
2015年12月に開催されたCOP21（気候変動枠組条約第21回
締約国会議）では、2020年以降の温室効果ガス排出削減等の新た
な国際枠組みとして「パリ協定」が採択され、日本は2030年までに
温室効果ガスの排出量を2013年度比26％削減、2050年までに
同80％削減という目標を掲げました。

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7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。

当社グループは「風と太陽と水」を最大限活用することで、脱炭
素社会の実現とエネルギーの効率利用を図る「エネルギー“ゼロ”
の街づくり」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、より一層重要になります。

そこで、「風と太陽と水」を暮らしのエネルギーに変換すること
で、個々の建物におけるエネルギーゼロ化はもちろん、それらを街
全体、地域全体で効率的かつ広範囲に広げる新たな取り組みを推
進しています。

さらに今後は、エネルギーを自給する住宅や建物はもとより、再
生可能エネルギー発電所を住まい手でシェアしながら住宅や建物
間、街での電力融通によるエネルギー自給の街や地域を創出し、
脱炭素社会の実現を目指します。

脱炭素社会の実現に向け、徹底した省エネ対策の
推進と再生可能エネルギーの活用によりライフサイ
クルCO2排出ゼロを目指します。

2025年までに戸建住宅、2030年までに建築物に
おいて、平均的な新築建物の使用時CO2排出量のネッ
ト･ゼロを目指します。併せて、再生可能エネルギーに
よる発電や低炭素電力の供給を推進し、CO2排出ゼ
ロ（エネルギーゼロ）の街づくりを推進します。

全施設・全事業プロセスにおけるCO2排出量（売
上高あたり）を、2005年度比で2030年に1/3とし、
2055年には1/5を目指します。さらに、2030年には
全グループの購入電力量を上回る再生可能エネル
ギー発電の供給により電力のネット･ゼロを実現し、
2055年にはグループ全体のCO2排出量のネット･ゼ
ロを目指します。

重 点
テーマ 

地球温暖化防止
（エネルギー・気候変動）

方針・考え方 2015年度の総括
（長期ビジョンに対する主な取り組み）

環境長期ビジョン
“Challenge ZERO 2055”

社会の一員としてCO2排出量を最小化すること　　　　　　　 はもちろん、「風と太陽と水」を最大限活用した暮らしの実現を目指すことで、
「エネルギー“ゼロ”の街づくり」を進めています。

社会的課題 大和ハウスグループの目指す姿

CO2排出ゼロの
住宅・建築・街づくり

生活の質の向上とエネルギー自給住宅の実現を目指す
「Smart xevo Eco Project」を推進

再生可能エネルギーによる発電量が、当社の購入電力量以上を
実現

グループCO2排出量の
ネット・ゼロ

長期 ● CO2排出規制の強化による事業活動の
　規制と関連投資の増大

短期 ● 建築物省エネ法施行に伴う住宅・建築に
　関わる初期コストの増加

長期 ● CO2排出規制の強化による
　環境不動産マーケットの拡大

短期 ● お客さまの省エネ・節電ニーズ対応による
　住宅・建築物の高付加価値化と事業領域の拡大

リスク

機会

ステークホルダーからの期待

日本の部門別CO2排出量の割合(2014年度)

省エネ住宅・建築の
開発・普及

再生可能エネルギーの
活用、普及

既存住宅・建築の
省エネ改修推進

CO2排出量の少ない
事業活動プロセス

大和ハウスグループにおけるリスクと機会

風と太陽と水を活かした
エネルギー“ゼロ”の街づくり（イメージ図）

「xevoΣ Grande
（ジーヴォ シグマ グランデ）」発売

断熱性能が高く、環境アイテムを上手く組み合わ
せることで光熱費がゼロとなる戸建住宅商品

エネルギー自給住宅を設計、着工
（セキュレア豊田柿本）

住 宅

再エネ

xevoΣ Grande

ZEBの実現に向けた自社施設での実証プロジェクト
「SmartｰEco Project」を推進

自社施設でZEBを実現
（ロイヤルホームセンター津島）
自社施設での実証をふまえ、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」を展開
自然の活用と最新技術を融合し、ZEB※を
30件創出
※ZEB Ready、Nealy ZEB含む

建 築

グループ全体の省エネプロジェクトにより売上高あたり
CO2排出量▲50%実現(2005年比)省エネ

ロイヤルホームセンター津島
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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、より一層重要になります。

そこで、「風と太陽と水」を暮らしのエネルギーに変換すること
で、個々の建物におけるエネルギーゼロ化はもちろん、それらを街
全体、地域全体で効率的かつ広範囲に広げる新たな取り組みを推
進しています。

さらに今後は、エネルギーを自給する住宅や建物はもとより、再
生可能エネルギー発電所を住まい手でシェアしながら住宅や建物
間、街での電力融通によるエネルギー自給の街や地域を創出し、
脱炭素社会の実現を目指します。

脱炭素社会の実現に向け、徹底した省エネ対策の
推進と再生可能エネルギーの活用によりライフサイ
クルCO2排出ゼロを目指します。

2025年までに戸建住宅、2030年までに建築物に
おいて、平均的な新築建物の使用時CO2排出量のネッ
ト･ゼロを目指します。併せて、再生可能エネルギーに
よる発電や低炭素電力の供給を推進し、CO2排出ゼ
ロ（エネルギーゼロ）の街づくりを推進します。

全施設・全事業プロセスにおけるCO2排出量（売
上高あたり）を、2005年度比で2030年に1/3とし、
2055年には1/5を目指します。さらに、2030年には
全グループの購入電力量を上回る再生可能エネル
ギー発電の供給により電力のネット･ゼロを実現し、
2055年にはグループ全体のCO2排出量のネット･ゼ
ロを目指します。
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を伸ばしています。今後は、こうした取り組みの中で得られた知見
を活かすとともに、これまで実現したZEB技術のさらなる進化や新
たな技術開発にも注力して、ZEBを進化させたエネルギー自給建
物を社会へ普及させていきます。

当社グループでは、「風と太陽と水」を最大限活用する社会を目指
して、戸建住宅をはじめ、賃貸住宅・マンション・商業施設など全事
業で再生可能エネルギーの普及を進めています。なかでも太陽光発
電の設置に力を入れており、2015年度は再生可能エネルギー固定価
格買取制度（FIT）の買い取り価格低下や電力会社からの発電出力抑
制の適用範囲の広がりにより、全国で設置容量が伸び悩んだものの、
全事業で305.4MWの設置を行いました。また、エネルギーの安定供
給を目指し、当社では電力小売り事業（法人向け）の供給エリアを全
国に拡大、2018年度には14年度比3倍の供給を計画しています。

「エンドレス グリーン プログラム 2015」実践報告

 

当社では、2009年に「環境配慮設計ガイドライン」を制定、運用
しています。これは、環境アイテムの説明や配置ポイント等をまと
めたもので、設計担当者の環境配慮建物提案を支援するとともに、
提案レベルの標準化を図っています。また3回のデザインレビュー
を通じて、「環境配慮設計評価シート」を活用し、環境配慮型建築

「D’s SMART シリーズ」のコンセプトに沿っているか等を確認、環
境配慮に関する定量評価を行っています。これらの仕組みにより、
実証的に行った自社施設で培ったノウハウをお客さまの建物へよ
りスムーズにフィードバックしています。また、グループ会社の大和
リース、フジタにおいても同様の評価手法を運用しています。

「ecoナビゲーター」によるシミュレーションシート

■ 「環境配慮設計ガイドライン」の運用フロー

当社では、生活の質を向上させながらCO2排出量と光熱費がゼ
ロとなるエネルギー自給住宅の実現を目指しています。2014年度
には、太陽光発電・省エネ設備・高断熱外壁・ホームエネルギーマ
ネジメントシステムを標準搭載し、エネルギー収支がゼロとなる戸
建住宅「スマ・エコゼロエナジー」を発売、普及を推進しています。

また2015年度には、まちづくりにおける考え方や指針を「まち
づくりビジョン」として策定。提供価値の一つとして「環境性」を掲
げ、これまでに2件※1のネット・ゼロ・エネルギータウンを実現。さ
らに、街の太陽光発電所の収益を住宅メンテナンスサービスに活
用するなど、新たな価値提案を行っています。

今後は、デマンドレスポンス（需要応答）とインセンティブ配信を
組み合わせ、街全体の節電を促進する当社オリジナルの仕組み※2

を活用するなど、エネルギーを含む環境とサービスを融合した新
たな付加価値提案を住宅や街づくりで展開していきます。

当社では、「先端技術でエネルギーをカシコク使う」をコンセプト
に、「Smart-EcoProject」を推進。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」を発売・展開し、ZEBの普及を進めていま
す。2011年度に、「D's SMART OFFICE（事務所）」を発売したこと
を契機に、店舗・工場・物流施設・介護施設・医療施設の6用途を
開発。 2015年度は、｢自然採光システムによる省エネ照明と快適性
向上｣を実現する「D's パッシブライト」が省エネ大賞を受賞、ZEB
建物（ZEB Ready,Nearly ZEB含む）も31件（前年度22件）と件数

エネルギー自給住宅の開発・普及と
スマートシティ／タウンの全国展開

■ まちづくりビジョン 〈8つの価値〉
Vision：まちの価値を未来へ
Mission：共に創り、共に育む
Value：人と地域に8つの価値を

※1スマ・エコタウン晴美台、スマ・エコタウン陽だまりの丘 
※2特許第5796041号、特許第5830061号

スマ・エコ商品比率 大和ハウス工業

390.2万トン
（12年度比1.6倍）

38.5% 45%以上 42.0%

420万トン
（12年度比1.7倍）

371.2万トン
（12年度比1.5倍）

自己評価2014年度
実績

2015年度
目標

2015年度
実績対象範囲管理指標

（KPI）

CO2削減貢献量 グループ

重点戦略 ❶

自社施設で培ったノウハウを活用し、
ZEBからエネルギー自給建物へ重点戦略 ❷

再生可能エネルギーの普及と
電力小売り事業の拡大重点戦略 ❸

■ マネジメント
「ecoナビゲーター」による環境配慮住宅の提案を推進
（戸建住宅事業）

「環境配慮設計ガイドライン」を運用、
お客さまへ環境配慮建物を提案（商業・事業施設事業）

重 点
テーマ 1 地球温暖化防止

（エネルギー・気候変動） 商品・サービスの提供によるCO2削減貢献

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

■ 当社が目指すエネルギーゼロの
コンセプト（ZEH・ZEB)

■ エネルギーゼロの
シミュレーション（イメージ）

快適

健康

安心

つながりfor
People

for
Region

持続性 経済性

地域性

環境性

お客さまへの
提案設計

お客さま
打合せ

着工

基本設計
概算見積り

デザイン
レビュー1

デザイン
レビュー2

デザイン
レビュー 3

提案設計の
環境性能及び
省エネ性能（BEI）
を確認

端材の削減、
森林資源の保護
について確認

CASBEE評価、省エネ性能（BEI）、
生物多様性（緑化計画）、
グリーン調達について確認

基本設計の
環境性能及び
省エネ性能（BEI）
を確認

詳細設計
見積り

CO2削減貢献量は、戸建住宅xevoΣの拡販をはじめ、全事業で省エネ住宅や建築物等の提案力強化に取り組みましたが、再生可能
エネルギーの固定価格買取制度の買取価格引き下げ等により、前年度まで増加傾向にあった太陽光発電システムの設置が減少。その
結果、目標を下回りました。

スマ・エコ商品比率は、全事業において省エネ・省CO2の住宅・建築物の提案に取り組みましたが、昨年度まで順調に伸びていた太
陽光発電システムの採用率が下がり、目標を下回りました。今後は、太陽光発電に偏ることなく建物性能、建物設備性能を含めたトータ
ルで環境貢献する取り組みに注力していきます。

エネルギー使用量

エネルギ－
使用量
削減

残りを
太陽光発電
でまかない

ます照明

照明空調・換気
空調・換気 太陽光

発電量コンセント
電気

コンセント
電気

従来の建物 当社が目指す
エネルギーゼロのイメージ

（ZEH・ZEB）

P52　2015年度の主な外部評価関連ページ

: 2015年度目標達成 　　: 2015年度目標未達成（前年度より改善） 　　: 2015年度目標未達成（前年度より悪化）

大和ハウスグループでは、「エネルギー“ゼロ”の街づくり」を
日本全国へ普及させることにより、脱炭素社会の実現を目指し
ています。この実現に向けた取り組みは、自然の風や太陽の光
などをカシコク利用することで、使用するエネルギーを最小化
する一方、 「風と太陽と水」を最大限活用して再生可能エネル
ギーの創出を行い、年間を通してエネルギー創出量と使用量を
差し引きゼロにするものです。

さらに、エネルギーゼロにとどまらず、エネルギーを自給で
きる住宅・建築・街づくりの実現にも取り組み、新たな暮らしの
価値を社会へ提供し続けていきます。

■ 基本的な考え方
エネルギー使用の最小化と、再生可能エネルギー
活用を最大化する社会の実現

「風と太陽と水」を最大限活用して住宅・建物・街で
エネルギーゼロを実現

「エネルギー“ゼロ”の街づくり」を広く普及することで
脱炭素社会を実現

❶ エネルギー自給住宅の開発・普及とスマートシティ／
タウンの全国展開

❷ 自社施設で培ったノウハウを活用し、ZEBから
エネルギー自給建物へ

❸ 再生可能エネルギーの普及と電力小売り事業の拡大

重点戦略

大和ハウス工業では、エネルギーシミュレーター「ecoナビゲー
ター」を活用し、環境配慮住宅の提案を進めています。家族構成や
生活パターンを入力することで年間のエネルギーコスト等を算出、
お客さまに建 物の
省エネ性能をわかり
やすく説明します。
2016年3月には、試算
範囲の拡充やZEH概
算機能、電力メニュー
など新機能を追加し、
よりきめ細かな提案
を進めています。

主な目標と実績チェック&アクション

※Nearly ZEB、ZEB Ready含む■ ZEB建物※の建設実績
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一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
比（
Ｂ
Ｅ
Ｉ
）

Ｚ
Ｅ
Ｂ
建
物

10 20 30 40 50 60 70 300100 150
(MW)

2012

2013

（年度）

2014

■ 戸建住宅 ■ 低層賃貸住宅 ■ 中高層賃貸住宅 ■ 住宅リフォーム
■ マンション ■ 商業・事業施設　　 ■ 環境エネルギー

22.0 12.0 27.7 14.0

0.0450.115
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41.8

319.3
198.033.5 30.6 29.9

0.158 0.022 27.2

2015

305.4
223.225.8 24.6 17.2

0 0.1

14.5

200.9
95.9

■ 太陽光発電設置容量の推移（全事業）

4.4％
2014年度比

削減

詳細データはP57-60参照
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を伸ばしています。今後は、こうした取り組みの中で得られた知見
を活かすとともに、これまで実現したZEB技術のさらなる進化や新
たな技術開発にも注力して、ZEBを進化させたエネルギー自給建
物を社会へ普及させていきます。

当社グループでは、「風と太陽と水」を最大限活用する社会を目指
して、戸建住宅をはじめ、賃貸住宅・マンション・商業施設など全事
業で再生可能エネルギーの普及を進めています。なかでも太陽光発
電の設置に力を入れており、2015年度は再生可能エネルギー固定価
格買取制度（FIT）の買い取り価格低下や電力会社からの発電出力抑
制の適用範囲の広がりにより、全国で設置容量が伸び悩んだものの、
全事業で305.4MWの設置を行いました。また、エネルギーの安定供
給を目指し、当社では電力小売り事業（法人向け）の供給エリアを全
国に拡大、2018年度には14年度比3倍の供給を計画しています。

「エンドレス グリーン プログラム 2015」実践報告

 

当社では、2009年に「環境配慮設計ガイドライン」を制定、運用
しています。これは、環境アイテムの説明や配置ポイント等をまと
めたもので、設計担当者の環境配慮建物提案を支援するとともに、
提案レベルの標準化を図っています。また3回のデザインレビュー
を通じて、「環境配慮設計評価シート」を活用し、環境配慮型建築

「D’s SMART シリーズ」のコンセプトに沿っているか等を確認、環
境配慮に関する定量評価を行っています。これらの仕組みにより、
実証的に行った自社施設で培ったノウハウをお客さまの建物へよ
りスムーズにフィードバックしています。また、グループ会社の大和
リース、フジタにおいても同様の評価手法を運用しています。

「ecoナビゲーター」によるシミュレーションシート

■ 「環境配慮設計ガイドライン」の運用フロー

当社では、生活の質を向上させながらCO2排出量と光熱費がゼ
ロとなるエネルギー自給住宅の実現を目指しています。2014年度
には、太陽光発電・省エネ設備・高断熱外壁・ホームエネルギーマ
ネジメントシステムを標準搭載し、エネルギー収支がゼロとなる戸
建住宅「スマ・エコゼロエナジー」を発売、普及を推進しています。

また2015年度には、まちづくりにおける考え方や指針を「まち
づくりビジョン」として策定。提供価値の一つとして「環境性」を掲
げ、これまでに2件※1のネット・ゼロ・エネルギータウンを実現。さ
らに、街の太陽光発電所の収益を住宅メンテナンスサービスに活
用するなど、新たな価値提案を行っています。

今後は、デマンドレスポンス（需要応答）とインセンティブ配信を
組み合わせ、街全体の節電を促進する当社オリジナルの仕組み※2

を活用するなど、エネルギーを含む環境とサービスを融合した新
たな付加価値提案を住宅や街づくりで展開していきます。

当社では、「先端技術でエネルギーをカシコク使う」をコンセプト
に、「Smart-EcoProject」を推進。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」を発売・展開し、ZEBの普及を進めていま
す。2011年度に、「D's SMART OFFICE（事務所）」を発売したこと
を契機に、店舗・工場・物流施設・介護施設・医療施設の6用途を
開発。 2015年度は、｢自然採光システムによる省エネ照明と快適性
向上｣を実現する「D's パッシブライト」が省エネ大賞を受賞、ZEB
建物（ZEB Ready,Nearly ZEB含む）も31件（前年度22件）と件数

エネルギー自給住宅の開発・普及と
スマートシティ／タウンの全国展開

■ まちづくりビジョン 〈8つの価値〉
Vision：まちの価値を未来へ
Mission：共に創り、共に育む
Value：人と地域に8つの価値を

※1スマ・エコタウン晴美台、スマ・エコタウン陽だまりの丘 
※2特許第5796041号、特許第5830061号

スマ・エコ商品比率 大和ハウス工業

390.2万トン
（12年度比1.6倍）

38.5% 45%以上 42.0%

420万トン
（12年度比1.7倍）

371.2万トン
（12年度比1.5倍）

自己評価2014年度
実績

2015年度
目標

2015年度
実績対象範囲管理指標

（KPI）

CO2削減貢献量 グループ

重点戦略 ❶

自社施設で培ったノウハウを活用し、
ZEBからエネルギー自給建物へ重点戦略 ❷

再生可能エネルギーの普及と
電力小売り事業の拡大重点戦略 ❸

■ マネジメント
「ecoナビゲーター」による環境配慮住宅の提案を推進
（戸建住宅事業）

「環境配慮設計ガイドライン」を運用、
お客さまへ環境配慮建物を提案（商業・事業施設事業）

重 点
テーマ 1 地球温暖化防止

（エネルギー・気候変動） 商品・サービスの提供によるCO2削減貢献

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

■ 当社が目指すエネルギーゼロの
コンセプト（ZEH・ZEB)

■ エネルギーゼロの
シミュレーション（イメージ）

快適

健康

安心

つながりfor
People

for
Region

持続性 経済性

地域性

環境性

お客さまへの
提案設計

お客さま
打合せ

着工

基本設計
概算見積り

デザイン
レビュー1

デザイン
レビュー2

デザイン
レビュー 3

提案設計の
環境性能及び
省エネ性能（BEI）
を確認

端材の削減、
森林資源の保護
について確認

CASBEE評価、省エネ性能（BEI）、
生物多様性（緑化計画）、
グリーン調達について確認

基本設計の
環境性能及び
省エネ性能（BEI）
を確認

詳細設計
見積り

CO2削減貢献量は、戸建住宅xevoΣの拡販をはじめ、全事業で省エネ住宅や建築物等の提案力強化に取り組みましたが、再生可能
エネルギーの固定価格買取制度の買取価格引き下げ等により、前年度まで増加傾向にあった太陽光発電システムの設置が減少。その
結果、目標を下回りました。

スマ・エコ商品比率は、全事業において省エネ・省CO2の住宅・建築物の提案に取り組みましたが、昨年度まで順調に伸びていた太
陽光発電システムの採用率が下がり、目標を下回りました。今後は、太陽光発電に偏ることなく建物性能、建物設備性能を含めたトータ
ルで環境貢献する取り組みに注力していきます。

エネルギー使用量

エネルギ－
使用量
削減

残りを
太陽光発電
でまかない

ます照明

照明空調・換気
空調・換気 太陽光

発電量コンセント
電気

コンセント
電気

従来の建物 当社が目指す
エネルギーゼロのイメージ

（ZEH・ZEB）

P52　2015年度の主な外部評価関連ページ

: 2015年度目標達成 　　: 2015年度目標未達成（前年度より改善） 　　: 2015年度目標未達成（前年度より悪化）

大和ハウスグループでは、「エネルギー“ゼロ”の街づくり」を
日本全国へ普及させることにより、脱炭素社会の実現を目指し
ています。この実現に向けた取り組みは、自然の風や太陽の光
などをカシコク利用することで、使用するエネルギーを最小化
する一方、 「風と太陽と水」を最大限活用して再生可能エネル
ギーの創出を行い、年間を通してエネルギー創出量と使用量を
差し引きゼロにするものです。

さらに、エネルギーゼロにとどまらず、エネルギーを自給で
きる住宅・建築・街づくりの実現にも取り組み、新たな暮らしの
価値を社会へ提供し続けていきます。

■ 基本的な考え方
エネルギー使用の最小化と、再生可能エネルギー
活用を最大化する社会の実現

「風と太陽と水」を最大限活用して住宅・建物・街で
エネルギーゼロを実現

「エネルギー“ゼロ”の街づくり」を広く普及することで
脱炭素社会を実現

❶ エネルギー自給住宅の開発・普及とスマートシティ／
タウンの全国展開

❷ 自社施設で培ったノウハウを活用し、ZEBから
エネルギー自給建物へ

❸ 再生可能エネルギーの普及と電力小売り事業の拡大

重点戦略

大和ハウス工業では、エネルギーシミュレーター「ecoナビゲー
ター」を活用し、環境配慮住宅の提案を進めています。家族構成や
生活パターンを入力することで年間のエネルギーコスト等を算出、
お客さまに建 物の
省エネ性能をわかり
やすく説明します。
2016年3月には、試算
範囲の拡充やZEH概
算機能、電力メニュー
など新機能を追加し、
よりきめ細かな提案
を進めています。

主な目標と実績チェック&アクション

※Nearly ZEB、ZEB Ready含む■ ZEB建物※の建設実績
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オフィス（当社福島ビル）
店舗（ロイヤルホームセンター津島店）
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■ 太陽光発電設置容量の推移（全事業）

4.4％
2014年度比

削減

詳細データはP57-60参照
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: 2015年度目標達成 　　: 2015年度目標未達成（前年度より改善） 　　: 2015年度目標未達成（前年度より悪化）主な目標と実績チェック&アクション

詳細データはP61-62参照

当社グループが、所有・運営する自社施設（オフィス・商業施設・
リゾート施設など）からのCO2排出量は全体の約6割以上を占めて
います。そこで、各用途建物ごとに「省エネトップランナー事業場」
を選定、そこで集中的に省エネ施策を実施、効果を確認・検証して
他事業場へ水平展開しています。現在、トップランナー事業場はオ
フィス2、商業施設5、リゾート施設3、生産（工場）3の計13事業場
を選定しています。

なかでも、拠点数が多くエネルギー使用量も多い商業施設部門
や生産部門では、グループ省エネ合同ワーキンググループを運営。
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
策の迅速な水平展開と省エネスキル向上を図っています。

また、2015年度は、エネルギーコストの12.1％に相当する9.4
億円の省エネ投資を進めた結果、売上高あたりCO2排出量が
12.2t-CO2/億円（前年度比12.9％削減）となりました。

当社グループでは、自社・グループ施設において計画的な省エネ
活動を進めるため「省エネ投資ガイドライン」を制定。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よう指針を定
め、省エネ投資を推進しています。

自社で管理している業務エアコン、冷凍冷蔵機器に充填されて
いる温室効果の高いフロン類の漏洩を最小化するため、フロン排
出抑制法に則った点検を実施しています。

■ マネジメント
「環境経営予算」の活用による先導事例の創出

「省エネ投資ガイドライン」の制定

フロン排出抑制法への対応

「エンドレス グリーン プログラム 2015」実践報告

大和ハウスグループでは、事業活動プロセスにおけるCO2

排出量の削減と再生可能エネルギーによる発電事業の推進に
より、脱炭素社会の実現に貢献しています。

新築施設では先導的な省エネ技術の導入、既存施設では徹
底した運用改善と計画的な設備更新によりエネルギー使用量
の削減を図るとともに、再生可能エネルギーによる発電事業を
積極的に推進し、自社購入電力量を上回る規模の再生可能エ
ネルギー発電を行っています。今後は当社グループの購入電力
量を上回る規模になるよう取り組みを加速させていきます。

■ 基本的な考え方

徹底した省エネと購入電力量以上の再生可能
エネルギーによる発電を推進し、脱炭素社会を実現

○ CO2排出量の削減
○ 再生可能エネルギーによる発電事業の推進

❶ 運用改善の継続と計画的な設備更新
❷ 再生可能エネルギーの積極的な導入

重 点
テーマ 1 地球温暖化防止

（エネルギー・気候変動） 事業活動プロセスにおけるCO2削減

重点戦略

徹底した省エネと、購入電力量以上の
再生可能エネルギーによる発電を推進

当社グループでは、自社・グループ施設に先導的な省エネ技術を
導入し、実証・検証を通じて商品化や水平展開を図る「Smart-Eco 
Project」を進めています。これを支援する仕組みとして「環境経営
予算制度」を運用。これは、公的補助金の活用に加え、先導的な環
境配慮技術の導入など社内基準を満たした先導プロジェクトに対
して社内予算補助を行いながら、プロジェクト成果の最大化を図
る制度です。この制度は、企画・設計、審査、実施、効果検証、報告
会、水平展間を一つのサイクルとしており、企画・設計、効果検証に
おいては社内の専門スタッフによる技術支援が行われます。効果
が大きい環境技術については、水平展開を図ります。

運用改善の継続と計画的な設備更新重点戦略 ❶

当社グループでは、購入電力量を上回る再生可能エネルギーによ
る発電を目指し、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。固定価格買取制度の開始（2012
年）を受け、本格的にメガソーラー事業に参入、2014年度には再生
可能エネルギーによる発電量が自社の購入電力量を初めて上回り
ました。2015年度は、「DREAM Solar和歌山市」（約21MW（メガ
ワット））など大規模な発電所をはじめ、ため池を活用したフロート
式の太陽光発電所など30カ所の発電所を新たに稼動。累計117カ
所で太陽光発電所・風力発電所が稼動しています。2015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162MW、年間発電量は168GWhとなり、当社の電力使用量
103GWhの163％となりました。

再生可能エネルギーの積極的な導入重点戦略 ❷

■ 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

太陽光発電所（大和エネルギー）

ため池を利用したフロート式
太陽光発電所（大和リース）

（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’sSMARTシリーズ」

CO2半減 ZEBの実現
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各社・各部門での省エネ活動の定着により、売上高あたりのCO2排出量は大幅に削減し、目標を達成しました。また、新築する自
社施設については「Smart-Eco Project」の推進によりオフィス、生産（工場）、商業施設においてCO2排出量を大幅に削減する先導的
なプロジェクトを創出することができました。さらに、再生可能エネルギーの順調な稼動により、CO2排出量相殺量は7.1万トン相当
まで拡大し、CO2排出量総量（再生可能エネルギー発電相殺後）も大幅に削減、目標を達成しました。

今後は、新築自社施設において、省CO2化を徹底するとともに、グループ会社の環境商品を取り入れながら、積極的にZEB化建築
物の創出を行います。また、既存施設においても継続的な省エネ活動を推進するとともに、計画的な省エネ投資を実施し、老朽化し
た設備の更新を積極的に進めていきます。
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社内の専門スタッフによる技術支援
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（05年度比）
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101.5MW
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30.6％削減
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　下段は当社グループ購入
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■ ＣＯ2排出量と原単位の推移
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: 2015年度目標達成 　　: 2015年度目標未達成（前年度より改善） 　　: 2015年度目標未達成（前年度より悪化）主な目標と実績チェック&アクション

詳細データはP61-62参照

当社グループが、所有・運営する自社施設（オフィス・商業施設・
リゾート施設など）からのCO2排出量は全体の約6割以上を占めて
います。そこで、各用途建物ごとに「省エネトップランナー事業場」
を選定、そこで集中的に省エネ施策を実施、効果を確認・検証して
他事業場へ水平展開しています。現在、トップランナー事業場はオ
フィス2、商業施設5、リゾート施設3、生産（工場）3の計13事業場
を選定しています。

なかでも、拠点数が多くエネルギー使用量も多い商業施設部門
や生産部門では、グループ省エネ合同ワーキンググループを運営。
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
策の迅速な水平展開と省エネスキル向上を図っています。

また、2015年度は、エネルギーコストの12.1％に相当する9.4
億円の省エネ投資を進めた結果、売上高あたりCO2排出量が
12.2t-CO2/億円（前年度比12.9％削減）となりました。

当社グループでは、自社・グループ施設において計画的な省エネ
活動を進めるため「省エネ投資ガイドライン」を制定。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よう指針を定
め、省エネ投資を推進しています。

自社で管理している業務エアコン、冷凍冷蔵機器に充填されて
いる温室効果の高いフロン類の漏洩を最小化するため、フロン排
出抑制法に則った点検を実施しています。

■ マネジメント
「環境経営予算」の活用による先導事例の創出

「省エネ投資ガイドライン」の制定

フロン排出抑制法への対応

「エンドレス グリーン プログラム 2015」実践報告

大和ハウスグループでは、事業活動プロセスにおけるCO2

排出量の削減と再生可能エネルギーによる発電事業の推進に
より、脱炭素社会の実現に貢献しています。

新築施設では先導的な省エネ技術の導入、既存施設では徹
底した運用改善と計画的な設備更新によりエネルギー使用量
の削減を図るとともに、再生可能エネルギーによる発電事業を
積極的に推進し、自社購入電力量を上回る規模の再生可能エ
ネルギー発電を行っています。今後は当社グループの購入電力
量を上回る規模になるよう取り組みを加速させていきます。

■ 基本的な考え方

徹底した省エネと購入電力量以上の再生可能
エネルギーによる発電を推進し、脱炭素社会を実現

○ CO2排出量の削減
○ 再生可能エネルギーによる発電事業の推進

❶ 運用改善の継続と計画的な設備更新
❷ 再生可能エネルギーの積極的な導入

重 点
テーマ 1 地球温暖化防止

（エネルギー・気候変動） 事業活動プロセスにおけるCO2削減

重点戦略

徹底した省エネと、購入電力量以上の
再生可能エネルギーによる発電を推進

当社グループでは、自社・グループ施設に先導的な省エネ技術を
導入し、実証・検証を通じて商品化や水平展開を図る「Smart-Eco 
Project」を進めています。これを支援する仕組みとして「環境経営
予算制度」を運用。これは、公的補助金の活用に加え、先導的な環
境配慮技術の導入など社内基準を満たした先導プロジェクトに対
して社内予算補助を行いながら、プロジェクト成果の最大化を図
る制度です。この制度は、企画・設計、審査、実施、効果検証、報告
会、水平展間を一つのサイクルとしており、企画・設計、効果検証に
おいては社内の専門スタッフによる技術支援が行われます。効果
が大きい環境技術については、水平展開を図ります。

運用改善の継続と計画的な設備更新重点戦略 ❶

当社グループでは、購入電力量を上回る再生可能エネルギーによ
る発電を目指し、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。固定価格買取制度の開始（2012
年）を受け、本格的にメガソーラー事業に参入、2014年度には再生
可能エネルギーによる発電量が自社の購入電力量を初めて上回り
ました。2015年度は、「DREAM Solar和歌山市」（約21MW（メガ
ワット））など大規模な発電所をはじめ、ため池を活用したフロート
式の太陽光発電所など30カ所の発電所を新たに稼動。累計117カ
所で太陽光発電所・風力発電所が稼動しています。2015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162MW、年間発電量は168GWhとなり、当社の電力使用量
103GWhの163％となりました。

再生可能エネルギーの積極的な導入重点戦略 ❷

■ 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

太陽光発電所（大和エネルギー）

ため池を利用したフロート式
太陽光発電所（大和リース）

（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’sSMARTシリーズ」

CO2半減 ZEBの実現
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各社・各部門での省エネ活動の定着により、売上高あたりのCO2排出量は大幅に削減し、目標を達成しました。また、新築する自
社施設については「Smart-Eco Project」の推進によりオフィス、生産（工場）、商業施設においてCO2排出量を大幅に削減する先導的
なプロジェクトを創出することができました。さらに、再生可能エネルギーの順調な稼動により、CO2排出量相殺量は7.1万トン相当
まで拡大し、CO2排出量総量（再生可能エネルギー発電相殺後）も大幅に削減、目標を達成しました。

今後は、新築自社施設において、省CO2化を徹底するとともに、グループ会社の環境商品を取り入れながら、積極的にZEB化建築
物の創出を行います。また、既存施設においても継続的な省エネ活動を推進するとともに、計画的な省エネ投資を実施し、老朽化し
た設備の更新を積極的に進めていきます。
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■ 環境経営予算制度の運用フロー
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社内の専門スタッフによる技術支援
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■ ＣＯ2排出量と原単位の推移
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※1 「断熱性能の向上」「一次エネルギー消費量削減（省エネ法基準10%以上）」「その他の低炭素化に資する措置」を施した建物を認定する制度
※2 設計一次エネルギー消費量/基準一次エネルギー消費量（家電・OA機器等分を除く）

※ 一次エネルギー消費量の対象は、暖冷房、換気、給湯、照明とする

※1.ビルエネルギー管理システム。　※2.エネルギー消費が差引ゼロ。当施設のエネルギー削減率は、平成26年度ネット・ゼロ・
エネルギー・ビル実証事業の規定に準じたものです。

※ホーム・エネルギー・マネジメント・システム

これまでの賃貸住宅では、省エネルギー性能の違いを示すものが少なく、住まい選びの際
に省エネルギー性能の良さをアピールすることは大変難しい状況でした。そこで当社名古屋
支社では、2012年に施行された「都市の低炭素化の促進に関する法律（エコまち法）」に基づ
く、「低炭素建築物認定制度※1」に着目。2014年9月より、当制度を利用して新築賃貸住宅
の低炭素化を図るとともに、オリジナルの低炭素建築物認定プレートを作成し、入居者さま
にも環境性能を積極的にお伝えしています。その結果、2015年度は名古屋支社で177棟の
低炭素建築物認定賃貸住宅を建設することができました。

今後は取り組みを全社に広げるとともに、低炭素建築物認定取得に加え、BELS評価☆☆
☆☆☆（BEI ※2 ≦ 0.8）の取得にも積極的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）

TOPICS

大和ハウス工業では2014年1月、高い断熱性能でZEHに対応可能な商品として戸建住宅
商品「xevoΣ（ジーヴォシグマ）」を発売しました。この商品の特長の一つは、高い断熱性能を
実現するために当社独自の技術として開発した外張り断熱通気外壁で、最大184mmもの断
熱材を充填することができます。xevoΣには地域の気候に応じて、大きく4つの断熱グレー
ドがあり、また外壁・天井・床・開口部など、部位ごとに断熱仕様を調整することも可能で
す。また、一般的な住宅（H4省エネ基準）と比べxevoΣ（ZEH仕様・太陽光発電南面5kW搭
載の場合）は約141％ものCO2排出量が削減されます※。

さらに、xevoΣでは構造躯体の耐用年数が75年以上となり、親子3代が住み継げるほど
の長期にわたり、光熱費とCO2排出量の削減ができます。

事例 高い断熱性能を持つ戸建住宅商品「xevoΣ」を発売

2016年4月にオープンしたロイヤルホームセンター津島店（愛知県津島市）は、当社グルー
プ初となるZEBを実現できる日本最大の商業施設です。

店内には、自然採光や自然換気を行うための越屋根を設けるとともに、光ダクトや採光窓
フィルムを活用した自然採光システムを導入し、明るく快適で最大限に照明エネルギーを削
減できる工夫をしています。また、最新の高効率空調機を採用し、人の活動領域付近に設置
した温度センサーを活用した最適制御をBEMS※1で行い、最大限の省エネを実施していま
す。さらに、屋根には約1.2MWの太陽光発電システムを設置しています。これらの取り組みに
より、一次エネルギー削減率100.6%を達成、ネット・ゼロ・エネルギーで運用可能な建築物を
実現しました※2。

また、同店で採用した自然採光システムは、当社としては初めて製品部門の省エネ大賞を
受賞するとともに、愛知県建築物総合環境性能評価システム「CASBEEあいち」でSランク

（自己評価）となりました。

事例 大和ハウスグループ初のZEBを実現する商業施設（愛知県）

当社グループでは、「創エネ」「省エネ」「蓄エネ」「電力小売」「発電事業」を中心とした環境
エネルギーソリューション事業を展開しています。発電事業では、グループの強みである建築
技術や運営ノウハウを活用し、建設から運営・管理までをワンストップで手掛ける太陽光発
電事業「DREAM Solar」を展開しています。

2016年2月には、和歌山市加太の関西空港土砂採取跡地（約358,000㎡）において、グ
ループ最大級の総出力約21MWのメガソーラー「DREAM Solar 和歌山市」の運営を開始し
ました。当施設で発電した電力を全量売電し、売電金額の3％は和歌山市内の公園・緑地整
備や地球温暖化対策を始めとした公共施設の整備に活用しています。また、発電所内に見学
スペースを設け、小中学生向けの環境学習等にも役立てています。

今後も「風と太陽と水」の再生可能エネルギー資源の有効活用を推進し、2018年までに総
計約200MWの発電事業を目指していきます。

事例 大和ハウスグループ最大級のメガソーラー
「DREAM Solar 和歌山市」が完成（和歌山県）

事例 賃貸住宅事業での低炭素建築物認定取得の推進

2015年7月にまちびらきした「スマ・エコ タウン 陽だまりの丘」は、環境への配慮と生活
サービスの提供を融合して、新たなまちの価値を創出し、未来へとつないでいく街です。

66戸の戸建住宅とオーナーさま全員で共有する「まちの太陽光発電所」があり、戸建住宅に
は全戸に太陽光発電システム・リチウムイオン蓄電池・HEMS※を設置し、ネット・ゼロ・エネル
ギー・タウンを実現しています。また、HEMSの活用の幅を広げるために、自宅のテレビでも街の
太陽光発電所の発電状況や自邸の省エネランキングなどの情報を閲覧できるようにしています。
「まちの太陽光発電所」は団地管理組合で管理し、一括して当社グループの大和エネルギー

に賃貸借します。団地管理組合は賃料を収入として得て、管理費ゼロでまちの管理・運営を
行うとともに、オーナーさまには住まいのメンテナンスサービスとして、家事のお手伝いサー
ビスやメンテナンスキットの送付などで収益を還元しています。また、各家庭の省エネ貢献
度をランキングし、上位の方にはメンテナンスサービスに活用できるポイントを付与、さらな
る省エネ意識の向上を図っています。

加えて、停電時には街の太陽光発電所で発電した電気を近隣に供給し、周辺住民の方も含
めた地域の安全安心にも貢献します。

事例 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
（三重県）

まちの太陽光発電所

ロイヤルホームセンター津島店 外観

越窓からの自然採光が差し込む店内

「DREAM Solar 和歌山市」

オリジナルの
認定プレート

低炭素建築物
認定を取得した
賃貸住宅

「xevoΣ」外観

家事お手伝いサービス

■ 今後について
2015年10月、大和ハウスグループの総合力を発揮したまちづくりを推進していく組織として、「未来まちづくり

推進委員会」を社内で立ち上げました。「まちの価値を、未来へ」をビジョンに掲げ、グループ間の情報共有や新し
い案件での協力体制構築などの活動を行っています。

現在取り組んでいるスマートタウンの「セキュレア豊田柿本」（愛知県豊田市）では、街のなかで電力を融通する取
り組みをグループ会社と連携して行い、環境性や事業性、お客さまのメリットなどの検証を重ね、発電した電力に加
えて節電した電力の取引も可能になる「ネガワット取引」などのエネルギー事業の拡大に向けた検討を行っています。

今後は、当社の事業領域とグループ会社が持つ様々なソリューションを融合し、他社には真似できない多様な価
値を持った新しいまちづくりを推進していきます。

山尾 利広
大阪都市開発部長

一般的な住宅
（H4省エネ基準） ZEH仕様・太陽光発電
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※1 「断熱性能の向上」「一次エネルギー消費量削減（省エネ法基準10%以上）」「その他の低炭素化に資する措置」を施した建物を認定する制度
※2 設計一次エネルギー消費量/基準一次エネルギー消費量（家電・OA機器等分を除く）

※ 一次エネルギー消費量の対象は、暖冷房、換気、給湯、照明とする

※1.ビルエネルギー管理システム。　※2.エネルギー消費が差引ゼロ。当施設のエネルギー削減率は、平成26年度ネット・ゼロ・
エネルギー・ビル実証事業の規定に準じたものです。

※ホーム・エネルギー・マネジメント・システム

これまでの賃貸住宅では、省エネルギー性能の違いを示すものが少なく、住まい選びの際
に省エネルギー性能の良さをアピールすることは大変難しい状況でした。そこで当社名古屋
支社では、2012年に施行された「都市の低炭素化の促進に関する法律（エコまち法）」に基づ
く、「低炭素建築物認定制度※1」に着目。2014年9月より、当制度を利用して新築賃貸住宅
の低炭素化を図るとともに、オリジナルの低炭素建築物認定プレートを作成し、入居者さま
にも環境性能を積極的にお伝えしています。その結果、2015年度は名古屋支社で177棟の
低炭素建築物認定賃貸住宅を建設することができました。

今後は取り組みを全社に広げるとともに、低炭素建築物認定取得に加え、BELS評価☆☆
☆☆☆（BEI ※2 ≦ 0.8）の取得にも積極的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）

TOPICS

大和ハウス工業では2014年1月、高い断熱性能でZEHに対応可能な商品として戸建住宅
商品「xevoΣ（ジーヴォシグマ）」を発売しました。この商品の特長の一つは、高い断熱性能を
実現するために当社独自の技術として開発した外張り断熱通気外壁で、最大184mmもの断
熱材を充填することができます。xevoΣには地域の気候に応じて、大きく4つの断熱グレー
ドがあり、また外壁・天井・床・開口部など、部位ごとに断熱仕様を調整することも可能で
す。また、一般的な住宅（H4省エネ基準）と比べxevoΣ（ZEH仕様・太陽光発電南面5kW搭
載の場合）は約141％ものCO2排出量が削減されます※。

さらに、xevoΣでは構造躯体の耐用年数が75年以上となり、親子3代が住み継げるほど
の長期にわたり、光熱費とCO2排出量の削減ができます。

事例 高い断熱性能を持つ戸建住宅商品「xevoΣ」を発売

2016年4月にオープンしたロイヤルホームセンター津島店（愛知県津島市）は、当社グルー
プ初となるZEBを実現できる日本最大の商業施設です。

店内には、自然採光や自然換気を行うための越屋根を設けるとともに、光ダクトや採光窓
フィルムを活用した自然採光システムを導入し、明るく快適で最大限に照明エネルギーを削
減できる工夫をしています。また、最新の高効率空調機を採用し、人の活動領域付近に設置
した温度センサーを活用した最適制御をBEMS※1で行い、最大限の省エネを実施していま
す。さらに、屋根には約1.2MWの太陽光発電システムを設置しています。これらの取り組みに
より、一次エネルギー削減率100.6%を達成、ネット・ゼロ・エネルギーで運用可能な建築物を
実現しました※2。

また、同店で採用した自然採光システムは、当社としては初めて製品部門の省エネ大賞を
受賞するとともに、愛知県建築物総合環境性能評価システム「CASBEEあいち」でSランク

（自己評価）となりました。

事例 大和ハウスグループ初のZEBを実現する商業施設（愛知県）

当社グループでは、「創エネ」「省エネ」「蓄エネ」「電力小売」「発電事業」を中心とした環境
エネルギーソリューション事業を展開しています。発電事業では、グループの強みである建築
技術や運営ノウハウを活用し、建設から運営・管理までをワンストップで手掛ける太陽光発
電事業「DREAM Solar」を展開しています。

2016年2月には、和歌山市加太の関西空港土砂採取跡地（約358,000㎡）において、グ
ループ最大級の総出力約21MWのメガソーラー「DREAM Solar 和歌山市」の運営を開始し
ました。当施設で発電した電力を全量売電し、売電金額の3％は和歌山市内の公園・緑地整
備や地球温暖化対策を始めとした公共施設の整備に活用しています。また、発電所内に見学
スペースを設け、小中学生向けの環境学習等にも役立てています。

今後も「風と太陽と水」の再生可能エネルギー資源の有効活用を推進し、2018年までに総
計約200MWの発電事業を目指していきます。

事例 大和ハウスグループ最大級のメガソーラー
「DREAM Solar 和歌山市」が完成（和歌山県）

事例 賃貸住宅事業での低炭素建築物認定取得の推進

2015年7月にまちびらきした「スマ・エコ タウン 陽だまりの丘」は、環境への配慮と生活
サービスの提供を融合して、新たなまちの価値を創出し、未来へとつないでいく街です。

66戸の戸建住宅とオーナーさま全員で共有する「まちの太陽光発電所」があり、戸建住宅に
は全戸に太陽光発電システム・リチウムイオン蓄電池・HEMS※を設置し、ネット・ゼロ・エネル
ギー・タウンを実現しています。また、HEMSの活用の幅を広げるために、自宅のテレビでも街の
太陽光発電所の発電状況や自邸の省エネランキングなどの情報を閲覧できるようにしています。
「まちの太陽光発電所」は団地管理組合で管理し、一括して当社グループの大和エネルギー

に賃貸借します。団地管理組合は賃料を収入として得て、管理費ゼロでまちの管理・運営を
行うとともに、オーナーさまには住まいのメンテナンスサービスとして、家事のお手伝いサー
ビスやメンテナンスキットの送付などで収益を還元しています。また、各家庭の省エネ貢献
度をランキングし、上位の方にはメンテナンスサービスに活用できるポイントを付与、さらな
る省エネ意識の向上を図っています。

加えて、停電時には街の太陽光発電所で発電した電気を近隣に供給し、周辺住民の方も含
めた地域の安全安心にも貢献します。

事例 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
（三重県）
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■ 今後について
2015年10月、大和ハウスグループの総合力を発揮したまちづくりを推進していく組織として、「未来まちづくり

推進委員会」を社内で立ち上げました。「まちの価値を、未来へ」をビジョンに掲げ、グループ間の情報共有や新し
い案件での協力体制構築などの活動を行っています。

現在取り組んでいるスマートタウンの「セキュレア豊田柿本」（愛知県豊田市）では、街のなかで電力を融通する取
り組みをグループ会社と連携して行い、環境性や事業性、お客さまのメリットなどの検証を重ね、発電した電力に加
えて節電した電力の取引も可能になる「ネガワット取引」などのエネルギー事業の拡大に向けた検討を行っています。

今後は、当社の事業領域とグループ会社が持つ様々なソリューションを融合し、他社には真似できない多様な価
値を持った新しいまちづくりを推進していきます。

山尾 利広
大阪都市開発部長
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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
でいます。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、継続して環境省「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ています。

2015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13.8%減となる1091.2（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98.9%
を占め、なかでも「販売した製品の使用」が62.8%と最も多く、「購入
した製品・サービス」21.8%、「販売した製品の修繕・廃棄」12.2%を

当社では、資材調達先である「トリリオン会」と協力し、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。また、施工協力会社からなる「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。設備機器調達先である「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。

※2015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。

「エンドレス グリーン プログラム 2015」実践報告

重 点
テーマ 1 バリューチェーンにおけるCO2削減

■ 調達段階におけるCO2排出量削減に向けた今後の取り組み

TOPICS

近年、地球温暖化の影響により猛暑日が増加しており、熱中症リスクが急激に高まっています。
特に屋外で作業を行う施工現場では、気候変動への適応策として熱中症対策が非常に重要です。

そこで当社と協力会連合会では、施工現場内に日射を避けられる休憩場所の設置や水分・
塩分・保冷材の常備、熱中症予防教育の実施などの熱中症対策を行っています。

2015年度、設和会では商品技術展示会を当社東京本社・大阪本社・名古屋支社・福岡支社
の4会場で開催。会員企業156社（重複を含む）がブースを出展し、約4,300名の来場者があり
ました。当展示会では、できるだけ多くのブースを来場者に見てもらえるようスタンプラリーを開
催するとともに、大阪会場では会場出口で来場者が良かったブースを選ぶ「いいね」コンテスト
を実施。来場者数の増加と、展示内容の充実を図っています。また、会員向けに当社の先進的な
住宅やマンションのバス見学会を行うとともに、当社事業所で設備担当の社員向けに会員各社
の新しい技術や製品の説明会を行っていただいています。

今後も継続して、会員の方々と環境などの新しい技術や商品に関する情報交換を行うととも
に、展示会等を通じて普及を進めていきます。

事例 施工現場における熱中症対策の実施(協力会連合会)

事例 技術展示会やセミナー等を定期開催し、環境配慮商品・
技術等の普及を推進（設和会）

既存樹木を活かし、省エネにも配慮した工場食堂棟の建設
（設和会・河村電器産業株式会社さま）

■ マネジメント
気候変動に関する「CSR調達ガイドライン」の運用

当社グループのスコープ3排出量のうち、「購入した製品・サービ
ス」に伴うCO2排出量は約2割を占めており、「販売した製品の使
用」に伴うCO2排出量に次いで排出量が多く、非常に重要なカテゴ
リーと位置づけています。

そこで、当社は2015年7月に「CSR調達ガイドライン」を策定、
お取引先に対して「気候変動への対応」について、当社と共に取り
組みを進めていただくよう働きかけています。

今後、当社では調達する設備や建材の生産工場等を訪問し、製
造段階におけるエネルギー使用量や省エネルギー活動の実施状
況について情報共有を行い、互いに省エネルギー活動のレベル
アップを図ります。また、住宅や建築物における居住段階のCO2

排出量削減に向けて、省エネルギー性能・断熱性能の高い設備や
建材を優先的に採用するよう調達基準の見直し等にも取り組んで
いきます。

加えた3カテゴリーの排出量が全体の96.8%を占めました。
また、昨年度より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っています。

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、この結果をふまえ、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。

● お取引先の生産工場見学
● 環境マネジメント体制の確認
● エネルギー使用量、CO2排出量の確認
● 環境活動の計画、進捗状況の確認
● 環境法令の遵守状況確認
● 環境関連情報の共有

熱中症対策の休憩場所を設置

当社社員向け製品説明会の様子

河村電器産業株式会社 本地工場食堂棟
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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）

（年度）

地球温暖化防止
（エネルギー・気候変動）

P63　資料・データ編、バリューチェーンのCO2排出量関連ページ

P48　CSR調達ガイドライン関連ページ
P48　事業全体におけるサプライチェーンマネジメント関連ページ

協力会
連合会

4,572社

トリリオン会 設和会

■ サプライヤーさまの声

愛知県瀬戸市にある当社本地（ほんぢ）工場の食堂棟を新築するにあたり、大和ハウス工
業に「既存樹木を活かした食堂棟」を依頼、「工場と樹木をつなぐ建物」をコンセプトとしてご
提案いただきました。

まず、環境配慮設計として傾斜地を活用することで既存樹木をできる限り残し、建物内から
桜・紅葉・常緑樹・落葉樹など四季折々の樹木の様子を見ることができるようにしました。ま
た、2階の全面開口による開放的な空間と1階の地窓により、上下階で異なる景色の楽しみ方
も演出するとともに、光を室内に取り込む工夫を行っています。また建物構造体はＲＣ造とし、
外壁や屋根に発泡ウレタンを吹き付けることで断熱性を高め、LED照明や人感センサーによ
る消費電力の削減を実現。また、全熱交換機の導入により空調負荷も軽減しています。2階は
明るい食堂空間、1階は落ち着きのある癒しの空間（リラックススペース）と、従業員に安らぎ
の時間を与えてくれる食堂棟となりました。今後も省エネを維持するための定期メンテナンス
を行うとともに、自然環境への配慮に努めていきます。 壁谷 昌泰様

河村電器産業株式会社
営業推進部 部長

2014年度比

13.8％
削減

238社 142社
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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
でいます。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、継続して環境省「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ています。

2015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13.8%減となる1091.2（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98.9%
を占め、なかでも「販売した製品の使用」が62.8%と最も多く、「購入
した製品・サービス」21.8%、「販売した製品の修繕・廃棄」12.2%を

当社では、資材調達先である「トリリオン会」と協力し、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。また、施工協力会社からなる「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。設備機器調達先である「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。

※2015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。

「エンドレス グリーン プログラム 2015」実践報告
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特に屋外で作業を行う施工現場では、気候変動への適応策として熱中症対策が非常に重要です。

そこで当社と協力会連合会では、施工現場内に日射を避けられる休憩場所の設置や水分・
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の4会場で開催。会員企業156社（重複を含む）がブースを出展し、約4,300名の来場者があり
ました。当展示会では、できるだけ多くのブースを来場者に見てもらえるようスタンプラリーを開
催するとともに、大阪会場では会場出口で来場者が良かったブースを選ぶ「いいね」コンテスト
を実施。来場者数の増加と、展示内容の充実を図っています。また、会員向けに当社の先進的な
住宅やマンションのバス見学会を行うとともに、当社事業所で設備担当の社員向けに会員各社
の新しい技術や製品の説明会を行っていただいています。

今後も継続して、会員の方々と環境などの新しい技術や商品に関する情報交換を行うととも
に、展示会等を通じて普及を進めていきます。

事例 施工現場における熱中症対策の実施(協力会連合会)

事例 技術展示会やセミナー等を定期開催し、環境配慮商品・
技術等の普及を推進（設和会）

既存樹木を活かし、省エネにも配慮した工場食堂棟の建設
（設和会・河村電器産業株式会社さま）
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気候変動に関する「CSR調達ガイドライン」の運用

当社グループのスコープ3排出量のうち、「購入した製品・サービ
ス」に伴うCO2排出量は約2割を占めており、「販売した製品の使
用」に伴うCO2排出量に次いで排出量が多く、非常に重要なカテゴ
リーと位置づけています。

そこで、当社は2015年7月に「CSR調達ガイドライン」を策定、
お取引先に対して「気候変動への対応」について、当社と共に取り
組みを進めていただくよう働きかけています。

今後、当社では調達する設備や建材の生産工場等を訪問し、製
造段階におけるエネルギー使用量や省エネルギー活動の実施状
況について情報共有を行い、互いに省エネルギー活動のレベル
アップを図ります。また、住宅や建築物における居住段階のCO2

排出量削減に向けて、省エネルギー性能・断熱性能の高い設備や
建材を優先的に採用するよう調達基準の見直し等にも取り組んで
いきます。

加えた3カテゴリーの排出量が全体の96.8%を占めました。
また、昨年度より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っています。

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、この結果をふまえ、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。

● お取引先の生産工場見学
● 環境マネジメント体制の確認
● エネルギー使用量、CO2排出量の確認
● 環境活動の計画、進捗状況の確認
● 環境法令の遵守状況確認
● 環境関連情報の共有
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業に「既存樹木を活かした食堂棟」を依頼、「工場と樹木をつなぐ建物」をコンセプトとしてご
提案いただきました。

まず、環境配慮設計として傾斜地を活用することで既存樹木をできる限り残し、建物内から
桜・紅葉・常緑樹・落葉樹など四季折々の樹木の様子を見ることができるようにしました。ま
た、2階の全面開口による開放的な空間と1階の地窓により、上下階で異なる景色の楽しみ方
も演出するとともに、光を室内に取り込む工夫を行っています。また建物構造体はＲＣ造とし、
外壁や屋根に発泡ウレタンを吹き付けることで断熱性を高め、LED照明や人感センサーによ
る消費電力の削減を実現。また、全熱交換機の導入により空調負荷も軽減しています。2階は
明るい食堂空間、1階は落ち着きのある癒しの空間（リラックススペース）と、従業員に安らぎ
の時間を与えてくれる食堂棟となりました。今後も省エネを維持するための定期メンテナンス
を行うとともに、自然環境への配慮に努めていきます。 壁谷 昌泰様

河村電器産業株式会社
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