

光ダクト

■ 当社が目指すＺＥＢのコンセプト ■ CO2排出量削減シミュレーション（イメージ）

CO2排出量

従来型建築

照明

当社が目指すZEBのイメージ

太陽光
発電量コンセント電気

コンセント
電気

空調・換気

空調・換気

CO2排出量

削減
50%

　太陽光発電・蓄電池をはじめ、照明や空調の先端技術を組み
合わせて創エネ・省エネ・蓄エネを実現します。例えば、LED導
光板照明は、LEDでありながら面発光を可能にし、さらに表裏
両面から発光させることで執務室の天井と床を効果的に照ら
し、低照度で従来と同等以上の「明るさ感」を確保しています。

創エネ・省エネ・蓄エネ
アクティブコントロール

　ビル・エネルギー・マネジメントシステム（BEMS）は、用途
別・フロア別に電力使用量を測定し「見える化」、さらにお客さ
まの目に触れるエントランスホール等にモニターを設置するこ
とで「見せる化」し、自社の環境への取り組みをさまざまなス
テークホルダーへ情報発信します。

エネルギーを適切に制御
スマートマネジメント

先進技術で
エネルギーを
カシコク使う

パッシブ
コントロール

アクティブ
コントロール

スマート
マネジメント

自然を活かす
（光・風・緑）

創エネ・
省エネ・
蓄エネ

エネルギーを
適切に制御

ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング（ＺＥＢ）の実現
～自社施設で培ったノウハウを活用～

［エントランスホール等に設置されるエネルギーモニター］

　日射熱によって発生する上昇気流を活用し、窓とスクリーン
の間に気流（エアフロー）を発生させ、上部の排気口から高温に
なった熱気を排出します。また、外が涼しい期間は上部の窓を開
放して通風を行い、人体・照明・OA機器からの発熱を排出する
と同時に、柔らかな光を取り込みます。

自然の力を活かす
パッシブコントロール

パッシブエアフローウィンドウ

　当社富山支店は、環境配慮を重視するP・Fオートメーション株式
会社のご要望に環境配慮型事務所「D's SMART OFFICE」を提案、
当社2事例目となるZEBを実現しました。設計前に当社事務所ビル
（大和ハウス富山ビル）をつぶさにご見学いただけたことが、お客さ
まの安心感につながりました。
　P・Fオートメーション新社屋のZEB達成に向けて、LED照明やタス
ク・アンビエント照明、センサーを用いた照明の自動制御など、費用対

　業容拡大に伴う事務所の新築に向け、初期提案の外観イメージが他社
に比べ段違いに魅力的でした。また、補助率1/3の省エネ設備導入補助金
のご提案やその後、補助率2/3のZEBの申請の支援もしていただきまし
た。ZEBは、環境に貢献できるうえ長期的にはコスト面でも有利です。富山
支店も見学させていただき、完全に心が決まりました。実例に刺激され、こ
れ以上によいビルをというこだわりを持てたのも収穫でした。できあがっ
た社屋は、広く明るく快適で、心密かに富山支店以上と喜んでいます。

代表取締役社長　奥野 直樹様（右）
P･Fオートメーション株式会社 代表取締役会長　松田 安彦様（左）

自社施設で培ったノウハウを活かし、ZEBを実現したオフィス 

「P・Fオートメーション株式会社新社屋」（富山市）

屋根上だけでなく、地上にも設置する太陽
光発電システム

非常時の活用に加え、電力需要を抑制す
るリチウムイオン蓄電池

住宅

建築

街づくり

効果の高いアイテムを優先的に導入し、事務所と駐車場の屋根上に
計68kWの太陽光発電設備を設置しました。さらに、自然光を活かし
た柔らかい照明や自然の風が心地よい自然換気などは、知的生産
効率を高めるアイテムとして積極的にご提案し、ご採用いただきま
した。特に、入り口のホールは光ダクトによる採光で早朝から夕方ま
で明るい吹き抜け空間となり、ご来訪の方々からもご好評をいただ
いています。

［採光ブラインド］

［光ダクト］

〈施工実績：大和ハウス愛知北ビル、Ｐ・Ｆオートメーション株式会社ほか〉 〈施工実績：大和ハウス岐阜ビル、京都銀行東長岡支店ほか〉

外観図 採光口 室内

ショールームとして見せていただいた富山支店以上に、
すばらしいZEBになったと大満足です。

お客さまの
声

照明

残りの
50%相当を
太陽光発電で
まかないます

上下両面発光し、低照度でも明るさを保
持するLED導光板照明

［当社オリジナルのパッシブエアフローウィンドウ］

通風利用 エアフローで日射熱排熱 窓面冷気流の抑制

〈施工実績：大和ハウス福島ビル〉

中間期
（春／秋）

関連情報  P47 ECOテクノロジー

●D’s SMART OFFICE
　（オフィス）

●D’s SMART STORE
　（店舗）

●D’s SMART FACTORY
　（工場）

●D’s SMART SILVER
　（介護施設）

●D’s SMART LOGISTICS
　（物流施設）

●D’s SMART MEDICAL
　（医療施設）

ディーズスマートシリーズ

年間を通して一定の温度に保たれている
地中熱を利用した地中熱空調システム

システム概要図 太陽光発電（屋上設置）

照明・人感センサー

放出

光ダクト

壁面緑化 高性能遮熱断熱サッシ
（LOW-E複層ガラス）

太陽光採光窓フィルム

採光クロス

採光ブラインド

高効率空調機

全熱交換器

タスク・
アンビエント照明

高効率給湯器
太陽光発電で
電気自動車を充電

LED照明

LED照明
空調負荷低減［夏・冬］

制
御

断熱材（屋根、外壁）

光

光

光

光

光

光

ブラインドの羽根

拡大図

室内室外

採熱温度 年間約17℃
地中熱

BEMS

排気ファン排気口

日射熱を
排熱

日
射

夏季

スクリーン

サッシ

排気ファン排気口

冷気流
を
抑制

冬季

夏期は放熱
冬期は吸熱 鋼管杭
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スクリーン スクリーン

サッシ サッシ

通風

エネルギー“ゼロ”の住宅・建築・街づくり
特集1

　大和ハウス工業では、『先端技術でエネルギーを
カシコク使う』をコンセプトに、自然の力を活かす
「パッシブコントロール」、創エネ・省エネを実現する
「アクティブコントロール」、エネルギーを適切に制御
する「スマートマネジメント」の3つをキーワードとし
て、2020年までにＺＥＢの実現を目指し、「Smart-Eco 
Project」を推進。多様な自社施設で、環境技術・設計
の実証実験に取り組み、その実績を活かし次世代の
環境配慮型建築「ディーズスマート（D’s SMART）
シリーズ」を開発、お客さまにご提案しています。

　窓からの自然光を適度に透過・拡散させる特殊なブラインド
で、自然光を拡散光として利用。窓が照明の代わりとなり部屋の
なかを明るく照らします。

採光ブラインド
　半球状の採光口は、早朝から夕方まで長時間にわたり太陽光
を取り込み、その光は99.9％以上の高効率反射ダクトを通り室内
に供給されます。自然光を取り入れることにより照明電力の抑制
はもちろん、室内利用者に明るい印象を与えます。

光ダクト

■ 当社が目指すＺＥＢのコンセプト ■ CO2排出量削減シミュレーション（イメージ）

CO2排出量

従来型建築

照明

当社が目指すZEBのイメージ

太陽光
発電量コンセント電気

コンセント
電気

空調・換気

空調・換気

CO2排出量

削減
50%

　太陽光発電・蓄電池をはじめ、照明や空調の先端技術を組み
合わせて創エネ・省エネ・蓄エネを実現します。例えば、LED導
光板照明は、LEDでありながら面発光を可能にし、さらに表裏
両面から発光させることで執務室の天井と床を効果的に照ら
し、低照度で従来と同等以上の「明るさ感」を確保しています。

創エネ・省エネ・蓄エネ
アクティブコントロール

　ビル・エネルギー・マネジメントシステム（BEMS）は、用途
別・フロア別に電力使用量を測定し「見える化」、さらにお客さ
まの目に触れるエントランスホール等にモニターを設置するこ
とで「見せる化」し、自社の環境への取り組みをさまざまなス
テークホルダーへ情報発信します。

エネルギーを適切に制御
スマートマネジメント

先進技術で
エネルギーを
カシコク使う

パッシブ
コントロール

アクティブ
コントロール

スマート
マネジメント

自然を活かす
（光・風・緑）

創エネ・
省エネ・
蓄エネ

エネルギーを
適切に制御

ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング（ＺＥＢ）の実現
～自社施設で培ったノウハウを活用～

［エントランスホール等に設置されるエネルギーモニター］

　日射熱によって発生する上昇気流を活用し、窓とスクリーン
の間に気流（エアフロー）を発生させ、上部の排気口から高温に
なった熱気を排出します。また、外が涼しい期間は上部の窓を開
放して通風を行い、人体・照明・OA機器からの発熱を排出する
と同時に、柔らかな光を取り込みます。

自然の力を活かす
パッシブコントロール

パッシブエアフローウィンドウ

　当社富山支店は、環境配慮を重視するP・Fオートメーション株式
会社のご要望に環境配慮型事務所「D's SMART OFFICE」を提案、
当社2事例目となるZEBを実現しました。設計前に当社事務所ビル
（大和ハウス富山ビル）をつぶさにご見学いただけたことが、お客さ
まの安心感につながりました。
　P・Fオートメーション新社屋のZEB達成に向けて、LED照明やタス
ク・アンビエント照明、センサーを用いた照明の自動制御など、費用対

　業容拡大に伴う事務所の新築に向け、初期提案の外観イメージが他社
に比べ段違いに魅力的でした。また、補助率1/3の省エネ設備導入補助金
のご提案やその後、補助率2/3のZEBの申請の支援もしていただきまし
た。ZEBは、環境に貢献できるうえ長期的にはコスト面でも有利です。富山
支店も見学させていただき、完全に心が決まりました。実例に刺激され、こ
れ以上によいビルをというこだわりを持てたのも収穫でした。できあがっ
た社屋は、広く明るく快適で、心密かに富山支店以上と喜んでいます。

代表取締役社長　奥野 直樹様（右）
P･Fオートメーション株式会社 代表取締役会長　松田 安彦様（左）

自社施設で培ったノウハウを活かし、ZEBを実現したオフィス 

「P・Fオートメーション株式会社新社屋」（富山市）

屋根上だけでなく、地上にも設置する太陽
光発電システム

非常時の活用に加え、電力需要を抑制す
るリチウムイオン蓄電池

住宅

建築

街づくり

効果の高いアイテムを優先的に導入し、事務所と駐車場の屋根上に
計68kWの太陽光発電設備を設置しました。さらに、自然光を活かし
た柔らかい照明や自然の風が心地よい自然換気などは、知的生産
効率を高めるアイテムとして積極的にご提案し、ご採用いただきま
した。特に、入り口のホールは光ダクトによる採光で早朝から夕方ま
で明るい吹き抜け空間となり、ご来訪の方々からもご好評をいただ
いています。

［採光ブラインド］

［光ダクト］

〈施工実績：大和ハウス愛知北ビル、Ｐ・Ｆオートメーション株式会社ほか〉 〈施工実績：大和ハウス岐阜ビル、京都銀行東長岡支店ほか〉

外観図 採光口 室内

ショールームとして見せていただいた富山支店以上に、
すばらしいZEBになったと大満足です。

お客さまの
声

照明

残りの
50%相当を
太陽光発電で
まかないます

上下両面発光し、低照度でも明るさを保
持するLED導光板照明

［当社オリジナルのパッシブエアフローウィンドウ］

通風利用 エアフローで日射熱排熱 窓面冷気流の抑制

〈施工実績：大和ハウス福島ビル〉

中間期
（春／秋）

関連情報  P47 ECOテクノロジー

●D’s SMART OFFICE
　（オフィス）

●D’s SMART STORE
　（店舗）

●D’s SMART FACTORY
　（工場）

●D’s SMART SILVER
　（介護施設）

●D’s SMART LOGISTICS
　（物流施設）

●D’s SMART MEDICAL
　（医療施設）

ディーズスマートシリーズ

年間を通して一定の温度に保たれている
地中熱を利用した地中熱空調システム

システム概要図 太陽光発電（屋上設置）

照明・人感センサー

放出

光ダクト

壁面緑化 高性能遮熱断熱サッシ
（LOW-E複層ガラス）

太陽光採光窓フィルム

採光クロス

採光ブラインド

高効率空調機

全熱交換器

タスク・
アンビエント照明

高効率給湯器
太陽光発電で
電気自動車を充電

LED照明

LED照明
空調負荷低減［夏・冬］

制
御

断熱材（屋根、外壁）

光

光

光

光

光

光

ブラインドの羽根

拡大図

室内室外

採熱温度 年間約17℃
地中熱

BEMS

排気ファン排気口

日射熱を
排熱

日
射

夏季

スクリーン

サッシ

排気ファン排気口

冷気流
を
抑制

冬季

夏期は放熱
冬期は吸熱 鋼管杭

環境報告書 2015 10



有識者ダイアログ

大和ハウスグループでは、2010年から「エネルギー“ゼロ”の住宅・建築・街づくり」をテーマに、
3つのプロジェクトを立ち上げ、取り組みを進めてきました。
今回、サステナブル建築の第一人者である芝浦工業大学の秋元教授を迎えて、
「ＺＥＨ・ＺＥＢの実現と今後の普及に向けて」と題し、当社技術部門の各責任者とともに、
今後の普及段階に向けての課題と対策などについて話し合いました。

ＺＥＨ・ＺＥＢの実現と今後の普及に向けて

秋元  ZEH・ZEBに関しては、新築では2020年、2030年をター
ゲットに標準化していく方向性が国から示されています。ZEHに
ついては大手住宅メーカーではすでに普及期の入り口といって
良いでしょう。ZEBについては延べ面積に対して創エネを担う屋
根面積が小さく実現が難しいといわれていますが実施例も生ま
れています。ニアリーZEB、ZEBレディ※1といった考え方も取り
入れながら、大和ハウスなどの住宅・建設大手には、多くのベス
トプラクティスを創出し市場を牽引していってほしい。エネル
ギー“ゼロ”の住宅・建築・街づくりに挑む3つのプロジェクトはま
さにそこが使命であり、さらなる発展を期待しています。
DH 当社の新築住宅におけるZEHの割合は、厳しい定義で見た
場合で2割強ですが、ZEHの実現には初期投資コストが大きく、
補助金頼みという側面は否めません。補助金が未来永劫続くわ

多くのベストプラクティスを生み出し、
ゼロエネルギー住宅・建築市場を牽引
してほしい。

コストダウンはもちろん、
快適性や健康、安全・安心と
いった付加価値を追求します。

住宅

けではないため、機器類のコストダウンを進めることに加え、快
適性や健康、安全・安心といった付加価値を高め、補助金がなく
ても市場に受け入れられる商品にしていく必要があります。
秋元 補助金なしでもゼロエネルギー住宅の価値や魅力が認め
られる市場が形成され、住まい手がきちんとそれを使いこなし
ていく社会をつくらなければなりません。その意味でも、ウェル
ネス※2は一つのきっかけになるでしょう。断熱改修した家では起
床時の血圧が高くならず脳疾患になりにくいといった研究成果
も出ています。また非常時にも生活を継続できることは住まい
手にとって大きな価値でしょう。こうしたノンエナジーベネフィッ
ト（NEB）※3をしっかりと生活者に伝えることも重要です。
DH 確かに健康はお客さま価値に直結しており、価値が見えや
すいですね。私たちは、これらNEBである付加価値の検討を進め
ながら、まずは、安全・安心の観点からエネルギーを地産地消す
る分散型エネルギー社会を見据え、蓄電池を活用した「エネル
ギー自給住宅」の開発を進めています。省エネを進め、創エネ量
を増やせば、ネット・ゼロ・エネルギーは実現できますが、季節や
天候、家族構成の変動などがあるなかで、最適な余裕・調整幅
（バッファ）をどう設計するかが最大のポイントと考えています。
来年度には、豊田市の分譲地でエネルギー自給住宅の実証を始
める計画で、お客さまにも実際使用していただきながら、商品化
に向けた検証を進める予定です。

秋元 スマート化のキーとなるHEMSやBEMSについては、すごく期
待が大きい反面、集めたデータを正しく判断する知恵者というか目
利きがいないとうまく機能しません。大和ハウスには、こうしたソフ
ト面での取り組みも引っ張っていってほしいですね。
DH ビッグデータの分析、解析については、我々建設業は不得手
な部分がありますが、分譲地の一部で「省エネアドバイス」のレ
ポート配信の実施や、自社オフィスでの実証プロジェクトでは大
学機関と協力してエネルギーデータの分析・解析を進めていま
す。もう少し用途や数を増やしてデータを取り、お客さまへも
フィードバックできる仕組みをつくっていきたいですね。ただし、
事業用施設の場合は、やはり利回りが最優先され、環境は後回し

にされがちです。企業の中では保有資産のオフバランス化も進
んでいて、所有者と利用者が別々といったこともZEB実現の阻
害要因の一つです。
秋元 事務所ビルやテナントビルでは、当然一番利回りのいいデ
ザインを考えますよね。しかし、地球環境への配慮に反対する人
はいません。CASBEE※4やBELS※5といった建物の環境性能を評
価する手法も普及しつつあり、J-REIT※6などの証券化が進むな
か、環境性能の高い建物・住宅等が本当に高評価され、きちんと
お金が回っていくような市場を創っていかなければなりません。
2020年の東京オリンピックでは、世界中の目が日本に向きます。
そのときに、きちんと見せられるようにしておきたいですね。
DH そういう意味では、「ニーズがない」と足踏みするのではな
く、例えば環境性能の高い建物への税金の軽減や、ローン金利
の優遇といった、お金を回す仕組みづくりなどにも我々民間企
業からいろんなアイデアを出して、行政とも連携しながら新しい
ビジネスモデルを考えていく必要があります。その結果、東京オ
リンピックが世界に向けた環境都市のショールームとなり、日本
の環境建築を世界に普及させることができれば、地球環境に
とっても企業にとっても大きな意味があります。

秋元 ここまで話を進めてきて気付いたのですが、例えば我々の
世代であれば、自然の風や太陽の光は快適だという原体験があ
ります。現代のこどもたちにもそういう経験ができる住宅や建築
を創らないと、それを知らずに一生を過ごすことになるかもしれ
ません。これらをきちんと体験させていくのも我々の役目では
ないでしょうか。
DH 大阪の堺市晴美台で取り組んだスマートコミュニティ開発
の事例では、その街の地域にどれぐらい卓越風が吹いているの
か、どの方向から吹いているのかをシミュレーションし、それをで
きるだけ街の中に取り込もうと、土地利用計画の段階から意識
して取り組みました。家の中でも吹き抜けや欄間ウィンドウ※7な
どを利用して、街に流れる風をいかに宅内に取り入れるかに配慮

しました。
秋元 国土交通省の省CO2先導事業にも選定された晴美台の分
譲団地の事例は、ネット・ゼロ・エネルギー・タウンを実現した先
駆的な取り組みですが、一からつくる街だからこそできた部分も
あります。既成街区をどのように変えていくかは、すごく重要な
問題で、開発街区から既成街区へどう広げていくのか、すでに全
部でき上がっているところをどう変えていくのかは、とてもハー
ドルが高いテーマです。街の一生を考えると人間の一生とは異
なる時間軸も出てきます。そこを企業としてどう考えるのかと
いったメッセージも必要です。
DH 住宅や建築物は、一度建てると長期にわたって使用され続
けます。今年建てた建物は2100年にも残っているかもしれませ
ん。ですから、特に個々の建物については、まず新築時にしっか
りとした性能を持った住宅や建築を提供するのが最大の使命で
す。ただし、街づくりでは周辺の既存街区との関係性は抜きにで
きません。現在、兵庫県で過去に提供した住宅団地の再活性化
事業に着手し始めましたが、住民のみなさまと定期的なワーク
ショップを行い、今後の街の方向性を議論しています。これは、今
後知見を積み上げていかなければならない領域ですが、一つひ
とつ成功事例を積み重ね、住宅ストックの質の向上についても
責任と役割を果たしていきます。

ダイアログを終えて

環境部 部長 小山 勝弘

こどもたちに自然の風や太陽の光が
快適だということを体験させていくこと
も重要です。

周辺街区との関係性も意識し、
地域の自然を活かした
街づくりを進めます。

環境性能の高い建物・住宅が高く評価さ
れ、きちんとお金が回っていくような市場
を創っていかなければなりません。

―秋元

―秋元

―秋元

開 催 日 時
場 所
当社出席者

2015年5月8日
大和ハウス東京本社
総合技術研究所 所長 兼 住宅商品開発部 統括部長
有吉 善則
企画開発部 部長
吉田 雅一
東京都市開発部 開発部 部長
大江　斉　　　　　他2名

―有吉

―吉田

―大江

新しいビジネスモデルを創り込み、
東京オリンピックを起点に
日本の環境建築を
世界中に広めたい。

芝浦工業大学 工学部 建築工学科
教授 秋元 孝之様 
【略歴】
関東学院大学工学部建築学科を経て、
2007年より現職。
専門分野は建築設備、特に空気調和設
備および熱環境・空気環境。

有識者

建築

街づくり

　初期コストの増加、「環境」の優先順位の低さは、ゼロエ
ネルギー建築の普及における住宅・建築に共通する課題で
す。ダイアログでは、それを乗り越えていくアプローチは一
つではなく、住宅・建築・街づくり、それぞれの方向性が得
られた気がします。不断の技術開発やコストダウンの取り
組みは共通ですが、住宅ではお客さまを中心に考え、健康
や安全・安心といった顧客価値に結び付ける「付加価値の

追求」、建築では利回りが重視される市場構造を逆手に取
り、環境に配慮した建物が高い評価を受ける「不動産マー
ケットの変革」、街づくりでは地域に根差した「自然の活用」
と「周辺の既存街区との連携」などです。
　今後も、「エネルギー“ゼロ”の住宅・建築・街づくり」を一
つの軸に、時に“急がば回れ”の取り組みも含め、スピード
感を持って普及に全力を尽くしてまいります。

※1 完全にゼロを目標とすることは難しいがZEBに近い建物のこと
※2 心身の健康維持や増進を積極的に図ろうとする生活態度や行動のこと
※3 知的生産性や災害時の機能維持、健康などの省エネ対策がもたらす間接的便益のこと

らんま

※4 建築環境総合性能評価システム
※5 建築物省エネルギー性能表示制度のことで、エネルギー性能に特化した評価制度
※6 Japan Real Estate Investment Trustの略で、国内における不動産投資信託のこと

※7 居室のドア上部などに通風を確保するために設置する窓のこと

DH=大和ハウス工業
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DH 当社の新築住宅におけるZEHの割合は、厳しい定義で見た
場合で2割強ですが、ZEHの実現には初期投資コストが大きく、
補助金頼みという側面は否めません。補助金が未来永劫続くわ

多くのベストプラクティスを生み出し、
ゼロエネルギー住宅・建築市場を牽引
してほしい。

コストダウンはもちろん、
快適性や健康、安全・安心と
いった付加価値を追求します。

住宅

けではないため、機器類のコストダウンを進めることに加え、快
適性や健康、安全・安心といった付加価値を高め、補助金がなく
ても市場に受け入れられる商品にしていく必要があります。
秋元 補助金なしでもゼロエネルギー住宅の価値や魅力が認め
られる市場が形成され、住まい手がきちんとそれを使いこなし
ていく社会をつくらなければなりません。その意味でも、ウェル
ネス※2は一つのきっかけになるでしょう。断熱改修した家では起
床時の血圧が高くならず脳疾患になりにくいといった研究成果
も出ています。また非常時にも生活を継続できることは住まい
手にとって大きな価値でしょう。こうしたノンエナジーベネフィッ
ト（NEB）※3をしっかりと生活者に伝えることも重要です。
DH 確かに健康はお客さま価値に直結しており、価値が見えや
すいですね。私たちは、これらNEBである付加価値の検討を進め
ながら、まずは、安全・安心の観点からエネルギーを地産地消す
る分散型エネルギー社会を見据え、蓄電池を活用した「エネル
ギー自給住宅」の開発を進めています。省エネを進め、創エネ量
を増やせば、ネット・ゼロ・エネルギーは実現できますが、季節や
天候、家族構成の変動などがあるなかで、最適な余裕・調整幅
（バッファ）をどう設計するかが最大のポイントと考えています。
来年度には、豊田市の分譲地でエネルギー自給住宅の実証を始
める計画で、お客さまにも実際使用していただきながら、商品化
に向けた検証を進める予定です。

秋元 スマート化のキーとなるHEMSやBEMSについては、すごく期
待が大きい反面、集めたデータを正しく判断する知恵者というか目
利きがいないとうまく機能しません。大和ハウスには、こうしたソフ
ト面での取り組みも引っ張っていってほしいですね。
DH ビッグデータの分析、解析については、我々建設業は不得手
な部分がありますが、分譲地の一部で「省エネアドバイス」のレ
ポート配信の実施や、自社オフィスでの実証プロジェクトでは大
学機関と協力してエネルギーデータの分析・解析を進めていま
す。もう少し用途や数を増やしてデータを取り、お客さまへも
フィードバックできる仕組みをつくっていきたいですね。ただし、
事業用施設の場合は、やはり利回りが最優先され、環境は後回し

にされがちです。企業の中では保有資産のオフバランス化も進
んでいて、所有者と利用者が別々といったこともZEB実現の阻
害要因の一つです。
秋元 事務所ビルやテナントビルでは、当然一番利回りのいいデ
ザインを考えますよね。しかし、地球環境への配慮に反対する人
はいません。CASBEE※4やBELS※5といった建物の環境性能を評
価する手法も普及しつつあり、J-REIT※6などの証券化が進むな
か、環境性能の高い建物・住宅等が本当に高評価され、きちんと
お金が回っていくような市場を創っていかなければなりません。
2020年の東京オリンピックでは、世界中の目が日本に向きます。
そのときに、きちんと見せられるようにしておきたいですね。
DH そういう意味では、「ニーズがない」と足踏みするのではな
く、例えば環境性能の高い建物への税金の軽減や、ローン金利
の優遇といった、お金を回す仕組みづくりなどにも我々民間企
業からいろんなアイデアを出して、行政とも連携しながら新しい
ビジネスモデルを考えていく必要があります。その結果、東京オ
リンピックが世界に向けた環境都市のショールームとなり、日本
の環境建築を世界に普及させることができれば、地球環境に
とっても企業にとっても大きな意味があります。

秋元 ここまで話を進めてきて気付いたのですが、例えば我々の
世代であれば、自然の風や太陽の光は快適だという原体験があ
ります。現代のこどもたちにもそういう経験ができる住宅や建築
を創らないと、それを知らずに一生を過ごすことになるかもしれ
ません。これらをきちんと体験させていくのも我々の役目では
ないでしょうか。
DH 大阪の堺市晴美台で取り組んだスマートコミュニティ開発
の事例では、その街の地域にどれぐらい卓越風が吹いているの
か、どの方向から吹いているのかをシミュレーションし、それをで
きるだけ街の中に取り込もうと、土地利用計画の段階から意識
して取り組みました。家の中でも吹き抜けや欄間ウィンドウ※7な
どを利用して、街に流れる風をいかに宅内に取り入れるかに配慮

しました。
秋元 国土交通省の省CO2先導事業にも選定された晴美台の分
譲団地の事例は、ネット・ゼロ・エネルギー・タウンを実現した先
駆的な取り組みですが、一からつくる街だからこそできた部分も
あります。既成街区をどのように変えていくかは、すごく重要な
問題で、開発街区から既成街区へどう広げていくのか、すでに全
部でき上がっているところをどう変えていくのかは、とてもハー
ドルが高いテーマです。街の一生を考えると人間の一生とは異
なる時間軸も出てきます。そこを企業としてどう考えるのかと
いったメッセージも必要です。
DH 住宅や建築物は、一度建てると長期にわたって使用され続
けます。今年建てた建物は2100年にも残っているかもしれませ
ん。ですから、特に個々の建物については、まず新築時にしっか
りとした性能を持った住宅や建築を提供するのが最大の使命で
す。ただし、街づくりでは周辺の既存街区との関係性は抜きにで
きません。現在、兵庫県で過去に提供した住宅団地の再活性化
事業に着手し始めましたが、住民のみなさまと定期的なワーク
ショップを行い、今後の街の方向性を議論しています。これは、今
後知見を積み上げていかなければならない領域ですが、一つひ
とつ成功事例を積み重ね、住宅ストックの質の向上についても
責任と役割を果たしていきます。

ダイアログを終えて

環境部 部長 小山 勝弘

こどもたちに自然の風や太陽の光が
快適だということを体験させていくこと
も重要です。

周辺街区との関係性も意識し、
地域の自然を活かした
街づくりを進めます。

環境性能の高い建物・住宅が高く評価さ
れ、きちんとお金が回っていくような市場
を創っていかなければなりません。

―秋元

―秋元

―秋元

開 催 日 時
場 所
当社出席者

2015年5月8日
大和ハウス東京本社
総合技術研究所 所長 兼 住宅商品開発部 統括部長
有吉 善則
企画開発部 部長
吉田 雅一
東京都市開発部 開発部 部長
大江　斉　　　　　他2名

―有吉

―吉田

―大江

新しいビジネスモデルを創り込み、
東京オリンピックを起点に
日本の環境建築を
世界中に広めたい。

芝浦工業大学 工学部 建築工学科
教授 秋元 孝之様 
【略歴】
関東学院大学工学部建築学科を経て、
2007年より現職。
専門分野は建築設備、特に空気調和設
備および熱環境・空気環境。

有識者

建築

街づくり

　初期コストの増加、「環境」の優先順位の低さは、ゼロエ
ネルギー建築の普及における住宅・建築に共通する課題で
す。ダイアログでは、それを乗り越えていくアプローチは一
つではなく、住宅・建築・街づくり、それぞれの方向性が得
られた気がします。不断の技術開発やコストダウンの取り
組みは共通ですが、住宅ではお客さまを中心に考え、健康
や安全・安心といった顧客価値に結び付ける「付加価値の

追求」、建築では利回りが重視される市場構造を逆手に取
り、環境に配慮した建物が高い評価を受ける「不動産マー
ケットの変革」、街づくりでは地域に根差した「自然の活用」
と「周辺の既存街区との連携」などです。
　今後も、「エネルギー“ゼロ”の住宅・建築・街づくり」を一
つの軸に、時に“急がば回れ”の取り組みも含め、スピード
感を持って普及に全力を尽くしてまいります。

※1 完全にゼロを目標とすることは難しいがZEBに近い建物のこと
※2 心身の健康維持や増進を積極的に図ろうとする生活態度や行動のこと
※3 知的生産性や災害時の機能維持、健康などの省エネ対策がもたらす間接的便益のこと

らんま

※4 建築環境総合性能評価システム
※5 建築物省エネルギー性能表示制度のことで、エネルギー性能に特化した評価制度
※6 Japan Real Estate Investment Trustの略で、国内における不動産投資信託のこと

※7 居室のドア上部などに通風を確保するために設置する窓のこと

DH=大和ハウス工業
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大和ハウスグループでサポート将来

「再生可能エネルギー発電量」を「当社グループの使用電力量」
以上とすることを目指します。

中長期ビジョン

　再生可能エネルギーへの取り組みは、2000年に当社グ
ループのリゾートホテルへ風力発電設備を導入したことを
皮切りに、2012年7月、固定価格買い取り制度が開始され、全
国各地でメガソーラーの展開を加速。2014年度には当社の
使用電力以上の再生可能エネルギー発電を達成しました。こ
の取り組みをさらに拡大し、2020年には当社使用電力の2
倍、将来は当社グループ施設すべての使用電力以上となる再
生可能エネルギー発電を目指します。

再生可能エネルギー発電事業の推進目標と実績

当社が使用する電力量以上の再生可能
エネルギーを創出することができました。

再生可能エネルギー
　による発電量

116GWh

当社電力使用量
に対する再生可能
エネルギーの割合

113%

2014年度
実績

　IPCCの第5次報告書によると、世界の平均気温の上昇を産
業革命以前に比べて2℃以内に抑えるためには、2050年まで
に再生可能エネルギーなどの低炭素エネルギーの電源割合
を80%以上（2010年は30%）に増加させる必要があるとされ
ています。
　2013年度、世界主要各国の電源構成割合を比較すると、日
本は、水力発電を除く再生可能エネルギーの割合が2.2%と他
国と比較して著しく低い状況となっており、水力発電を含めて
も10.7%にとどまります。2012年に固定価格買い取り制度が
開始され、太陽光発電を中心とした再生可能エネルギーが大
きく増加しましたが、今後さらなる取り組みの加速が必要な状
況となっています。

　再生可能エネルギー発電所には、一定規模以上の土地確保
や土地に合った施工・建築技術が必要です。大和ハウスグルー
プは、創業以来培ってきた信頼関係やノウハウを活かし、土地
の有効活用や多様な事業スキームの企画・提案を行うととも
に、土地に合わせた多彩な施工・建設技術で、街中や郊外など
あらゆる場所に再生可能エネルギー発電所の設置を進めてい
ます。
　2016年4月より電力小売の全面自由化が始まりますが、当
社グループでは電力小売事業の拡大を推進。再生可能エネル
ギーの電源開発にも注力します。
　今後、サステナブルなエネルギーの利用を促進し、「風と太
陽と水」を最大限活用できる社会を目指します。

大和ハウスグループの目指す未来

「風と太陽と水」を最大活用する社会へ

社会的課題
日本の再生可能エネルギーの割合は

先進国で最低レベル

時代を担う 風と太陽と水
環境との
共創共生

特集2

■当社の電力使用量と再生可能エネルギー発電量
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■当社の電力使用量に対する再生可能エネルギーの導入率

（導入率%）

2013

40%

再生可能エネルギーの
発電量

電力使用量

電力使用量

再生可能エネルギー発電量

105
GWh/年

2014年度は、当社電力使用量に対する再生可能
エネルギーの割合が2015年度目標の100％を
超え113％となりました。
そこで、2015年度は以下の目標へ上方修正しま
した。

再生可能エネルギー
　による発電量

126GWh

当社電力使用量
に対する再生可能
エネルギーの割合

120%

126
GWh/年

再生可能エネルギーの中で最も多くの実績があり、創業
以来培ってきた「建築設計・施工ノウハウ」や「お客さま
ニーズに合わせた多彩な事業スキーム構築」、「グループ
の一貫管理体制」といった強みを活かし、当社グループ
の総力を挙げて取り組みを進めていきます。

（年度）

116
GWh

102
GWh

大和ハウス工業

75GWh/年

12GWh/年水力発電事業

173GWh/年

2012

29%

～大和ハウスグループの再生可能エネルギーによる発電事業～

太陽光発電

2006年から安定した発電を続ける「佐田岬風力発電所」
の運営を通じて蓄積された事業運営ノウハウを、今後の
さらなる発電量拡大に向けた取り組みにつなげていき
ます。

風力発電

2015年から水力発電事業にも参入。第一弾として、同年
4月より岐阜県飛騨市で地元の皆さまや関係各所にご協
力・ご理解いただきながら建設に着手しました。

水力発電

太陽光発電

風力発電

水力発電

当社グループでは、電力小売事業の拡大を目指してお
り、供給エリアも全国に拡げる計画です。それに伴い、再
生可能エネルギーの電源開発にも注力します。

260
GWh

2020年

将来

2014年

大和ハウス
グループ

※2015年5年3月末計画

出典：日本…「電源開発の概要」等より作成
　　  その他の国…IEA, Energy Balances of OECD Countries（2014 edition）

【発電電力量に占める電源構成の各国比較（2013年度）】
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時代を担う 風と太陽と水特集2

　当社グループの風力発電への取り組みは、2000年10～12
月に能登ロイヤルホテル・沖縄残波岬ロイヤルホテルへ三基
の大型風力発電設備（発電容量合計１ＭＷ）導入に始まり、
2007年2月に稼働を始めた佐田岬風力発電所設備（発電容量
9ＭＷ）で本格的に風力発電事業へ参入。大型から小型までさ
まざまなタイプの風力発電機を設置し、風から創られた電気を
多く創出してきました。こうした取り組みの結果、2014年度の
当社グループ再生可能エネルギーに占める風力発電量は、約
23％となりました。
　今後、さらに風を活かした電力の創出を増やしていきます。

　当社グループでは、再生可能エネルギーの黎明期より
他社に先駆け、風力発電・太陽光発電システムの開発・導
入を推進。2007年に、愛媛県佐田岬半島に風力発電所
（1,000kW×9基）を建設したのを皮切りに、これまでの建
築技術や大規模発電所の運営ノウハウを活かし、自社の
遊休地や工場、商業施設、物流施設で再生可能エネル
ギーの導入を進めた結果、2014年度の発電量は2012年
度比4.0倍となる115.8GWhとなりました。

大和ハウスグループの一貫管理体制

　土地オーナー、発電設備所有者、設計・施工者、発電事業者、
電力会社など多くの関係者をつなぐ多彩な事業スキームを構
築します。

■ 取水堰堤 ■ 鉄管路 ■ 発電所

発電所に必要な水を
引き込みます

多様な事業スキーム
　当社グループの強みである建築施工技術のノウハウを活かし
て、多雪地域や施工困難地盤、傾斜地、水上など多様な導入ニー
ズに応えています。

　再生可能エネルギーの電源開発に向けて、㈱東芝と
坂本土木㈱と合弁でDTS飛騨水力発電㈱を設立し、水
力発電の開発に着手しました。岐阜県飛騨市宮川町に
おいて、発電出力約2 M Wの水力発電所を建設し、
2017年11月より売電を開始します。発電した電力は当
社が全量買い取りし、電力小売事業の電力として法人
企業に販売します。今後も再生可能エネルギーの電源
開発に積極的に取り組みます。

■当社グループにおける
　再生可能エネルギー発電量の推移

　今後、2020年度までに当社が使用する電力量のおよ
そ2倍となる発電量（約260GWh）を目指し、風力発電・
太陽光発電・水力発電のさらなる開発を進めていく計画
です。
　また、お客さまの遊休地についても当社グループ一貫
管理体制により調査計画から運営管理までワンストップ
で手掛ける事業を展開し、お客さまにシームレスのサー
ビス展開を進めています。

風を活かす（風力発電事業） 太陽を活かす（太陽光発電事業）

◎現場調査

調査

◎導入計画
◎システム設計
◎構造確認・改修計画等
　（必要な場合）

計画・設計

◎申請業務・各種手続き
◎機器・部材調達
◎施工計画
◎施工確認・検査確認

実務・手続き

◎メンテナンス
◎電力量管理
◎定期検査・報告

運営・管理

積雪などの地域特性と年間発電量
などを総合的に考慮し、設計・施工
しています
（石川県羽咋市ほか）

施工が難しい地盤でも当社独自の
「D-TECパイル（回転貫入鋼管杭）」
工法によって短納期・低コストを実
現します
（千葉県市原市ほか）

「DREAM Solar福岡宮若（ⅠⅡⅢ）」
（福岡県宮若市ほか）

土地だけでなく、ため池も有効利
用し、発電事業を行います
「DREAM Solar フロート1号＠神
於山」（大阪府岸和田市）

土地オーナー
土地所有者

電力会社
電力事業者

大和ハウス工業
設計・施工

リース会社
設備・土地貸借

大和エネルギー
発電事業者

佐田岬風力発電所（愛媛県佐田岬半島）
http://www.daiwa-energy.com/sadamisaki/

特徴 1 多彩な施工技術特徴 2

環境エネルギー事業推進部 事業企画部 次長
（DTS飛騨水力発電株式会社 取締役）

宇野 豊

再生可能エネルギー事業の拡大に向け
水力発電の開発に着手しました。

高低差を利用し、
発電所に水を送ります

水車の回転により
発電します

水力発電の開発に着手

事業企画・協議

契約

土地賃貸契約

設備使用
契約

売電契約

風力発電＋太陽光発電＋水力発電
2012年度比
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連携
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環境

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

環境理念

環境活動重点テーマ

環境行動指針

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「環境ビジョン体系」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。

　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。

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。

1. 商品・サービスにおける環境負荷の低減

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、風力などの自然エネルギーの活用に
努めます。

1. 地球温暖化防止

豊かな自然環境を将来世代に継承できる社会を
目指し、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。

3. 自然環境との調和（生物多様性保全）

環境活動
4つの

重点テーマ

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

2. 資源保護

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。

4. 有害化学物質による汚染の防止

すべ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。

2. 事業活動プロセスにおける環境負荷の低減

適用を受ける法令およ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。

3. 法規制等の遵守

環境に関する情報を積極的に開示し、すべてのステークホ
ルダーとの対話を今後の環境活動に活かしていきます。

5. 環境コミュニケーションの推進

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。

6. グリーン調達の推進

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。

7. 環境技術・環境ビジネスの開拓

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。

4. 教育・訓練の充実

2005年4月1日制定
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重点テーマごとの中期目標

事
業
活
動
プ
ロ
セ
ス

地球
温暖化
防止

2020年までに、当社グループ全体の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
達およびすべ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することを目指し
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・使用段階のCO2排出量を差し引
きゼロとすることを目指します。

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

すべての新築住宅・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。

100

75

50

25

0
202020101990

（年度）
2030

居
住
・
使
用
段
階

CO2
排
出
量

戸建住宅以外（オフィス・店舗など）戸建住宅

2030年
CO2排出量
ゼロ

2020年
CO2排出量
ゼロ

2020年
CO2排出量
半減

50

40

30

20

10

0
201420102005

（年度）
2020

CO2
排
出
量

32.232.2

46.046.0

（万t-CO2） 30％
削減

事業活動プロセスにおけるCO2排出量（グループ全体） 当社が提供する住宅・建築物の居住・使用段階CO2排出量
（1990年時仕様を100とした場合）

環境中長期ビジョン2020 
環境ビジョンの達成に向け、2011年に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、「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。
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CO2排出量について、環境ビジョンを制
定した2005年度を基準年とし、2020年までに総量で30％削減す
ることを目指します。また、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・事務所などにおいては、それぞ
れ2030年までにCO2排出ゼロの実現を目指します。

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。

戸建住宅
賃貸住宅
マンション
リフォーム
商業施設
事業施設

環境エネルギー

ECOプロダクツ

開発・設計

材料調達

工場生産

輸送

現場施工

解体・リサイクル

ECOプロセス
地球温暖化
防止 資源保護

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）

住宅・建築物の
ライフサイクルにおける

“環境負荷ゼロ”へ

0
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環境

当社グループでは、2011年から住宅・建築・街づくりのそれぞれ
においてエネルギーゼロを目指す3つのプロジェクトを始動し、そ
れぞれ展示場・自社施設・分譲地等で、独自技術の検証も含めたモ
デル事例を創出してきました。この3ヵ年は、こうしたモデル事例
の水平展開フェーズと位置づけ、スマートハウス・ビルの普及拡大
を図ります。また、当社グループは、住宅専業メーカーやゼネコン
各社とは異なり、多様な用途の住宅・建築物を多数建設し、グルー
プ内にさまざまなサービス提供会社を持つ複合事業体です。こう
したグループの強みを最大限に活かした複合型の街づくりにも取
り組み、全国で特徴あるスマートシティを創出していきます。
一方、多角化事業の拡大においては、低炭素社会・循環型社会・

自然共生社会への対応を成長分野と位置づけ、環境エネルギー
事業、住宅ストック事業など、社会的課題に対応する環境貢献型
事業の成長を図ります。

大和ハウスグループでは、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。

2013～2015年度を対象期間とする「エンドレス グリーン プロ
グラム 2015」では、「環境と企業収益の両立」をコンセプトに、住
宅・建築・街づくりでの環境配慮など、事業戦略と一体化して推進
する「戦略的環境活動」を重視し、新たに具体的な目標を設定し
て取り組みを加速させます。また、地球温暖化防止や生物多様性
保全など、社会的責任を果たす「基本的環境活動」もグループ全
体への一層の定着を図るとともに、こうした活動を支える体制や
仕組みなど、「環境経営の基盤」強化を進めます。

基本方針の策定にあたっては、中期経営計画における「成長戦
略」をベースに、まずは社会課題や環境問題の現状、政策・他社
動向等から環境に関連した事業上の「機会とリスク」を抽出。これ
までの環境行動計画における成果と課題や同業他社比較等から
「強みと弱み」を抽出しました。その後、これらを分析し、戦略的
環境活動の基本方針/重点テーマを選定、各事業領域における経
営計画に沿って到達目標を設定しました。
国内の人口減少が進むなか、新設住宅・建設市場は今後、縮小
傾向となることが予測されます。こうした事業環境のなか、住宅・
建築といった当社のコア事業において高付加価値化を追求する
こと、そしてそれらと連携した多角化事業を強化・拡大していくこ
とが、当社グループの成長戦略の要となります。環境面では、住
宅・建築物のゼロ・エネルギー化が重要なテーマの一つであり、そ
の推進は各事業の付加価値向上にも大きく貢献します。

環境行動計画（エンドレス グリーン プログラム 2015）

【戦略的環境活動】
成長戦略の一つとして、住宅・建築のスマート&エコ化と環境関連ビジネスの拡大に注力

上記の環境活動を支える体制や仕組み

環境経営の基盤環境経営の基盤

事業戦略と
一体化して推進する

戦略的環境活動

社会的責任を果たす

基本的環境活動基本的環境活動

戦略的環境活動

◆企業の持続的成長の視点

ブランド
イメージ向上

利益の
実現

◆持続可能な社会への貢献の視点

自社の
環境負荷

上下流の
環境負荷

環境と企業収益
の両立

環境を切り口に
企業価値の最大化

を図る

企業活動を通じて
環境負荷の最小化

に貢献する

＋

環境行動計画のフレームワーク

【成長戦略Ⅰ】
コア事業の高付加価値化

【成長戦略Ⅲ】
多角化事業の拡大

①住宅・建築・街づくりでの
　「スマート &エコ」の推進

③環境技術開発・環境マーケティング機能の強化

②コア事業と連携した
　環境関連ビジネスの拡大

【成長戦略Ⅱ】
社会課題に対応した商品・サービスの強化

コア事業 環境貢献型事業

賃貸住宅
マンション

戸建
住宅

事務所
工場

店舗
医療介護

環境
エネルギー
事業

環境緑化
事業

リース
事業

住宅
ストック
事業

連
携

第 4次中期経営計画 成長戦略の基本方針

環境行動計画 2015 戦略的環境活動の基本方針

環境問題の現状
政策・他社動向

環境行動計画の成果と課題
同業他社比較

機
会

・省エネ・節電ニーズの高まり
・再生可能エネルギー発電事業の拡大
・都市緑化へのニーズの高まり
・「ストックビジネス」の成長　など

リ
ス
ク

・省エネ性能の規制強化
・生態系破壊を伴う恐れのある木材の使用
・化石燃料等の枯渇による建設資材の高騰
・化学物質規制の強化　など

①住宅・建築・街づくりでの「スマート &エコ」の推進
②コア事業と連携した環境関連ビジネスの拡大
③環境技術開発・環境マーケティング機能の強化

強
み

・省・創・蓄エネルギー、エネルギーマネ
ジメント、建物緑化等の独自技術
・さまざまな用途の自社施設における省CO2

先導プロジェクトの豊富な実績　など

弱
み

・リフォーム分野での独自技術・サービ
スの不足

・グループ連携による総合力を活かした
取り組みが不十分　など
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当社グループでは、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、環境に配慮した住宅・建築物な
どの開発・普及を図る【ECOプロダクツ】の両面から取り組みを進
めるとともに、それらの基盤となる次世代環境技術の研究・開発
を担う【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】に注力してきました。
この3ヵ年は新たに戦略的環境活動に注力する方針を掲げまし
たが、この活動を推進するためにも、その基盤となる基本的環境
活動を着実に進めていくことが重要であり、継続して企業の社会
的責任の観点から4つのECOと4つの重点テーマへの取り組みを
進めます。
今回、改めて基本方針を見直すにあたっては、すでに取り組みレ

ベルが高い水準にあるものと、まだまだ改善の余地があるものを
区分するため、当社が社会に与える影響度とステークホルダーか
らの要請を判定のうえ、現状の取り組みレベルと中長期目標との
ギャップも考慮し、【重点課題】【継続的改善】【維持・管理】の3段階

からなる対応区分を定め、これらに応じた到達目標を設定しました。

戦略的・基本的環境活動を確実かつ効率的に実施していくには、
推進体制や仕組みなど、環境経営の基盤強化が欠かせません。こ
の3ヵ年では、昨今、ステークホルダーが環境経営を判断するうえ
で、グループやサプライチェーン※一体での環境活動を重視して
いる点を踏まえ、海外に拠点を置く主要なグループ会社における
環境方針の共有と環境負荷データの把握を進めるとともに、住
宅・建築に関わる生産・施工協力会社、資材調達会社、設備協力会
社など、取引先との省エネ活動・環境配慮商品開発等での協同活
動を推進します。
また、環境経営の推進にあたっては、企業経営同様、人財育成
が要となります。会社・部門間の情報共有を図るグループ合同ワ

ーキング等を通じて、環境知識と推進力を兼ね備えた環境推進リ
ーダーの育成を図ります。さらに、ボトムアップ型の創意工夫を引
き出すためには、全従業員が主体性を持って環境活動に取り組む
ことが重要です。全従業員向けの環境教育・研修プログラムを充
実させ、より一層の環境活動の活性化を図ります。

※製品やサービスが消費者に届くまでのつながり 

【環境経営の基盤】
海外・サプライチェーンへと対象範囲を拡大、人財育成と全員参加を促す仕組みを構築

【基本的環境活動】
3段階の対応区分を定め、継続して4つのECOの取り組みを推進

4つのECO 4つの重点テーマ

ECO
プロセス

ECO
プロダクツ

ECO
テクノロジー

ECO
コミュニ
ケーション

地球温暖化
防止 資源保護

自然環境との
調和

（生物多様性保全）

有害化学物質
による汚染の
防止

環境行動計画のあゆみ

環境行動計画 2015 環境経営の基盤の基本方針

①グローバル・取引先への環境活動の拡大
②全従業員の環境経営への参画意識の向上

ステークホルダー
からの要請

社会に与える
影響度

環境行動計画の成果と課題
中長期ビジョンとのギャップ

弱
み

×

テーマ ECOプロダクツ ECOプロセス
地球温暖化防止

資源保護

自然環境との調和
(生物多様性保全)
有害化学物質による
汚染の防止

● CO2削減貢献の拡大
● 住宅の長寿命化
● 資源循環型商品の拡大

● 自然と調和した街づくり

● 室内空気質管理対象の拡大
● 化学物質管理のグループ展開

● CO2排出量の削減
● 廃棄物の3R
（リデュース・リユース・リサイクル）
● 木材調達評価の継続
● 同ガイドラインのグループ展開

● グループ一体での改善活動推進

● 重点課題 ： さらなる取り組みが必要なテーマ
● 継続的改善 ： すでに高いレベルに達しているが、継続して改善に取り組んでいくテーマ
● 維持・管理 ： すでに高いレベルに達しており、現状レベルを維持しながら取り組んでいくテーマ

環境行動計画 2015  基本的環境活動の基本方針

①商品・サービス、事業活動プロセスの両面で地球温暖化対策を推進
②生物多様性に配慮した開発・街づくりの推進

  

事業戦略と一体化した
戦略的環境活動の推進

エンドレス グリーン 
プログラム 2015

グループ34社グループ13社 グループ29社

 

省CO2先導事例
の創出

エンドレス グリーン
プログラム 2013

 

CO2ダブルスコア
の達成

エンドレス グリーン
プログラム 2010

環境経営 環境と企業収益の両立

大和ハウス工業を含むグループ3社

環境保全

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

ISO14001の
認証取得

企業市民としての社会的責任

2011 2013 201520081998 2005
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基本方針 重点テーマ 管理指標（KPI） 対象範囲 2013年度実績 2014年度目標 2014年度実績 自己評価 2015年度目標 該当
ペ ージ

戦
略
的
環
境
活
動

住宅・建築、
街づくりでの
「スマート&エ
コ」の推進

スマートシティへの取り組みを
全国で加速

分譲
住宅 スマートシティの開発件数 大和ハウス工業 4件 4件以上 7件

（累計11件）
4件以上

（累計15件）
P33

複合 スマートシティの開発件数 大和ハウス工業 1件 1件以上 1件 1件以上
（累計3件）

スマートハウス・スマートビル
の普及を拡大 スマート&エコ商品比率 大和ハウス工業 37.9% 45%以上 38.5% 45％以上 P30

コア事業と連
携した環境関
連ビジネスの
拡大

環境貢献型事業のさらなる成長 環境貢献型事業売上高 グループ 1,762億円 約1,900億円
（12年度比1.2倍）

2,059億円
（12年度比1.3倍）

約2,100億円
（12年度比1.3倍） P22

再生可能エネルギーによる
発電事業の推進

発電容量 グループ 56.9MW 約80MW
（12年度比6.7倍）

101.5MW
（12年度比8.5倍）

120MW以上
（12年度比10倍）

P31
再生可能エネルギー発電の割合

大和ハウス工業 40% 80%以上 113% 120%

グループ 10% 20%以上 28% 30%

環 境 技 術 開
発・環境マー
ケティング機
能の強化

住宅・建築における次世代環境
配慮商品の開発

住宅 生活者視点の
スマートハウス開発 大和ハウス工業 「3電池制御シス

テム」開発 －
「太陽電池とリチウム
イオン蓄電池のハイブ
リッドシステム」開発

－ －
P47

建築 次世代環境配慮型建築の
進化 大和ハウス工業 「D'sFEMS」開発 － 「パッシブエアフロー

ウィンドウ」開発 － －

自社・グループ施設における
省CO2先導プロジェクトの推進

新築 スマートエコプロジェクト
新規件数 グループ 新規3件 新規6件以上 新規5件 新規7件以上

（累計15件以上） P29

既存 スマートエコプロジェクト
累積件数 グループ 4件 10件 13件 13件（継続） P31

基本方針 重点テーマ 管理指標（KPI） 対象範囲 2013年度実績 2014年度目標 2014年度実績 自己評価 2015年度目標 該当
ペ ージ

基
本
的
環
境
活
動

＜地球温暖化
防止＞
商品・サービ
ス、事業活動
プロセスの両
面で地球温暖
化対策を推進

ECO
プロ
ダクツ

環境配慮商品・サー
ビスの普及による
CO2削減貢献の拡大

CO2削減貢献量 グループ 342.6万トン 350万トン
（12年度比1.4倍）

390.2万トン
（12年度比1.6倍）

420万トン
（12年度比1.7倍）

P28
ECO
プロ
セス

事業活動プロセスに
伴うCO2排出の削減

売上高あたりCO2排出量
グループ

39.0％削減
（05年度比）

36.0％削減
（05年度比）

43.6％削減
（05年度比）

42％削減
（05年度比）

CO2排出総量
（再生可能エネルギー発電相殺後）

14.9％削減
（05年度比）

16％削減
（05年度比）

25.1％削減
（05年度比）

22％削減
（05年度比）

＜自然環境と
の調和＞
生物多様性に
配慮した開
発・街づくり
の推進

ECO
プロ
ダクツ

開発・街づくりにお
ける緑の保全・創出

開発 自主基準適合率 大和ハウス工業 100% 95％以上 100% 95％以上

P36
街づくり 緑被面積 グループ － 705千m2 761千m2 850千m2

分譲住宅 環境共生住宅認定率 大和ハウス工業 47.6% 80% 48.5% 80%

環境目的 継続的改善テーマ 管理指標（KPI） 対象範囲 2013年度実績 2014年度目標 2014年度実績 自己評価 2015年度目標 該当
ペ ージ

資源保護

ECO
プロ
ダクツ

資源保護/循環に配慮
した住宅・建築物の
普及

住宅 長期優良住宅認定率 大和ハウス工業 88.5% 90% 88.8% 90% P39

建築 システム建築採用率 大和ハウス工業 21.9% 23% 24.2% 25% P40

ECO
プロ
セス

生産・施工段階の
廃棄物削減

生産
売上高あたり
建設廃棄物排出量

グループ 5.9％削減
（12年度比）

2.0％削減
（12年度比）

13.6％削減
（12年度比）

1％増加
（12年度比）

P41

新築
施工面積あたり
建設廃棄物排出量

グループ 8.2％削減
（12年度比）

2％削減
（12年度比）

14.7％削減
（12年度比）

13％削減
（12年度比）

建設廃棄物の
リサイクル推進

生産 リサイクル率 グループ 98.6% 98% 98.8% 98%

新築 リサイクル率 グループ 96.3% 95% 96.5% 95%

土木 リサイクル率 フジタ 99.8% 95% 98.8% 95%

改修 リサイクル率 グループ 75.9% 80% 77.4% 85%

解体 リサイクル率 グループ 95.4% 95% 95.8% 95%

環境目的 維持・管理テーマ 管理指標（KPI） 対象範囲 2013年度実績 2014年度目標 2014年度実績 自己評価 2015年度目標 該当
ペ ージ

自然環境との
調和
（生物多様性
保全）

ECO
プロ
セス

持続可能な木材の調達
木材調達ガイドラインの展開 グループ 1社 3社

P37
国産木材比率（木造住宅） 大和ハウス工業 88% 90%

資源保護
ECO
プロ
セス

事業活動プロセスに伴
う紙・水使用の抑制

紙 紙使用量 大和ハウス工業 1,061トン 1,181トン P67

水 売上高あたり水使用量 グループ 14.6％削減
（12年度比）

17.4％削減
（12年度比） P39

有害化学物質
による
汚染の防止

ECO
プロ
ダクツ

居住施設における
室内空気質の改善

住宅系 平均濃度達成率
グループ

96%以上 95％以上
P44

それ以外 平均濃度達成率 100％以上 100％以上

ECO
プロ
セス

生産段階における
有害化学物質使用の
抑制

売上高あたりのPRTR対象化学物質
の排出・移動量

グループ 26.0％削減
（12年度比）

34.8％削減
（12年度比） P45

売上高あたりのVOC（揮発性有機化
合物）排出量

大和ハウス工業 1.4％削減
（12年度比）

7.2％削減
（12年度比） P46

基本方針 重点テーマ 管理指標（KPI） 対象範囲 2013年度実績 2014年度目標 2014年度実績 自己評価 2015年度目標 該当
ペ ージ

環
境
経
営
の
基
盤

環境経営の
基盤

グローバル・取引先への
環境活動の拡大

海外拠点における環境負荷の把握 グループ 0社 100％子会社 100％子会社
（9社）

100％子会社
（10社） P26

取引先組織を通じた環境活動 大和ハウス工業 － － CSR調達ガイド
ラインの作成

CSR調達ガイド
ラインの発行 P24,38

全従業員の環境経営への
参画意識の向上

環境業績評価制
度の構築・運用

Cランク以下の
社数

グループ 2/15社 0/18社 0/18社 0/18社
P23,24

B-ランク以下の
事業所数

大和ハウス工業 24/93事業所 10事業所以下 2事業所 5事業所以下

事業所ECO研修の実施率 大和ハウス工業 － 100％ 96％ 100％ P24

各活動の「重点テーマ」に関する20項目のKPIのうち、16項目で目標を達成。前年度より悪化した項目はありませんでした。

：2014年度目標達成
：2014年度目標未達成（前年度より改善）
：2014年度目標未達成（前年度より悪化）

※対象範囲・算定方法の詳細は、「環境報告書2015」資料・データ編P53～69に掲載しています。

「エンドレス グリーン プログラム 2015」の実績と自己評価
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環境貢献型事業のさらなる成長
大和ハウスグループでは、低炭素社会、循環型社会、自然共生社会への対応を成長分野と位置づけ、環境エネルギー事業、住宅ス

トック事業、リース事業、環境緑化事業など、社会的課題に対応する環境貢献型事業の拡大に取り組んでいます。
2014年度は、環境エネルギー事業におけるメガソーラーの建設請負が大きく伸び、環境貢献型事業の売上高は目標を大きく上
回る2,059億円（2012年度比1.3倍）となり、2015年度の目標2,100億円に近づきました。
今後は、新たに電力の自由化を見据えた電力小売事業の拡大や、NOx・PM2.5などを浄化する大気浄化緑化ユニットの市場創出

などに注力していきます。

屋上、壁面など、街のあらゆる場所での緑化を提案
世界中で都市化が進むなか、都市部の生物多様性の損失は大きな社会課題の一つです。当社

グループの大和リースでは「緑が、街を変えていく。」をコンセプトに、独自の環境緑化事業を展開。
都市環境の改善や不動産価値の向上を目指し、屋上・壁面・外構・室内など、街のあらゆる場所で緑
化の提案を進めています。

2014年度は、グループ施設への導入や自治体施設への提案を強化した結果、緑化面積の実績
は屋上・壁面合わせて24,821㎡となりました。今後は、2014年度に試験導入を進めた独自の大気
浄化緑化ユニットの本格展開を進めます。

仮設事務所や学校、車に加え、省・創エネ設備のリース提案を強化
必要なときに、必要な分だけ使う。そして、使い終わったらこれらを再生し、また必要な人のとこ

ろへ届ける。こうしたリース事業のビジネスモデルは、資源を大切に、繰り返し使い続ける資源循
環型ビジネスそのものといえます。

2014年度は、仮設事務所や学校、車などの従来商品に加え、環境省が実施する「エコリース促
進事業」に参画し、創エネ・省エネ機器の提案を推進した結果、リース事業の売上高は前年度比8.5
％増の523億円となりました。今後は、こうした設備機器などに加え、介護用ロボットや緑化アイテ
ムなどの商品バリエーションを拡充していきます。

豊富な顧客基盤と診断・点検技術を活かしリフォーム事業を拡大
長期にわたり使用される住宅においては、その寿命を延ばすことが最大の資源保護対策といえ

ます。長年にわたり住宅メーカーとして培ってきた技術やノウハウに加え、診断・点検技術を活かし、
既オーナーさまを中心に細やかなリフォーム提案により、建物の長寿命化と事業の拡大を進めて
います。

2014年度は、築年数の古い物件への営業を強化し、省エネ設備や太陽光発電の設置提案など
も進めた結果、リフォーム件数は44,000件に達しました。今後は、グループ会社との連携も強め、
中古住宅の再生販売事業にも取り組みます。

再生可能エネルギーの普及から電力小売り事業へ
地球温暖化対策の必要性や原子力発電所の運転停止に伴う電力料金の引き上げを背景に、エ

ネルギー問題への対応ニーズが高まるなか、当社グループでは「省エネ」「創エネ」「蓄エネ」の総
合提案による環境エネルギー事業の拡大に取り組んでいます。

2012年からは固定価格買取制度の後押しを受け、特に企業や自治体向けの大規模太陽光発電
の提案に注力し、2014年度の建設請負実績は前年度比2.1倍となる198MWに達しました。今後
は、2016年からの電力小売全面自由化や2018年からの発送電分離を見据え、幅広い顧客基盤を
活かした電力小売事業の拡大にも注力していきます。

低炭素
社会

大和ハウスグループの
環境貢献型事業（提供価値）

環境エネルギー事業

住宅ストック事業

リース事業

環境緑化事業

循環型
社会

自然共生
社会

省
エネ

創
エネ

蓄
エネ

長寿
命化

中古
流通

リ
ユース

都市
緑化

屋上
緑化

壁面
緑化

環境
エネルギー
事業

住宅
ストック
事業

リース
事業

環境緑化
事業

屋上緑化面積

20,342㎡

壁面緑化面積

4,479㎡

リース事業の
売上高

523億円

リフォーム
件数

44,000件

太陽光発電の
建設請負実績

198MW

（億円）
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環境緑化事業リース事業

（年度）

1.3倍
2012年度比

環境貢献型事業の売上高の推移
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TOPICS

環境貢献型事業の売上高の推移
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環境

■  環境パフォーマンスデータの管理
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、活動実施状況を月次で把握・管理
しています。
また、対象となるグループ会社には、独自に開発した目標管理

システム「ECO管！」を導入し、エネルギー使用量・CO2排出量・廃
棄物排出量などの環境データを四半期ごとに集計し、進捗を管理
しています。本システムでは、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
共有することで、環境活動のさらなる推進へとつなげています。

■  グループ環境経営の推進
当社グループでは、「グループ企業倫理綱領」において「環境と共

に」を基本方針の一つに掲げ、グループ全体で環境経営の展開を進
めています。2013年度からは、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34社で数値目標を設
定し取り組みを推進しています。なかでも、環境負荷の大きい主要
グループ会社18社については、業績評価に「環境経営」の項目を組
み込み、グループ会社の環境活動の進捗を評価しています。

2014年度は、省エネルギーや環境配慮設計などグループ横断の
共通テーマについて、環境推進責任者等による合同ワーキンググル
ープを通じて、優良事例の水平展開などに取り組んだ結果、18社中
13社が最高位のAランク評価となり、Cランク評価の会社はゼロとな
りました。2015年度も継続してCランク会社のゼロを目指します。

■  ISO14001の認証取得、環境監査の実施
当社グループでは、右の表の通り、環境マネジメントシステム

（国際規格 ISO14001）の認証を取得、更新しています。
また、同規格にもとづいて定期的な環境監査を実施しており、
当社生産部門では、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および環境パフォーマンス、汚
染の予防、リスク回避の状況等について確認・指導を行い、経営層
への報告を行っています。

大和ハウスグループは、「環境ビジョン」を全グループ会社で共有

し、予防的アプローチの考え方にもとづき、事業活動のあらゆる側

面において環境活動を推進しています。推進にあたっては、統括責

任者を代表取締役社長（COO）、委員長を環境担当役員とする「全
社環境推進委員会」を設置。年2回実施する当委員会は、当社グル
ープが取り組むべき環境活動の基本的事項について審議・決定し、

全社の環境活動を指示・統括しています。

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10の専
門部会を設置し、3ヵ月に一度の部会レビューを実施するなど、部門
横断型の小単位での部会活動の充実により、きめ細かな改善活動

を進めています。

環境マネジメント、サプライチェーンマネジメント

環境統括責任者（社長）

全社環境推進委員会（委員長：環境担当役員）

大和ハウス工業　専門部会

ECOプロダクツ
（商品・サービス）

事業所／工場

環境部（事務局）

環境統括
責任者
（支店長・
　工場長）

環境推進
責任者

（総務経理責任者・
品質環境管理責任者） 各課 各課 各課

ECOプロセス
（事業活動） グループ

各社

グループ全体の
マネジメント

部門別の
マネジメント

事業所・工場別の
マネジメント

ECOサポーター

5部会：戸建住宅、集合住宅、
マンション、流通店舗、
建築

5部会：オフィス、住宅施工、
建築施工、ファクト
リー、物流

グループ会社（本社）

……

……

大和ハウス工業（本社）

大和ハウス工業（環境部）大和ハウス工業（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」

業績評価への活用

CSRレポートでの
開示

各種アンケート
への回答

Aランク
Bランク
Cランク

59％

29％

12％

2013年度

17社
72％

28％
0％

2014年度

18社

環境マネジメント体制

グループ環境業績評価の結果

社名 認証取得範囲

大和ハウス工業 生産購買本部（購買部除く）および全10工場

大和リース 全社

大和物流 安全品質推進部・三重支店・奈良支店・大阪南支店
(旧関西配送センター)

フジタ 全社(国際支社の海外拠点除く)

（2015年3月末現在）

ISO14001認証取得状況

環境パフォーマンスデータ管理の仕組み
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TOPICS 
事業所の環境活動実績を業績評価に反映

■  環境教育～サポーターを育成し参加型研修を充実～
当社では部門別の専門教育として、主要な環境リスクである廃

棄物や土壌汚染に重点をおき、一般教育では環境問題の動向や
全社方針、優秀事例の紹介などを中心に教育を進めています。

2014年度からは、各事業所に配置したECOサポーターへの研
修を行うとともに、事業所内での参加型研修（年2回）を開始し、自
事業所における環境活動の課題・対
策等を共有しました。

2015年度は、事業所内での参加
型研修の内容を充実させるとともに、
取引先への環境情報発信を強化し、
サプライチェーンを含めた環境経営
への参画意識の向上を図ります。

■  社内表彰制度～社長表彰の実施と水平展開～
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。ECOプロダクツ、ECOプロセス、ECO
テクノロジー、ECOコミュニケーショ
ンの各部門ごとに優れた事例を表彰
し、最も顕著な成果を上げた事例を
社長賞として表彰しています。これら
の優秀事例は、社内イントラや社内
報で紹介し、水平展開を進めていま
す。

■  サプライチェーンマネジメント
当社では、「取引先行動規範」において環境保全の取り組み

に関する基本原則を定め、資材調達先である「トリリオン会」、生
産・施工協力会社である「協力会連合会」、設備機器調達先であ
る「設和会」という3つのサプライチェーンネットワークを通じて、
環境への取り組みに関して協働しています。
特に、化学物質管理、木材調達に関しては、具体的なガイドライ

ン・評価基準を定めて、継続的なモニタリングを行っています。
また、各ネットワーク組織においては、当社事務局とともに年度ごと

の重点テーマとプロジェクトを選定し取り組みを進めています。

当社では2012年度より、全社の重点管理項目にもとづき、
事業所ごとに改善状況を定量評価して点数化した「あなたの
事業所のECO診断」を実施。診断結果を年2回社内公開し、年
間を通じて最高ランクとなった事業所を「優秀ECO事業所」と
して表彰しています。さらに2014年度からは、この診断結果
を事業所の業績評価に反映させる仕組みを構築。同制度の
導入にあたり、各事業所に環境推進責任者を補佐するECOサ
ポーター（94名）を新たに配置、育成。環境活動のボトムアッ
プを図っています。2014年度は、ECOサポーターの働きかけ
による環境改善活動の定着が進み、最高位のSランク事業所

が15事業所へと大幅に増加し、Cランク評価の事業所はゼロ
となりました。2015年度は、評価基準を引き上げ、さらなるレ
ベルアップを図ります。

2年連続　優秀ECO事業所　静岡支店
太陽光発電などの環境アイテムで1棟あたり

の単価を上げる支店の方針が結果として環境
への取り組みにつながっています。「環境と企
業収益の両立を目指す」当社の方針に沿って本
業を通じた環境活動を実践します。

支店長の指示のもと支店内が団結して環境
活動に取り組んでいます。総務担当として、既存
設備を活用してデマンド監視を自動化したり毎
月のライトダウン（ノー残業デー）を行うなど効
率的に省エネを行う仕組みを構築しています。

Sランク
Aランク
B+ランク
B－ランク
Cランク

※工場は除く
47％

37％

1％

2013年度

83※事業所
34％

0％

2014年度

83※事業所

5％
10％ 18％

46％

2％

サプライヤー（組織名） 会員数 主な取り組み

資材調達先
（トリリオン会）

239社
（※1）

工場省エネ診断、設備更新・運用改善
支援、共同省エネプロジェクト

生産・施工協力会社
（協力会連合会）

4,490社
（※2）

生産・施工現場での改善プロジェクト、
優秀事例表彰

設備機器調達先
（設和会）

136社
（※2）

環境配慮技術の共同開発、技術展示
会・セミナーの開催

ECOサポーター研修の様子

コンテスト審査会の様子

※1 2015年3月現在、※2 2015年4月現在

「あなたの事業所のECO診断」の評価結果

支店長　野村秀之 ECOサポーター　三木靖志

2014年度　環境教育実施状況
分類 内容 形態 人数等

専門
教育

廃棄物管理 監査 各事業所年 2回（延べ226回）

土壌汚染対策 研修 267名

環境配慮型設計 研修 77名

一般
教育

ECOサポーター 研修 年 2回（188名）

グループ会社研修会 研修 52名

事業所参加型研修 研修 各事業所年 2回

新入社員総括研修 研修 373名

環境関連資格の取得状況（大和ハウス工業）

資格名 人数 資格名 人数

ECO検定（環境社会検定） 52名 健康住宅アドバイザー 883名

CASBEE戸建評価員 330名 エネルギー管理士 22名

CASBEE建築評価員 272名 家庭の省エネエキスパート 2名

（2015年4月末現在）
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環境リスクマネジメント

■  環境法令を遵守する仕組み
大和ハウス工業では、環境に関する法令について、本社部門が

主管となり、法改正情報や対応策を発信し、各部門・各事業所に
おける法令・ルールの遵守・徹底を図っています。2014年度は、特
に「住宅における平成25年改正省エネ基準」や「フロン排出抑制
法」への対応を進めました。
また、関連する法令が多岐にわたる生産部門では、本社で一元
管理を行うとともに、各工場では条例なども含めた法規制への対
応を行い、リスクの未然防止を図っています。さらに、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、定期的に教育訓練を行い、手順のレビューを
実施するなど、適切に対処できる体制の維持・継続に努めていま
す。
なお、全社のリスク管理については、経営管理本部長を委員長

に、本社関連部門長を委員とする「リスク管理委員会」を月1回開
催し、管理体制の継続的な改善を図っています。2014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。

■  廃棄物管理の強化
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
しているすべ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ラーニングなどによっ
て社員の三識（意識・認識・知識）
の向上を図っています。

また、処理業者の許可情報やマニフェスト（産業廃棄物管理票）
の発行・回収などについては、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って、人的ミスを防止
するとともに、今後は電子マニフェストの運用率を向上させるこ
とで、さらなる業務の効率化を図っていきます。

■  公害防止への取り組み
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もとづく測定結果やその点検記録
などを管理項目として確認を行っています。
なお、2014年度は大気汚染に
関する行政の立ち入り調査など
はありませんでしたが、ばい煙な
どの排出基準は継続して遵守して
います。
また、当社工場において公共用
水域（海域・河川）への主な放流源
となる、電着塗装装置の排水処理
設備からの排水についても監視
するとともに、設備のメンテナン
スを継続的に行っています。なか
でも、九州工場・奈良工場・竜ヶ崎
工場では「D’s FEMS（ディーズ・フ
ェムス）」※を導入し、排水施設の
異常監視を行っています。
今後も継続して、D’s FEMSの
活用を進めるなど、公害防止への
取り組みを進めていきます。

※当社独自の工場エネルギー・マネジメ
ント・システム

施設調査の様子

排水処理施設の点検の様子
（九州工場）

ei-systemの画面

D‘s FEMSによる異常監視の様子
（九州工場）

　大和ハウスグループでは、事業活動により生じた産業廃棄物や有害物質によ
る大気・水質・土壌などへの環境汚染が、人の健康や生態系に影響を及ぼす可能
性を「環境リスク」と捉え、法定基準を上回る自主基準の設定や管理体制の強化
を通じ、未然防止と影響の低減に努めています（狭義の環境リスクマネジメント）。
　一方、気候変動や生物多様性の損失といった環境問題とそれに伴う社会の変
化によって、規制強化や物理的変化を通じて、当社グループの事業活動が負の
影響を受ける可能性を「環境関連の事業リスク」と認識し、定期的なリスク評価
を行い、予防的取り組みを進めています（広義の環境リスクマネジメント）。
※「環境関連の事業リスク」については、環境重点テーマごとに該当ページで「リスクと機会」と
して、当社の認識と対応を整理しています

大和ハウスグループ

環境関連の
事業リスク

環境リスク
（影響を及ぼ
  す可能性）

大気
汚染

土壌
汚染

水質
汚濁

石綿
障害

不法
投棄

気候変動
地球温暖化

生物多様性
の損失

資源の
枯渇

規制強化・物理的変化・資材の高騰…
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環境リスクの管理に関しては、廃棄物管理や土壌汚染の拡散
防止など、日々建設現場で直面するリスクを中心に、建設現場を
多数抱える当社単体での取り組みを先行してきたものの、グル
ープ全体ではリスク事案発生時の報告・対応体制の整備にとどま
っており、未然防止に向けた取り組みについては十分とは言え
ない状況です。

2014年6月に会社法が改正され、企業集団全体におけるガバ
ナンス・内部統制の強化が求められるなど、グループ全体のリス
ク管理体制の強化が求められるなか、2015年度からは各グルー

プ会社ごとに関連する環境リスクを特定し、「環境リスクチェック
シート」のグループ全体での運用を図るとともに、重要度の高い
テーマについて環境リスク教育の充実を図る計画です。
また、拡大する海外事業のリスク管理体制の構築に向け、

2014年度は中国・マレーシア・ベトナムにおける環境関連法規制
についての調査・把握に着手し、関連部門との情報共有を進めま
した。

グループ・グローバルの環境リスク管理体制の構築に向けて
チェック

&
アクション

■  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
当社では、販売用土地の購入にあたって、原則すべての物件で
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
には改善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。

※汚染の無い範囲に汚染土壌が拡散してしまうこと

土地取引に伴う土壌リスク防止フロー

さらに、土壌・地下水汚染問題基礎知
識や当社の基本方針、土壌汚染に関す
る関係法令や対応方法をテキストとして
とりまとめ、専門部署や外部専門会社に
よる定期的な勉強会を実施することで、
関係法令の遵守およびリスクマネジメン
トに努めています。

■  石綿（アスベスト）問題への対応
石綿問題が社会問題化した2005年以降、当社が過去に販売し

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ています。なお、現在販
売している商品については石綿を使用していません。
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
年度から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。

■  当社工場における土壌汚染対策
土壌汚染対策法の遵守およびリスクマネジメントの一環として、

当社工場の土壌調査を計画的に実施しています。
2014年度は、2工場（奈良工場・竜ヶ崎工場）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、ボーリングによる深度調査など、土壌汚染に関する調査
を実施しました。
その結果、敷地の一部で土壌汚染が確認されたため、その内容

について管轄行政へ報告し、対策を実施しました。今後、その他の
工場についても順次、実施していく予定です。

地
歴
調
査

土
壌
汚
染
の

お
そ
れ
あ
り

汚
染
あ
り

掘
削
除
去
等
の

措
置
を
実
施

着
工

土
壌
汚
染
の

お
そ
れ
無
し

汚
染
無
し

土
壌
調
査
を
実
施

検出物質 単位 基準値 最高濃度 対応状況

奈良工場（第２工場）
鉛（溶出量） mg/L 0.01 0.014 増改築工事に併せて掘削除去工事を完了
竜ヶ崎工場（第１区）
鉛（含有量） mg/kg 150 1,100 増改築工事に併せて掘削除去工事を完了

汚染土壌の掘削除去工事の様子（奈良工場） 

土壌・地下水汚染問題に関
するテキスト
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社会的課題

Q.2014年度の取り組み状況は？
A．CO2削減貢献量は大幅増、スマート&エコ商品比率は微
増、売上高あたりCO2排出量は大幅に改善が進みました。
2014年度は、全社で太陽光発電の設置容量の増加や住宅・

建築物への積極的な環境配慮提案により、CO2削減貢献量は
昨年度より13.9%増加して目標達成しましたが、スマート&エ
コ商品比率は事業間格差があり、全社では前年度とほぼ横ば
いで目標未達成となりました。自社の売上高あたりCO2排出
量は、節電対策の継続と積極的な省エネ投資により、目標を
大幅に上回りました。また、再生可能エネルギーによる発電割
合は、昨年度も引き続きメガソーラーの導入が進み発電量が
大幅に増加し、2015年度の目標を1年前倒しで達成しました。

Q.2015年度の課題と対策は？
A．商業建築事業における「スマート&エコ商品」の拡充、 
さらなる省エネ投資と運用改善を実施していきます。
昨年度、スマート&エコ商品比率の未達成であった商業施設と

事業施設に環境配慮建築「ディーズスマートシリーズ」の提案を
進め、特に各用途ごとに最適な環境配慮技術やアイテムの導入を
図り、スマート&エコ商品比率のレベルアップを図っていきます。
また、CO2排出量は売上拡大が続くなか、昨年に引き続き積極
的な省エネ投資と運用段階での省エネ施策の水平展開を図り、
CO2排出総量を抑制するとともに、売上高あたりのCO2排出量削
減に取り組んでいきます。

地球温暖化防止（エネルギー・気候変動）

◇気候変動問題は、世界共通の重要な課題。
人口増に伴い、ますます深刻化
■世界のCO2排出量 出典：IEA（国際エネルギー機関）

317億t（2012年） 365億t（2030年）

■世界の人口 出典：国連人口基金「世界人口白書2014」

70億人（2011年） 95.5億人（2050年）

◇国内では、電力不足に直面。
原発停止に伴いCO2排出量が増加、電気代も上昇
■業務・家庭部門のCO2排出量 出典：温室効果ガスインベントリオフィス

日本全体の約4割を占め、1990年比6割増加

■火力発電用の燃料輸入費 出典：資源エネルギー庁「エネルギー白書2014」

2013年度3.6兆円増加（単純平均では電気代が24%増加）

ステークホルダーからの期待

全事業でのスマート＆エコ商品の提案
を強化した結果、昨年度から13.9％増加
しました。

商業施設および事業施設において目標
を達成できず、昨年度より0.6ポイントの
増加にとどまりました。

節電活動の継続やBEMSやLED照明な
どの積極的な省エネ投資により、昨年度
から4.6ポイントの削減となりました。

グループ一体となった発電事業への取
り組みにより、発電割合は昨年度より73
ポイント向上し、100％を超えました。

省エネ住宅・
建築の開発・
普及

●住宅・建築への省エネ性能の規制強化による初期コストのアップ
●各種優遇制度（補助金など）の変更によるお客さまメリットの縮減
●電力単価の上昇による経費負担の増大
●CO2排出規制の強化による省エネ投資の増大

全事業において環境配慮商品への取り組みを拡大
 1業界をリードする省CO2先導事例の創出
 2全事業で太陽光発電システムの提案を強化
 3建築分野における環境配慮商品の開発・普及

エネルギー“ゼロ”の
住宅・建築・街づくり

使用電力のカーボン
ニュートラル化

（電力使用量≦再生エネ発電量）

●お客さまの省エネ・節電ニーズへの対応による住宅・建築の高付加価値化
●社有地、自社施設等を活用した再生可能エネルギー発電事業の拡大

全社エネルギー管理体制にもとづく省エネ活動の展開
 1省エネトップランナー事例の創出と水平展開
 2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
 3再生可能エネルギーの積極的な導入

既存住宅・建築
の省エネ改修
の推進

再生可能エネ
ルギーの活用、

普及
リスク

ECO
プロダクツ

（商品・サービス）

機会

ECO
プロセス

（事業活動）

C O 2排出量の
少ない事業活
動プロセス

「エンドレス グリーン プログラム 2015」の重点戦略

◆CO2削減貢献量 ◆スマート＆エコ商品比率 ◆売上高あたりCO2排出量 ◆当社電力使用量に対する再生
　可能エネルギーの発電割合2012年度比 2005年度比

+59.6% 38.5% -43.6% 113%

大和ハウスグループにおけるリスクと機会

2014年度の総括

ビジョン・戦略

環境負荷 0 への挑戦
「環境中長期ビジョン2020」
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■  商品・サービスの提供によるCO2削減貢献

2014年度は、前年度に引き続き、全国各地で新築・既存建物の
屋根への大規模ソーラーの設置提案を進めた結果、メガソーラー
を含めた太陽光発電の建設が大幅に増加しました。特に、賃貸住
宅や商業施設、環境エネルギー事業での設置が増加し、全事業に
おけるCO2削減貢献量は2012年度比59.6％増となる390.2万ト
ンとなり、目標を大きく上回りました。
今後も、継続してエネルギー“ゼロ”の住宅・建築・街づくりへの

取り組みに注力し、2015年度までにCO2削減貢献量を2012年度
比1.7倍（420万トン）とすることを目指します。

■  事業活動プロセスにおけるCO2削減
環境中長期ビジョンにて、グループ全体のCO2排出量を

2020年度に2005年度比で30%削減することを目指しており、
その2020年目標から逆算して目標設定し、進捗管理を実施し
ています。

2014年度は、各施設において夏期・冬期の節電対策を継続

するとともにBEMSやLED照明などへの積極的な省エネ投資
を推進しました。その結果、事務所や工場、商業施設、ホテル
などすべての部門でエネルギー使用量を削減、グループ全体
のCO2排出量は39.4万トン（前年度比3.8％削減）となりまし
た。また、現在の行動計画から自社グループの再生可能エネル
ギー発電量（売電分）は、CO2排出量削減に貢献しているとの
観点から、グループ全体の排出量と相殺して総量の目標管理
を行っており、再生エネ相殺後のCO2排出量は、2005年度比
25.1％削減の34.5万トンとなり、目標を大幅に上回り、2020年
の30％削減目標に向けて順調に推移しています。
また、グループ全体の売上高あたりCO2排出量（再生エネ相
殺前）は、売上高の増加や冷夏の影響もあり、2005年度比43.6
％削減の14.0トン/億円となり、目標を達成しました。
今後は、再生エネ発電による削減貢献分を拡大するとともに、

グループ一体での省エネ活動をさらに進め、2015年度までに
売上高あたりCO2排出量を2005年度比42％削減することを目
指します。

2014年度は、CO2削減貢献量が増加するとともに、CO2排
出量が大幅に削減したこともあり、CO2削減貢献度は11.3倍と
なり、2015年度目標の10倍を1年前倒しで達成しました。

CO2削減貢献量の目標と実績

CO2削減貢献量の部門別内訳
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増加
59.6%

　 目標　　　 実績

万t-CO2

390.2
（2014年度）

戸建住宅事業 17.7%

賃貸住宅事業 16.3%

住宅リフォーム事業 5.3%

環境エネルギー事業 30.3%

商業建築事業 28.3%
マンション事業 2.1%

CO2排出量の目標と実績

CO2排出量の部門別内訳

※ 再生可能エネルギー発電量（売電分）相殺前

リゾート・スポーツ施設 26.8%

オフィス 6.3%

車両 14.0%

生産 7.0%

物流・配送センター 5.7%

施工 21.0%

ホテル・介護施設 6.2%
駐車場 0.2%

万t-CO2

39.4※
（2014年度）

商業施設・店舗 12.9%

CO2削減貢献度
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数値化した
大和ハウス工業独自の指標です。

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※

〈ECOプロセス〉 〈ECOプロダクツ〉
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12 CO2削減貢献量

390.2万トン
CO2排出量

34.5万トン 12倍へ
上方修正

検 証 済

検 証 済

検 証 済
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環境

1 先進的な環境配慮商品のプロジェクトを推進
戸建住宅事業では、2020年までに「エネルギー自給住宅」の実

現を目指す「Smart xevo Eco Project（スマート・ジーヴォ・エコ・
プロジェクト）」を推進。2014年4月からHEMS※と太陽光発電シ
ステムを標準搭載したスマートハウスブランド「SMAEco（スマ・エ
コ）」を展開しています。その第一弾として、エネルギーの収支ゼ
ロを実現する「スマ・エコ ゼロエナジー」と、停電時に非常用電源
として生活に必要な電力を供給する家庭用リチウムイオン蓄電
池を搭載した「スマ・エコ チャージ」を発売しました。
一方、商業建築事業では、2020年までに環境負荷「0（ゼロ）」を

目指す「Smart-Eco Project（スマートエコプロジェクト）」を推進。
2014年度は、自社の事務所や工場、グループ施設のホームセン
ターやスポーツクラブなどにおいて、先進技術を導入した省CO2

先導事例に取り組んでいます。

※HEMS：ホーム・エネルギー・マネジメント・システム

2 全事業で太陽光発電システムの提案を強化
大和ハウス工業では、全事業で太陽光発電システムの普及を

進めています。
2014年度は、新築戸建住宅の設置率が65.0％、低層賃貸住宅

の設置率が45.0％と前年度より増加するとともに、再生可能エネ
ルギーの固定価格買取制度を活用した10kW以上を搭載した物
件が増加し、太陽光発電の設置容量が新築戸建住宅・低層賃貸住
宅ともに増加しました。
また、マンションへの設置や既存住宅・建築物への提案、メガソ
ーラーの建設拡大により、全事業における設置容量は日本最大
規模の約319MW（前年度比約1.6倍）となりました。

3 建築分野における環境配慮商品の開発・普及
商業建築事業では、『先進技術でエネルギーをカシコク使う』を

コンセプトに、「パッシブ」、「アクティブ」、そして「スマートマネジ
メント」といった3つのキーワードに沿って、さまざまな用途におけ
る環境配慮建築のパッケージ開発を進めています。

2014年度は、これまで、開発した事務所・店舗・工場・物流施設・
介護施設に加えて、新たに次世代対応型医療施設「D’s SMART 
MEDICAL（ディーズ スマート メディカル）」を発売しました。また、
ZEBの事例として、第1弾の銀行店舗（2014年3月竣工）に引き続
き、第2弾の事務所（2015年1月竣工） を施工し、お客さまととも
に効果検証を実施して今後の提案に活かしていきます。

エネルギー等を見える化するD-HEMS

大和ハウス富山ビル
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太陽光発電設置率

太陽光発電設置容量の推移（全事業）

（低層賃貸住宅）（戸建住宅）

自然を活かす
（光・風・緑）

創エネ・省エネ・
蓄エネ

エネルギーを
適切に制御

パッシブ
コントロール

アクティブ
コントロール

スマート
マネジメント

先進技術で
エネルギーを
カシコク使う

ディーズスマートシリーズのコンセプト

ECOプロダクツ　実践報告

商品・サービスの提供による
CO 2削減貢献

＜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

1業界をリードする省CO2先導事例の創出
2全事業で太陽光発電システムの提案を強化
3建築分野における環境配慮商品の開発・普及

自社・グループ施設（新築）における省CO2先導プロジェクト
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太陽光発電設置用量の推移（全事業）
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関連項目 特集1：エネルギー“ゼロ”の住宅・建築・街づくり

物件名 竣工年月 用途 延べ面積 階数 環境性能

大和ハウス竜ヶ崎工場 2014年
3月 工場 17,348.50m2 地上1階 CASBEE：Aランク

大和ハウス富山ビル 2014年
4月 事務所 3,277.73m2 地上4階 CASBEE：Sランク

スポーツクラブ
NASあべの店

2014年
12月

スポーツ
施設他 6,330.06m2 地下1階

地上5階 ERR：40.2%

ロイヤルホームセンター
長久手店

2015年
2月 商業施設 14,982.76m2 地下1階

地上2階
CASBEE：Aランク
BEI：0.275

大和ハウス福島ビル 2015年
5月 事務所 3,640.50m2 地上5階 CASBEE：Sランク

BEI：0.541
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商業建築事業のCO2削減貢献量の推移　　　　　  検 証 済

商業建築事業のCO2削減貢献量の推移
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■  住宅事業におけるCO2削減貢献
住宅事業では、生活の質を向上させる環境配慮提案を実施し

て、CO2削減貢献量の拡大に取り組んでいます。
2014年度、戸建住宅事業では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「SMAEco（スマ・エコ）」の
販売を強化しました。また、三重県桑名市と東京都八王子市において、
スマートシティ「スマ・エコタウン 陽だまりの丘（66区画）」、「セキュレ
アガーデン高尾 サクラシティ（83区画）」の開発に着手しました。
賃貸住宅事業では、外壁・窓の高断熱化、設備の高効率化に加

え、太陽光発電システムの提案を強化。住宅リフォーム事業でも、
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しました。
マンション事業では、全国のマンションを次世代省エネ基準（平
成11年基準）に適合する断熱仕様とし、高効率給湯器やLED照明、
エネルギーの見える化設備等の導入を進めました。
その結果、2014年度の同事業におけるCO2削減貢献量は、合

計で2012年度比22.5%増となる161.2万トン（前年度比10.3%
増）となりました。

2015年度は、昨年度に目標未達となった分譲マンション、住宅リ
フォーム事業の省CO2提案を強化するとともに、戸建住宅でのスマ
ートハウス商品の普及とスマートシティ開発を加速させていきます。

■  商業建築事業におけるCO2削減貢献
商業建築事業では、2013年1月に改訂した「環境配慮設計ガイド

ライン（第2版）」にもとづいて省エネ法の届出対象である300㎡以
上の非住宅物件すべてについて、CO2排出量の予測、改正省エネ
基準設計値との比較を実施。2,000㎡以上の物件ではCASBEE※簡
易版による自己評価を実施し、お客さまへの環境配慮提案を進め
ています。2014年3月には、改正省エネ基準に対応した「環境配慮
設計評価シート（第2版）」を作成。同シートを活用し、企画設計から
建設まで段階ごとに環境配慮に関する評価を行っており、2014年
度は大和リース、フジタにおいても同様の評価手法の運用を開始
しました。
また、大規模ソーラーの設置提案も継続して推進し、2014年度
の同事業におけるCO2削減貢献量は、大和ハウスグループ全体で
2012年度比57.4％増となる110.6万トン（前年度比3.4％増）とな
りました。

2015年度も引き続き当社グループの大和リース、フジタとの
連携により物流施設、医療施設をはじめ新築建物での環境配慮
提案を積極的に進めていきます。

※CASBEE：建築環境総合性能評価システム

当社では、スマートハウス・スマートビルの普及拡大を目指し、
全事業でスマート＆エコ仕様の商品の売上拡大を進めています。
2014年度のスマート＆エコ商品売上比率は、全社で38.5％（前
年度比0.6ポイント増）と目標の45.0％には達しませんでした。
これは、賃貸住宅（中高層）やマンションにおいて目標を大きく
上回ったものの、事業施設では太陽光発電が前年度より減少し
て目標を大きく下回ったためです。

2015年度は、スマートハウス「SMAEco（スマ・エコ）」や環境配
慮型建築「ディーズスマートシリーズ」のさらなる販売拡大に努
めていきます。

スマート＆エコ商品比率向上に向けて
チェック

&
アクション

住宅事業のCO2削減貢献量の推移　　　　　　　  検 証 済

スマート＆エコ商品売上比率
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省エネ 高効率照明、高効率空調、
高効率給湯器　など

HEMS、MEMS、BEMS　など

高気密／高断熱、自然通風、
自然採光　など

太陽光発電、燃料電池、
リチウムイオン蓄電池　など
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環境

1 独自の省エネプロジェクトのさらなる進化
大和ハウスグループでは、商業・事業施設で独自に推進している

「Smart-Eco Project(スマートエコプロジェクト)」を自社・グルー
プ施設で展開、省エネ技術の導入や実証検証を進めています。既
存建物では CO2排出量を半減、新築建物ではZEB(ネット・ゼロ・エ
ネルギー・ビルディング）の実現を目指しています。こうした取り組
みが評価され、2012年度は自社事務所における取り組み、2013
年度は自社工場における取り組みにより、2年連続で「省エネ大
賞」の最高位である「経済産業大臣賞」を受賞しました。外部か
らいただいた高評価を励みに、引き続きさらなる進化を目指し、
2014年度は当社4支店の事務所ビル（静岡・大分・岐阜・愛知北）に
ついて大学と連携して検証を実施、統計的データ分析を行いなが
ら設計へフィードバックする仕組みづくりなどを進めました。
その成果の一つとして、大和ハウス富山ビルで環境技術の実

証・検証を進めるとともにショールームとしても活用したプロジェ
クトでは、ZEBを実現する「P・Fオートメーション株式会社新社屋」
を建設・竣工することができました。一方、自社の既存建物の省エ
ネを進めるにあたっては、エネルギーコストの15％に相当する額
の省エネ投資を実施するという方針を「省エネ設備投資ガイドラ
イン」に定めており、2014年度は14.7％に相当する11.3億円の省
エネ投資を進めました。
また各社1施設以上のモデル施設を選定。同施設で重点的に行

った省エネ施策は、効果検証後、その他施設に水平展開しています。

2 グループ一体で省エネ活動を推進
当社グループでは省エネルギー活動を効率的に推進するため、

商業施設部門・生産部門の2部門において、グループ省エネ合同
ワーキンググループ（WG）を運営しています。合同WGでは、各社
の課題・改善施策の情報共有や相互省エネ診断、グループ内外の
先進的な省エネ施設の見学等を通じて、効果的な省エネ改善施
策を迅速に水平展開するとともに、省エネスキルの向上を図って
います。

2014年度は、商業施設部門で1回、生産部門で4回の合同WG
を開催、WGメンバーによる省エネ診断を実施し、課題の抽出と
改善施策の立案を行いました。今後も、この取り組みを継続実施
していきます。

3 再生可能エネルギーによる発電事業の推進
当社グループでは、自社施設・遊休地等への風力発電・太陽光発
電システムの導入を推進しています。

2012年度からは、固定価格買取制度が開始されたことを受
け、本格的にメガソーラー事業へ参入。再生可能エネルギーに
よる発電量と自社の電力使用量をバランスさせることを目指
し、取り組みを加速させました。2014年度は、「DREAM Solarな
つみ台Ⅱ」など、36ヵ所の発電所が新たに稼働。累計87ヵ所で太
陽光発電所・風力発電所が稼働しています。2014年度末現在、当
社グループが発電事業者となる再生可能エネルギー発電設備
は前年度比1.8倍となる101.5MW（メガワット）、年間発電量は 
115,841MWhとなり、当社の電力使用量102,379（当社グループ
415,946）MWhの113％（同28%）に達しました。

施設名 用途
CO2削減率（基準年比）

基準年 2014年度
目標

2014年度
実績

2015年度
目標

大和ハウス大阪ビル
事務所

2005 35.1％ 38.9％ 39.5％
大和ハウス東京ビル 2005 29.6％ 26.5％ 30.5％
イーアスつくば

商業施設

2010 9％ 4.0％ 12％

BiVi福岡 2009 12％ 19.0％ 21％
コムボックス光明池 2009 35％ 35.3％ 41％
湘南モールフィル 2007 32％ 39.0％ 32％
ロイヤルホームセンター西宮店 2005 41％ 43.3％ 41％
浜名湖ロイヤルホテル

リゾート
ホテル

2007 44％ 38.2％ 46％
伊勢志摩ロイヤルホテル 2007 44％ 42.6％ 46％
天橋立宮津ロイヤルホテル 2009 40％ 30.4％ 47％
大和ハウス九州工場

工場
2005 61％ 61.0％ 63％

大和リース関東工場 2007 58％ 60.0％ 62％
デザインアーク三重工場 2007 30％ 11.0％ 38％

（既存建物） （新築建物）

環境商材の提案
「環境エネルギー事業」

環境配慮型建築の提案
「D’s SMART シリーズ」
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再生可能エネルギーの導入率と発電量の推移

◆再生可能エネルギーの導入率（2014年度）
再生可能エネルギーによる発電量

当社の電力使用量

115,841MWh

102,379MWh
= = 113%

ECOプロセス　実践報告

事業活動プロセスにおける
CO 2削減

＜重点戦略＞
全社エネルギー管理体制にもとづく省エネ活動の展開

1省エネトップランナー事例の創出と水平展開
2 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
3再生可能エネルギーの積極的な導入

生産部門の
省エネ合同WG開催場所

第1回 デザインアーク 三重工場

第2回 大和リース 関東工場

第3回 TOTO 滋賀工場様

第4回 デザインアーク 三重工場

自社・グループ施設（既存）における省CO2先導プロジェクト
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■  オフィス部門におけるCO2削減
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6.3％を占めます。2014年度は、引き続き過剰な冷暖
房を行わないクールビズ・ウォームビズの徹底や退社時間（ロック
アウト）の遵守など運用面での取り組みを実施する一方、新築事
務所の執務室・照明看板のLED化、高効率空調の導入など設備面
の省CO2強化も実施。グループ各社がそれぞれのオフィスに合っ
た省エネ活動を行った結果、2014年度のCO2排出量は、2013年
度比3.9％減の24.9千トンとなりました。
今後、オフィスの床面積や人員の増加傾向が続く見通しです

が、さらに細かな運用管理を徹底し、快適な職場環境を保ちつつ、
CO2排出量の抑制に努めていきます。

■  生産部門におけるCO2削減
当社グループのCO2排出量のうち、自社工場を有する3社※の

生産活動におけるCO2排出量は、全体の7.0％を占めます。2014
年度は、供給床面積や生産量が継続して増加したものの、トップラ
ンナー事業場で実施した省エネ施策の水平展開や工場エネルギ
ー管理システム（D’s FEMS）を活用した結果、2014年度のCO2排
出量は、2013年度比2.5％減となる27.6千トンとなりました。
今後も、生産量の増加傾向が続く見通しですが、さらにきめ細

かなエネルギー管理を継続して実施し、CO2排出量削減に取り組
みます。

※大和ハウス工業、大和リース、デザインアーク

■  リゾート・スポーツ施設部門におけるCO2削減
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26.8％を占めます。 
2014年度、リゾート部門では、昨年度に続き夏期・冬期の節電
要請を受け、お客さま・テナントさまの協力も得ながら、共用部の
照度管理や空調温度管理を行うとともに、霧島ロイヤルホテルで
温泉熱回収による給湯加温設備の導入を行いました。スポーツ施
設部門では、LED照明の導入など省エネ設備投資に加え、2012
年度に2施設で検証を行った水流落差とポンプ吸引力を利用した
水流発電を3施設（大分店・湘南台店・瀬谷店）に追加導入しました。
こうした一連の取り組みの結果、2014年度のCO2排出量は、

2013年度比1.9％減となる105.3千トンとなりました。 
今後も全社的にLED照明の導入を進めるとともに、排出量の多
いリゾート施設を中心に未利用エネルギーの活用を図り、給湯・空
調エネルギーの削減に取り組みます。

照明のエリアを細かく設定

CO2排出量の推移 （オフィス部門）   検 証 済

CO2排出量の推移 （生産部門）       検 証 済

CO2排出量の推移 （リゾート・スポーツ施設部門）  検 証 済
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環境

TOPICS 

大和ハウス工業では、エネルギー“ゼロ”をテーマに、全戸スマートハウスによる分譲地「スマ・エコタウン/シティ」を全国で展開していま
す。2014年度は、日本初の取り組みとして街の太陽光発電所を住民でシェアする「スマ・エコタウン 陽だまりの丘（66戸）」の開発に着手し
たほか、全国8ヵ所（分譲住宅：7ヵ所、複合：1ヵ所）、計250戸のスマートシティの開発を進めました。今後は、大和ハウスグループの総合力を
活かし、エネルギーのみならず、安全・安心、健康、コミュニティなど、地域ごとに特色あるスマートシティの開発を加速させます。

当社では、2020年までにZEB（ネット･ゼロ･エネルギー･ビル）の普及を目指し、自社施設の新築にあたっては、最新の環境技術を導入、運
用改善を積み重ねながら技術の実証検証を進める省CO2先導プロジェクトを推進してきました。「エンドレス グリーン プログラム 2015」で
は、こうした取り組みをグループ会社にも展開。2014年度は、自社・グループ施設合わせて5件（オフィスビル2件、工場1件、店舗2件）の新規
プロジェクトを進めました。今後は、こうしたプロジェクトを通じて得られた経験やノウハウをお客さまへの提案に活かし、環境配慮建築のさ
らなる普及を進めます。

スマートシティへの取り組みを全国で加速

自社・グループ施設で、省CO2先導プロジェクトを推進

2014年6月に街開きした「光が丘エコタウン」は、環境とコミュ
ニティ形成に配慮した、戸建住宅（127戸）と商業施設が一体とな
った街です。戸建住宅全戸には、太陽光発電システム、リチウムイ
オン蓄電池、HEMS等を設置。街のエネルギーの見える化を図り、
各家庭での省エネ貢献度ランキングを実施して上位の世帯には
プレゼントをお渡しするなど、楽しみながらエコな暮らしができる
ようサポートしています。一方、隣接する商業施設にも100kWの
太陽光発電をはじめ、高効率空調システム、全館LED照明、光ダク
ト等を導入、CO2排出量を年間約54t削減できる見込みです。

2015年5月に竣工した「大和ハウス福島ビル」は、先進の環境
技術を導入したスマートビルとし、経済産業省の実施する「ネット・
ゼロ・エネルギー・ビル実証事業」に選定されました。このビルでは、
当社独自開発のパッシブエアフローウィンドウ※1や地中熱利用空
調システム※2、D-BEMS※3、ダブル庇の導入により、一次エネルギ
ー消費量を国の基準から50％以上削減することを計画していま
す。なかでもパッシブエアフローウィンドウは、低中層ビル向けに
当社が新たに開発した機能性窓であり、室内外の自然換気と窓周
りのエアフローがシステム化されています。室内外の温湿度状況

環境配慮モデル店舗として、2014年2月にオープンしたロイヤ
ルホームセンター長久手店は、建物1階の一部を地中に埋めるこ
とで断熱性能を向上。太陽光発電や高性能設備機器、BEMSの導
入を図り、従来店舗と比較してエネルギーを59％削減可能な店
舗施設です。照明は、全館LEDとして昼光の届くところはセンサー
とBEMSを連動させた制御を行い、さらに、一部の壁や天井には
高拡散反射クロスを採用。外光を拡散反射させ室内へ効率よく導
くことで、省エネだけでなく視環境を向上し売場の商品や展示物
が色鮮やかに見えるようにも配慮しました。
また、売場や通路など店内にはセンサーを数多く設置し、リアル

加えて、当社グループの大和ライフネクストが管理組合の運営
を支援。庭木のお手入れ講座や省エネ講習など、街のコミュニティ
の活性化と住まい手のつながりをサポートしています。

事例 エコとコミュニティをテーマとした～スマ・エコ シティ相模原 光が丘エコタウン（神奈川県）～

事例 環境配慮のモデル店舗～ロイヤルホームセンター 長久手店（愛知県）～

事例 呼吸するオフィス～大和ハウス福島ビル（福島県）～

等に合わせてD-BEMSを介して自動制御することで「呼吸するオ
フィス」を実現しました。今後は、省エネ性能に加え快適性や知的
生産性の検証を進めるとともに、お客
さま向けのショールームとしての活用
も進めます。

※1 詳細は「ECOテクノロジー」P47を参照
※2 長府製作所との共同開発
※3 パソコンのほかタブレット端末からも監
視・操作を可能にした当社オリジナルの
BEMS

タイムで店舗内のあらゆる場所や機器を監視しながら、空調シス
テムとも連動した柔軟な制御を行うことで、電力消費のピークを
賢く抑えられます。

緑豊かな戸建街区の街並み 分譲地に隣接する環境配慮型店舗

パッシブエアフローウィンドウ
とダブル庇

建物の外観 建物の一部を地中に
埋めて断熱性能を向上
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当社グループでは、ライフサイクルにおける「環境負荷ゼロ」
を目指し、バリューチェーン全体のCO2排出量の「見える化」に取
り組んでおり、2012年度からは当社単体のスコープ1、2、3排出
量を全カテゴリーにわたり算定・報告し、2014年度も、昨年度に
引き続き、環境省「グリーン・バリューチェーンプラットフォーム」
に取り組みを公開しました。

2014年度における当社のバリューチェーンCO2排出量は、前
年度比2.9%増となる1,265.8（万t-CO2）※となりました。その内
訳は、スコープ3排出量（自社以外の間接排出）の割合が全体の
99.1％を占め、なかでも「販売した製品の使用」が64.5％と最も
多く、「購入した製品・サービス」20.6％、「販売した製品の修繕・廃
棄」12.0 ％を加えた3カテゴリーの排出量が全体の97.1％を占
めました。

また、今年度は、バリューチェーンのCO2排出量の算定結果を
改善活動に活かしていくため、最も割合の多い「販売した製品の
使用」について、第三者保証を受け、集計精度の向上を図りまし
た。
今後は、グループ全体での算定に向けた準備を進めるととも

に、改善活動の管理指標としての活用を見据え、継続して集計精
度の向上に取り組みます。また、この結果を踏まえ、これまで重
視してきた製品使用時の対策に加え、資材の購入や廃棄時の対
策にもより一層注力していきます。（詳しくは資料・データ編に掲
載しています。）

※2014年度のCO2排出量算出にあたり、算出に使用する各種原単位の見直
しを行っています。

当社では、資材調達先からなる「トリリオン会」、生産・施工協
力会社からなる「協力会連合会」、設備機器調達先からなる「設
和会」という3つのサプライチェーンネットワークを通じて、環
境への取り組みに関して協働しています。
「トリリオン会」では、会員各社のオフィスや工場を中心に、当
社グループの省エネソリューションをご提案。省エネ診断から
省エネ改修、運用改善のサポートを行っています。
「協力会連合会」では、当社の「住宅・建築施工部会」と連携し、
施工現場の3R活動や省CO2施工に関する取り組みを協働。コ
ンテストや会員誌等を通じて、省施工や工期短縮、環境負荷低
減につながる改善事例を共有し、優れた取り組みの水平展開を
図っています。
「設和会」では、会員各社の環境配慮技術に関する情報交換
を図るとともに、技術展示会やセミナー等を共催し、環境配慮
技術の普及を進めています。今後は、これらのサプライチェー
ンネットワークとの連携をさらに強化し、上下流の環境負荷低
減にも積極的にリーダーシップを発揮していきます。

　　 YKK AP北海道工場の省エネ改善（北海道）

アルミ建材メーカーであるYKK AP株式会社の北海道工場で
は、老朽化に伴う屋根の改修を検討されていました。
そこで、改修工事に併せてシート防水および屋根断熱により

断熱性能の向上も図り、冬の暖房効率向上によるCO2排出量
および暖房コストの削減をご提案、省CO2改修の支援を行いま
した。
その結果、省エネに加えて、暖房熱の屋根融雪によりこれま

で軒先にできていた巨大なツララが消滅、安全にもつながる改
善となり、お客さまから「期待
以上の効果だった」と喜びの声
をいただきました。

バリューチェーンのCO2排出量の「見える化」と活用に向けて

取引先との協働によるCO2削減に向けて

チェック
&

アクション

チェック
&

アクション

事例

0 500 1000 1500

0 20 40 60 80 100

2012

2013

（年度）

5000 1,000 1,300

20.0%

1.5%

0.6%
0.3%

59.8%

99.1%

17.8%

0.03%

22.4%

1.3%

56.6% 18.6%

0.04%

0.8%
0.3%

98.9%
1,055.0

2014
20.6%

2.0%

64.5% 12.0%

0.04%

0.6%
0.3%

99.1%

（万t-CO2）

■ スコープ1（自社の直接排出）　■ スコープ2（自社のエネルギー使用による間接排出）　■ スコープ3（自社以外の間接排出）
■ 購入した製品・サービス　■ その他（上流）　■ 販売した製品の使用　■ 販売した製品の修繕・廃棄　■ その他（下流） 

1,229.7　

1,265.8

屋根の断熱改修の様子
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 自然環境との調和（生物多様性保全）

◇人口の増加や産業化の進行に伴い、
　生態系の破壊や種の減少が加速度的に進行
■生物種の絶滅速度 出典：環境省「平成24年版 環境白書」

50年前に比べて、1,000倍以上

■世界の森林の消失面積 出典：林野庁 「平成25年度森林・林業白書」

年平均521万ha（日本国土の14％に相当）

◇国内では、里山の荒廃、林業の衰退、外来種などによる
　生態系のかく乱、都市の緑化不足などが課題
■木材の国内自給率 出典：林野庁「平成25年度木材需給表」

2013年度は28.6％（30年前に比べ7ポイント減）
■都市部の緑被面積 出典：「大阪府環境白書 2014年」「東京都環境白書 2014年」

大阪府の市街化区域13.8％、東京23区部19.8％

持続可能な
生物資源の
利用

●違法伐採や生態系の破壊を伴う恐れのある木材の使用および、その購入
による信頼性の低下
●合法性・持続可能性に配慮した木材の需要拡大による調達価格の高騰
●開発事業に伴う生態系の損失等による事業機会の損失や回復費用の負担

人と自然が共創する街づくりの提案
 1生物多様性ガイドライン［開発･街づくり編］の運用
 2生物多様性に配慮した先導事例の創出と水平展開
 3環境緑化事業の推進   

緑のノーネットロス
（緑の喪失面積≦緑の創出量）

森林破壊“ゼロ”
（持続可能な森林からの100％調達）

●分譲・請負事業において、自然と調和した住宅・建築・街づくりの提供による
付加価値の向上

●都市緑化へのニーズの高まりによる環境緑化事業の拡大

生態系に配慮した資源の利用
 1生物多様性ガイドライン［木材調達編］の運用拡大
 2認証木材・再生木材の採用推進

地域の生態系
の保全に配慮し
た土地利用

国産木材の
積極的な活用
（林業の活性化）

リスク

ECO
プロダクツ

（商品・サービス）

機会

ECO
プロセス

（事業活動）

緑豊かな
都市景観の創出

◆環境共生住宅認定比率
（分譲住宅）

48.5%
「緑が街を変えていく」をテーマに、グル
ープ一体となって取り組んだ結果、目標
を達成しました。

分譲住宅において標準化を進めまし
たが、昨年度より0.9ポイントの増加
にとどまりました。

◆街づくりに伴う緑の創出量
（緑被面積）

76.1万m2

調査範囲を拡大し、認証木材の基準を厳格
化したことにより、昨年度より9.4ポイント減
となりました。

◆持続可能なSランク評価木材比率

81.5%
「xevo GranWood」の普及推進により、
昨年度より2ポイント増となりました。

◆国産木材比率
（木造住宅における構造材）

90%

Q.2014年度の取り組み状況は？
A．全事業で緑化を推進し東京ドーム16個分の緑を創出。
木材の持続可能性評価にグループ2社を追加しました。
「緑のノーネットロス」を目指し、全事業で用途ごとの「緑被
率（＝緑化面積÷外構面積）」の目標を定め、緑化を推進しま
した。商業施設や賃貸住宅での緑被率は平均で15％程度に
とどまりましたが、物件数の拡大もあり、緑被面積は合計で約
76万㎡、東京ドーム16個分となりました。
一方、使用木材の持続可能性評価の対象を、大和ハウス工
業（単体）から新たにグループ2社を追加するとともに、評価基
準を厳格化し、森林破壊“ゼロ”への取り組みを一歩前に進め
ました。

Q.2015年度の課題と対策は？
A．引き続き、環境共生住宅の認定を推進。
環境緑化事業のさらなる拡大に取り組みます。
分譲住宅における環境共生住宅の認定比率は、消費増税

に伴うコストダウン志向の影響もあり48.5％にとどまりました。
2015年度は、大規模分譲地などを中心に、住民参加型の「緑
の維持保全活動」を通じたコミュニティ形成など、緑の付加価
値提案を強化し認定率の向上を図ります。
一方、都市部の緑化にも壁面緑化・屋上緑化などの独自技
術を活用、さらなる商品群の拡充を進めるとともに、緑のデザ
インや大気浄化といった付加価値を見える化し、環境緑化事
業の拡大を図ります。

ステークホルダーからの期待

「エンドレス グリーン プログラム 2015」の重点戦略

大和ハウスグループにおけるリスクと機会

社会的課題

ビジョン・戦略

2014年度の総括

環境負荷 0 への挑戦
「環境中長期ビジョン2020」
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1 2 開発・街づくりにおける緑の保全・創出を推進
大和ハウス工業では、 生物多様性ガイドライン【開発・街づくり

編】にもとづき、分譲住宅や賃貸住宅、マンション、一定規模以上
の請負工事については、6つの配慮項目に関して具体的に取り組
むべき事項をまとめた独自のチェックリストを作成。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。ま
た、同チェックリストによる評価が一定以上の物件をSランク物件
として社内先導事例に認定し、事例紹介などを通じて水平展開を
図っています。
開発部門における2014年度の対象案件は、10件（敷地面積：

248,197㎡）、自主基準適合率は昨年に引き続き、100％となりま
した。
また、街づくり部門では、緑被面積の拡大を新たに管理指標に
追加。住宅・街づくり部門だけでなくマンションを含む賃貸住宅、
商業・事業施設部門、グループ会社など、グループ全体で緑の保
全・創出に注力した結果、2014年度の緑被面積は760,926m2とな
りました。
引き続き、開発案件での自主基準適合を維持・継続するとともに、

2015年度は街づくりにおける緑被面積の目標を85万m2へ上方修
正し、新目標へ挑戦していきます。

3 環境緑化事業の推進
当社グループの大和リースでは、「緑が、街を変えていく。」をテ
ーマに、独自の環境緑化事業「ECOLOGREEN（エコログリーン）」
を展開しており、「壁面緑化」・「屋上緑化」・「外構緑化」・「室内緑
化」などの総合的な緑化をご提案しています。
緑化のトータルプロデュースの提案を進めた結果、2005年度から

2014年度の累積緑化施工面積は144,867㎡となり、これは国土交
通省発表の全国特殊緑化施工面積※の約10％を占めます。今後も
商品群の拡大を進め、都市緑化のさらなる推進に貢献していきます。
※屋上緑化と壁面緑化を足したもの

ECOプロダクツ　実践報告

商品・サービスにおける
生物多様性保全

＜重点戦略＞
人と自然が共創する街づくりの提案

1生物多様性ガイドライン［開発･街づくり編］の運用
2生物多様性に配慮した先導事例の創出と水平展開
3環境緑化事業の推進

■  環境共生住宅の累積認定戸数が13,423戸を達成
当社では、「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。
2014年度は、分譲・請負住宅において、想定外構面積の40％以
上の緑地確保や郷土種の採用などに取り組み、認定取得を推進
した結果、認定戸数は1,167
戸となり、2003年度からの累
積認定戸数は13,423戸とな
りました。
※一般財団法人建築環境・省エネ
ルギー機構による

【街づくり】
緑被面積の内訳（2014年度）

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
2. 緑の保全・創出
3. 野生小動物の生息・生育環境へ
の配慮

4. 生態系ネットワーク形成のための
配慮

5. 工事中の影響の低減
6. 維持管理面における配慮

生物多様性宣言
当社グループが手がける大規模な開発や街づく

りなどは自然環境や生態系への影響が大きく、また
住宅・建築物における資材の多くが自然資本に大き
く依存しています。こうした認識のもと、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、より包括的な取り組みをスタートさせました。

環境共生住宅の累計認定戸数
（戸）
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壁面緑化（大和リース本社ビル）

スマ・エコ シティ相模原 光が丘エコタウン

「ECOLOGREEN PARKING（エコログ
リーン・パーキング）」（大阪府）

関連項目 環境緑化事業「ECOLOGREEN」

【生物多様性宣言】
１．人と自然が共生する事業活動の推進
２．人と自然が共創する街づくりの提案
３．生態系に配慮した資源の利用
４．研究開発による貢献
５．ステークホルダーとの連携と対話

＜生物多様性ガイドライン＞

開発・
街づくり編

木材
調達編

戸建住宅事業
13.5%

賃貸住宅事業
12.8%

都市開発事業
1.3%

商業建築事業
70.2%

マンション事業
2.1%

㎡
760,926
（2014年度）

http://www.daiwalease.co.jp/ecologreen/
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1 独自のガイドラインを定め持続可能な木材
利用を推進
大和ハウス工業では、生物多様性ガイドライン【木材調達編】を
定め、戸建・賃貸住宅、分譲マンション、商業建築等の各事業で使
用する木質建材について、持続可能な木材利用に努めています。
2013年度からは、一部のグループ会社で調達している木材の実
態調査にも着手しました。
また、カタログやコピー用紙など、事務所で使用する紙につい
ては、2008年度より用紙購入基準「森林育成紙TM」※を導入、持続
可能な調達に努めています。
※森林認証制度の認証を受けた紙など、当社独自で策定した環境基準をクリア
した紙の総称

2 認証木材・再生木材などSランクの木材利用
を推進
当社では、生物多様性ガイドライン【木材調達編】にもとづき、

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。

2010年度以降、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など）のサプライヤーか
ら、同ガイドラインに沿った供給についての同意書をいただくと
ともに、納入木材の実態調査を実施しています。
定期調査の結果、2014年度は調査対象木材のうち認証木材・

再生木材を含むSランク評価木材の比率が全体の81.5％（前年度
比9.4ポイント減）となりました。これは、調査の厳格化（認証機関
名をより詳しく確認し、認証機関の特徴を踏まえたうえで評価）と
調査範囲を拡大（新たにロイヤルホームセンター、デザインアー
クを追加）したためです。またCランク評価木材については、対象
木材を供給いただいたサプライヤーへのヒアリングを行い、改善
に向けた検討を実施しました。
今後、大和ハウスグループ全体で持続可能な木材利用の推進

に努め、Sランク評価木材の調達比率拡大を目指し、より一層取り
組みを推進します。

※当社推奨木材：合法性および持続可能性に関する11項目の評価項目につい
て110点満点で評価を行い、90点以上の木材を「当社推奨木材」とする

■  国産木材の利用を推進
当社では、国産木材の活用が日本の森林の多面的機能（CO2の
吸収・土壌の保持など）の活性化につながることから、安定調達が
可能な範囲で国産木材の活用を進めています。特に木造住宅で
は、構造軸組材に100%国産木材を使用することができる「xevo 
GranWood（ジーヴォ グランウッド）」の普及を推進。 2014年度
の国産木材比率は木造住宅で使用した構造部材において90％と
なりました。

ECOプロセス　実践報告

事業活動プロセスにおける
生物多様性保全

＜重点戦略＞
生態系に配慮した資源の利用

1生物多様性ガイドライン［木材調達編］の運用拡大
2認証木材・再生木材の採用推進

※合法性、持続可能性の各項目に評点を
設け、総合点をもとにランク付け

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）

Aランク 7.4%

当社推奨木材
6.9%

再生木材 7.9%

Bランク 3.8%

Cランク 7.3%

Sランク 81.5%

認証木材
66.7%

調達木材の評価ランク 使用木材の評価結果（2014年度）

第三者Voice

環境基本法制定を契機に、環境負荷の低減に配慮した住宅・建

築・まちづくりが広く進展しました。緑化分野では建築緑化などの技

術が向上し、都会でも自然とふれあえる快適空間が多く創出されて

います。

環境緑化事業の拡大や生物多様性自主基準適合率の向上、緑被

面積の拡大等を目指す大和ハウスグループの取り組みは、環境共

生住宅認定戸数の経年増加が示すように、生物多様性保全に広く

寄与していると評価されます。

一方で、創出した緑の利用と育成管理に関する配慮項目の強化

は、今後の課題といえるでしょう。これらは、将来にわたり生物多様

性保全効果を持続させるために最も重要な緑のデザインプロセス

であり、オーナーやコミュニティに対して緑の生活提案を促す有効

な取り組みです。さらに、生物多様性保全に向けた取り組みには事

後検証も大切です。動植物の経年モニタリングによる緑化の効果

測定を実施し、その結果を次の取り組みに活かす仕組みづくりが求

められます。

一般社団法人環境共生住宅推進協議会　技術顧問
株式会社地球工作所　代表
山下 広記（やました ひろのり）様

CASBEE研究開発地域環境検討小委員会等の活動
や開発・街づくり事業の調査計画業務を通じ、生物多
様性保全やコミュニティ形成に資する建築環境及び
緑地環境のあり方を提案している

木造住宅「xevo GranWood」 構造部材（梁材）
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当社厚木支社は、宇宙開発にも関わる最先端テクノロジー企業
である（株）トヤマの研究開発拠点新築にあたり、植物生態学者の
監修のもと造成地の自然環境再生計画「鎮守の森」再生プロジェク
トに参加。建設地の地形を利用して、森や建物、人が共存共栄でき
る全体計画の立案や活動への協力を行ってきました。
具体的には、お客さまや地域の方々と共同実施体制を整え、36

種類合計22,222本の苗木を延べ3回にわたり植樹するなど、継続
的な活動を行っています。植樹では藁や縄など自然に還るものを
使用し、多種多様な苗木を混植、密植させることで、強く豊かな森
の再生を目指しています。
また、建物は外壁の高断熱化やLow-Eガラス、LED照明の採用に

より環境負荷を低減させるとともに、LPガス非常用発電機や将来

設置予定の太陽光パネル（100kW）により電源を多様化し、災害時
の活動に備えたBCP（緊急時の事業続計画）に配慮した設計になっ
ています。
今後は、近隣の小学校を中心に近隣住民の方々へのエコ教育、

地域一体となった維持・保全の取り組みに協力していきます。

「緑が、街を変えていく。」をテーマに環境緑化事業を展開して
いる当社グループの大和リースでは、公設民営の保育園（横浜市）
に、防音効果のある壁面緑化(防音型壁面緑化)を施工しました。
待機児童解消に向け各地で保育所の増設が進む一方、「こど

もの声がうるさい」など近隣住民の苦情が社会問題になってい
ます。そこで、園児にも優しく、近隣住民の方々への圧迫感も低
減させ、やすらぎや親しみを与えることができる防音効果のあ
る緑化壁を設置しました（防音実証実験では騒音が15dB低減し
たとの効果が測定されています）。
今後も、緑化の新たな価値をご提案していきます。

「鎮守の森」再生プロジェクト（神奈川県足柄上郡）

保育所に防音効果のある壁面緑化を設置
※騒音の目安として昼間の幹線道路周辺の騒音レベル（約70dB）が、この壁
面緑化の設置により公共施設等（市役所窓口等）一般的な事務所内の騒
音レベル（約55dB）に低減されました。

これまで環境面を中心に、生物多様性ガイドライン［木材調達
編］や化学物質管理ガイドラインの運用を通じて、取引先との調
達基準の共有を図ってきました。
近年、国際的に人権や労働環境など、社会面の課題が顕在化

しつつあることを踏まえ、2015年7月、新たに「CSR調達ガイドラ
イン」を策定し、社会性・環境性に関する幅広い項目の調達基準
を明文化しました。生物多様性ガイドライン［木材調達編］は、こ
の「CSR調達ガイドライン」のなかに新たに位置づけ、今後は気
候変動や省資源も含めて改めて取引先へ環境配慮に関する協
働の働きかけを実施していきます。

【CSR調達ガイドライン】　※「環境の保全」の項目のみ抜粋
♦取引先行動規範（Code of Conduct）※2006年発行のものを改訂

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、「事業活動プロセス」および「商品・サービス」の両面
において環境負荷の低減に努める。

♦企業活動ガイドライン 
（1）環境関連法令の遵守と社会からの要請への対応
（2）気候変動への対応
（3）省資源化の推進
（4）化学物質の管理
（5）生物多様性への配慮

♦物品ガイドライン　※2010年発行の各ガイドラインを再位置づけ

（1）化学物質管理ガイドライン
（2）生物多様性ガイドライン［木材調達編］

新たに「CSR調達ガイドライン」を策定
チェック

&
アクション

壁面緑化を設置した保育所 防音型壁面緑化

植樹の様子 「鎮守の森」再生イメージ
（20年後の予想パース）
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社会的課題

ビジョン・戦略

              
 資源保護（廃棄物削減・水資源保護）

◇世界の天然資源の利用量は著しく増加。
　資源の枯渇と廃棄物による環境へのダメージが深刻化
■世界の総物質採取量 出典：ＵＮＥＰ

2050年までに現状の3倍
■世界の水需要 出典：SHI and UNESCO(1999)

約1,400ｋｍ3
（1950年）　　約5,200ｋｍ3

（2025年）

◇国内では、建設分野が廃棄物の約2割を排出。
　日本の住宅は平均30年前後で解体され、欧米に比べ短寿命
■産業廃棄物の割合 出典：環境省発表資料（平成24年度）

建設業：19.6％、パルプ・紙等：7.6％、鉄鋼業：7.6％

■住宅の平均寿命 出典：国土交通省「住生活基本法の概要」H18年

日本/30年、英国/75年、米国/55年

市場に合った建物規模の商品開発を推
進、積極的に活用した結果、昨年度より
2.3ポイント増加しました。

お客さまへメリットを訴求して提案を
進めましたが、0.3ポイントの増加に
とどまりました。

改修部門は、マンションの大規模修繕やリフォー
ム事業の現場において分別を徹底しましたが、1.5
ポイントの増加にとどまりました。

節水器具の導入を積極的に進めた結果、
昨年度より2.8ポイント削減しました。

●処分場の枯渇による廃棄物処理コストの増大
●主要な金属や化石燃料等の枯渇による建設資材価格の高騰
●長期的な水資源不足による建設資材調達の不安定化

資源保護/循環に配慮した住宅・建築物の普及
 1 店舗・事務所用途での資源循環型商品（システム建築）の普及
 2 住宅・建築物における再生建材の採用推進

住宅・建築物の
高耐久・長寿命化

建設廃棄物の
ゼロエミッション

●廃棄物排出量の削減、リサイクル率向上による建設原価の低減
●住宅・建築物の長寿命化によるお客さまのライフサイクルコスト低減
●住宅・建築物の長寿命化を図るための「ストックビジネス」の成長

全プロセスにおける建設廃棄物の削減とリサイクル推進
 1 住宅・建築現場における建設廃棄物の削減
 2 全プロセスにおけるゼロエミッション活動の拡大
水使用量の多い施設における節水対策の推進

◆資源循環型商品の採用率 ◆長期優良住宅の認定率 ◆建設廃棄物のリサイクル率 ◆売上高あたり水使用量
（新築） 2012年度比（改修）

24.2% 88.8% 96.5% 77.4% -17.4%

Q.2014年度の取り組み状況は？
A．長期優良住宅の認定率は高水準を維持。
生産・施工現場の3R活動は改善が進みました。
長期にわたり使用される住宅や建物においては、その寿命

を延ばすことが最大の資源保護対策といえます。住宅事業で
推進する「長期優良住宅」の認定率は目標達成には至りませ
んでしたが、88.8％と高い水準を維持しました。
一方、生産・施工現場における3R活動については、建設廃棄
物の削減、リサイクル率の向上ともに、継続的な改善が進み
ました。特に、遅れのみられた「改修」時の廃棄物リサイクル
率も前年度比1.5ポイント増の77.4％まで向上しました。

Q.2015年度の課題と対策は？
A．商業建築における「資源循環型商品」の拡充と、
屋根材の廃棄物削減策の全国展開を進めます。
店舗などでは、まだ使用可能でありながら解体が余儀なく

されることがあります。こうした用途建物では、分別解体しや
すく一部の部材を再生・再利用可能な「システム建築」を積極
提案しています。2015年度は、大型物件にも対応できるよう
商品バリエーションを拡充し、採用率を25％まで高めます。
一方、建設廃棄物の削減においては、住宅新築現場におけ

る廃棄物の約1割を占める屋根材の端材削減が課題です。昨
年度からメーカーと試行を進めてきた、端材活用可能な工法
（S瓦）の全国展開を進めます。

ステークホルダーからの期待

「エンドレス グリーン プログラム 2015」の重点戦略

大和ハウスグループにおけるリスクと機会

リスク

ECO
プロダクツ

（商品・サービス）

機会

ECO
プロセス

（事業活動）

住宅・建築物の
高耐久・
長寿命化

建設廃棄物の
削減、リサイクル

の推進

分別解体しやすい
住宅・建築
デザイン

サプライチェーン
を通じた

水使用量の削減

2014年度の総括

環境負荷 0 への挑戦
「環境中長期ビジョン2020」



環境報告書 2015 40

1 コンビニエンスストアでの資源循環型商品が増加
当社の提供する戸建・低層賃貸住宅商品は、工業化住宅であり、
施工現場での廃棄物の抑制や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、端材が発生しています。
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。

2014年度は、小規模店舗用商品「D’s OPT （ディーズオプト）」
の採用が増加し、システム建築商品全体の採用率は24.2%、採用
棟数は406棟（2012年度比14%増加）となりました。
また、ロードサイド店舗向けに普及を進める、移設・再建築可能
な「リ・ストア&リ・ビルドシステム※」については、59棟で採用され、
2005年度からの累積棟数は805棟となりました。

※主要部材をすべて工場生産し、分解・再生・再利用が容易な取り付け方法を採
用。建設後、不要となった際には建物を分別解体し、主要部材を当社工場にて
再生し、再建築可能とした建築躯体システム

2 グリーン調達30品目を定め採用を推進
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」として展開を
図っています。

ECOプロダクツ　実践報告

住宅・建築物における
資源循環への取り組み

＜重点戦略＞
資源保護/循環に配慮した住宅・建築物の普及

1店舗・事務所用途での資源循環型商品（システム建築）の普及
2住宅・建築物における再生建材の採用推進

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

資源循環に配慮した設計・建設を追求
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、分別解体しやすいデザインを
心がけるとともに、生産・施工段階では端材などの廃棄物を抑制し、
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。
大和ハウス工業では、「建築の工業化」を創業理念に、すべての

住宅・システム建築商品を自社工場で生産。必要な寸法に加工さ
れた部材を施工現場で組み立てることで、施工現場での廃棄物発
生を抑制するとともに、解体時に分別しやすい工法を基本として
います。

分類 No. 品目名 分類 No. 品目名

土壌 1 土壌改良材

下地

16 製材

仮設 2 ノンハロゲンメッシュ
シート 17 合板

型枠 3 代替型枠 18 フリーアクセスフロア

コンク
リート

4 混合セメント

仕上

19 ガラス

5 エコセメント・
コンクリート製品 20 タイル

6 再生アスファルト
コンクリート 21 水性塗料

7 再生砕石 22 タイルカーペット

舗装他

8 ブロック 23 フローリング

9 透水性舗装 24 ビニル系床材

10 屋上緑化 25 エコロジークロス

鋼材 11 再生鋼材 26 布製ブラインド

下地

12 再生木質ボード

設備

27 エアコン

13 石膏ボード 28 ガスヒートポンプ式
冷暖房機

14 岩綿吸音板 29 変圧器

15 断熱・吸音材 30 蛍光灯照明器具、
ランプ

住宅・建築物における資源循環フロー

406

（棟）
■ダイワフレスト　■ダイワコンフォルト
■D'sオプト　■D'sリード　■D'sウッド

356
418

（年度）2013 20142012
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800
700
600
500
400
300
200
100

0

（％）
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252
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208

59

145

154

63

17530
4
2 3

3
8
6

19.3

21.9

採用率（実績）

24.2

資源循環型商品（システム建築）採用棟数の推移

グリーン調達30品目
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1 建設廃棄物排出量の削減
大和ハウスグループでは、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。

2014年度は、大和ハウス工業の住宅施工現場に加え、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範囲を拡大しま
した。また、工場では木くずや外壁面材などの端材活用に取り組
みました。
その結果、2014年度の建設廃棄物排出量は、生産部門が

51.1kg/百万円（2012年度比13.6％削減）、新築部門が16.1kg/
m2（2012年度比14.7%削減）となり、全部門で目標を達成できま
した。今後は、石膏ボードに加えて外壁材・屋根材の排出量削減の
取り組みを強化するとともに、グループ会社への水平展開を図り、
建設廃棄物排出量のさらなる削除を目指します。

※大和ハウス工業、大和リース、フジタ、デザインアーク

2 工場・住宅新築現場でのゼロエミッションを継続
全プロセスでのリサイクル率向上を推進
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」というシステムを構築し、
2014年度も住宅新築現場※1および工場のゼロエミッションを維
持・継続しました。今後は、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。

一方、当社グループにおいては、発生した廃棄物について、単
純焼却・埋立処分を極力抑制する方針を共有し生産から施工、改
修、解体まで全プロセスで、リサイクル率の目標を設定し、取り組
みを進めています。

2014年度の建設廃棄物リサイクル率は、生産部門が98.8％、
新築部門が96.5％、土木部門が98.8％、改修部門が77.4％、解体
部門が95.8％となり、改修部門以外の部門で高いリサイクル率を
維持し、目標を達成しました。
今後は、継続して工場・新築現場でのゼロエミッションの拡大を

図るとともに、土木・改修・解体工事におけるリサイクル率を向上
させるため、グループ間でのリサイクルルートの共有化等の取り
組みを推進していきます。
※1 住宅新築現場（戸建・賃貸）の基礎工事から建物本体竣工までの工程を対象
※2 燃料利用するリサイクル　※3 材料利用するリサイクル

■  事務用品などのグリーン購入を推進
当社は、事務所で使用する主要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）に独自の「グリー
ン購入基準」を設定し、購入先への働きかけを行いながら採用率
の向上を図っています。

2014年度はグリーン購入比率が、前年度比9.1%増の94.0%と
なりました。これは、昨年7月に当社の事務用品類の注文システム
にて、グリーン購入適合商品を優先的に掲載し、購入を促進した
ことにより、事務用品類のグリーン購入比率が49.4％から62.7％
と大幅に増加したためです。
今後も、同購入基準をグループ会社とも共有し、引き続きグル

ープをあげてグリーン購入を推進していきます。

（処理別内訳）

千t
135.1
マテリアル
リサイクル
93.2%

その他
0.1%

リサイクル
96.0%

埋立て
3.9%

単純焼却
0.03%

サーマル
リサイクル
2.8%

千t
1,603

生産
1.0%
新築

8.0%

土木
17.1%

改修
2.6%

その他
6.4%

解体 
65.0%

（2014年度）

（部門別内訳）

ECOプロセス　実践報告

生産・施工現場の廃棄物削減と
ゼロエミッション

＜重点戦略＞
全プロセスにおける建設廃棄物の削減とリサイクル推進

1住宅・建築現場における建設廃棄物の削減
2全プロセスにおけるゼロエミッション活動の拡大

工場デポの仕組み

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

部材納入
部材納入

搬出

運搬

2013年度
実績

2014年度
目標

2014年度
実績

2015年度
目標

生産 98.6% 98% 98.8% 98%

新築 96.3% 95% 96.5% 95%

土木 99.8% 95% 98.8% 95%

改修 75.9% 80% 77.4% 85%

解体 95.4% 95% 95.8% 95%

建設・解体廃棄物リサイクル率（部門別）

2014 2015（年度）20132012

128.4
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16.1
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2014 2015（年度）20132012

16.0 16.1 15.4

59.1

実績（総量）目標（原単位）
実績（原単位）

55.7 57.9
59.7

51.1

建設廃棄物排出量の推移
（生産部門） （新築部門）

建設・解体廃棄物排出量の内訳（2014年度）
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TOPICS 

当社の住宅新築現場では、建設廃棄物排出量の約1割を瓦や
カラーベストなどの屋根材が占めています。特に寄棟屋根の隅
棟部は、四角形の屋根材を斜めにカットして使用するため、カット
後の端材が大量に発生していました。
そこで、当社では全面塗装された「S瓦（隅棟瓦）」を採用。カッ

ト後の端材を上下反転して別の箇所に使用することで廃棄物の
削減を図る取り組みを進めています。

S瓦を採用した賃貸住宅新築現場では、従来工法の現場に比
べて、屋根材の使用量を約13%削減、屋根材の廃棄物排出量を
79%削減することができました。また、カット後の端材をその場
で使用するため、施工の作業効率が向上するととともに、重い廃

棄物を屋根から降ろす作業が軽減さ
れ、施工性や安全性の向上にもつな
がりました。
今後は、この取り組みを全国に水

平展開し、さらなる廃棄物削減を図
っていく予定です。

当社グループのスポーツクラブNASは、2014年度から新規店
舗に水・電気・化学薬品を使わない環境に配慮した無水小便器を
導入し、水使用量の削減を図っています。
この無水小便器は、滑らかな表面形状により汚れを付着しにく

くし、排尿口に組み込まれたサイフォンの効果で悪臭の発生を防
ぐことができます。水を全く使用しないため通常の小便器と比べ
て、1台あたり年間約120m3の水使用量の削減が可能です。

2014年度は新規の2店舗に5台を先行導入。今後は、標準仕
様として新規店舗を中心に設置を進めていきます。

当社は、住宅の外壁に用いる窯業系サイディング※1の廃材を活
用したマテリアルリサイクルに成功しました。小型家電の廃プラス
チックに窯業系サイディング廃材を20％配合し、強度を高めた混合
樹脂ペレットを開発しました。このペレットを原料にして、リサイクル
素材100％の基礎施工用スペーサー※2を製品化しました。
今後は、開発したペレットをさまざまなプラスチック製品の原料

に活用し、新たな製品開発に取り組んでいきます。

屋根材の工法改善で廃棄物排出量を79％削減

環境に配慮した無水小便器の導入（スポーツクラブNAS）

外壁面材の廃材をリサイクルした混合樹脂ペレットを開発
※1 セメント質材料と繊維質材料

を主原料とし、板状に固めた
外装材

※2 基礎の施工において、型枠と
鉄筋を適正な位置に保持する
仮設材料

■  リゾート・スポーツクラブの節水対策を推進
水の使用量はその業態によって大きく異なり、当社グループで

は、大浴場とプールを有するリゾート・スポーツ施設、ユニットバス
等を有するホテル・介護施設の2部門で、グループ全体の約7割を
占めます。
そこで、当該部門での水資源保護に重点を置き、削減目標を設

定、節水対策を推進しています。

（m3/人）（千m3）
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19.7%

ECOプロセス　実践報告

水資源保護
＜重点戦略＞

水使用量の多い施設における節水対策の推進

店舗に設置した無水小便器

同一隅棟での端材利用が可能
で作業効率も向上

従来工法 S瓦採用 削減効果

屋根材使用量 1,016枚/棟 888枚 /棟 ▲ 13%

廃棄物排出量 249kg/棟 53kg/棟 ▲ 79%

S瓦採用現場の廃棄物排出量実績値

※共同住宅（寄棟）、屋根面積:158㎡

千m3

7,118
（2014年度）

生産・物流・配送センター
5.3%

施工
10.8%

商業施設・店舗
8.3%

オフィス
3.8%
ホテル・介護施設 
14.3%

リゾート・スポーツ施設 
57.4%

水使用量の部門別内訳

スポーツクラブNASの水使用量の推移
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Q.2014年度の取り組み状況は？
A．住宅商品の断熱材等をホルムアルデヒド不使用建材
に切り替え。工場での化学物質削減も進みました。
住宅商品の「健康配慮仕様」の普及に向け、断熱材や吸音

材について、シックハウスの原因物質の一つとされるホルム
アルデヒドを使用しない建材への切り替えを進めました。また、
継続して新規採用建材について約280種類の化学物質の使
用状況をチェック。2014年度は、68の新規採用建材すべてに
ついて調査・評価を進めました。
一方、工場における化学物質の削減については、グループ

間で情報を共有し、塗料の低溶剤化や塗着効率の改善を進め、
各社とも削減効果が表れています。

Q.2015年度の課題と対策は？
A．建材管理の強化に着手。主要内装材を中心に、
健康配慮仕様のレベルアップに取り組みます。
住宅のみならず、近年施工事例が増えている介護施設やホ

テル、病院なども含め、一定数以上の調査物件を確保しなが
ら、室内空気質の濃度管理を徹底、継続します。
併せて、化学物質管理ガイドラインの運用によって得られ

たデータをもとに、2015年度は第一ステップとして、まず主要
内装材について、サプライヤーと協力のうえ、より詳細な化学
物質の放散量データを収集・分析し、低VOC建材への切り替
えを進めるなど、健康配慮仕様のレベルアップを図ります。

              
 

リスク

ECO
プロダクツ

（商品・サービス）

機会

ECO
プロセス

（事業活動）

有害化学物質による汚染の防止

◇ヨハネスブルグ環境サミットで、
「2020年までに化学物質による悪影響の最小化」が合意
■世界の化学物質規制

アメリカ/TSCA※、
EU/REACH規制、RoHS規制
※TSCA（Toxic Substances Control Act）：
　1977年にアメリカで発効した有害物質規制法

◇国内では、建築基準法の改正によるシックハウス対策や、
各種化学物質管理の規則が強化
■厚生労働省室内濃度指針値

ホルムアルデヒド 100μg/m3(0.08ppm)
■国内の化学物質排出・移動量 出典：環境省発表資料（平成25年度）

2013年度は37.6万t（対象462物質）

シックハウス・
シックビル問題

の撲滅

●化学物質規制の強化による対応コストの増加
●当社供給の住宅等における化学物質起因の健康被害による追加対策費用
の発生やブランドイメージの低下

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

シックハウス・シックビル
問題の撲滅

化学物質リスクの
最小化

●健康に対するニーズの高まりによる健康配慮住宅等の需要増

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

サプライチェーン
を通じた化学物
質管理の徹底

生産拠点における
環境リスク
アセスメント

健康に配慮した
住宅の提供

新規に採用された68建材について、化学物質ガイドラ
インに沿って含有量・放散量を確認しました。

◆新規採用建材の化学物質調査

68件
塗料の低溶剤化を推進した結果、グループ合計で
2012年度比34.8%削減できました。

◆売上高あたりのPRTR対象化学物質排出・移動量

-34.8%

2012年度比

塗着効率の改善を推進した結果、
2012年度比でVOC排出量を7.2%削減できました。

◆売上高あたりのVOC（揮発性有機化合物）排出量

-7.2%

2012年度比

ステークホルダーからの期待

「エンドレス グリーン プログラム 2015」の重点戦略

大和ハウスグループにおけるリスクと機会

社会的課題

ビジョン・戦略

環境負荷 0 への挑戦
「環境中長期ビジョン2020」

2014年度の総括
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国の指針値を上回る自主基準を設定し、
室内空気環境を評価
居住系施設を数多く提供する当社および、当社グループの大和

リースでは、よりよい室内空気環境を実現するため、内装仕上げ
には、すべてホルムアルデヒド放散等級がF☆☆☆☆※1の建材を
使用するなど、室内空気環境に配慮しています。 
当社の住宅商品（戸建・低層賃貸）では、毎年一定数の物件にお
いて、竣工時の室内空気質濃度の測定を実施しています。品確
法※2で特定測定物質に指定されている5物質※3については、国の
指針値を上回る目標を設定し、評価・改善を推進。住宅商品に限ら
ず、対象を分譲や賃貸マンション、利用者さまの滞在時間が長期
にわたる介護施設などの居住系の建物、さらにはホテルや病院な
どの建物にも広げ、測定・評価・改善を進めています。
今後も建物の用途ごとに、地域や季節などを踏まえ一定量の物

件において調査を実施し、要因分析のうえ、室内空気環境の改善
を進めていきます。

※1 内装仕上げへの使用制限を受けない、最も放散量の少ないランク
※2 住宅の品質確保の促進等に関する法律
※3 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

低VOC建材の採用と健康配慮仕様の開発を
推進
当社では、建材から放散されるホルムアルデヒド等のVOC（揮
発性有機化合物）が原因となり、住宅に入ると頭痛などが発症する
シックハウス問題に対し、1996年より業界に先駆けて建材対策を
実施、VOCに配慮した健康住宅仕様を標準として採用しています。

2014年度は、戸建、低層賃貸住宅において階間吸音材ロックウ
ールをホルムアルデヒド不使用建材への切り替えを実施しました。
また、戸建住宅においては外壁充填断熱材グラスウールについ
てもホルムアルデヒド不使用建材への切り替えを実施しました。
今後、主な木質系建材についてはチャンバー試験※の結果を確

認・評価することにより、よりホルムアルデヒドの放散が少ない建
材に切り替えていきます。
さらに戸建住宅においては、より空気環境に配慮した住宅をご
提案するため、室内空気環境に重点を置いた健康配慮仕様の設
定に向け、取り組みを進めます。

※小型チャンバーを用いて建材から放散される化学物質の速度、濃度を測定す
る方法

1
 

2
 

室内空気質濃度の測定風景

小形チャンバー法による
VOC放散測定状況

戸建住宅の外壁構成

外壁充填断熱材グラスウール

（ホルムアルデヒド不使用に切り替え）

化学物質管理ガイドライン
大和ハウス工業では、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種類の管理物質を指定し、
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ています。
本ガイドラインの運用によって、建材に使用されている化学物

質を把握し、使用禁止物質の有無や使用制限物質の含有量・放散
量をチェックすることで、有害化学物質によるリスクを最小限に抑
えています。

ECOプロダクツ　実践報告

商品・サービスにおける
有害化学物質削減

＜重点戦略＞
居住系施設における室内空気質の改善

1居住系施設における低VOC建材の標準化
2戸建住宅における健康配慮仕様の開発・普及

管理レベル 管理物質

レベル1〈使用禁止〉
すべての製品について使用を禁止する
物質および群。

国内法禁止物質等

レベル2〈管理・使用制限〉
主要な建材について使用状況を把握す
る物質および群（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およびREACH※1

認可対象候補物質の一部等

レベル3〈監視〉
主要な建材について使用状況を把握す
る物質および群。

REACH※1、RoHS※2規制物質等

「化学物質管理ガイドライン」による管理区分

※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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■  空気清浄機「空気浄化ef（イーエフ：
■  Excellent Fresh）」の開発

近年、室内の空気質に対する関心が高まっています。屋外から侵
入する花粉やPM2.5※などの微粒子、室内で発生するハウスダスト
など、室内の空気にはさまざまな汚染物質が含まれています。

大和ハウス工業では、これらを低減すべく、2005年に天井埋込
型空気清浄機「換気浄化ef」を開発しました。2015年度には、さら
に空間全体の汚染物質の除去効率を高め、新たに「空気浄化ef」と
してリニューアルしました。

※微小粒子状物質のうち粒子の大きさが2.5μm以下のもの

ECOプロセス　実践報告

事業活動プロセスにおける
有害化学物質削減

＜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

1化学物質管理体制の強化
2塗装仕様の改良、塗着効率の向上

1 化学物質管理ガイドラインにもとづき、
開発・生産が一体で改善を推進
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、
関連部門による部門横断型の合同ワーキンググループを定期的
に開催し、取り組みを進めています。開発部門では、「化学物質管
理ガイドライン」にもとづき有害化学物質の少ない材料への代替
を検討、生産部門において品質などを評価し、継続的な改善につ
なげています。
また大和ハウスグループ会社においても、合同ワーキンググル
ープを実施することで情報を共有し、改善活動を推進しています。

2 追加塗装塗料、鉄骨錆止め塗料の
弱溶剤化を推進
当社では、2013年度から電着塗装後の追加塗装塗料を、PRTR※

対象化学物質を含まない第3種有機溶剤への切り替えを行い、
2014年度にすべての工場で切り替えが完了しました。これにより、
トルエン、キシレン、エチルベンゼンの排出・移動量を削減するこ
とができました。
また、当社グループの大和リースにおいても錆止め塗料の弱溶
剤化を推進し、PRTR対象化学物質の削減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

■  PRTR対象化学物質排出・移動量の削減
当社グループでは、生産現場における化学物質の排出・移動量

について自社工場を有する3社※で売上高あたりの削減目標を設
定し、取り組みを進めています。

2014年度、当社グループにおけるPRTR対象化学物質の排出・
移動量は、当社住宅系工場や当社グループの大和リースで塗料
の低溶剤化が進み、2012年度比24.9％減の139.1tとなりました。
グループ3社におけるPRTR対象化学物質の売上高あたりの排出・
移動量は2012年度比34.8%削減できました。
今後も各種塗料の見直しなど改善活動を継続し、PRTR対象化

学物質の排出・移動量原単位を現状以下に抑制していきます。

※大和ハウス工業、大和リース、デザインアーク

グラフ

（t） （kg/百万円）
200

150

100

50

0

0.7

0.5

0.3

0.1

0
（年度）201420132012

185.2

0.631

0.467 0.412

147.1 139.1

大和ハウス工業
住宅

31.6%

大和ハウス工業
建築

19.1%
大和リース
45.7%

デザインアーク
3.6%

（会社・部門別内訳）

　 排出移動量合計
　 売上高あたりの排出・移動量

139.1t
（2014年度）

2012年度比

削減
34.8%

PRTR対象化学物質排出・移動量の推移

空気浄化ef
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■  VOC排出量の削減
2014年度は生産量の増加に伴い、当社のVOC排出量は2012

年度比12.1％増の382.0tとなりました。売上高あたりの排出量
は2012年度比7.2％の減少となり、目標を達成することができま
した。
今後も塗装効率の向上など改善活動を継続し、売上高あたり
の排出量を現状以下に抑制していきます。

フローコーター 温風低圧塗装機

錆止め塗料の種類別使用比率

大和ハウス工業
住宅

64.8%

大和ハウス工業
建築
35.2%

382.0t
（2014年度）
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　 排出量合計
　 売上高あたりの排出量 2012年度比
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　 排出量合計
　 売上高あたりの排出量 2012年度比

削減
7.2%

VOC排出量の推移

（会社・部門別内訳）

TOPICS 
塗料の改善・塗着効率の向上による有害化学物質排出削減（大和リース）
当社グループの大和リースでは、工場生産における鉄骨塗装

工程で排出されるVOCおよび鉛排出削減を目的に、2012年度
より一般錆止め塗料（JISK5621：速乾タイプ）を弱溶剤系錆止め
塗料※1および鉛フリー塗料（JISK5674）に切り替えを進めていま
す。2014年度は、弱溶剤系または鉛フリー塗料への切り替え率
が83％となり、2012年度から37％向上しました。また 錆止め塗
料の100％鉛フリーも達成しました。今後も鉛フリーを継続、維
持していきます。
さらに当社関東工場において、省エネおよび塗着効率アップ

に向けてエアレス塗布機に使用するコンプレッサーのエア適性
化（0.85→0.75～0.7Mpa）にも取り組み、塗料飛散量の低減に
向けて運用を開始しました。今後、効果を検証したうえで、全社
に水平展開を行います。
加えて、デポ※2における壁パネル塗装工程においては、フロー

コーター※32基（二宮・岡山）、全デポに温風低圧塗装機※4を配置
して水性塗料化にも継続して取り組み、VOC排出削減を行いま
した。その結果、2014年度は、パネル塗装の水性化率が10％ま
で向上しました。

※1 弱溶剤系錆止め塗料：PRTR対象有害化学物質含有量を従来品より抑
えた塗料

※2 デポ：リース用資産を補修・保管するストックヤード
※3 フローコーター：塗料のカーテンをくぐらせる自動送り塗装機
※4 温風低圧塗装機：コンプレッサー不要、温風で表面乾燥を促進してタレ

防止につながる塗装機
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■  事務所建築向け窓の省エネ技術開発
2011年に環境配慮型事務所「ディーズスマートオフィス」を発
売しましたが、使用エネルギーの大きい事務所では、さらなる省
エネルギー性能を高める必要がありました。そこで、熱負荷の大
きい窓に着目し、省エネルギー性能を高めた「パッシブエアフロ
ーウィンドウ」を開発しました。
特長は、季節の変化に合わせて窓の機能を変化させ、冷暖房エ

ネルギーを年間で約20％削減することです。夏季は、日射遮蔽の
ために設けたスクリーンと窓との間にこもる暖まった空気を、排
気ファンにより屋外に排出します。春秋の屋外が涼しい季節は、上
部の窓を開けて涼しい外気を取り込み、機械に頼らずに快適な温
熱環境を実現します。窓の上部で通風するため、強い風が人にあ
たりづらく、書類の飛散等も抑制し執務に集中できます。

2015年4月に竣工した自社施設（福島支社ビル）にこの技術
を導入、今後は効果の実証検証を行い、さらなる改善・改良を行
い他の事務所建築へ展開を図っていきます。 

 

■  太陽電池とリチウムイオン蓄電池を
■  組み合わせたハイブリッドシステム
大和ハウス工業のスマートハウス「スマ・エコ チャージ」の新たな

アイテムとして太陽電池とリチウムイオン蓄電池を組み合わせた
ハイブリッドシステムを開発しました。従来は太陽光発電システム
と蓄電池システムを個々に設置していたため、太陽光発電で余っ
た電力を蓄電池に充電して使うには、直流と交流への電力変換に
よる大幅なエネルギーロスが発生していました。
今回、太陽電池とリチウムイオン蓄電池のパワーコンディショナ

を一体化することで、「創る→蓄える→使う」というエネルギー制御
を効率的に行うことにより、再生可能エネルギーの有効活用が可
能になり、エネルギー価格の変動による家計への影響を低減させ
ることもできます。このような再生可能エネルギーの高効率利用
と住宅での断熱性能の向上などによるエネルギー消費量の削減
を組み合わせて技術革新していくことにより、エネルギー自給住宅

の推進を図ります。

　大和ハウスグループでは、「アスフカケツノ※」事業や技術をテーマに、“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・開発を進めており、環境分野では「地球温暖化防止」、「資源保護」、「自然環境との調和」、「有害化学物質による汚染の防止」の4つを
重点テーマに、オンリーワンテクノロジーの開発とそれらを組み合わせた新しい商品・サービスの開発に取り組んでいます。

　なかでも、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位置づけ、多様なステークホルダーとの連携により、先端技
術の開発に注力しています。

※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

ECOテクノロジー（環境配慮技術の開発） 

スマ・エコ チャージ（通常稼働時） 大和ハウス福島ビルでの導入例

パッシブエアフローウィンドウの概要図

「POWER iE 6 HYBRID」（エリーパワー株式会社製 6.2kW）

スクリーン

排気ファン排気口

サッシ

スクリーン

サッシ

夏季
エアフローで日射熱排熱

中間期（春 /秋）
通風利用

通風日射熱を
排熱

日
射
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■  大気をきれいにする壁面緑化システム
自動車の排気ガスやPM2.5による大気汚染の対策となり、都市
部の緑化も推進できる「大気浄化壁面緑化システム」を当社と当
社グループの大和リースで共同開発しました。
このシステムの特長は、植栽する土壌基盤を空気清浄機のフィ
ルターのように活用することです。大気汚染物質はファンで吸い
込まれ、背面から土壌に通気された後に、前面からきれいな空気
となって排出されます。
汚染物質は、土壌・植物・微生物という自然の力を利用して浄化

されます。まず土壌基盤や基盤内の水分に吸着・捕集されます。ま
た一部は植物の栄養分として吸収・利用され、さらに一部は土壌
微生物に分解・還元されて無害な成分となって大気に放出されま
す。排気ガスなどに含まれる二酸化窒素は約90％、PM2.5は約65
％除去することができます。
今後は都心部を中心に、立体駐車場や商業施設などに導入す

る予定です。

■  日本初、活性炭と油分解菌を組み合わせた
■  油汚染土壌対策工法を開発
当社は、油で汚染された土壌の対策工法として、日本で初めて
活性炭とバイオ（油分解菌）を組み合わせた「オイルバクット（OIL 
BACT）工法」※1を立命館大学の久保幹教授と共同で開発しました。
この工法は、特殊な活性炭と強力な油分解菌を組み合わせて
土壌に混合することが大きな特長です。活性炭が土壌中の油を
素早く吸着することで油臭と油膜をすぐに消すことができ、その
後、油分解菌が油を食べることで油分濃度が低減します。
そのため、従来の油分解菌のみを使う工法では、油臭と油膜が

消えるまでの時間が2週間から1ヵ月かかったのに対し、本工法で
は約1時間と大幅に短縮できました※2。
また、本工法は土壌を処理場へ運搬することや焼却処理が不
要なことから、汚染土壌の入れ替え対策と比べてCO2排出量を約
70％低減でき、二次汚染※3の心配もない環境に配慮した工法で
す。なお、本工法は、日本材料学会「地盤改良に関わる技術認証制
度」技術評価証第1016号を取得しています。

※1  OIL BACT： Bioremediation（バイオ浄化）and Activated Carbon（活
性炭）Technique（技術）for OIL contamination（油汚染）

※2  軽油模擬汚染土壌100g（油分濃度：2,000 mg/kg）を使った室内試験結果
にもとづく

※3  汚染の無い範囲に汚染土壌が拡散してしまうこと

大気浄化壁面緑化システムの設置例
（当社施設「D-roomプラザ館」）

大気浄化壁面緑化システムの模式図

オイルバクット工法の特長

食べられる !

食べられる !食べにくい…

特殊な活性炭なら
油を吸着させても

強力な油分解菌でも
一般的な活性炭に
油を吸着させると

油臭・油膜なし油臭・油膜なし油臭あり

油膜あり

一般的な
活性炭

特殊な
活性炭

油分解菌

油

油分解菌のみ
（従来の技術）

強力な油分解菌
＋

一般的な活性炭

強力な油分解菌
＋

特殊な活性炭（オイルバクット工法）
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ステークホルダーとともに
コミュニケーションを展開

＜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

新たなコミュニケーションツールとして
動画を活用

大和ハウス工業では、Webサイトや環境報告書、一般生活者向
け冊子、展示会等を通じて、当社の環境に関する情報を発信。な
かでも、Webサイトはさまざまなステークホルダーに見ていただ
ける媒体として重要と考え、内容の充実を図っています。

2014年度は、スマートフォンやタブレットの普及が進んでいる
ことから、よりわかりやすい情報発信のツールとして動画を作成。
当社グループの環境ビジョンや環境行動計画をまとめた「環境ビ
ジョン編」と、省CO2や自然と調和した街づくりなどの先進事例を
まとめた「事例編（3編）」をWebサイト、Facebookで公開すると
ともに、展示会や講演会でも活用。より多くの方に当社グループ
の環境への取り組みをお伝えし、ご意見をいただきました。
今後も継続して動画の作成を行うなど、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を図りま
す。
また、2015年3月に当社グループの「環境報告書2014」が、環
境省等が主催する「第18回環境コミュニケーション大賞」環境報
告書部門において、「地球温暖化対策報告大賞（環境大臣賞）」を
受賞しました。

次代を担うこどもたちとの活動を展開

SAKURA PROJECTの展開

当社では、2010年度から環境配慮
商品の売り上げの一部を通じて、幼稚
園や小学校を中心に和楽器の演奏体
験・桜の植樹を実施。こどもたちに自然
環境の大切さを伝えています。これま
でに、130ヵ所・37,831名（2015年3月
末現在）のこどもたちに参加いただき、
325本の桜を植樹しました。2015年度
は50ヵ所で実施予定です。今後も、事
業所を中心に地域社会の皆さまとコミ
ュニケーションを図っていきます。

こどもエコ・ワークショップの継続開催

当社では、2005年から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ことを目的に、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実
施しています。2014年度は123名にご参加いただき、累計参加者
は5,347名（2015年3月末現在）となりました。今後も地域と共生
した社会貢献活動を継続していきます。

1 2
 

当社Webサイトに環境先進事例を紹介した動画を
掲載

「大和ハウスグループ
環境報告書2014」

こどもたちが作った家の模型こどもエコ・ワークショップの様子

大和ハウスグループでは、環境に対する考え方や取り組みを社内外に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。また、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などを通じて、従業員の環境意識や知識の向上、実践の推進に努めています。

1

2

ECOコミュニケーション

桜の植樹の様子

関連項目 SAKURA PROJECT 

関連項目 こどもエコ・ワークショップ

http://www.daiwahouse.co.jp/csr/contribution/sakura/sakura-project/index.html
http://www.daiwahouse.co.jp/eco/event/index.html
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全役職員の環境意識の向上
と環境行動の実践

＜重点戦略＞
ECOサポーターによる環境活動の推進
環境社内報や社内イントラネットによる環境意識向上

2014年度の主な取り組み
当社グループでは、一般生活者の方を対象に冊子

「SUSTAINABLE JOURNEY」を年2回発行しています。この冊子
では、世界のスマートシティやサステナブルな暮らし方のご提案、
当社グループの環境事例などを雑誌風にご紹介。読者からいた
だいたご意見を次回の誌面づくりに反映させています。

また、ステークホルダーとの対話では、2014年度から有識者ダ
イアログを実施。いただいたご意見を当社の環境活動に活かして
います。今後も、継続して情報発信の強化とステークホルダーと
の対話を推進していきます。

SUSTAINABLE JOURNEY

一斉ライトダウンのポスターと事務所の様子「Fun to Share2014」
最優秀賞作品
“海岸にごみを捨てない”で、低炭素社会へ

環境展「エコプロダクツ2014」出展の様子

施策 活動内容 2014年度実績

情報発信の強化

SUSTAINABLE JOURNEYの発行 2回 （5.4万部/回）

環境関連の展示会への出展 エコプロダクツ2014、第5回エコハウス&エコビル
ディングEXPO、スマートシティーウィーク2014等

環境Webサイト、SNSでの発信 月1回以上 
環境広告の展開 1回 （日経エコロジー/日経ビジネス誌）
CSRレポート、環境報告書の発行 1回（7月）

対話・連携の推進

SAKURA PROJECTの実施 44ヵ所・18,905人 
こどもエコ・ワークショップの実施 123名（累計5,347名）
地域での環境活動（葉山、六甲山） 葉山：4回（220名）　六甲：2回（18名）
有識者ダイアログの実施 1回（4月に実施）

全国の事業所で一斉ライトダウンを実施

当社では、各事業所（工場含む）に配置したECOサポータ－を
中心に事業所での環境活動を推進しています。昨年度は、6月の
環境月間イベントとして「Fun to Share環境コンクール2014」を
行い、従業員の「Fun to Share」宣言を写真付きで募集しました。
また、8月に3日間、全国94の事業所で一斉に行う「エコ・アクショ
ン」として、ライトダウンを実施。期間中は、ECOサポーターが率
先してイベントの周知徹底を行い、従業員の退社を促すとともに、
19時以降に事業所内を見回り消灯率を確認しました。その結果、
3日間の19時以降の消灯率は90％以上となりました。
今後も、ECOサポーターを中心に事業所での環境意識向上と

環境活動の推進に取り組んでいきます。

1 環境社内報やイントラネットの活用

当社グループでは、グループ内の環境先進事例や従業員のエ
コ活動などを紹介する環境社内報「We Build ECO Press」を発
行し、従業員の意識啓発を行っています（2014度は7回発行）。
また、社内イントラネットでは環境イベントの周知に加え、「エン

ドレス グリーン プログラム 2015」の説明や、事業所の環境優秀
事例の紹介、教育資料の公開により全社の環境活動を推進して
います。
今後も、さらに内容を充実させて従業員の環境意識向上を図り

ます。

2

当社グループでは、近年、海外事業の展開を進めるとともに、海外のステークホルダーからの問い合わ
せが増えています。そのため、昨年度から英語版Webサイトのコンテンツの充実を図っているものの、ま
だ不十分な状況です。
今後、関連部門と連携し、まずは問い合わせの多い「環境報告書」の開示情報をベースに英語版Web
サイトの充実を図っていきます。

環境情報発信のグローバル対応に向けて
チェック
＆

アクション

1
2

ステークホルダーとの環境コミュニケーションの実績

環境社内報
「We Build ECO Press」

社内イントラネット
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環境

葉山の森プロジェクト「ふるさと絵屏風」

行政・外部団体等との協働

■  国等の実施する実証事業への積極的な参画
大和ハウス工業では、国等の実施する実証事業やキャンペーン

に積極的に参画し、国の政策立案に対するフィードバックや環境
活動の普及において協働しています。2013年度から継続して、環
境省が実施する「環境情報開示基盤整備事業」に参加。企業の公
表する環境情報を投資家等に積極的に利用されるための情報開
示基盤の構築について、積極的にフィードバックを重ねています。

主な参画プログラム

■  業界団体でのリーダーシップと政策提言
当社では、住宅生産団体連合会やプレハブ建築協会等の加盟
業界団体において、環境関連の各種委員会に参画。業界団体が
一丸となって取り組むべき環境活動方針の立案や推進にリーダ
ーシップを発揮するとともに、政策立案のための情報提供や、販
売・開発の立場から政策への提言を実施しています。

主な加盟団体と当社の活動状況

■  行政との対話と協働
当社では、業界団体を通じた渉外活動だけでなく、行政やその
関連団体における各種委員会、研究会へ積極的に参画し、環境問
題に関する政策議論や、民間団体の取り組み内容の情報共有、意
見交換等を通じて、事業リスクの回避とビジネス機会の創出に向
けた対話と協働を進めています。

主な活動状況

■  NGO・NPOなど地域・市民団体との協働
当社では、環境に関する情報や知識、先進的な実践事例を数多

く有するNPO・NGOとのパートナーシップを築き、互いの知見を
補完しあいながら協働し、環境活動の推進を図っています。

主な協働団体

主催 参画プログラム

経済産業省 ネット・ゼロ・エネルギー・ビル実証事業

国土交通省 住宅・建築物省CO2先導事業

環境省

・ サプライチェーン排出量の算定支援事業
・ グリーン・バリューチェーンプラットフォーム
・ 平成26年度環境情報開示基盤整備事業
・ 気候変動キャンペーン「Fun to Share」

業界団体 委員会等

住宅生産団体
連合会

・ 建築規制合理化委員会
・ 住宅性能向上委員会
・ 地球温暖化対策委員会
・ まちなみ環境委員会
・ 環境管理分科会

プレハブ建築協会
・ 住宅部会 /環境分科会
・ 住宅部会 /技術分科会 /省エネWG
・ 住生活向上プラン推進委員会

主催 委員会等

国土交通省・経済産業省 海外エコシティプロジェクト協議会

経済産業省 スマートコミュニティ・アライアンス

国土交通省 スマートウェルネス住宅研究開発委員会

経済産業省 世界省エネルギー等ビジネス推進協議会

建築環境・省エネルギー機構 住宅省エネ性能検討委員会

日本サステナブル
建築協会

・ 環境評価手法研究委員会
・ CASBEE研究開発委員会

環境共生住宅推進協議会 調査研究部会、推進部会　ほか

協働団体 協働の内容

市民団体

世界自然保護基金ジャパン
(WWFジャパン )

木材調達ガイドラインの運用、
リスク地域の情報共有など

ゼリジャパン ゼロエミッション活動の
普及・啓発

地域団体

吉野山保勝会 吉野山の桜保全活動

神奈川県、葉山町、二子山
山系自然保護協議会 葉山の森プロジェクト

日本森林ボランティア協会 六甲山の保全活動

大和ハウスグループでは、社内外への情報発信に加え、各種団体との協働も重要なECOコミュニケーションと考え、国や行政の実施
する実証事業への積極的な参画、業界団体における環境活動の推進、環境政策等への提言、各種団体とのパートナーシップなどを通じ
て、より環境に配慮した持続可能な社会の実現にリーダーシップを発揮しています。

当社は、2012年11月から神奈川県葉山町にて地元町内会（上山口地区・木古庭地区）や関東学院
大学の学生・先生とともに、延べ1,500人で「ふるさと絵屏風」を制作。これは、昔の里山風景や人々
の営みをお年寄りからヒアリングして1枚の絵屏風にしたもので、2015年5月に完成しました。今後、
絵屏風をもとに自然の恵みや先人の知恵を子どもたちに伝え、地域の未来を共に考えていきます。

TOPICS 
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緑化の推進が評価され、「第16回グリーン購入大賞」において「優秀賞」を受賞

CDPより、気候変動パフォーマンス先進企業に選出
外部からの評価（2014年度実績※）　※一部、直近の内容も掲載しています。

表彰対象 顕彰名 実施団体 受賞対象

ECO
プロダクツ

平成26年度土地活用モデル大賞
「審査員長賞」 都市みらい推進機構 「SMA×ECO CITY（スマ・エコ シティ）

相模原 光が丘エコタウン」 大和ハウス工業

第16回グリーン購入大賞
「優秀賞」 グリーン購入ネットワーク 住宅・建築事業における緑化推進と環境緑化事業

『ECOLOGREEN（エコログリーン）』
大和ハウス工業
大和リース

ECO
コミュニケーション

第18回環境コミュニケーション大賞/
環境報告書部門「地球温暖化対策報
告大賞（環境大臣賞）」

環境省・
地球・人間環境フォーラム

大和ハウスグループ環境報告書2014
～「環境」との共創共生～

大和ハウス
グループ

温暖化対策
気候変動パフォーマンス先進企業
「クライメート・パフォーマンス・リーダ
ーシップ・インデックス（CPLI）2014」

CDP（旧カーボン・ディスクロー
ジャー・プロジェクト）

気候変動緩和に対する活動全般
・ 情報開示に関するディスクロージャースコア：95
・ 排出削減活動に関するパフォーマンススコア：A

大和ハウス
グループ

環境経営
ダウ・ジョーンズ・サスティナビリティ・
アジア・パシフィック・インデックス
（DJSI Asia Pacific）

ダウ・ジョーンズ社 経済・環境・社会（トリプルボトムライン）に関する活
動全般

大和ハウス
グループ

2014年度の主な外部評価一覧

住宅業界初、「地球温暖化対策報告大賞（環境大臣賞）」を受賞

当社は、CDP※が選定する「CDP ジャパン 500 気候変動レポート 2014」において、気候変動パ
フォーマンス先進企業（以下、CPLI）」に選出されました。「CDP ジャパン 500 気候変動レポート 
2014」は、企業の気候変動緩和に対する活動について、CDPが開発した世界的な評価方法によ
り順位付けする指標です。当社は、情報開示の程度を評価する「ディスクロージャースコア」が95、
気候変動の抑制、適応、透明性に寄与する活動など、気候変動に対して望ましい対策をとり効果を
上げている場合に評価される「パフォーマンススコア」でＡを取得し、CPLIに選定されました。（国
内では24社がCPLIに選定）
今後は、継続してCPLIに選定されるよう、さらなるパフォーマンス改善に取り組むとともに、気

候変動情報開示先進企業（CDLI）にも選定されるよう、情報開示の信頼性と透明性の確保に努め
ていきます。
※CDP：企業や都市の重要な環境情報を測定、開示、管理し、共有するためにグローバルシステムを提供するイギリス
の国際的な非営利団体

当社グループの環境報告書「大和ハウスグループ環境報告書2014」が、「第18回環境コミュニ
ケーション大賞」において、住宅業界初となる最高位の環境報告書部門「地球温暖化対策報告大
賞（環境大臣賞）」を受賞しました。
これは、低炭素社会の実現とエネルギーの効率利用を図るため｢エネルギー“ゼロ”の住宅・建
築・街づくり」を推進、住宅のみならず幅広い建築産業としての省エネルギーへの取り組みが、設
計・製造現場のみならず、製品である建築物の全ライフスパンを見通している点や、事業方針を
実現するための中長期環境行動計画、土壌汚染などの有害物質問題への対応や取り組みについ
ての情報公開などが評価されました。
今後も、継続して特長ある環境活動を推進し、環境報告書をステークホルダーとの対話ツール
として積極的に活用していきます。

当社とグループ会社の大和リースが取り組むプロジェクト「緑が、街を変えていく。～住宅・建
築事業における緑化推進と環境緑化事業『ECOLOGREEN（エコログリーン）』」が、「第16回グリ
ーン購入大賞」において、「優秀賞」を受賞しました。 
今回は、都市部の緑との共生の快適さを一般市民が直接実感できるさまざまな手法によって

提供し、緑の「価値」の見える化に取り組んでいる点が評価され、2009年の「優秀賞」受賞に続
き、2度目の受賞となりました。 
今後も、グループ施設や公共施設への積極的な展開により、緑のある空間・暮らしの心地良さ

をより多くの方に体感いただき、グリーンコンシューマーの育成・啓発に貢献していきます。

表彰式の様子

「環境報告書 2014」

JR西日本「新大阪駅」前の緑化広場
「大阪花屏風」

ディスクロージャー
スコア

95/100

パフォーマンス
スコア

A
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資料・データ編
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大和ハウスグループ　事業ドメイン図　【2009年7月1日現在最新版】

事業領域

資料・データ編

大和ハウスグループの概要、財務情報

会社概要（2015年3月31日現在）

名 称

創 業

資 本 金

本 社

東 京 本 社

売 上 高

大和ハウス工業株式会社

1955年4月5日

161,699,201,496円

〒530-8241 大阪府大阪市北区梅田三丁目3番5号

〒102-8112 東京都千代田区飯田橋三丁目13番1号

単体╱1,470,975百万円

連結╱2,810,714百万円

●

●

●

●

●

●

売上高（連結）

戸建住宅
3,719億円

賃貸住宅
7,705億円

マンション
2,306億円

住宅ストック
899億円

2兆8,107億円

商業施設
4,446億円

その他
3,243億円

事業施設
5,786億円

※グループ内取引を除いた比率

13.2％

27.5％

8.2％
15.8％

20.6％

11.5％

HousingBusiness

Life

3.2％

売上高（連結・単体）／連単倍率

2015
（目標）

2013 （年度）

30,000

25,000

2,0000

15,000

10,000

5,000

0

16,901

20,079

10,581 11,166
12,388

（億円）
2.2

2.0

1.8

1.6

1.4

1.2

1.0

（倍）
売上高（連結） 売上高（単体） 連単倍率

201220112010

18,487

1.60
1.66 1.62

27,003

14,298

1.89

2014

28,107

14,709

1.91

30,000

従業員数（連結・単体）

2013 （年度）

35,000

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

（名）
従業員（連結） 従業員（単体）
臨時従業員（連結） 臨時従業員（単体）

201220112010

26,310 27,130

30,361

11,881

16,857

2,348 2,520 3,108

13,60313,218 13,075 13,483

32,628

18,644

3,471

2014

14,26214,262

34,903

19,063

3,480

13,337

営業利益（連結）／営業利益率

2015
（目標）

2013 （年度）

2,000

1,600

1,200

800

400

0

876

5.2

1,280

6.4

1,635

6.1

（億円）
15

12

9

6

3

0

（％）
営業利益（連結） 営業利益率

201220112010 2014

1,803

6.4

2,000

1,149

6.2
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環境データの算定と報告について
■基本事項
◇対象期間: 2014年4月1日~2015年3月31日
◇対象組織: 大和ハウス工業および国内連結子会社33社 （参考）全連結子会社数:119社（国内:78社、海外:41社）

 （2015年3月31日現在）
環境データの対象は、環境行動計画「エンドレス グリーン プログラム 2015」の対象組織である大和ハウス工業および連結子会社33社の国内における事業活動。
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。
なお、対象としている33社における補捉率※は、95.7%と推計しています。
※対象会社の2014年度売上額の合計÷2014年度の連結売上額（ともに、内部取引相殺前）

また、環境マネジメント対象（連結子会社）に増減が生じた場合は、増減比較を容易にするため、下記の対応を基本としています。
【期中で対象組織が減った場合（売却など）】
　該当組織のデータは、当該年度データの対象とせず、過去データからも除外する
【期中で対象組織が増えた場合（買収など）】
　該当組織のデータを当該年度・基準年度データとも対象には含めず、次期環境行動計画より対象組織に含め、過去データも追加する

■対象の組織一覧（大和ハウス工業＋33社）
大和ハウス工業（株）、大和リース（株）、（株）フジタ、（株）デザインアーク、大和物流（株）、大和リゾート（株）、ダイワロイヤルゴルフ（株）、ロイヤルホームセンター（株）、ダイワロイヤル（株）、
大和情報サービス（株）、（株）大阪マルビル、スポーツクラブNAS（株）、大和エネルギー（株）、大和ランテック（株）、（株）ダイワサービス、日本住宅流通（株）、大和リビングマネジメント（株）、
大和リビング（株）、大和ハウスリフォーム（株）、大和ハウスインシュアランス（株）、エネサーブ（株）、大和ハウスフィナンシャル（株）、（株）メディアテック、大和ハウス・アセットマネジメント
（株）、大和ライフネクスト（株）、大和ハウスライフサポート（株）、（株）伸和エージェンシー、大和ハウス・リート・マネジメント（株）、（株）東富士、大和コアファクトリー（株）、西脇ロイヤルホテル
（株）、大和ホームズオンライン（株）、（株）コスモスイニシア、大和ハウスパーキング（株）※

※合併前の旧㈱ダイヨシトラストのみ。旧㈱トモは対象外

■対象外の組織（86社）
期中で連結子会社になった会社または設立した会社 1社
環境影響がないまたは小さい会社 44社
海外拠点の会社 41社

◇参考にした主なガイドライン
・GRI（Global Reporting Initiative）「サステナビリティ レポーティング ガイドライン第4版（G4）」
・WBCSD/WRI「A Corporate Accounting and Reporting standard(revised edition）」
・WBCSD/WRI「Corporate Value Chain (Scope3) Accounting and Reporting Standard」
・環境省「環境報告ガイドライン（2012年版）」
・環境省「事業者からの温室効果ガス排出量算定方法ガイドライン」
・環境省・経済産業省「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドラインVer2.2」
・日本化学工業協会「CO2排出削減貢献量算定のガイドライン」

◇基準年の設定と過去データの報告
環境行動計画の対象期間における前年度実績（現在は2012年度）を基準とし、その後3ヵ年の実績を報告することを基本としています。なお、継続的な取り組みの
経年変化を示すなど、必要に応じて3~5年程度の過去実績を報告しています。（過去実績の見直しについては前項を参照）

◇CO2排出係数
当社グループでは、当社自身の改善状況を正確に把握するため、原則として、環境行動計画の対象期間中（3ヵ年）は固定値を使用することとしています。
燃料等については、基準年（現在は2012年度）の省エネ法（エネルギーの使用の合理化に関する法律）、温対法（地球温暖化対策推進に関する法律）にもとづく値
を使用し、購入電力については、電気事業連合会が公表する2005年度※実績値（会員各社の平均）を使用しています。なお、再生可能エネルギー（売電）による相殺
分の算定にあたっては、購入電力と同じ排出係数を用いています。
※中長期目標の基準年

・購入電力 0.423 t-CO2/MWh ・灯油 2.489 t-CO2/kl
・ガソリン 2.322 t-CO2/kl ・都市ガス 2.234 t-CO2/1,000Nm3

・軽油 2.585 t-CO2/kl ・LPG 2.999 t-CO2/t
・A重油 2.710 t-CO2/kl

なお、CO2の算定は、排出係数と数値データの決定に利用される科学的知識が不完全である等の理由により、固有の不確実性の影響を受けます

◇熱量換算係数
当社グループでは、エネルギー使用量について、熱量に関する国際単位系であるジュール（J）にて算出しており、各エネルギー種別ごとに下記の熱量換算係数を用
いています。なお、再生可能エネルギー（自家消費）については、その使用によって、購入電力が削減したとみなし、購入電力と同じ熱量換算係数を用いています。

・購入電力 9.76 GJ/MWh ・灯油 36.7 GJ/kl
・ガソリン 34.6 GJ/kl ・都市ガス 44.8 GJ/1,000Nm3

・軽油 37.7 GJ/kl ・LPG 50.8 GJ/t
・A重油 39.1 GJ/kl 
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【資料・データ編】

部門 2012 2013 2014
環境エネルギー事業 317 517 720

住宅ストック事業 764 751 798

リース事業 485 482 523

環境緑化事業 10 10 15

環境エンジニアリング事業 2 3 3

環境貢献型事業売上高の推移（部門別）

物件名 区画数 建設地

住宅

スマ・エコ タウン陽だまりの丘 66区画 三重県桑名市

スマ・エコ アベニュー上尾東 13区画 埼玉県上尾市

スマ・エコ アベニュー桶川南 10区画 埼玉県桶川市

スマ・エコ アベニュー伊勢朝日 17区画 三重県三重郡朝日町

スマ・エコ アベニュー西金沢 50区画 石川県金沢市

スマ・エコ アベニュー　
守谷ひがし野 1丁目 11区画 茨城県守谷市

複合 セキュレアガーデン高尾 サクラシティ 83区画 東京都八王子市

スマートシティの開発実績（2014年度）

種類 2012 2013 2014
風力発電 9.0 9.0 9.0

太陽光発電 2.9 47.9 92.5

再生可能エネルギーの発電設備容量の推移（種類別）
（全量売電のみ）

種類 2012 2013 2014
風力発電 28,574 28,747 26,926

太陽光発電 352 13,152 88,914

再生可能エネルギーの発電量の推移（種類別）
（全量売電のみ）

スマート＆エコ商品比率の推移（部門別）
部門 2012 2013 2014

戸建住宅事業 64.3 64.1 65.0

賃貸住宅事業
低層 37.1 43.5 45.0

中高層 22.0 11.1 35.6

マンション事業 17.5 36.8 79.8

商業建築事業
商業施設 3.5 10.9 5.4

事業施設 23.7 18.8 10.3

単位：％

単位：億円

単位：MW

単位：MWh
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再生可能エネルギーの発電設備容量の推移
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環境貢献型事業売上高の推移

再生可能エネルギーの発電量の推移
（全量売電のみ）

購入電力に対する再生可能エネルギー発電割合の推移
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環境貢献型事業
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〈環境データの算定方法、対象範囲〉
■  スマート＆エコ商品比率
◇概要
スマート＆エコ商品比率とは、当社の提供する新築建物において、「スマートハウス・ス
マートビル」の普及拡大を図るにあたり、その進捗を評価するための指標です。
各事業ごとに「スマート＆エコ商品」の定義を定め、当該年度に提供した新築建物のう
ち「スマート＆エコ商品」に該当する割合を算定したうえで、各事業の売上高による加
重平均を求めています。

◇算定式
スマート＆エコ商品比率（％）　＝　∑{（各事業のスマート＆エコ商品の割合（％））
 ×　（各事業の売上高（円））}
 ÷　∑（各事業の売上高（円））

◇対象範囲等
大和ハウス工業（単体）における5事業を対象とし、スマート&エコ商品の定義は下表のとおりです。

■  環境貢献型事業売上高
◇概要
当社グループの事業において、コア事業である建築請負での環境配慮とは別に、多角
化事業として取り組む事業そのものが低炭素社会・循環型社会・自然共生社会の実現
に貢献するものを「環境貢献型事業」と定義し、当該事業の売上高を用いてその進捗
を評価しています。

◇対象範囲等
大和ハウス工業およびグループ会社における5事業を対象とし、算定範囲は下表のとおりです。

■  再生可能エネルギーの発電設備容量（全量売電）と発電割合
◇概要
発電設備容量は、年度末において、当社グループが発電事業者として運営（稼働）する
再生可能エネルギー（風力発電・太陽光発電・水力発電など）による発電設備容量を示
しています。なお、発電設備容量の算定にあたっては、全量売電のみを対象とし、自家
消費・余剰売電のものは対象としていません。また、特定電気事業者（PPS）として、直接
顧客に電力販売を行っているエネサーブの運営する発電設備は含めていません。
購入電力に対する再生可能エネルギー発電の割合とは、当社（または当社グループ）
の購入電力量に対する、当社グループが運営する再生可能エネルギー発電設備によ
る電力系統への売電量を示しており、100％以上となると購入電力による間接CO2排
出量をネットゼロと考えることができます。

自社・グループ施設（新築）における省CO2先導プロジェクト
物件名 竣工年月 用途 延べ面積 階数 環境性能

大和ハウス竜ヶ崎工場 2014年
3月 工場 17,348.50m2 地上1階 CASBEE：Aランク

大和ハウス富山ビル 2014年
4月 事務所 3,277.73m2 地上4階 CASBEE：Sランク

スポーツクラブ
NASあべの店

2014年
12月

スポーツ
施設他 6,330.06m2 地下1階

地上5階 ERR：40.2%

ロイヤルホームセンター
長久手店

2015年
2月 商業施設 14,982.76m2 地下1階

地上2階
CASBEE：Aランク
BEI：0.275

大和ハウス福島ビル 2015年
5月 事務所 3,640.50m2 地上5階 CASBEE：Sランク

BEI：0.541

自社・グループ施設（既存）における省CO2先導プロジェクト

施設名 用途
CO2削減率（基準年比）

基準年 2014年度
目標

2014年度
実績

2015年度
目標

大和ハウス大阪ビル
事務所

2005 35.1％ 38.9％ 39.5％
大和ハウス東京ビル 2005 29.6％ 26.5％ 30.5％
イーアスつくば

商業施設

2010 9％ 4.0％ 12％

BiVi福岡 2009 12％ 19.0％ 21％
コムボックス光明池 2009 35％ 35.3％ 41％
湘南モールフィル 2007 32％ 39.0％ 32％
ロイヤルホームセンター西宮店 2005 41％ 43.3％ 41％
浜名湖ロイヤルホテル

リゾート
ホテル

2007 44％ 38.2％ 46％
伊勢志摩ロイヤルホテル 2007 44％ 42.6％ 46％
天橋立宮津ロイヤルホテル 2009 40％ 30.4％ 47％
大和ハウス九州工場

工場
2005 61％ 61.0％ 63％

大和リース関東工場 2007 58％ 60.0％ 62％
デザインアーク三重工場 2007 30％ 11.0％ 38％

部門 対象範囲
スマート&エコ商品の定義

要件
（A）パッシブ設計
（高断熱）

（B）省エネ （C）創・蓄エネ
（D）エネルギー
マネジメント

戸建住宅事業 戸建住宅事業の新築物件のすべて
【必須】（A）かつ（B）
【選択】（C）または（D）

外張り断熱通気外壁 高効率給湯器
太陽光発電または燃料
電池または蓄電池

HEMS

賃貸住宅事業 賃貸住宅事業の新築物件のすべて
【必須】（A）
【選択】（B）または（C）または（D）

外皮断熱性能
[平成25年基準]

高効率給湯器
太陽光発電または

蓄電池
HEMS

マンション事業 マンション事業の着工物件のすべて
【必須】（A）かつ（B）
【選択】（C）または（D）

外皮断熱性能
[平成25年基準]

高効率給湯器また
はLED照明

太陽光発電または
蓄電池

HEMS

商業建築
事業

商業施設 商業建築事業の300㎡以上非住宅
建築の着工物件のすべて

【必須】（A）かつ（B）
【選択】（C）または（D）

外皮断熱性能
[平成25年基準+10%]
（BPI≦0.9）

省エネルギー性能
[H25年基準+10%]
（BEI≦0.9）

太陽光発電または
蓄電池

BEMSまたは
FEMS事業施設

部門 対象範囲 算定範囲

環境エネルギー事業
大和ハウス工業 環境エネルギー事業の全売上高
大和エネルギー 全売上高
エネサーブ 全売上高

住宅ストック事業
大和ハウス工業 ストック事業の全売上高
大和ハウスリフォーム 全売上高
日本住宅流通 ストック事業の全売上高

リース事業 大和リース 流通・建築リース事業の全売上高（ただし、流通・建築は除く）
環境緑化事業 大和リース 環境緑化事業の全売上高
環境エンジニアリング事業 フジタ 環境エンジニアリング事業の全売上高

◇算定式
購入電力に対する再生可能エネルギー発電割合（％）
　＝　∑（再生可能エネルギーによる売電量（kWh））　
　÷　∑（当社（または当社グループ）の購入電力量（kWh)）

省CO2先導プロジェクト
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【資料・データ編】
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2012 2013 2014
CO2削減貢献度（倍）※1 6.4 8.8 11.3 

CO2削減貢献量 244.5 342.6 390.2 
売電分相殺後のCO2排出量※2 38.3 39.1 34.5 

CO2排出量 39.5 40.9 39.4 
再生可能エネルギー（売電）による相殺分 1.2 1.8 4.9

※1 CO2削減貢献度＝CO2削減貢献量÷売電分相殺後のCO2排出量
※2 売電分相殺後のCO2排出量＝CO2排出量ー再生可能エネルギー（売電）による相殺分

CO2削減貢献度 単位：万t-CO2

設置率の推移（部門別） 単位：％

部　門 2011 2012 2013 2014
戸建住宅事業 56.3 64.3 64.1 65.0
賃貸住宅事業（低層） 14.1 36.9 43.5 45.0

高効率給湯器の設置状況
設置率の推移（部門別） 単位：％

部　門 2011 2012 2013 2014
戸建住宅事業 90.0 91.0 95.0 95.6
賃貸住宅事業（低層） 19.1 18.2 23.7 22.3

CO2削減貢献量の推移（部門別） 単位：万t-CO2

部　門 2012 2013 2014
戸建住宅事業 61.6 66.3 69.0
賃貸住宅事業 44.4 52.4 63.5
住宅リフォーム事業 19.2 19.0 20.5
マンション事業 6.4 8.6 8.2

商業建築事業

大和ハウス工業（商業施設） 25.4 39.8 51.9
大和ハウス工業（事業施設） 29.1 48.8 36.7
大和リース 4.5 8.6 15.1
フジタ 11.3 9.8 6.9

環境エネルギー
事業

大和ハウス工業 33.1 75.6 105.3
大和エネルギー 9.6 13.8 13.2

太陽光発電の設置状況

CO2削減貢献度の推移

設置容量の推移（部門別）
部　門 2011 2012 2013 2014

戸建住宅事業 17,914 21,997 24,627 33,539

賃貸住宅事業
低層 3,628 12,060 23,582 30,561
中高層 ― 115 163 158

住宅リフォーム事業 11,600 27,715 25,715 29,855
マンション事業 259 45 26 22
商業建築事業 269 14,045 30,940 27,207
環境エネルギー事業 1,590 41,804 95,868 198,002

単位：kW

ECOプロダクツ
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■  CO2削減貢献量
◇概要

CO2削減貢献量とは、「当社グループが、住宅や建築物、省エネ・創エネソリューションを提供することにより、どれだけCO2排出量の削減に貢献できたか」を示す数値です。
当社グループでは、フローベース法による算定を基本としており、当該年度に提供した商品（住宅や建築物、太陽光発電など）がライフエンドまで使用された場合の使用・運用段階の
CO2排出量を算出し、これに相当する比較対象商品のCO2排出量から差し引いて削減貢献量を算定しています。なお、ESCO事業による削減貢献量については、ストックベース法に
よる算定とし、当該年度に提供しているESCOサービスの対象設備すべて（ストック累積分）の年間CO2排出量を算出し、これに相当する比較対象設備のCO2排出量から差し引いて
削減貢献量を算定しています。
※ESCO事業：Energy Service Company事業の略。顧客の光熱水費等の経費削減を行い、削減実績から対価を得るビジネスのこと

◇算定式
【フローベース法の場合】

方法①（新築住宅） ： CO2削減貢献量（t）= {（比較対象商品の使用・運用段階の戸あたり年間CO2排出量（t/戸・年））
－（当該年度に提供した商品の使用・運用段階の戸あたり年間平均CO2排出量（t/戸・年））}
×当該年度の販売（着工）戸数（戸）×想定使用年数（年）

方法②（新築建物） ： CO2削減貢献量（t）= ∑{延床面積（㎡）×用途別・規模別床面積あたり年間エネルギー消費量（MJ/㎡・年）
×エネルギー低減率（％）×CO2排出係数（t/MJ）×想定使用年数（年）}
※エネルギー低減率（％）＝1－BEI　※BEI=設計エネルギー消費量（MJ/年）÷基準エネルギー消費量（MJ/年）

方法③（創エネ設備）： CO2削減貢献量（t）= ∑（再生可能エネルギーによる年間発電量（kWh/年）×CO2排出係数（t/kWh）×想定使用年数（年））
※売電分も含む

方法④（省エネ改修）： CO2削減貢献量（t）= ∑{（省エネ改修前の年間CO2排出量（t/年）－省エネ改修後の年間CO2排出量（t/年））×想定使用年数（年）}

【ストックベース法の場合】   CO2削減貢献量（t/年）= ∑{（比較対象設備の年間CO2排出量（t/年））
－（当該年度に提供しているESCOサービス対象設備の年間CO2排出量（t/年））}

◇対象範囲と算定基準

〈環境データの算定方法、対象範囲〉

部門 対象範囲
算定基準

算定方法・算定ツール 比較対象 想定使用年数

大和ハウス
工業

戸建住宅
事業

戸建住宅事業における
新築住宅のすべて

【算定方法】フローベース法①
【使用した算定ツール】省エネ法/住宅事業主の判断
基準算定用プログラム（同プログラムでは評価でき
ない設備等は当社独自の計算による）
【エネルギー消費量の算定について】当該年度に供給
した住戸のすべてが比較対象住戸と同じ建設地、プ
ランと仮定。同プログラムの方法論を用いて、当該年
度の各省エネ対策の導入率を考慮した、戸あたり年
間エネルギー消費量の平均値を算出

【戸建】<建設地>大阪市、<家族構成>4人家族、
<プラン>住宅事業主基準算定用モデルプラン/
延床面積：134.16㎡
【賃貸（低層・中高層）】<建設地>大阪市、<家族
構成>3人家族、<プラン>当社標準プラン/（低
層）住戸面積50.49㎡/（中高層）住戸面積60.28㎡
【マンション】<建設地>大阪府ほか（各断熱地域
区分ごとに設定）、<家族構成>3人家族、<プラン
>当社標準プラン/住戸面積72.8㎡
【共通仕様】<外皮断熱>S55年省エネ基準、<空
調>エアコン（COP:暖房2.90 冷房2.39）、<給湯>
一般ガス給湯器、<調理>ガスコンロ、<発電設備
>なし

躯体：30年
設備：15年

賃貸住宅
事業

賃貸住宅事業における
新築住戸のすべて

躯体：30年
設備：15年

マンション
事業

マンション事業におけ
る着工住戸のすべて

躯体：47年
設備：15年

商業建築
事業

商業建築事業における
300㎡以上の非住宅建
築の着工物件、太陽光
発電設置工事すべて

【算定方法】フローベース法②・③
【使用した算定ツール】省エネ法/一次エネルギー消
費量算定プログラム

省エネ法/H25年基準における標準建物
ただし、H11年基準での評価物件は、H11年基準
における標準建物

店舗・倉庫・工場用途：
20年
それ以外の用途：30年
太陽光発電：20年

環境
エネルギー
事業

環境エネルギー事業に
おける省エネ・創エネ
ソリューション案件す
べて

【算定方法】フローベース法③・④
【発電量・省エネ効果の算定について】当社独自のシ
ミュレーションツールによる（メーカーの試算も併用）

【省エネソリューションの場合】
省エネ改修の実施前
【創エネソリューションの場合】
創エネ設備の導入前

照明設備改修：8～10年
空調設備改修：10年
太陽光発電：15年

大和リース
商業建築
事業

商業建築事業における
非住宅建築の着工物件
すべて

【算定方法】フローベース法②
【使用した算定ツール】省エネ法/一次エネルギー消
費量算定プログラム

省エネ法/H25年基準における標準建物
ただし、H11年基準での評価物件は、H11年基準
における標準建物

販売物件：30年
リース物件：リース期間

フジタ
商業建築
事業

商業建築事業における
300㎡以上の非住宅建
築の着工物件、太陽光
発電設置工事すべて

【算定方法】フローベース法②・③
【使用した算定ツール】省エネ法/一次エネルギー消
費量算定プログラム

省エネ法/H25年基準における標準建物
ただし、H11年基準での評価物件は、H11年基準
における標準建物

店舗・倉庫・工場：20年
それ以外：30年
太陽光発電：20年

大和ハウス
リフォーム

住宅
リフォーム
事業

住宅リフォーム工事に
おける省エネ・創エネ
リフォーム案件すべて

【算定方法】フローベース法③・④
【使用した算定ツール】省エネ法/住宅事業主の判断
基準算定用プログラム（同プログラムでは評価でき
ない設備等は当社独自の計算による）
【発電量・省エネ効果の算定について】当該年度の省
エネ・創エネリフォームのすべてが比較対象住宅と同
じ建設地、プランと仮定。同プログラムの方法論を用
いて、各省エネ対策の効果を試算し、当該年度の各工
事件数を乗じて削減効果を算出

<建設地>大阪市、<家族構成>4人家族、<プラン
>住宅事業主基準算定用モデルプラン/延床面積：
134.16㎡
<外皮断熱>S55年省エネ基準、<給湯>一般ガス
給湯器、<調理>ガスコンロ、<発電設備>なし

断熱改修：15年
照明設備改修：15年
空調設備改修：15年
太陽光発電：15年　など

大和
エネルギー

環境
エネルギー
事業

ESCO事業、省エネ・
創エネソリューション
案件すべて

【算定方法】フローベース法③・④、ストックベース法
（ESCO事業のみ）
【発電量・省エネ効果の算定について】当社独自のシ
ミュレーションによる（メーカーの試算も併用）

【省エネソリューションの場合】
省エネ改修の実施前
【創エネソリューションの場合】
創エネ設備の導入前

照明設備改修：15年
空調設備改修：15年
太陽光発電：20年　など
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ECOプロセス

CO2排出量の推移（部門別） 単位：t-CO2

部　門 2012 2013 2014
オフィス 25,629 25,921 24,914
車両 51,502 55,397 54,965
生産 26,240 28,283 27,581
物流・配送センター 22,218 23,902 22,348
施工 89,711 91,065 82,459
商業施設・店舗 50,944 52,317 50,625
リゾート・スポーツ施設 106,488 107,409 105,322
ホテル・介護施設 22,117 24,488 24,555
駐車場 ̶ 393 739

CO2排出量の推移（種類別） 単位：t-CO2

種　類 2012 2013 2014
スコープ2 電気 173,212 177,657 175,945

スコープ1

都市ガス 27,736 30,304 30,971
LPG 6,625 7,967 8,732
Ａ重油 32,040 29,638 26,756
ガソリン 51,981 55,743 55,244
軽油 97,284 102,380 90,956
灯油 5,972 5,487 4,903

エネルギー使用量の推移（部門別） 単位：千GJ

部　門 2012 2013 2014
オフィス 574 581 559
車両 767 825 819
生産 544 591 577
物流・配送センター 361 394 372
施工 1,415 1,406 1,292
商業施設・店舗 1,162 1,189 1,152
リゾート・スポーツ施設 2,099 2,138 2,108
ホテル・介護施設 494 546 548
駐車場 ̶ 9 17

エネルギー使用量の推移（種類別） 単位：千GJ

種　類 2012 2013 2014
電気 3,997 4,099 4,060
都市ガス 556 608 621
LPG 112 135 148
Ａ重油 462 428 386
ガソリン 775 831 823
軽油 1,419 1,493 1,327
灯油 88 81 72
再生可能エネルギー（自家消費） 8 5 7
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CO2排出量と原単位の推移

（2014年度）CO2排出量の内訳 （2014年度）エネルギー使用量の内訳

エネルギー使用量の推移

（部門別） （種類別）
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再生可能エネルギーの発電設備容量の推移（部門別）
（自家消費・余剰売電のみ） 単位：kW

部　門 2012 2013 2014
オフィス 116 116 152
生産 110 176 176
物流・配送センター 128 128 128
商業施設・店舗 108 108 128
リゾート・スポーツ施設 660 690 726
ホテル・介護施設 30 30 30
駐車場 7 7 7

〈環境データの算定方法、対象範囲〉
■  CO2排出量・エネルギー使用量
◇概要

CO2排出量は、エネルギー起源のCO2排出量のみを対象としています。
また、エネルギー使用量は、熱量換算での算定としています。
それぞれ、電力、燃料の購入データを基に、エネルギー種別ごとのCO2排出係数、熱量
換算係数を乗じて算出していますが、施工部門など一部推計が含まれています。

◇対象範囲と算定基準

再生可能エネルギーの発電設備容量の推移
（自家消費・余剰売電のみ）
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■風力  ■太陽光

■  再生可能エネルギーによる発電設備容量（自家消費・余剰売電）
◇概要
発電設備容量は、年度末において、当社グループが保有（稼働）する再生可能エネル
ギー（風力発電・太陽光発電など）による発電設備のうち、自家消費または余剰売電を
行っている設備の発電容量を示しています。

◇対象範囲と算定基準
CO2排出量の対象範囲、算定基準に同じ
ただし、車両・輸送・施工は除く

◇算定式
CO2排出量（t） ＝　∑{（電力、燃料の年間使用量）　
 ×　（エネルギー毎のCO2排出係数）}

エネルギー使用量（J）　＝　∑{（電力、燃料の年間使用量）　
 ×　（エネルギー毎の熱量換算係数）}　　

再生可能エネルギー

部門 対象組織 対象範囲
（拠点数は2015年3月末現在） 算定基準

オフィス 大和ハウス
グループ

事務所（本社・支社・支店・営業所）・研
究所・研修センター・展示場・モデルルー
ムのすべて

計 856 ヵ所

各拠点にて、電力・燃料供給会社からの月次請求書を基に、エネルギー使用
量を把握し、各CO2排出係数を乗じて算出

事務所 605 ヵ所

研究所 2 ヵ所

研修センター 5 ヵ所

展示場 244 ヵ所 

車両 大和ハウス
グループ 社用車および、マイカー許可車のすべて 計 12,714台 

各拠点にて、ガソリンカードの請求データまたは給油時の領収書を基に、ガ
ソリン使用量を把握し、CO2排出係数を乗じて算出
※ただし、マイカー許可車の使用量には、私用走行分を含む

生産 大和ハウス
グループ 生産拠点のすべて 計 26 ヵ所 各拠点にて、電力・燃料供給会社からの月次請求書を基に、エネルギー使用

量を把握し、各CO2排出係数を乗じて算出

物流・
配送
センター

大和ハウス
グループ

輸送 物流事業における輸送のすべて
（自社車両のみ） 計 520 台 各拠点にて、燃料供給会社からの月次請求書を基に、エネルギー使用量を把

握し、各CO2排出係数を乗じて算出

配送
センター

部材輸送等に要する配送セン
ターのすべて（自社運営のみ） 計 52 ヵ所 各拠点にて、電力・燃料供給会社からの月次請求書を基に、エネルギー使用

量を把握し、各CO2排出係数を乗じて算出

施工 大和ハウス
グループ

住宅・建築の新築工事、土木工事の施工現
場（解体・改修工事は除く）

新築工事：計 7,979 千㎡
サンプル物件における床面積（または売上金額）あたりのエネルギー使用量
（固定値）に集計期間の売上床面積（売上金額）を乗じて全体を推計。その
数値から、省エネルギー活動の実施率にもとづき推計したエネルギー使用削
減量を減じて、エネルギー使用量を推計し、各CO2排出係数を乗じて算出

住宅工事 2,872 千㎡

建築工事 5,107 千㎡ 

土木工事 20件 

商業施設・
店舗

大和ハウス
グループ 当社が運営する商業施設・店舗

計 361 ヵ所 各拠点にて、電力・燃料供給会社からの月次請求書を基に、エネルギー使用
量を把握し、各CO2排出係数を乗じて算出
※テナント部分は除く（ただし、省エネ法上算入を求められている施設では一部テナント部
分を含む）

商業施設 308 ヵ所

ホームセンター 53 ヵ所

リゾート・
スポーツ施
設

大和ハウス
グループ

当社が運営するリゾートホテル・ゴルフ
場・スポーツクラブ、温浴施設

計 108ヵ所 

各拠点にて、電力・燃料供給会社からの月次請求書を基に、エネルギー使用
量を把握し、各CO2排出係数を乗じて算出

リゾートホテル 29 ヵ所

ゴルフ場 10 ヵ所 

スポーツクラブ 68 ヵ所 

温浴施設 1 ヵ所

ホテル・介
護施設

大和ハウス
グループ 当社が運営する都市型ホテル・介護施設

計 44 ヵ所
各拠点にて、電力・燃料供給会社からの月次請求書を基に、エネルギー使用
量を把握し、各CO2排出係数を乗じて算出都市型ホテル 39 ヵ所

介護施設 5 ヵ所

駐車場 大和ハウス
グループ 当社が運営する駐車場 計 1,004 ヵ所 各拠点にて、電力・燃料供給会社からの月次請求書を基に、エネルギー使用

量を把握し、各CO2排出係数を乗じて算出
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バリューチェーンのCO2排出量の推移

スコープ1・2・3CO2排出量の推移

分　類 2012年度
（万t-CO2）

2013年度
（万t-CO2）

2014年度
（万t-CO2）

合計に対する
割合

スコープ1 当社が所有または管理する排出源から直接排出される温室効果ガス 8.0 7.7 7.2 0.6%

スコープ2 当社のエネルギーの使用に伴い間接的に排出される温室効果ガス 3.5 3.7 4.3 0.3%

スコープ3

当社の事業活動に関連して、当社が所有または管理していない排出源
から間接的に排出される温室効果ガス 1,043.5 1,218.3 1,254.2 99.1%

上流

購入した製品・サービス 236.3 245.6 260.2 20.6%

資本財 4.8 8.4 14.4 1.1%

スコープ1、2に含まれない
燃料およびエネルギー関連活動 1.4 1.2 1.2 0.1%

輸送、配送（上流） 3.7 4.3 4.2 0.4%

事業から出る廃棄物 2.9 3.4 4.4 0.3%

出張 0.4 0.5 0.4 0.04%

雇用者の通勤 0.3 0.5 0.6 0.04%

リース資産（上流） 0.01 0.02 0.02 0.002%

下流

輸送、配送（下流） - - - （該当なし）

販売した製品の加工 - - - （該当なし）

販売した製品の使用 596.7 735.5 816.6 64.5%

販売した製品の修繕・廃棄 196.7 218.5 151.7 12.0%

リース資産（下流） 0.4 0.4 0.5 0.04%

フランチャイズ - - - （該当なし）

投資 - - - （該当なし）

スコープ1＋2＋3排出量（合計） 1,055.0 1,229.7 1,265.8 100.0%

バリューチェーンのCO2排出量
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■ 購入した製品・サービス　■ その他（上流）　■ 販売した製品の使用
■ 販売した製品の修繕・廃棄　■ その他（下流） 

■ スコープ1（自社の直接排出）　■ スコープ2（自社のエネルギー使用による間接排出）
■ スコープ3（自社以外の間接排出）

1,229.7　

1,265.8
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（万t-CO2）

■ 購入した製品・サービス　■ その他（上流）　■ 販売した製品の使用
■ 販売した製品の修繕・廃棄　■ その他（下流） 

■ スコープ1（自社の直接排出）　■ スコープ2（自社のエネルギー使用による間接排出）
■ スコープ3（自社以外の間接排出）

1,229.7　
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■  バリューチェーンのCO2排出量
◇対象組織
　大和ハウス工業（単体）

◇概要
スコープ1、2については、P60参照（ただし、対象範囲は大和ハウス工業のみ）。
スコープ3については、右記算定式で算定しており、活動量は主に当社実績にもと
づく一次データを使用し、活動量あたりのCO2排出量は信頼性の高い二次データを
使用しています。なお、二次データにおいては、毎年入手可能な最新版を利用する
ものとし、過去にさかのぼっての修正は行っていません。

◇対象範囲と算定基準

〈環境データの算定方法、対象範囲〉

分
類 スコープ3の対象カテゴリ 対象範囲

（非該当カテゴリ（◆）についてはその理由）

算定基準 （排出量＝活動量×活動量あたりのCO2排出量（原単位））

活動量 原単位（出典）

上流

1 購入した製品・サービス
戸建･賃貸住宅･マンション･非住宅建築物の建設に要した
資材および購入した水・紙の採取・製造・輸送（マンショ
ンは建設時も含む）

用途別の供給面積 面積あたりの原単位（出典③）

水・紙の購入金額 金額あたりの原単位（出典①）

2 資本財 購入または取得した資本財の採取・製造・輸送 設備投資金額
設備投資金額あたりの原単位
（出典①）

3
スコープ1、2に含まれない燃料
およびエネルギー関連活動

購入・取得した燃料およびエネルギーの採取・生産・輸送
（スコープ1、2に含まれないもの）

購入した燃料・エネルギー消費量
燃料・エネルギー別採取・
生産・輸送段階の原単位
（出典①、②）

4 輸送、配送（上流）
当社が所有権を有する貨物の調達・移動、排出責任を負う
廃棄物の輸送

荷主分の輸送に関わる燃料の発熱量
発熱量あたりの原単位
（省エネ法による）

5 事業から出る廃棄物
生産拠点および建設・解体現場で発生した産業廃棄物の廃
棄・処理

品目ごとの廃棄物排出量
品目ごとの廃棄・処理段階の
原単位（出典①）

6 出張
従業員による事業に関わる活動のための移動（海外･国
内）・宿泊

移動手段別の出張旅費金額
移動手段別の交通費支給額
あたりの原単位（出典①）

7 雇用者の通勤 従業員による自宅と就業地点間の移動 移動手段別の通勤費支給額
移動手段別の交通費支給額
あたりの原単位（出典①）

8 リース資産（上流）
リース使用したデータセンター・
文書管理倉庫の稼働

専有面積（倉庫・データセンター） 面積あたりの原単位（出典③）

下流

9 輸送、配送（下流）
◆ 販売した製品（住宅・建築物）の輸送・流通というプロ
セスがないため、このカテゴリーに該当するCO2排出量は
ありません。

該当なし 該当なし

10 販売した製品の加工
◆ 販売した製品（住宅・建築物）の加工というプロセス
がないため、このカテゴリーに該当するCO2排出量はあり
ません。

該当なし 該当なし

11 販売した製品の使用

戸建･賃貸住宅･マンション･非住宅建築物の生涯における
使用
（戸建/賃貸住宅･物販/飲食店舗･工場/倉庫：30年、それ以
外：60年）
なお、リースで提供される製品の使用についても、まと
めて算入しています。また、修繕・更新に伴うCO2排出量
は、カテゴリ12に含めています。

用途別の供給面積　
用途別供給面積あたりの年間
CO2排出量（自社計算）
×想定使用年数　

12 販売した製品の修繕・廃棄
戸建･賃貸住宅･マンション･非住宅建築物の生涯における
修繕・更新と解体・廃棄

用途別の供給面積　 面積あたりの原単位（出典③）

13 リース資産（下流） 当社が保有する貸しビルの稼働 賃貸面積（事務所）　 面積あたりの原単位（出典③）

14 フランチャイズ
◆ フランチャイズ制を採用していないため、このカテゴ
リーに該当するCO2排出量はありません。

該当なし　 該当なし　

15 投資

◆ 投資先のスコープ1、2排出量について、一部実データ
に基づく推計の結果、スコープ3排出量全体の2％以下とな
り、データ収集の困難さに対して排出量が小さいと判断し
対象外としています。

該当なし　 該当なし　

◇算定式
CO2排出量（t）　＝　∑{（活動量）　×　（活動量あたりのCO2排出量）}

◇利用した二次データの出典元
①サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定の排出原単位
データベース（ver.2.2）（経済産業省・環境省）

②カーボンフットプリントコミュニケーションプログラムの「基本データ
ベースVer.1.01（国内データ）」（一般社団法人産業環境管理協会）

③建築環境総合性能評価システム（CASBEE）2014年度版のLCCO2算出ツール
（一般社団法人日本サステナブル建築協会）
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自然環境との調和（生物多様性保全）
【資料・データ編】

開発・街づくりにおける生物多様性保全

生態系に配慮した木材調達

環境共生住宅

ECOプロダクツ

環境共生住宅認定戸数の推移（部門別） 単位：戸

部門 2010 2011 2012 2013 2014
戸建住宅事業 1,151 844 1,125 1,140 1,167
マンション事業 110 21 0 0 0

【街づくり】緑被率の推移（部門別） 単位：％

部　門 2012 2013 2014
戸建住宅事業 ̶ ̶ 54.3

賃貸住宅事業
低層 ̶ ̶ 14.8
中高層 ̶ ̶ 13.4

マンション事業
都市型

36.4 31.5
34.5

郊外型 42.8

商業建築事業

大和ハウス工業（商業施設） 17.5 22.0 15.2
大和ハウス工業（事業施設） 23.5 31.5 21.2
フジタ ̶ ̶ 29.4
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1,125 1,167
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■戸建住宅事業  ■マンション事業

戸建住宅事業
13.5%

賃貸住宅事業
12.8%

都市開発事業
1.3%

商業建築事業
70.2%

マンション事業
2.1%

千㎡
761
（2014年度）

【開発】生物多様性自主基準適合率の推移

環境共生住宅認定戸数の推移

環境共生住宅の認定率の推移（分譲住宅のみ）

国産木材比率の推移（木造住宅のみ）

【街づくり】（2014年度）
緑被面積の内訳（部門別）

Aランク 7.4%

当社推奨木材
6.9%

再生木材 7.9%

Bランク 3.8%

Cランク 7.3%

Sランク 81.5%

認証木材
66.7%

（2014年度）使用木材の評価結果

ECOプロセス【街づくり】
緑被面積の推移
（千m2）
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【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
　(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）

※2014年度から、集計範囲に緑化規制
なしエリアの大規模物件を含めてい
ます。
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■  【開発】生物多様性自主基準適合率
◇概要
生物多様性自主基準【開発】とは、生物多様性ガイドライン【開発・街づくり編】にもとづ
き、大規模開発事業を対象に当社が独自に定めた30項目からなる評価ツールにおい
て、評価ランクがBランク以上となることをいいます。
対象物件ごとに担当者による評価を行い、本社部門にて基準への適合状況を確認して
います。

■  【街づくり】緑被面積、緑被率
◇概要
緑被面積とは、当社グループが分譲住宅の販売や建築請負とともに実施する外構工事
において、緑化を行った総面積をいいます。
また、緑被率は、各案件の敷地面積から建築面積※を除外した外構面積のうち、緑化さ
れた面積の割合を示します。
※建築面積とは建物の水平投影面積のこと（ただし、戸建住宅においては、想定建築面積（＝敷地面積×
法定建ぺい率）を用いています）

◇対象範囲

■  環境共生住宅認定　
◇概要
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、一般財団法人
「建築環境・省エネルギー機構」が実施する環境共生住宅認定制度を活用しています。
認定にあたっては、戸建住宅においてはシステム供給型（認定No.CS2011-3、CS2011-
4）における認定を基本とし、大規模団地等の開発においては一部、団地供給型を併用し
ています。また、分譲マンションにおいては主に個別供給型を活用しています。

◇算定式

環境共生住宅認定率（％）　＝　∑（分譲住宅における認定戸数（戸））　
　　　　　　　　　　　　÷　∑（分譲住宅の販売戸数（戸））

〈環境データの算定方法、対象範囲〉

◇算定式
生物多様性自主基準適合率（％）　＝　∑（自主基準適合物件の敷地面積（m2））
　　　　　　　　　　　　　　　÷　∑（評価対象物件の敷地面積（m2））

◇算定式
緑被面積（m2）　＝　∑（各事業における対象物件の緑被面積（m2））

緑被率（％）　　＝　∑（各事業における対象物件の緑被面積（m2））
　　　　　　　÷　∑（各事業における対象物件の外構面積※（m2））
　　　　　　　　　     ※外構面積（m2）＝敷地面積（m2）－建築面積（m2）

■  使用木材の合法性・持続可能性評価
◇概要
生物多様性ガイドライン【木材調達編】にもとづき、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ています。
年一回、木材の供給サプライヤーに納入木材の実態調査を行い、認定基準への適合状
況を確認しています。
（認証木材・再生木材以外の木材については、Sランク：推奨、Aランク：標準、Bランク：購入
可、Cランク：改善の4段階に評価）

部門 対象組織 対象範囲

開発 大和ハウス工業 開発面積3,000m2以上の自社開発事業

部門 対象組織
対象範囲

緑被面積 緑被率

戸建住宅事業 大和ハウス工業 分譲住宅の全販売物件 分譲住宅の全販売物件

賃貸住宅事業 大和ハウス工業
【緑化規制あり】全新築物件
【緑化規制なし】敷地面積 1,000m2以上

【緑化規制あり】全新築物件
【緑化規制なし】対象外

マンション事業 大和ハウス工業 全着工物件（JV非幹事物件は除く）
【緑化規制あり】全着工物件（JV非幹事物件は除く）
【緑化規制なし】対象外

商業建築
事業

商業施設

大和ハウス工業
【緑化規制あり】全着工物件
【緑化規制なし】敷地面積 3,000m2以上

【緑化規制あり】全着工物件
【緑化規制なし】対象外

大和リース 【緑化規制あり】全着工物件
【緑化規制あり】全着工物件
【緑化規制なし】対象外

事業施設

大和ハウス工業
【緑化規制あり】全着工物件
【緑化規制なし】敷地面積 3,000m2以上

【緑化規制あり】全着工物件
【緑化規制なし】対象外

フジタ 【緑化規制あり】全着工物件
【緑化規制あり】全着工物件
【緑化規制なし】対象外

都市開発事業 大和ハウス工業 全着工物件

◇対象範囲

部門 対象組織
対象範囲

認定戸数 認定率

戸建住宅事業 大和ハウス工業 全販売物件 分譲住宅の全販売物件

マンション事業 大和ハウス工業 全販売物件

部門 対象組織 対象範囲

戸建住宅事業 大和ハウス工業 建設した戸建住宅（鉄骨造・木造)※1

賃貸住宅事業 大和ハウス工業 建設した工業化賃貸住宅（鉄骨造)※1

マンション事業 大和ハウス工業 販売した分譲マンション（サンプル物件）※1

商業建築事業 大和ハウス工業 建設した木造建築物、医療介護・住居系建築物※1

その他
ロイヤルホーム
センター 販売した木製品※2

デザインアーク 製造した木質建材※3

※1　構造材、桟木、下地材、合板、床材、造作材
※2　構造材、桟木、下地材、合板、床材、エクステリア材、工作用材
※3　下地材、合板、造作材

■   国産木材比率
◇概要
国内の森林の多面的機能を維持向上させるため、木造住宅における構造材の国産化を
進めています。

◇算定式
国産木材比率（％）　＝　∑（国産木材使用量（m3））　÷　∑（全木材使用量（m3））

部門 対象組織 対象範囲

戸建住宅事業 大和ハウス工業 木造住宅における構造材

◇対象範囲

◇対象範囲

◇対象範囲
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資源保護（廃棄物削減、水資源保護、グリーン購入）
【資料・データ編】

ECOプロダクツ
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長期優良住宅認定率の推移 資源循環型建築商品（システム建築）採用棟数と採用率の推移

■  長期優良住宅認定率
◇概要
資源の有効利用を進めるにあたり、その進捗を測る指標として、「長期優良住宅の普及
の促進に関する法律」に基づく、「長期優良住宅認定制度」を活用しています。同認定
制度においては、構造躯体等の劣化対策、耐震性、可変性、維持管理・更新の容易性、高
齢者等対策、省エネルギー対策、一定以上の住宅規模、および良好な景観の形成への
配慮等の要件が定められています。

■  資源循環型建築商品
◇概要
構造躯体や外壁を規格化し工場で製作するシステム建築商品は、施工現場での廃棄
物の発生抑制につながり、分別解体が容易という特徴を持っています。こうしたシステ
ム建築商品を「資源循環型建築商品」と定義しており、現在展開中のシステム建築商品
は、ダイワフレスト、ダイワコンフォルト、D'sオプト、D'sリード、D'sウッドの5種類があり
ます。

◇算定式
システム建築採用率（％）　＝　∑（システム建築を採用した物件の棟数（棟））
　　　　　　　　　　　   ÷　∑（対象物件棟数（棟））

◇対象範囲

〈環境データの算定方法、対象範囲〉

部門 対象組織 対象範囲

戸建住宅事業 大和ハウス工業 全販売物件

部門 対象組織 対象範囲

商業建築事業 大和ハウス工業 全着工物件（鉄骨造）

長期優良住宅認定率 資源循環型建築商品

◇算定式
長期優良住宅認定率（％）　＝　∑（長期優良住宅認定棟数（棟））　
　　　　　　　　　　　　÷　∑（全販売物件棟数（棟)）

◇対象範囲
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（品目別）

（処理別）
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0.7%

がれき類
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およびガラス
陶磁器くず 
6.4%

木くず 
8.5%

金属くず 
3.7%

千t
1,603.2
（2014年度）

（千t）
■生産　■新築　■土木　■改修　■解体　■その他
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（品目別） （処理別）

その他
6.9%

金属くず 
2.2%

廃プラス
チック類 
10.7%

木くず 
24.1%

ガラスくず
およびガラス
陶磁器くず
45.9%

がれき類 
3.8%
汚泥 
6.3%

t
15,380
（2014年度）

マテリアル
リサイクル
89.0%

リサイクル
98.8%

埋立て 1.2%
単純焼却 0.02%
サーマル
リサイクル 
9.8%

【全体】リサイクル率の推移（部門別） 単位：％

部　門 2012 2013 2014
生産 97.6 98.6 98.8
新築 93.4 96.3 96.5
土木 99.8 99.8 98.8
改修 77.4 75.9 77.4
解体 96.9 95.4 95.8

【生産】廃棄物排出量の推移（会社・部門別） 単位：t

2012 2013 2014
大和ハウス工業 10,495 11,184 11,047
大和リース 4,060 3,341 2,802
デザインアーク（工場） 593 582 546
デザインアーク（配送センター） 889 1,006 985

【全体】建築・解体廃棄物排出量の推移

【全体】（2014年度）建築・解体廃棄物排出量の内訳 【生産】（2014年度）廃棄物排出量の内訳

【生産】廃棄物排出量と原単位の推移

ECOプロセス

廃棄物排出量
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資源保護（廃棄物削減、水資源保護、グリーン購入）
【資料・データ編】

（部門別） （種類別）

千m3

7,118
（2014年度）

上水
78.8%

温泉 
4.3%

地下水 
16.9%

千m3

7,118
（2014年度）

生産・物流・
配送センター

5.3%

施工
10.8%

商業施設
・店舗
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水使用量と原単位の推移

（2014年度）水使用量の内訳

水使用量の推移（部門別） 単位：千m3

部　門 2012 2013 2014
オフィス 258 258 271
生産・物流・配送センター 318 356 378
施工 785 675 769
商業施設・店舗 865 769 593
リゾート・スポーツ施設 4,038 4,029 4,087
ホテル・介護施設 846 981 1,020

グリーン購入基準

（品目別） （処理別）

がれき類
18.6%

その他 
6.3%

廃プラス
チック類 
12.2%

木くず 
16.7%

ガラスくず
およびガラス
陶磁器くず
31.3%

紙くず 
5.2%
金属くず  
9.7%

t
128,350
（2014年度）

マテリアル
リサイクル
90.8%

リサイクル
96.5%

埋立て 3.4%

その他 0.1%
単純焼却 0.01%
サーマル
リサイクル 
5.8%

【新築】（2014年度）廃棄物排出量の内訳

【新築】廃棄物排出量の推移（会社・部門別） 単位：t

2012 2013 2014
大和ハウス工業（住宅） 18,441 21,243 19,105
大和ハウス工業（建築） 59,106 61,662 70,914
大和リース 17,971 20,516 16,811
フジタ 48,188 36,015 21,520

（年度）

（％）
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グリーン購入比率の推移
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紙使用量の推移
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18.5

17.3
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18.9

目標 実績 実績（総量）

143.7 139.4 128.3

【新築】廃棄物排出量と原単位の推移
分　類 主な対象 基準名

紙類
コピー用紙、
帳票類

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。

カタログ等 森林認証紙を使用していること。

文具類 事務用品

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。

オフィス家具

いす、机、棚、
収納用什器
（棚以外）、
ローパーテー
ションなど

（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品）であること。

OA機器類

コピー機等、
複合機、FAX

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。

パソコン、
プリンター等

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。

※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。

水使用量

紙使用量・グリーン購入比率
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■  紙使用量・グリーン購入比率
◇概要
紙使用量については、購入量（m2）での実績値を重量換算して算定しています。
また、事務所で使用する物品について、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、当社独自の「グリーン購入基準」を設定してい
ます。グリーン購入比率の算出にあたっては、金額ベースとし、下記算定式にて算定し
ています。

◇算定式

◇対象範囲（グリーン購入・紙使用量　共通）

■  水使用量
◇概要
上水、地下水、温泉の年間使用量の合計値とし、各拠点での購買データを基に算定して
います。
なお、施工部門については、サンプル調査によって把握した施工面積あたりの水使用
量に施工床面積を乗じて推計しています。

◇対象範囲

〈環境データの算定方法、対象範囲〉

部門 対象組織 対象範囲
（拠点数は2015年3月末現在）

オフィス 大和ハウスグループ
事務所（本社・支社・支店・営業所）・研究所・研修センター・展示場・モデルルーム
のすべて

計 856ヵ所

生産・物流・
配送センター

大和ハウスグループ
生産 生産拠点のすべて 計 26ヵ所
物流・配送センター 部材輸送等に要する配送センターのすべて（自社運営のみ） 計 52ヵ所

施工 大和ハウスグループ 住宅・建築の新築工事、土木工事の施工現場  （解体・改修工事は除く）
新築工事：計 7,979千m2

土木工事：計 20件
商業施設・店舗 大和ハウスグループ 当社が運営する商業施設・店舗（原則、テナント部は除く） 計 361ヵ所
リゾート・
スポーツ施設

大和ハウスグループ 当社が運営するリゾートホテル・ゴルフ場・スポーツクラブ 計 108ヵ所 

ホテル・
介護施設

大和ハウスグループ 当社が運営する都市型ホテル・介護施設 計 44ヵ所 

部門 対象組織 対象範囲
（拠点数は2015年3月末現在）

事務 大和ハウス工業
事務所（本社・支社・支店・営業
所）・研究所のすべて

計 193ヵ所

■  建設・解体廃棄物排出量、リサイクル率
◇概要
工場・施工現場で発生する廃棄物のうち、有価売却したものを除いたものを「建設廃
棄物」と定義しています。また、同じ施工現場においても、解体に伴う廃棄物は「解体廃
棄物」として区別しています。さらに、土工事に伴う「建設発生土」や「建設汚泥」に関し
ては、「建設廃棄物」には含めていません。また、生産部門の原単位分母には各工場の
「売上高」の合計を用いており、施工部門の原単位分母には各現場の「売上面積」の
合計を用いています。

◇算定式
【生産】建設廃棄物排出量（t） ＝　∑（建設廃棄物発生量（t））
 －　∑（有価売却量（t））

【新築】建設廃棄物排出量（t） ＝　∑（建設副産物発生量（t））
 －　∑（有価売却量（t））
 －　∑（建設汚泥発生量（t））

【共通】建設廃棄物リサイクル率（％）　＝　∑{（マテリアルリサイクル量（t））
 ＋　（サーマルリサイクル量（t））}
 ÷　∑（建設廃棄物排出量（t））
※リサイクル率の算定においては、建設汚泥を含む

部門 対象組織 対象範囲

生産 大和ハウスグループ
生産拠点・配送センターのすべて
（工場：26ヵ所、配送センター：12ヵ所）

新築 大和ハウスグループ 建設現場のすべて
土木 フジタ 土木現場のすべて
改修 大和ハウスグループ 改修現場のすべて
解体 大和ハウスグループ 解体現場のすべて

紙使用量（t）　＝　∑（紙購入量（m2）　×　単位あたりの重量）　

グリーン購入比率（％）　＝　∑（グリーン購入適合品の購入金額（円））　
　　　　　　　　　      ÷　∑（対象品目の全購入金額（円））

◇対象範囲
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有害化学物質による汚染の防止　
【資料・データ編】

PRTR対象化学物質排出・移動量 VOC排出量

ECOプロセス

PRTR対象化学物質排出・移動量の推移（会社・部門別） 単位：t

部　門 2010 2011 2012 2013 2014
大和ハウス工業（住宅） 51.6 47.6 46.3 44.3 43.9
大和ハウス工業（建築） 25.5 21.4 20.3 19.2 26.6 
大和リース 104.9 153.2 114.4 78.7 63.6 
デザインアーク 6.0 4.6 4.3 4.9 5.0 

VOC排出量の推移（部門別） 単位：t

部　門 2010 2011 2012 2013 2014
大和ハウス工業（住宅） 203.3 204.2 219.9 230.6 247.7 
大和ハウス工業（建築） 133.6 114.2 120.7 134.9 134.3
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PRTR対象化学物質排出・移動量と原単位の推移 VOC排出量と原単位の推移

■  PRTR対象化学物質の排出・移動量
◇概要
化学物質排出把握管理促進法（PRTR法）で定められている第一種指定化学物質462
物質の排出・移動量とし、各拠点での購買データを基に算定しています。
（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）

◇対象範囲

■  VOC排出量
◇概要
大阪府条例および日本塗料工業会の定める揮発性有機化合物326物質の排出量とし、
各拠点での購買データを基に算定しています。

◇対象範囲

〈環境データの算定方法、対象範囲〉

部門 対象組織 対象範囲

生産 大和ハウスグループ 生産拠点のすべて
※配送センター除く

計 26ヵ所 

部門 対象組織 対象範囲

生産 大和ハウス工業 生産拠点のすべて
※配送センター除く

計 10ヵ所 
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PRTR調査結果　 単位：kg

物質
番号 対象化学物質名 取扱量 消費量

移動量 排出量

除去処理量下水道への
移動量

当該事業所の
外への（廃棄
物）移動量

移動量合計 大気への
排出量

公共用水域
への排出量 排出量合計

80 キシレン 71,212 0 0 908 908 60,733 0 60,733 9,571

448 メチレンビス（4,1-フェニレン）=
ジイソシアネート 52,616 52,514 0 97 97 4 0 4 0

53 エチルベンゼン 35,360 0 0 522 522 34,828 0 34,828 9

412 マンガン及びその化合物 30,794 21,556 0 8,160 8,160 1,078 0 1,078 0

71 トルエン 18,230 0 0 251 251 17,895 0 17,895 84

296 塩化第二鉄 16,424 0 0 0 0 0 0 0 16,424

300 1,2,4-トリメチルベンゼン 16,415 0 0 66 66 4,384 0 4,384 11,965

1 亜鉛の水溶性化合物 8,378 6,591 21 1,586 1,607 0 180 180 0

297 1,3,5-トリメチルベンゼン 3,380 0 0 51 51 3,328 0 3,328 1

438 メチルナフタレン 1,960 0 0 0 0 10 0 10 1,950

384 1-ブロモプロパン 1,891 0 0 0 0 1,891 0 1,891 0

304 鉛 1,311 775 0 536 536 0 0 0 0

239 メタクリル酸メチル 1,018 109 0 19 19 889 0 889 0
その他42物質 3,145 1,444 0 614 614 1,056 0 1,056 31
合計 262,134 82,989 21 12,811 12,832 126,097 180 126,277 40,036

単位：t

製品に含有されて
持ち出される量 83.0

40.0除去処理量

262.1取扱量

キシレン 60.7
エチルベンゼン 34.8
トルエン 17.9
1,2,4-トリメチルベンゼン 4.4

1,3,5-トリメチルベンゼン 3.3
1-ブロモプロパン 1.9
マンガン及びその化合物 1.1
その他 2.0

大気への排出量　　126.1

マンガン及びその化合物 8.2 
亜鉛の水溶性化合物 1.6 
キシレン 0.9 
鉛 0.5 
エチルベンゼン 0.5 
トルエン 0.3 
その他 0.8 

廃棄物・下水道への移動量 12.8 

0.2亜鉛の水溶性化合物

水域への排出 0.2

PRTR対象有害化学物質のマテリアルバランス
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環境負荷マテリアルフロー、環境会計
【資料・データ編】

廃棄物排出量 ······································11.0千t 廃棄物排出量（解体） ···························705.6千t廃棄物排出量（新築） ··························103.7千t

Input ❶❷ 研究・開発、営業・設計

エネルギー使用量
·············································918,298GJ

水使用量
······································211.8千m3

Input ❹ 生産

エネルギー使用量
··································521,614GJ

水使用量
····································356.7千m3

鋼材購入量
·····································210,171t

木材購入量 
···································138,877m3

Output ❶❷ 研究・開発、営業・設計

CO2排出量 ·····································52.8千t-CO2

廃棄物排出量 ··············································1.6千t

Output ❹ 生産 Output ❻ 施工

CO2排出量 ··································26.4千t-CO2

有価物排出量 ··········································2.5千t

Input ❻ 施工

エネルギー使用量
·········································415,872GJ

●❶ 研究・開発 ●❷ 営業・設計 ●❸ 調　達 ●❻ 施　工 ●❼ 居　住●❹ 生　産 ●❺ 輸送（出荷）

ガソリン ····································513,859
電力 ············································310,902
都市ガス ······································ 85,320
その他 ·············································8,217

電力 ·································· 383,441
LPG······································64,676
灯油 ·····································34,495
都市ガス ·····························17,690
軽油 ·····································15,619
その他 ····································5,692

上水 ········································201.6
地下水 ······································ 10.2

地下水 ····································244.3
上水 ········································112.4

軽油 ·········································331,383
電力 ··········································· 84,489

桟木 ····································· 73,829
合板 ····································· 65,049

住宅 ······································· 149,849
建築 ··········································60,322

水使用量（上水）
····································386.9千m3

ガラス ································· 6,489
木くず ································· 2,258
汚泥 ········································· 864
廃プラ ····································· 644
金属くず ····································32
その他 ····································· 759

がれき類 ··········493,542
木くず ·················75,650
ガラスくず及び
陶磁器くず ·········42,903

汚泥 ·····················36,461
金属くず ·············36,018
廃プラ ·················14,159
紙くず ··················· 3,282

金属くず ·············11,106
紙くず ··················· 5,803
がれき類 ··············· 5,396
その他 ·······················300

CO2排出量 ···························25.1千t-CO2

有価物排出量 ································10.1千t
ガラスくず及び
陶磁器くず ·········35,035
木くず ·················18,583
廃プラ ·················13,796
汚泥 ·····················13,660

［内訳］ ［内訳］ ［内訳］ ［内訳］ ［内訳］ ［内訳］ ［内訳］

［内訳］ （単位：t） ［内訳］［内訳］ （単位：t） （単位：t）

環境負荷マテリアルフロー

①環境保全コスト

項目 主な内容
2012 2013 2014

投資額（千円） 投資額（千円） 投資額（千円）

事業エリア内コスト

大気・水質・騒音等の公害防止対策費 18,376 3,042 3,089
地球温暖化の防止（省エネ）対策費 397,223 214,521 75,754
廃棄物削減対策費 1,395 138 654
水資源削減対策費 843 0 508

上下流コスト グリーン購入費、通い箱購入費 3,562 1,354 6,644
管理活動コスト 環境教育費、EMS維持費等 935 1,869 502

合計 422,335 220,923 87,151

②環境保全効果
効果の内容 項目 単位 2012 2013 2014

事業エリア内効果

投入資源に関する効果
原油換算エネルギー使用量（生産系） GJ 486,387 533,522 521,614
原油換算エネルギー使用量（物流系） GJ 536,348 592,713 619,095

環境負荷および廃棄物
に関する効果

廃棄物発生量 t 10,494 11,118 11,047
CO2排出量（生産系） t-CO2 23,575 25,717 25,016
CO2排出量（物流系） t-CO2 36,823 40,646 42,453
水資源使用量 m3 290,261 332,270 356,730

環境会計
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廃棄物排出量 ······································11.0千t 廃棄物排出量（解体） ···························705.6千t廃棄物排出量（新築） ··························103.7千t

Input ❶❷ 研究・開発、営業・設計

エネルギー使用量
·············································918,298GJ

水使用量
······································211.8千m3

Input ❹ 生産

エネルギー使用量
··································521,614GJ

水使用量
····································356.7千m3

鋼材購入量
·····································210,171t

木材購入量 
···································138,877m3

Output ❶❷ 研究・開発、営業・設計

CO2排出量 ·····································52.8千t-CO2

廃棄物排出量 ··············································1.6千t

Output ❹ 生産 Output ❻ 施工

CO2排出量 ··································26.4千t-CO2

有価物排出量 ··········································2.5千t

Input ❻ 施工

エネルギー使用量
·········································415,872GJ

●❶ 研究・開発 ●❷ 営業・設計 ●❸ 調　達 ●❻ 施　工 ●❼ 居　住●❹ 生　産 ●❺ 輸送（出荷）

ガソリン ····································513,859
電力 ············································310,902
都市ガス ······································ 85,320
その他 ·············································8,217

電力 ·································· 383,441
LPG······································64,676
灯油 ·····································34,495
都市ガス ·····························17,690
軽油 ·····································15,619
その他 ····································5,692

上水 ········································201.6
地下水 ······································ 10.2

地下水 ····································244.3
上水 ········································112.4

軽油 ·········································331,383
電力 ··········································· 84,489

桟木 ····································· 73,829
合板 ····································· 65,049

住宅 ······································· 149,849
建築 ··········································60,322

水使用量（上水）
····································386.9千m3

ガラス ································· 6,489
木くず ································· 2,258
汚泥 ········································· 864
廃プラ ····································· 644
金属くず ····································32
その他 ····································· 759

がれき類 ··········493,542
木くず ·················75,650
ガラスくず及び
陶磁器くず ·········42,903

汚泥 ·····················36,461
金属くず ·············36,018
廃プラ ·················14,159
紙くず ··················· 3,282

金属くず ·············11,106
紙くず ··················· 5,803
がれき類 ··············· 5,396
その他 ·······················300

CO2排出量 ···························25.1千t-CO2

有価物排出量 ································10.1千t
ガラスくず及び
陶磁器くず ·········35,035
木くず ·················18,583
廃プラ ·················13,796
汚泥 ·····················13,660

［内訳］ ［内訳］ ［内訳］ ［内訳］ ［内訳］ ［内訳］ ［内訳］

［内訳］ （単位：t） ［内訳］［内訳］ （単位：t） （単位：t）

環境負荷マテリアルフロー

③環境保全効果に伴う経済効果
内容 2012 2013 2014

収益 有価物売却費※ 26 672 42,715

費用節減
省エネルギー活動によるコスト削減額 50,702 56,640 16,957
廃棄物削減活動によるコスト削減額 42,968 62,730 50,739

合計 93,697 120,042 110,411
※当年度に実施した環境保全効果の結果、得られた収益

単位：千円

〈環境データの算定方法、対象範囲〉
■  環境負荷マテリアルフロー
◇対象期間 ： 2014年4月1日～2015年3月31日

◇対象組織 ： 大和ハウス工業

◇対象範囲

◇算定基準 ： P54「環境データの算定と報告について」および、前項までの〈環境データ
の算定方法〉に同じ

■  環境会計
◇対象期間 ： 2014年4月1日～2015年3月31日

◇対象組織 ： 大和ハウス工業

◇対象範囲 ： 全10工場

◇参考にしたガイドライン ： 環境省「環境会計ガイドライン2005年版」①研究・開発：事務所（本社・支社・支店・営業所）・研究所・研修センター・展示場
のすべて、社用車および、マイカー許可車のすべて②営業・設計

④生産： 生産拠点のすべて
⑥施工： 住宅・建築の新築工事の施工現場（解体工事を含む）
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第三者保証報告書
「環境報告書2015」に開示しているCO2情報等について、情報の信頼性を向上させるため、株式会社トーマツ審査評価機構による保証を
受けています。
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第三者意見

全体として非常にわかりやすく、完成度の高い報告書になっています。専門

用語を使わず読みやすい表現というだけでなく、何を伝えたいかがわかるよ

う、構成・レイアウトも工夫されています。ネガティブ情報もリスクとしてきちん

と伝えようとする姿勢にも好感と信頼感を持ちます。取り組み内容も、再生可

能エネルギー（以下、再生エネ）の導入実績・目標や「住宅の居住・使用段階の

CO2ゼロ」目標など、もっとアピールしたらよいと思うほど秀でています。

さらなる進化を期待し、3点コメントします。
まず、環境先進企業として、より大きな枠組みで考え、報告して下さい。地球

の現状や世界の動向をしっかり認識し、国内だけではなくグローバルに、また、

住宅というライフサイクルの長い商品を扱っていることを鑑みても、2020年と
いう短中期だけではなく、2050～2100年という長期的な時間軸で、めざすべ
き方向や到達点を考え、伝えてほしいと思います。

また、「今はできていない・やっていないが、今後取り組もうと考えているこ

と」の報告から、企業の“未来への意思”が伝わります。同時に、潜在的なリス

クや問題の認識も重要です。例えば、太陽光パネルのリスク（紛争鉱物※は？

リユース・リサイクル体制は？など）の認識と対応は、投資家を含むさまざま

なステークホルダーが知るべき点の1つです。
最後に、環境面に軸足を置きつつも、社会性の側面への広がりを期待します。

「再生エネ」「地域とのつながり」などの強みを有する企業として、現在の社会

課題をどのように認識し、役立とうとしているのでしょうか。人々の幸福や社会の

レジリエンス（しなやかな強さ）にどのように資することができるのでしょうか。

毎年の報告書をきちんとPDCAに組み込むことで、環境経営の質を着実に高
めてきた先進企業として、今後のさらなる展開・進化を大いに期待しています。

※スズや金など紛争地域で産出された鉱物。これらを購入することで武装勢力の資金源につながる
ことが危惧される。

当社グループの環境活動ならびに本レポートに対して貴重なご意見をいただき、心

より御礼申し上げます。枝廣様との意見交換会は、私たちの環境経営のPDCAにおけ
る重要なステップであり、いただいた意見書は1年間の通信簿と受け止めています。
今年度は、グループ一丸となって取り組む「エンドレス グリーン プログラム 2015」の
進捗に加え、最重要テーマである「エネルギー“ゼロ”の住宅・建築・街づくり」や「再生

可能エネルギーによる発電事業」の成果に対し、特に大きな評価をいただきました。

一方で、50年先を見据えた長期ビジョンへの期待や、社会面での課題解決に向け
た認識や取り組みの必要性についてご指摘いただきました。まさにこの点は、統合報

告が求められる動きとも軌を一にし、投資家をはじめ、さまざまなステークホルダーか

らも期待されているところと認識しています。

今年は創業60周年であるとともに、2011年に策定した「環境中長期ビジョン

2020」の中間年という節目の年です。これを機に、これまでの取り組みを大きな視点
から総括し、社内での議論にとどまらず、社会との対話を通じて環境経営の次なるス

テージに向けた戦略ストーリーの再構築に挑戦してまいります。

東京都市大学環境学部教授
幸せ経済社会研究所所長

枝廣 淳子（えだひろ じゅんこ）様

環境部 部長

小山 勝弘

環境ジャーナリスト・翻訳家として、「伝えるこ
と」で変化を促し、「つながり」と「対話」によ
る幸せで持続可能な未来の共創とレジリエ
ンスの向上をめざす。

第三者意見を受けて
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本レポートについてのお問い合わせ先
大和ハウス工業株式会社
環境部　TEL 06-6342-1346
CSR部　TEL 06-6342-1435

大和ハウスグループの経営のシンボルである「エンドレスハート」は、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
© Copyright 2015 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., LTD. All rights reserved.

エネルギー“ゼロ”の住宅・建築・街づくりで、
低炭素社会へ。
大和ハウス工業は、Fun to Shareに賛同しています。

環境報告書 2015
～「環境」との共創共生～

15001805-01   H27.6.30*  
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