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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。なかでも情報量の多い環境報告ペー
ジについては、「環境報告書」として抜粋し、環境担当役員によるトップメッセージや特集2編を追加しています。また、別冊の「環境データブック」で
は、部門ごとのデータや算出根拠、サイトレポートなどを掲載しています。

環境報告書

CSRレポート アニュアルレポート

環境データブック

環境に関する情報

CSR（社会・環境活動）に関する情報 財務に関する情報

■  報告対象組織
大和ハウス工業及び主要連結子会社を対象としています（大和ハウス
工業含め33社）。
なお、環境データについては、「エンドレス グリーン プログラム 
2013」の対象範囲（大和ハウス工業含め29社）とし、各指標ごとに環
境影響がないまたは小さな会社については除外しています（指標ごと
の対象範囲は「環境データブック」P.3-4を参照）。
33社における捕捉率※は、95.5％と推計しています（29社での捕捉率※

は84.9％）。 

※対象会社の2013年度売上額の合計÷2013年度の連結売上額

■  報告対象期間
2013年度（2013年4月1日～2014年3月31日）を基本として、必要に
応じて2013年度以前・2014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
2014年7月（次回発行予定 ： 2015年7月）

お問い合わせ先
大和ハウス工業株式会社

環境部　06-6342-1346
CSR部　06-6342-1435

■  会社概要（2014年3月31日現在）

名　称 大和ハウス工業株式会社　

創　業 1955年4月5日

資本金 161,699,201,496円

本　社 〒530-8241 大阪市北区梅田三丁目3番5号

売上高 単体╱1,429,886百万円

 連結╱2,700,318百万円

【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基づく見込みです。

Webサイト「環境への取り組み」

http://www.daiwahouse.co.jp/eco/

Webサイト「CSRへの取り組み」

http://www.daiwahouse.co.jp/csr/

Webサイト「IR情報」

http://www.daiwahouse.com/ir/



02

環
　
境

と
の
共
創
共
生

トップメッセージ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 03

特集（1）
生物多様性に配慮した緑豊かな街づくり
～環境共生型の街「東京森都心 多摩ニュータウン東山」～ ・・・・・ 05

特集（2）
日本初CO2排出量ゼロを実現したD's SMART STORE
～先進技術を結集した環境配慮型店舗「京都銀行 東長岡支店」～ ・・・ 07

特集（3）
エネルギー最小化をめざす次世代省エネ工場
～環境配慮型工場「D's SMART FACTORY」の実証と商品化～ ・・・ 09

環境ビジョン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

環境中長期ビジョン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

環境行動計画（エンドレス グリーン プログラム） ・・・・・・・・ 13

環境マネジメント ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17 

地球温暖化防止への取り組み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21

自然環境との調和（生物多様性保全）への取り組み ・・・・・ 29

資源保護への取り組み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33

有害化学物質削減への取り組み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37

ECOテクノロジー（環境配慮技術の開発） ・・・・・・・・・・・・・・ 39

ECOコミュニケーション ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41

社外からの評価・主な活動（2013年度実績） ・・・・・・・・・・・・ 43

第三者意見 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44

http://www.daiwahouse.com/ir/



03

環  境 との共創共生

持続可能な地球環境を目指して、
“環境負荷ゼロ”への挑戦を進める
私たち大和ハウスグループは、2013年11月に発表した「第4次
中期経営計画 "3G&3S" for the Next Step」で、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。これは、複雑

化・多様化する社会的課題に真摯に向き合い、世の中の多くの人

の役に立ち喜んでいただける商品・サービスを提供し、持続可能

な社会の発展に貢献することが、当社グループの持続可能性（＝

成長）にもつながるとの信念からです。

なかでも地球環境の持続可能性は、あらゆる社会活動のベー

スですが、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はさらにそ

れを加速させています。私たちは、こうした課題に向き合い、地

球環境の確かな未来を将来世代に引き継いでいくため、あらゆ

る側面から企業活動の変革を進めていきます。

私たちが提供する住宅や建築物は、鉄材や木材、内装材の塗

料など、自然資源と化学物質を利用します。また、建設後は長期

にわたり利用され、電力をはじめとする多くのエネルギーが必要

となります。さらに、私たちが手がける大規模な開発や街づくり

において、自然環境や生態系に与える影響も少なくありません。

こうした認識のもと、私たちは2011年に10年先を見据えた
「環境中長期ビジョン2020」を策定、『住宅・建築物のライフサイ

クルにおける“環境負荷ゼロ”への挑戦』を宣言し、「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つの視点からロードマップを描き、事業活動と商
品・サービスのライフサイクル全体を通じた環境負荷の低減に取

り組んでいます。

低炭素社会の実現に向けて、
エネルギーゼロの住宅・建築・街づくりを
今般発表されたIPCC第5次報告書では、地球温暖化の進行と
気候変動に対するさらに厳しい見通しが示され、これらの現象を

緩和させる「緩和策」の推進には一刻の猶予もなく、併せて影響

の低減を図る「適応策」の重要性も強く指摘されました。国内に

おいても家庭部門・業務部門のCO2排出量がこの四半世紀で約6
割も増加し、東日本大震災以降は電力需給問題も長期化してお

り、住宅・建築物においては省エネ・創エネ・スマート化の推進がよ

り一層求められています。

私たちは、こうした現状を踏まえ、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。住宅分野では、全戸建住宅商品におい

て太陽光発電と新型HEMSを標準搭載、エネルギーゼロを実現
した「スマ・エコ ゼロエナジー」の普及を進めます。建築分野で
は、多様な用途における環境配慮建築のパッケージ開発を進め、

トップメッセージ

地 球 環 境を未 来の世 代に引き継ぐために、
環 境と共 生したサステナブルな住 宅・建 築・街 づくりを　  進めます 。

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

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
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）
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環  境 との共創共生

事務所・店舗・工場をはじめ、介護施設や物流施設などでも普及を

進めています。また、個々の建物における対策を街全体に拡げ、

より効率的かつ広範囲でのエネルギーのゼロ化へも挑戦してい

きます。

一方、これら電力の需要側の対策に加えて供給側にも踏み込

み、グループ内の発電事業者・電力小売業者と連携し、自社施設や

遊休地などを活用して「再生可能エネルギーの発電事業」にも注

力しています。まずは早期に、大和ハウス工業の電力使用量に相

当する以上の再生可能エネルギーによる発電を目指しています。

中期環境行動計画を策定、
環境と企業収益の両立を目指す
こうした事業を通じた環境貢献を進めるうえで重視しているの

は、まず自らが保有・運営する多様な自社施設などで先導的な技

術や設備を導入し、運用プロセスの改善を積み重ねるなかで得

たノウハウを、新たな商品・サービスの創造につなげることです。

これは建設業をベースに多様な事業を手がける当社グループな

らではのアプローチといえ、私たちの考える環境保全と企業収

益が好循環する環境経営の姿です。

2013年11月に発表した中期環境行動計画「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
トに事業戦略と一体化して進める戦略的環境活動をより重視し

ています。従来の環境パフォーマンス指標だけでなく、新たに環

境配慮商品の売上比率や環境貢献型事業の売上高といった目

標を掲げ、環境経営をさらに前進させていきます。また同計画で

は、お客さまや従業員に加え、グローバルやお取引先とも目指す

目標を共有し、共に考え価値を創造していくプロセスの構築に取

り組み、環境活動の輪を拡充します。

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、さまざまなステークホルダーとの対話を積み重ねなが

ら、環境と共生したサステナブルな住宅・建築・街づくりを通じて、

持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

トップメッセージ

地 球 環 境を未 来の世 代に引き継ぐために、
環 境と共 生したサステナブルな住 宅・建 築・街 づくりを　  進めます 。

代表取締役 専務執行役員 環境担当役員

西村 達志

P.05
（1）
生物多様性に配慮した緑豊かな街づくり
環境共生型の街「東京森都心 多摩ニュータウン東山」

P.07
（2）
日本初CO2排出量ゼロを実現した
D’s SMART STORE
先進技術を結集した環境配慮型店舗「京都銀行 東長岡支店」

（3）
エネルギー最小化をめざす
次世代省エネ工場
環境配慮型工場「D’s SMART FACTORY」の実証と商品化

P.09
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住宅・建築物のライフサイクルにおける

“環境負荷ゼロ”へ
「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つの視点からロードマップを描き、

事業活動と商品・サービスのライフサイクル全体を
通じた環境負荷の低減に取り組んでいます。
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　日本には里山と呼ばれる山があります。燃料となる柴を刈
るなど、人が生活のために利用することによって手入れの行
き届いた山。その環境は多様な生物を育み、豊かな生態系を
支えてきました。多摩丘陵の新しい街も、人の手で適切に環
境を保全・管理することで、生態系と共存し、里山の暮らしと
利便性を両立できる街を目指し、必要と考えられるさまざま
なことに取り組みました。主な取り組みとしては、動植物の生
息環境の保全・整備、樹木の保全・移植、緑地協定の締結など
です。また、入口の一つである西ゲートには公園を整備し、そ
の東西にも大きな緑地を残して、環境共生をテーマとした街
を象徴するメインエントランスとしています。

生物多様性に配慮した
緑豊かな街づくり
2009年以来、新宿から42分の地で総戸数681戸の街づくりに取り組んでいます。
経済状況の悪化などにより、長く据え置かれていた場所を、
造成未完の状態で引き継いで事業化。
区域内の環境を精査し、その保全と維持を大前提に計画を進めてきました。
首都圏にありながら生物多様性を誇る街「東京森都心」として、動き始めています。

街のそこここに土
地の古木・大木が。
スダジイ（左）と、回
廊緑地に移植され
たシラカシ（上）。

自生のムラサキハナナ。
保全された山肌で、多様
な野草が季節を告げます。

街の周囲を、量感あふれる緑地が取り囲んでいます。

街に隣接する里山公園。キツネなどの動物やツミなど
の野鳥が生きる環境が継承されています。

　事業者間で共有するガイドラインや全住戸共通の外構マ
スタープランを整備し、里山の景観を活かした美しい街並み
の形成に努めています。こうした取り組みは結果的に街全体
の資産価値を高め、環境維持にも役立ちます。
　さらに、豊かな緑資源の持続に向け、新たに自治会も立ち
上げました。街全体の防犯機能の向上や、災害時における住
民間の助け合いの円滑化にもつながることが期待されます。

環境共生型の街 「東京森都心 多摩ニュータウン東山」
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　皆と一緒にコミュニティをつくりたいとの思いから自治会の
役員になりました。現在、自治会員140名、役員12名です。わが
家は緑地に隣接していて、生活のなかで緑を楽しむことができ
ます。今後は、家々の庭に新しく植えられた若木も大きく成長し
ていき、それと共に子どもたちも育っていきます。やがて大人
になりいったんは街を出て行った子どもたちも、いずれはまた
戻ってくる。そんなふうに、住民が皆、世代を超えて根を張り、住
み継いでいける街にしていくことを、今から夢見ています。

木 と々共に年を重ね、世代を超えて
住み継いでいく未来を目指して。

多摩ニュータウン 東山自治会 副会長

H 様

お客さまの声

　最初に見に来た時、まだ建物がないなか造成地に立つスダジ
イの大木に魅せられ、まもなく生まれる子どものことも考えて、
「“すだじい公園”のそばに住もう」と心に決めました。住んでみ
ると、マンションとは違い、わが家の庭木の花に季節を感じたり
できるのも新鮮です。友人を招いて庭でバーベキューをする
と、みんな「いい場所だね」と羨ましがります。幼い子どもがいる
同世代のご近所さんも多く、自治会のイベントも盛んで、家族
ぐるみのおつきあいが広がるのも、大きな魅力ですね。

スダジイのそばに住む夢が叶い、
ご近所仲間にも恵まれています。

多摩ニュータウン東山在住のご家族

坂井 亮介様 流沙様 綸太朗くん

お客さまの声

　街づくりの舞台となる多摩丘陵は、東京都5大丘陵の一つ
として豊かな自然が息づいています。開発に先立っては環境
アセスメント※を実施。有識者との現場立入りも行い、生態系
を精査しました。この結果、猛禽類を頂点とする食物連鎖や
数多くの動植物の存在を確認。1,807種の生息が明らかとな
りました。これを受け、生物多様性の保全が、当事業最大の
テーマに据えられました。そして、「こころの森に暮らそう」を
コンセプトに、かつての里山の暮らしと首都圏の利便性を共
に楽しめる街の実現を目指していくことになりました。

もうきん

※環境アセスメント ： 環境影響評価。環境に大きな影響を及ぼす恐れのある事業について、
　　　　　　　　　  事前に調査・予測・評価を行い、影響を回避・縮小するための方法。

民間の助け合いの円滑化にもつながることが期待されます。

お客さまの声 お客さまの声

担当者の声

「こころの森に暮らそう」をコンセプトに先住の動植物を尊重

■   事業区域面積の約3分の1もの緑地を保全

　事業区域は動物が往来できる連続した緑地により、西の関東山地と結ばれ
ています。そのため、都市近郊にも関わらず、とても豊かな生態系が保たれて
います。多様な生物が暮らすこの環境は、次代に引き継ぐべき貴重な財産と
考え、全体の約3分
の1（約11ha）を、
緑地のまま保全し
ています。

̶最大のテーマとなった多摩丘陵の生物多様性保全

環境を維持するための仕組みづくり
̶豊かな緑の持続と防犯・防災機能の充実

人の手を適切に加えることで環境共生型の街をつくる
̶生態系と共存し、里山の暮らしと利便性を楽しめる新しい街

動物の移動経路として設けた
回廊緑地（アニマルコリドー）

　緑地が宅地などによって分断されてしまう
と動物の移動経路が断たれ、生態系にダメー
ジを与えます。このリスクを避けるため、緑地
間を結ぶ回廊緑地を整備しました。植え込み
の奥に設けた動物専用の“道”には、タヌキな
どの足跡を見ることができます。

樹木の保全・移植や
郷土種の採用

　推定樹齢200年のスダジイは、そのまま街
のシンボルとして保全し、周囲を公園として整
備しました。また、約30mの大径木を含む100
本以上の樹木を公園などに移植し、この地の
木として継承するとともに、新しく植える木々
もすべて、郷土種を採用しています。

八王子市初の
緑地協定を締結

　宅地部の緑化促進に向け、八王子市初の緑
地協定を締結しました。「幹線道路沿いの宅地
には1m幅の緑地を設ける」など緑化に関する
細かい規定を定め、継承しています。また、造
成時に出た養分豊かな表土を宅地表面30～
40cmに敷きならし土壌の質も高めています。

統一された街並み景観づくりに必
要なガイドラインを定めています。

メインエントランスをくぐってすぐの
場所に自治会の拠点「東山クラブハ
ウス」を設置。災害への備えともなる
井戸やかまども設けました。

里山を含む街全体が、年々美しく
なっていくことを願っています。

　これほど豊かな自然の残る丘陵地での大規模開発は初めてのこと。アセスメ
ントの実施を通じ、自生する木々のこと、植物と動物との関わりなど、生態系に
関する多くの知識を学ぶことができました。また、集会所を設け、定期的にイベ
ントを主導するなどの働きかけにより、自主性を持ったコミュニティが育つこと
も知りました。いずれも、今後の街づくりにしっかり活かしていきたい財産で
す。縁あって住民となられた皆さまには、ぜひご自宅だけでなく、里山を含む街
全体にも愛着を持ち、大切にしていただければと願っています。

住宅事業推進部 東京デザイン事務所
街づくりグループ 主任

石 隆幸

■ ■ ■
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　日本には里山と呼ばれる山があります。燃料となる柴を刈
るなど、人が生活のために利用することによって手入れの行
き届いた山。その環境は多様な生物を育み、豊かな生態系を
支えてきました。多摩丘陵の新しい街も、人の手で適切に環
境を保全・管理することで、生態系と共存し、里山の暮らしと
利便性を両立できる街を目指し、必要と考えられるさまざま
なことに取り組みました。主な取り組みとしては、動植物の生
息環境の保全・整備、樹木の保全・移植、緑地協定の締結など
です。また、入口の一つである西ゲートには公園を整備し、そ
の東西にも大きな緑地を残して、環境共生をテーマとした街
を象徴するメインエントランスとしています。

生物多様性に配慮した
緑豊かな街づくり
2009年以来、新宿から42分の地で総戸数681戸の街づくりに取り組んでいます。
経済状況の悪化などにより、長く据え置かれていた場所を、
造成未完の状態で引き継いで事業化。
区域内の環境を精査し、その保全と維持を大前提に計画を進めてきました。
首都圏にありながら生物多様性を誇る街「東京森都心」として、動き始めています。

街のそこここに土
地の古木・大木が。
スダジイ（左）と、回
廊緑地に移植され
たシラカシ（上）。

自生のムラサキハナナ。
保全された山肌で、多様
な野草が季節を告げます。

街の周囲を、量感あふれる緑地が取り囲んでいます。

街に隣接する里山公園。キツネなどの動物やツミなど
の野鳥が生きる環境が継承されています。

　事業者間で共有するガイドラインや全住戸共通の外構マ
スタープランを整備し、里山の景観を活かした美しい街並み
の形成に努めています。こうした取り組みは結果的に街全体
の資産価値を高め、環境維持にも役立ちます。
　さらに、豊かな緑資源の持続に向け、新たに自治会も立ち
上げました。街全体の防犯機能の向上や、災害時における住
民間の助け合いの円滑化にもつながることが期待されます。

環境共生型の街 「東京森都心 多摩ニュータウン東山」
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　皆と一緒にコミュニティをつくりたいとの思いから自治会の
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住み継いでいく未来を目指して。
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H 様

お客さまの声
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坂井 亮介様 流沙様 綸太朗くん
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もうきん

※環境アセスメント ： 環境影響評価。環境に大きな影響を及ぼす恐れのある事業について、
　　　　　　　　　  事前に調査・予測・評価を行い、影響を回避・縮小するための方法。
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■   事業区域面積の約3分の1もの緑地を保全

　事業区域は動物が往来できる連続した緑地により、西の関東山地と結ばれ
ています。そのため、都市近郊にも関わらず、とても豊かな生態系が保たれて
います。多様な生物が暮らすこの環境は、次代に引き継ぐべき貴重な財産と
考え、全体の約3分
の1（約11ha）を、
緑地のまま保全し
ています。

̶最大のテーマとなった多摩丘陵の生物多様性保全

環境を維持するための仕組みづくり
̶豊かな緑の持続と防犯・防災機能の充実

人の手を適切に加えることで環境共生型の街をつくる
̶生態系と共存し、里山の暮らしと利便性を楽しめる新しい街

動物の移動経路として設けた
回廊緑地（アニマルコリドー）

　緑地が宅地などによって分断されてしまう
と動物の移動経路が断たれ、生態系にダメー
ジを与えます。このリスクを避けるため、緑地
間を結ぶ回廊緑地を整備しました。植え込み
の奥に設けた動物専用の“道”には、タヌキな
どの足跡を見ることができます。

樹木の保全・移植や
郷土種の採用

　推定樹齢200年のスダジイは、そのまま街
のシンボルとして保全し、周囲を公園として整
備しました。また、約30mの大径木を含む100
本以上の樹木を公園などに移植し、この地の
木として継承するとともに、新しく植える木々
もすべて、郷土種を採用しています。

八王子市初の
緑地協定を締結

　宅地部の緑化促進に向け、八王子市初の緑
地協定を締結しました。「幹線道路沿いの宅地
には1m幅の緑地を設ける」など緑化に関する
細かい規定を定め、継承しています。また、造
成時に出た養分豊かな表土を宅地表面30～
40cmに敷きならし土壌の質も高めています。

統一された街並み景観づくりに必
要なガイドラインを定めています。

メインエントランスをくぐってすぐの
場所に自治会の拠点「東山クラブハ
ウス」を設置。災害への備えともなる
井戸やかまども設けました。

里山を含む街全体が、年々美しく
なっていくことを願っています。

　これほど豊かな自然の残る丘陵地での大規模開発は初めてのこと。アセスメ
ントの実施を通じ、自生する木々のこと、植物と動物との関わりなど、生態系に
関する多くの知識を学ぶことができました。また、集会所を設け、定期的にイベ
ントを主導するなどの働きかけにより、自主性を持ったコミュニティが育つこと
も知りました。いずれも、今後の街づくりにしっかり活かしていきたい財産で
す。縁あって住民となられた皆さまには、ぜひご自宅だけでなく、里山を含む街
全体にも愛着を持ち、大切にしていただければと願っています。

住宅事業推進部 東京デザイン事務所
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環  境 との共創共生環  境 との共創共生

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」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

全ての事業活動の各段階で、環境への影響を把握し、継続
的に改善することにより、環境負荷の低減に努めます。

2. 事業活動プロセスにおける環境負荷の低減

適用を受ける法令及び当社が同意したステークホルダー
の要求を遵守し、社会から信頼される企業市民であるよう
に努めます。

3. 法規制等の遵守

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

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

環境ビジョン
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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、当社グループの事業活動プロセスにおける「CO2排出量

の削減」と大和ハウス工業が提供する新築住宅や建築物における

居住・運用段階での「CO2排出ゼロの達成時期」について目標設

定しました。

当社グループのCO2排出量については、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。
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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。

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・運用段階CO2排出量
（1990年時仕様を100とした場合）

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

資源
保護

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

生物
多様性
保全

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

有害化
学物質
削減

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

商
品
・
サ
ー
ビ
ス

地球
温暖化
防止

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

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

有害化
学物質
削減

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

環境中長期ビジョン

※グループ会社の増減が生じた場合は、基準年（2005年）の排出量を再計算しています。
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環境行動計画
「エンドレス グリーン プログラム 2013」
大和ハウスグループでは、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。2011～2013年度を対象期間とする「エンドレ
ス グリーン プログラム 2013」では、「環境と経営の融合」をテー
マにさらなる環境経営の推進を目指し、新たに環境経営方針を

策定。環境を事業拡大の原動力とし、環境配慮商品の売り上げ拡

大を図るとともに、ZEH・ZEB※の早期実現に向け、業界をリードす
る省CO2先導事例を数多く創出することを通じて、「環境先進企

業」となることを目指しています。

※ZEH：創エネルギーと消費エネルギーが差し引きゼロの住宅
※ZEB：創エネルギーと消費エネルギーが差し引きゼロの建物

4つのECOへの取り組みを加速
事業活動プロセスの効率化による環境負荷低減を図る「ECO

プロセス」と、より環境に配慮した住宅・建築物などの開発・普及

を図る「ECOプロダクツ」の両面から取り組みを加速させるとと
もに、それらの基盤となる次世代環境技術の研究・開発「ECOテ
クノロジー」や、こうした取り組みを効果的に情報発信していく

「ECOコミュニケーション」にも注力しています。

中期目標から逆算して3ヵ年目標を設定
4つの重点テーマにおける目標設定にあたっては、現状の延長

線上ではなく、10年後に目指すべき姿として「環境中長期ビジョ
ン2020」で設定した中期目標から逆算して3年後の到達レベル
を設定しました。例えば、当社グループのCO2排出量については、

「2020年までに2005年度比30％削減」との中期目標から逆算し、

2013年度の目標を「2005年度比17％削減」に設定しています。

※バックキャスティング：
将来の目指すべき姿
を描き、その姿から逆
算して目標設定して
いく方法

基本方針と重点戦略
地球温暖化防止を最重点テーマに、さらなる地球温暖化対策

に挑戦するとともに、生物多様性保全への取り組みを事業活動

のなかへ定着させていきます。また、こうした取り組みの基盤と

なる研究開発分野では、ZEH・ZEBの実現に向け、省エネ・創エネ・
蓄エネ技術の開発・統合に、さまざまなパートナー企業の皆さま

と協働して取り組んでいきます。さらに、ステークホルダーを巻

き込んだ環境コミュニケーション活動も積極的に展開し、社内外

へ環境の輪を拡げていきます。

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

20132005 （年度）2020

CO2
排
出
量

30％
削減

17％
削減

バックキャスティング※

環境中長期
ビジョン

2020

エンドレス
グリーン
プログラム

2013

1998 2005 2008 2011

●

 

●●

  

環境経営

グループ29社（2013年度から33社）※

環境保全と企業収益の両立

大和ハウス工業を含むグループ3社 グループ13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

住宅・建築物による
CO2削減貢献の
拡大

ISO14001の
認証取得

環境経営
方針

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

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

エンドレス グリーン プログラム 2013エンドレス グリーン
プログラム 2010

企業市民としての社会的責任

※株式会社フジタ、株式会社コスモスイニシア、大和ホームズオンライン株式会社、株式会社ダイヨシトラストの4社を追加

環境行動計画のあゆみ

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

「エンドレス グリーン プログラム 2013」 基本方針

環境行動計画（エンドレス グリーン プログラム）
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【2013年度の実績と自己評価】

CO2削減貢献度

売上高あたり建設廃棄物排出量 PRTR対象化学物質排出･移動量

建設廃棄物リサイクル率 VOC（揮発性有機化合物）排出量

生物多様性自主基準適合率（開発）

（倍）
10

8

6

4

2

0

（年度）
201320122010 2011

目標 実績

3.7

6.2
6.75.3

8.6

計画を大きく上回り目標を達
成。CO2排出量の原単位改善
により総量の増加を抑制する
とともに、環境配慮商品の普
及を拡大し、2015年度に貢献
度10倍を目指す。

大規模開発案件では、全物
件で自主基準に適合。今後も
引き続きチェックリストを運
用し、生物多様性の保全に配
慮した開発プロセスを継続
する。

賃貸住宅（低層）や商業施設に
おいては十分な提案ができず
目標未達成。今後は、建物用
途ごとに「緑被率」の目標を設
定し、取り組みを推進する。

太陽光発電の設置増などによ
り目標を達成。"エネルギーゼ
ロ"の住宅･建築･街づくりに
注力し、2015年度に貢献量を
1.4倍以上（2012年度比）を目
指す。

設計面での配慮で建築現場
の端材排出量を抑制し目標を
達成。今後は、リユースへの取
り組みを強化し、2015年度ま
でに2012年度比3%削減を目
指す。

昨年から微増にとどまり目標
未達成。継続して工場･新築現
場でのゼロエミッション活動
を拡大するとともに、土木･改
修･解体工事にも目標を設定
し、取り組みを推進する。

業績拡大に伴い、総量が増
加。自然エネルギーの導入で
総量削減を図るとともに、省
エネ投資を加速し2015年度
までに原単位を2005年度比
40%以上改善する。

塗料の弱溶剤化や鉛フリー塗
料の全面採用などにより、目
標を達成。今後も各種塗料の
見直しなどを継続し、売上高
あたりの排出･移動量を現状
以下に抑制する。

塗着効率の向上などに取り組
んだものの、生産量の増加に
伴い、総量では悪化し目標未達
成。今後も塗着効率の向上な
どを継続し、売上高あたりの排
出量を現状以下に抑制する。

（kg/百万円）
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0

（年度）
201320122010 2011
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83.9

目標 実績

81.0
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　 目標　　　 実績
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　 目標　　　 実績（万t-CO2）
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（%）
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59.7
70.0

61.9

59.3

目標 実績

59.6

生物多様性自主基準適合率（街づくり）

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排出量CO2削減貢献量

2010年度比

135％ 増加

2010年度比

1.2％ 増加

2010年度比

2.9％ 増加

2010年度比

21.7％ 削減

2010年度比

8.5％ 増加

8.6倍

100％

59.6％ 92.7％

＜自己評価基準＞
　   2013年度目標達成　　   2013年度目標未達成（2010年度実績より改善）　　   2013年度目標未達成（2010年度実績より悪化）

※2010年度はサンプル調査の結果

※2010年度はサンプル調査の結果
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TOPICS

「エネルギー“ゼロ”の住宅・建築・街づくり」が評価され、住宅業界初となる2度目の「地球環境大賞」を受賞

「自社工場でのエネルギー最小化（ＭＩＮ）への取り組み」が評価され、 「省エネ大賞」を2年連続受賞

2014年2月、フジサンケイグループが主催する第23回「地球環境大賞」において、「エネルギー“ゼ
ロ”の住宅・建築・街づくり～自社のエコ技術を事業を通じたエコへ～」の取り組みが評価され、「フジ

サンケイグループ賞」を受賞しました。これにより、大和ハウス工業は2009年の「大賞」受賞に続き、
住宅業界では初となる2度目の受賞となりました。
大和ハウスグループでは、地球温暖化防止を最重要テーマに、多様な自社施設で省エネ・省CO2に

取り組むとともに、遊休地等を活用した再生可能エネルギーの導入を進めてきました。また、ここで

培ったノウハウを活かし、エネルギー“ゼロ”の住宅・建築・街づくりにも取り組み、業界に先駆け住宅

商品や店舗で実現、2013年には「スマ･エコタウン 晴美台」において街全体でも実現し、グループの
総合力を結集して、地域ごとに特色あるスマートシティを展開している点を評価していただきました。

2014年1月、一般財団法人 省エネルギーセンター主催の平成25年度「省エネ大賞（省エネ事例
部門）」において、「次世代省エネ工場の商品化に向けて～自社工場でのエネルギー最小化（MIN）
への取り組み～」が評価され、最高位である「経済産業大臣賞（CGO･企業等分野）」を受賞しまし
た。これにより、当社は同賞初の2年連続受賞となりました。
今回は、九州工場における大幅な省エネ実績（2005年度比64％削減）と、当モデル工場での実証

を経て、次世代環境配慮型工場「D's SMART FACTORY」を商品化し、広くお客さまへ提案・普及を
進めた点を評価していただきました。

本事例は、2014年4月に閣議決定された、第4次『エネルギー基本計画』においても、「産業部門
等における省エネルギーの加速」の代表事例として紹介されました。

授賞式の様子（2014年4月）

授賞式の様子（2014年1月）

「エンドレス グリーン プログラム 2015」の
スタートにあたり、新たに重点テーマの一つ

に掲げた“スマートコミュニティの推進”につ

いて、幸せ経済社会研究所所長の枝廣様を

ファシリテーターに迎え、3名の専門家の方々
と共に「有識者ダイアログ」を開催しました。

当日は、当社役職員14名が参加し、スマー
トコミュニティ/街づくりにおいて考慮すべき
点や大和ハウスグループに対する期待などに

ついて、意見交換を行いました。

環境への新たな取り組みを進めるにあたっては、さまざまなステークホルダーと

共に解を探り、新しい価値を創造していくプロセスが重要です。今後もこうしたダイ

アログを積み重ねながら、新たな取り組みにチャレンジしていきます。

ダイアログを終えて 
社内メンバーだけの議論では得られな

かったご意見や知見を共有でき、新たな 
“気づき”がありました。今回得られた“気づ

き”を、これからのまちづくりに活かしてい

きます。

“スマートコミュニティの推進”をテーマに、有識者ダイアログを開催コラム

有識者ダイアログの様子（2014年4月22日）
（正面右より、枝廣様、日本設計/田島様、東京大学/
大月様、日経BP社/望月様）

大阪都市開発部
企画部　企画グループ
グループ長

脇濱　直樹
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環境経営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

スマートシティへの取り組みを全国で加速

環境貢献型事業のさらなる成長

住宅・建築における次世代環境配慮商品の開発

スマートハウス・スマートビルの普及を拡大

再生可能エネルギーによる発電事業の推進
（自社の遊休地や自社施設を活用したメガソーラー事業）

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
（自社・グループ施設を環境配慮型建築のショールームと技術検証の場と位置づけ）

スマートシティの開発件数：
分譲戸建住宅を中心とした街づくり：4件以上/年

事業横断・グループ連携による複合型の街づくり：累計2件以上

環境貢献型事業※の売上高：2,100億円以上
  （2012年度比1.3倍以上）

※環境エネルギー･住宅ストック･リース･環境緑化事業など

戸建住宅
HEMSの機能強化・標準化など生活者視点のスマートハウスの開発
商業建築
独自技術による次世代環境配慮型建築（D's SMART）の進化

スマート＆エコ商品比率※：50％以上
※パッシブデザイン、省エネ、創エネ、蓄エネ、エネルギーマネジメントをコンセプ
トにした環境配慮型商品。戸建・集合・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）

再生可能エネルギーによる発電容量：120MW以上
  　（2012年度比7倍以上）

自社電力使用量に対する割合：100％

新築プロジェクト（施設新築時に独自の先進技術を積極導入）：累計15件以上
既存施設（ICT「情報通信技術」を活用したスマート化など）：累計10件以上

今回策定した「エンドレス グリーン プログラム2015」では、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

活動にも継続して取り組み、「環境と企業収益の両立」を目指します。

「環境と企業収益の両立」を目指す 
「エンドレス グリーン プログラム 2015」
を策定

コラム 環境と企業収益の両立

■ 基本方針と重点テーマ・2015年度目標
戦略的環境活動 基本方針①　住宅・建築・街づくりでの「スマート＆エコ」の推進

戦略的環境活動 基本方針②　コア事業と連携した環境関連ビジネスの拡大

戦略的環境活動 基本方針③　環境技術開発・環境マーケティング機能の強化

環境配慮商品･サービスの普及によるCO2削減貢献の拡大 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：40％削減 （2005年度比）

CO2排出総量（自然エネ発電相殺後）：20％削減 （2005年度比）

基本的環境活動 基本方針④　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

CO2削減貢献度：10倍以上
CO2削減貢献量：364万t以上 （2012年度比1.4倍以上）

開発・街づくりにおける緑の保全・創出
基本的環境活動 基本方針⑤　生物多様性に配慮した開発･街づくりの推進

緑被面積：60万㎡以上/年 （2012年度比1.25倍以上）

※住宅･集合･マンション･商業施設・事業施設における合計

環境共生住宅認定率：80％
※分譲住宅のみ

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
環境経営の基盤 基本方針⑥　環境経営の基盤強化

主要海外拠点の環境負荷の把握
取引先組織を通じた環境活動の推進

環境業績評価制度の構築
事業所ECO研修の実施
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環境マネジメントシステム
当社グループは、中期環境行動計画「エンドレス グリーン プロ

グラム」を確実に達成するため、部門単位でそれぞれ半期ごとに

計画を策定し、活動を推進しています。そして、その実績と自己

評価を経営者に報告、レビューし、継続的な改善につなげていま

す。

推進体制としては、環境担当役員を委員長とする全社環境推

進委員会を年2回開催し、当社グループが取り組むべき環境活動
の方向性や重点戦略、課題について審議・決定しています。また、

委員会の下部組織として、各担当役員をトップとした10の専門部
会を設置。3ヵ月に一度の部会レビュー会議で、目標に対する実
績管理や重点実施事項等について討議し、きめ細かなPDCAサ
イクルにより環境への取り組みを推進しています。

■ 事業所の環境活動実績を業績評価に反映
2012年度より、全社の重点管理項目に基づき、事業所ごとに

改善状況を定量評価し点数化した「あなたの事業所のECO診

断」を実施。診断結果を年2回社内公開するとともに、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、
改善活動の定着を図っています。

2014年度からは、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。より一層の改善活動を推進していきます。

また、2014年4月には、大和ハウス工業の各事業所（工場含む）
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。年2回の研修を通じてECOサポーターの育成を図るととも
に、事業所・工場におけるPDCAサイクルを強化し、ボトムアップ
による改善活動の充実を図ります。

ECOサポーター研修（年2回） 優秀ECO事業所表彰（沼津支店）

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　専門部会

ECOプロダクツ（商品・サービス）

事業所

環境部（事務局）

戸建住宅
部会

環境統括責任者（支店長）

環境推進責任者（総務経理責任者）

各課

工場

環境統括責任者（工場長）

環境推進責任者（品質環境管理責任者）

各課

集合住宅
部会

マンション
部会

流通店舗
部会

建築
部会

ECOプロセス（事業活動） グループ
各社

オフィス
部会

住宅施工
部会

建築施工
部会

ファクトリー
部会

物流
部会

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（新設） ECOサポーター（新設）

環境マネジメント体制

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

多岐にわたる事業領域を有する当社グループでは、「グループ環境ビジョン」を全グループ会社で共有、環境活動の方

向性を審議・決定する「全社環境推進委員会」を通じて、期ごとの重点戦略や最新の環境規制を各部門・各事業に徹底す

るとともに、部門横断型の小単位での「部会」活動の充実により、それぞれの事業特性に応じたきめ細かな改善活動を進

めています。

環境マネジメント
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■ 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、「環境ビジョン」をグループ全

体で共有し、環境経営の展開を進めています。2011年度からス
タートした「エンドレス グリーン プログラム 2013」では、環境マ
ネジメントの対象範囲を資本関係の密接な主要連結子会社へ拡

大し、合計33社で数値目標を設定し取り組みを推進しています。
特に、環境負荷の大きい主要グループ会社17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。

また、省エネルギー、化学物質管理など、グループ横断の共通

テーマについては、グループ各社の環境推進責任者や担当者に

よる合同ワーキンググループ（WG）を組織し、半期2回の情報交
換や勉強会、相互診断等を通じて、課題の共有や施策の立案を

行い、効率的かつ効果的な環境活動の展開を進めています。

■ ISO14001の認証取得、環境監査の実施
当社グループでは、下表の通り、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、同規格に基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及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。

■ 環境パフォーマンスデータの管理
大和ハウス工業では、独自の環境情報システム「ei-system」

を構築し、事業所の環境データを収集・集計、活動実施状況を把

握・管理しています。

また、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。

環境教育
当社では、全従業員の環境意識向上のため、定期配信している

グループ環境社内報「We Build ECO Press」などを通じて意識
啓発に努めるとともに、部門別の専門研修、全従業員向けの一般

教育を実施しています。

部門別の専門研修では、当社の主要な環境リスクである廃棄

物管理や土壌汚染対策に重点をおき、一般教育では環境問題の

最新動向や全社の方針、当社グループの優秀事例などを中心と

した教育を進めています。

2013年度は、継続してキャリア採用者に対する一般教育の充
実を図ったほか、本社部門・グループ会社の環境推進責任者に対

して、中期環境行動計画の研修を実施しました。

また、海外グループ会社への環境マネジメントの展開を見据

え、主要グループ会社2社の責任者及び従業員を対象に、環境問
題への認識や取り組み状況についてアンケートを実施しました。

2014年度は、海外グループ会社への情報発信を強化するとと
もに、新たに各事業所に配置したECOサポーターを中心に、事業
所内での参加型研修（年2回）を実施し、全従業員の環境経営へ
の参画意識の向上を図ります。

グループ合同WG

ECOプロダクツ ECOプロセス

《開発・街づくり》
緑化推進 WG

《商業施設》
省エネ WG

《居住系施設》
室内空気質 WG

《工場》
省エネ・化学物質 WG

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）及び全10工場

大和リース 全社

大和物流 本社安全品質環境管理課・三重支店・奈良支店・関西配送センター

ISO14001認証取得状況 （2014年3月31日現在）

環境パフォーマンスデータ管理の仕組み

2013年度 環境教育実施状況

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」

CSRレポートでの
開示

各種アンケート
への回答

分類 内容 形態 人数等

専門
研修

廃棄物監査 監査 各事業所年 2回
（延べ 201回）

土壌汚染対策 研修 92名

環境配慮設計改正省エネ基準 研修 143名

一般
教育

新入社員フォロー研修 研修 100名

キャリア採用者研修 研修 361名

事業所全体研修 研修 65名

グループ環境推進責任者 研修 60名
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環境法令を遵守する仕組み
大和ハウス工業では、環境に関する法管理について、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。2013年度は、特
に非住宅建築における改正省エネ基準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管理を行

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、特に生産部門では定期的に教育訓練を実施するな

ど、適切に対処できる体制の維持・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。

2013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「 e i -
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。昨今、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基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、2013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の整

備を行っています。

九州工場・奈良工場では2013年
度に「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。

※D’s FEMS：当社独自の工場エネルギー・
マネジメント・システム

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おりません。

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。

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

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

「環境マネジメント」

D's FEMSによる異常監視の様子
（九州工場）
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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。

2013年度は、3工場（奈良工場・竜ヶ崎工場・堺工場）の増改築
工事が、土壌汚染対策法4条「3,000㎡以上の土地の形質変更」
に該当したため、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。

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。

土壌調査と地下水監視の様子（堺工場）

土壌調査の様子（奈良工場） 汚染土壌の掘削除去工事の様子（竜ヶ崎工場）

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

土地取引に伴う土壌リスク防止フロー

物質 単位 基準値 最高濃度 対応策

奈良工場
六価クロム（溶出量） mg/L 0.05 0.18 地下水モニタリングによる汚染の監視

（将来の増改築工事に併せて掘削除去工事を実施予定）鉛（含有量） mg/kg 150 540
竜ヶ崎工場
鉛（含有量） mg/kg 150 1,700 増改築工事に併せて掘削除去工事を実施
堺工場
六価クロム（溶出量） mg/L 0.05 0.066

地下水モニタリングによる汚染の監視
（将来の増改築工事に併せて掘削除去工事を実施予定）鉛（溶出量） mg/L 0.01 0.08

鉛（含有量） mg/kg 150 8,900
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CO2削減貢献度が8.6倍と大幅に増加
2013年度は、業績の拡大に伴い、事業活動プロセスにおけるCO2排出量は前年度に比べ増加となりました。一方、商品・サービスの提供によ

るCO2削減貢献量が目標を大きく上回りました。その結果、CO2削減貢献度は8.6倍と前年度から大幅に増加しました。
今後は、売上増の計画のなか、徹底した原単位改善により、CO2排出量の増加を最小限に抑制するとともに、環境配慮型の商品・サービスの

普及を推し進め、2015年度までにCO2削減貢献度を10倍とすることを目指します。

CO2削減貢献度の目標と実績 CO2削減貢献度

世界では、人為起源の温室効果ガス排出量が1970年から2010年の間にかけて増え続け、自然界で吸収可能な量の約3倍に
達するといわれ、今後も経済成長と人口増加によりさらなる増加が予想されます。

国内においては、民生部門（家庭・業務）におけるCO2排出量が1990年比で約6割増加しており、私たち住宅・建設業界
の責任と役割はますます大きくなっています。

大和ハウスグループでは、2008年度より「地球温暖化防止」を最重点テーマに掲げ、「私たちの事業で地球にかけた負
担（CO2排出）以上に、地球に貢献（CO2削減）したい」との考えから、私たちが地球温暖化防止に貢献できた度合いを測

る指標として『CO2削減貢献度』を導入。その拡大を目指し、自社・グループ施設における省エネ・創エネを推進するととも

に、環境配慮型の住宅や建築物を積極的にお客さまへ提案、全事業・全部門で取り組みを進めています。

CO2削減貢献度とは
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。

2007年度にCO2排出量をCO2削減貢献量が上回り、

『CO2バランス』を達成したことを機に、環境経営指標

の一つと位置付け、その拡大に取り組んでいます。

地球温暖化防止への取り組み

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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商品・サービスの提供によるCO2削減貢献
2013年度は、当社が長年培ってきた技術力を活かし、全国各地

で新築だけでなく、既存建物の屋根へ大規模ソーラーの設置提案

を進め、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、賃貸住宅や工場・倉庫などの大規模施設での設置が

増加し、全事業におけるCO2削減貢献量は2010年度比135％増と
なる300.7万トンとなり、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

1.4倍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
2013年度は、前年度に引き続き各施設における夏期・冬期の

節電対策による削減効果は大きかったものの、工場・物流関係に

おける大幅な生産・出荷量の増加とグループ会社のスポーツク

ラブなどの大幅な利用者の増加により、CO2排出量が増加しまし

た。その結果、グループ全体のCO2排出量は2010年度比2.9％増
となる35.1万トンとなり、2012年度上方修正した目標には達しま
せんでした。

今後は、自然エネルギー発電の拡大による削減貢献分を相殺

するかたちで総量削減を図るとともに、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40％削減することを目指します。

第三者Voice

省エネ大賞の事例部門において経済産業大臣賞を2年連続で受
賞された実績は、これまで実施してきた省エネ対策が先進的で他

社の参考となるものであることを示しています。地球温暖化防止に

は、省エネの推進と自然エネルギーの導入を同時に進めていくこと

が必要ですが、理想的な進め方としては、現状で採用できる技術を

最大限に利用し、使用するエネルギー量を最小限にすることです。

これによりエネルギー自立型建物の可能性も大きく広がることにな

ります。大和ハウスグループでは生産工場・事務所等について全社

一丸となって省エネを実施するだけでなく、考えられる対策を自社

施設をモデルにして効果を確認することにより、商品としても提供

する体制ができあがっている点が特徴的です。住宅や事務所等で

は、自然エネルギーが最適なエネルギー源であることから、省エネ、

創エネ、蓄エネを組み合わせてエネルギー自立型の建物を早期に

実現してくれることを大いに期待しています。

CO2削減貢献量の目標と実績 CO2排出量の目標と実績

部門別内訳 部門別内訳

CO2削減貢献量の目標と実績
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戸建住宅事業 18.9%

賃貸住宅事業 15.0%

住宅リフォーム事業 5.1%

環境エネルギー事業 26.5%

商業建築事業 32.0%
分譲マンション事業 2.5%

万t-CO2

35.1
（2013年度）

オフィス 6.0%
車両 15.5%

生産 7.1%

物流 17.1%

施工 8.7%

ホテル・介護施設 5.8%

リゾート・スポーツ施設 27.8%

商業施設・店舗 12.0%

CO2削減貢献量
CO2削減貢献量とは、「当社が当該年に提供した住宅や建築物」と「1990年当時の仕様による同規模の住宅や
建築物」を比較して算出した居住・運用段階のCO2削減効果を、その想定使用期間にわたり積算したもの。
（詳しい算出方法は「環境データブック2014」P4に掲載しています）

東京電機大学 名誉教授
高村 淑彦（たかむら よしひこ）様

40年以上、最先端の省エネルギー研究を進める一方、
政府関係各種委員を歴任し、度重なる省エネ法改正の
プロセスにも参画する。
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環  境 との共創共生環  境 との共創共生 「地球温暖化防止への取り組み」

1“環境負荷ゼロ”を目指す2つのプロジェクト
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。

2013年度は、自社の事務所や店舗、工場、介護、物流施設などに
おいて、先進技術を導入した省CO2先導事例に取り組み、実証実

験に着手しました。

※HEMS：ホーム・エネルギー・マネジメント・システム

2 太陽光発電の年間実績が、日本最大規模の
200MW（メガワット）に
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。

2013年度は、新築戸建住宅での設置率が64.1％とほぼ横ば
いだったものの、低層賃貸住宅での設置率が43.5％と前年度よ
り6.6ポイント増加したほか、分譲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200MW（前年度比約1.7倍）と
なりました。

3 介護・物流施設用途の環境配慮商品を開発

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。

2013年度は、9月に次世代環境配慮型介護施設「D’s SMART 
SILVER（ディーズ スマート シルバー）」、12月には次世代環境配慮型
物流施設「D’s SMART LOGISTICS（ディーズ スマート ロジスティク

ス）」の第一号が完成、実物件による実証実験に着手しました。今

後は同プロジェクトを病院・ホテルなどの用途へ展開していく予

定です。

エネルギー等を見える化する
D-HEMS

環境配慮型物流施設
「DPL相模原」
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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
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＜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
④環境エネルギー事業の拡大
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4ノウハウを結集したメガソーラー建設の拡大

環境エネルギー事業では、創エネ・省エネ・蓄エネ改修を中心と

したソリューション事業を推進しています。2013年度は、創業以
来培ってきた「プレハブ建築技術・鋼管構造技術の活用」、太陽光

パネルなどの資材の「グループ全体のスケールメリットを活かし

た調達力」、施工から運営まで長期的に対応する「安全・安心のサ

ポート体制」の3つの強みを活かして、メガソーラーの建設請負
を拡大しました。同事業における2013年度の太陽光発電の実績
は、95.9MW（前年度比約2.3倍）と大幅に増加しました。

■ 住宅事業の取り組み

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。

2013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「スマ・エコ オリジ
ナルⅡ」の販売を強化しました。また、神奈川県相模原市と茨城県

つくば市において、スマートシティ「スマ・エコ シティ相模原 光が
丘エコタウン（127戸）」、「スマ・エコ シティつくば研究学園（175
戸） 」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。

分譲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、2013年度の同事業におけるCO2削減貢献量は、

2010年度比57.4%増となる124.9万トン（前年度比11.2%増）と
なりました。

2014年度は、昨年度に目標未達となった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。

■ 商業建築事業の取り組み

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）」に基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、1990年
時仕様との比較を実施。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、今

後はグループ会社でも運用していく予定です。

また、こうした新築建物の環境配慮提案に加え、再生可能エネ

ルギーの固定価格買取制度を活用し、新築・既存を問わず、大規

模ソーラーの設置提案も積極的に進めています。

その結果、2013年度の同事業におけるCO2削減貢献量は、大

和ハウスグループの大和リース分も含めて、2010年度比167％
増となる96.1万トン（前年度比60.2％増）となりました。

2014年度も引き続き、大規模ソーラーの設置提案を進めると
ともに、当社グループのフジタとの連携により物流施設、医療施

設での環境配慮提案を強化していきます。

※ CASBEE：建築環境総合性能評価システム。

市原ソーラー発電所（4.6MW,千葉県市原市）

住宅事業のCO2削減貢献量の推移

商業建築事業のCO2削減貢献量の推移

0

（万t-CO2）
120

80

100

60

40

20

住宅事業のCO2削減貢献量の推移

2010 2011 2012 2013 （年度）

■ 戸建住宅　■ 賃貸住宅　■ 分譲マンション　■ 住宅リフォーム

100.8

52.3

30.2

9.7
8.4

112.3

53.2

37.1

5.7
16.4

124.9

56.9

45.2

7.4
15.4

79.3

46.5

22.9
1.7 8.1

2010年度比

増加
57.4%

商業建築事業のCO2削減貢献量の推移

2010 2011 2012 （年度）

0

（万t-CO2）
60

40

50

30

20

10

■ 大和ハウス工業（商業施設）　■ 大和ハウス工業（事業施設）　■ 大和リース

50.6

26.8

19.5

4.1

60.0

28.7

26.9

4.4

79.3

21.6

10.7

3.5

商業建築事業のCO2削減貢献量の推移

0

（万t-CO2）
100

80

60

40

20

■ 大和ハウス工業（商業施設）　■ 大和ハウス工業（事業施設）　■ 大和リース

96.1

42.5

45.2

8.4

60.0

28.7

26.9

4.4

36.0

21.6

10.7
3.5

2010 2011 2012 2013 （年度）

50.6

26.8

19.5

4.1

2010年度比

増加
167%



25

環  境 との共創共生環  境 との共創共生

1 独自の省エネプロジェクトで「省エネ大賞
（経済産業大臣賞）」を2年連続受賞
大和ハウスグループでは、商業建築事業で推進する「Smart- 

Eco Project(スマートエコプロジェクト)」への展開を見据え、自社・グ

ループ施設での省エネ技術の導入、実証を推進。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）

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
度は自社の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。

特に自社の既存建物の省エネを進めるにあたっては、前年度

のエネルギーコストの15％以上を省エネ投資に充当するという
「省エネ設備投資ガイドライン」を定めており、2013年度は約

17％に相当する13.3億円の省エネ投資を進めました。

2 グループ省エネ合同WGを通じて省エネルギー施策を展開
当社グループでは、所有・運営する各用途建物ごとに省エネトッ

プランナー事業場を選定し、そこで集中的に省エネ施策を実

施、効果を確認・検証して他事業場へ水平展開しています。

また、グループ間での情報共有と人財育成を目的に、グルー

プ省エネ合同WGを運営。2013年度は、商業施設部門で2回、リ
ゾート/スポーツ施設部門で2回、生産部門で1回の計5回開催し
ました。さらに、各部門で実施した省エネ事例をグループ全体で

共有できるデータベースを構築し、2013年度末で471件の事例
を掲載しています。

2014年度は、生産部門におけるグループ省エネWGを強化。
相互省エネ診断を通じて、省エネ人財の育成を進めます。

3 自然エネルギー導入を加速し当社使用電力
量の46.1％相当に
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。自然エネルギーに

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、大規模太陽光発電の導入を加速しています。2013年度は、
「DREAM Solar三郷」など、全国23ヵ所で大規模太陽光発電所※

が稼動。2013年度末現在、当社グループが保有する自然エネル
ギー発電設備は前年度比3.8倍となる60.0MW、年間発電量は

48,892MWhとなり、当社の使用電力量の46.1％に相当します。

※発電容量が500kW以上 

大和ハウス工業 奈良工場
「D's SMART FACTORY」

省エネ合同WG（商業施設） 全国事業所環境改善事例検索システム

2012年度、2013年度
「省エネ大賞」経済産業大臣賞

（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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自然エネルギーの導入率と発電量の推移

「地球温暖化防止への取り組み」

DREAM Solar三郷

◆自然エネルギーの導入率（2013年度）
自然エネルギーによる発電量

大和ハウス工業の電力使用量

48,892MWh

106,150MWh
= = 46.1%

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基づく省エネ活動の展開
①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
②省エネトップランナー事例の創出と水平展開
③自然エネルギーの積極的な導入

関連項目 P.9 特集（3）
エネルギー最小化をめざす次世代省エネ工場
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■ オフィス・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、オフィスにおけるCO2排

出量は全体の約6.0％、自社工場を有する3社※における生産活

動に伴うCO2排出量は全体の約7.1％を占めます。2013年度は、
トップランナー事業場での取り組みの水平展開や高効率照明へ

の更新などを進め、オフィス部門におけるCO2排出量は2010年
度比13.7％減の21.1千トンとなりましたが、生産部門は大和ハウ
スの工場売上高が31.3%増加したため2010年度比6.0％増とな
る24.9千トンとなりました。
両部門とも総量では前年度比増加となっており、その要因で

ある床面積の増加、生産量の増加については、今後もその傾向

が続く見通しであるため、きめ細かなエネルギー管理により継続

して原単位改善を進め、CO2排出量の増加を抑制していきます。

※大和ハウス工業、大和リース、ダイワラクダ工業

■ 物流部門における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※が

荷主となる輸送と物流事業による輸送に伴うCO2排出量は、全体

の約17.1％を占めます。当社は荷主の立場から、モーダルシフト
や共同調達を進めるとともに、工場出荷車両の積載効率向上に

よる台数削減やエリア配送の見直しを進めています。一方、輸送

事業者である大和物流では、エコドライブの推進と低公害車の

導入によって燃費の改善を進めています。2013年度は、上記の
取り組みで一定の成果があったものの、工場売上高が3割以上
増加したことによる輸送量増大により、物流部門のCO2排出量は

2010年度比23.5％増となる

60.1千トンとなりました。
引き続き、物流車両の燃費

改善を進め、継続してトンキロ

あたりのCO2排出量の削減を

進めます。

※大和ハウス工業、大和リース、　
　ダイワラクダ工業

■ 商業施設部門、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、商業施設/店舗における

CO2排出量は全体の約12.0％、リゾート/スポーツ施設における

CO2排出量は全体の約27.8％を占めます。

2013年度は、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

温度管理を行いました。一方で、LED照明の導入など省エネ設備
投資も進めた結果、2013年度のCO2排出量は商業施設部門は

2010年度比11.9％減となる42.2千トン、リゾート/スポーツ施設
部門は、同5.4％減となる97.8千トンとなりました。

2014年度も引き続き全社的に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において、井水熱・温泉熱・太陽熱

などの自然エネルギーを活用した設備導入を図り、給湯・空調エ

ネルギーの削減に取り組みます。

■ お取引先との協働によるCO2削減

当社では、お取引先のエネルギー使用量削減にも積極的に取

り組んでいます。サプライヤーさまのオフィスや工場を中心に、

当社の取り扱う省エネ商材の導入や建物の断熱性能向上を提

案。設備更新や運用改善もサポートしています。今後もお取引先

の省CO2に貢献していきます。

省エネ型　空調・照明

リゾートホテルに導入したLED照明 省エネ設備投資の事前調査の様子

蒸気コンプレッサ

（千t-CO2）
30

20

10

0
201220112010

大和リース大和ハウス工業 ダイワラクダ工業

21.121.1 20.620.6 21.021.0

1.8 1.9 1.6
0.623.5

0.523.0 0.623.1

（年度）2013

22.822.8

1.4
0.6

24.9

（千t-CO2）
30

20

10

0
2012 （年度）20132010

グループ会社大和ハウス工業

19.319.3 16.916.9

5.1
4.0

24.4

2011

16.716.7

4.2
20.9 20.9

17.017.0

4.1
21.1

6.0％
増加

2010年度比

13.7％
削減

2010年度比

CO2排出量の推移 （オフィス部門） （商業施設部門） （リゾート/スポーツ施設部門）（生産部門）

（千t-CO2）
70

60

40

20

0
（年度）20122010

大和リース 大和ランテック大和ハウス工業

24.324.3 25.825.8

3.7
3.1

17.6

4.0
3.4

21.2
48.7

2011

26.526.5

5.7
3.2

19.0

54.5 54.3

2013

28.828.8

4.2
3.7 0.8

22.6

60.1

ダイワラクダ工業 大和物流

23.5％
増加

2010年度比

CO2排出量の推移

CO2排出量の推移

（千t-CO2）
60

40

20

0
（年度）20122010

大和リース大和ハウス工業

2011

ロイヤルホームセンター
ダイワロイヤル 大和情報サービス

11.9％
削減

2010年度比
（千t-CO2）

120

80

40

0
（年度）20122010

大和リゾート西脇ロイヤルホテル

20112013 2013

ダイワロイヤルゴルフ スポーツクラブNAS

5.4％
削減

2010年度比

12.012.0 9.49.4

15.2

10.3

6.1
4.3

8.7

14.0

5.5
3.2

47.9

9.89.8

8.8

13.1

5.4
3.3

40.4 40.9

9.29.2

8.5

16.3

5.4
2.7

42.2

1.0 0.9

79.1

5.7
17.6

72.4

4.4
19.1

103.4

0.9

75.4

4.3
17.5

98.1 96.8

0.9

69.9

4.4

22.5

97.8

（物流部門）



27

環  境 との共創共生環  境 との共創共生

「ゼンリンテクノセンター増改築工事」における環境配慮提案（福岡県北九州市）

太陽光・熱、風などの自然を活かした分譲マンション「プレミスト金沢」（石川県金沢市）

スポーツ施設における創エネ・省エネの取り組み（スポーツクラブNAS）

大和ハウス工業が設計・施工し、2014年3月に竣工したゼンリンテクノセンター新社屋では、「D's SMART OFFICE」のコンセプトに
もとづき、初期提案段階から明確に環境配慮レベルの目標値を定め、環境配慮の目的・コスト・CO2削減量等をわかりやすくお伝えしま
した。その結果、お客さまにご理解いただき、BEMS※、太陽光発電システム、低放射(Low-E)複層ガラス、電気自動車充電スタンド、
新社屋全照明のLED化など、多くの環境アイテムを採用い
ただきました。CO2排出量は1990年仕様比で51.0％削減、
CASBEE（建築環境総合性能評価システム）はAランクの評
価となりました。
今後も、積極的に環境配慮提案を推進していきます。

※BEMS：ビルディング・エネルギー・マネジメント・システム

2013年3月に竣工した分譲マンション「プレミスト金沢」では、太陽光などの再生可能エネルギーを活用するとともに、全住戸が
南向きとなる雁行配置にすることで、通風や採光において自然を最大限取り入れる計画としました。
屋上の太陽光発電（15kW）で発電した電力を共用部の電灯等に供給し、余剰電力は売電して共用部の電気代を削減していま

す。また、各住戸には電気とガスの使用量を見える化した給湯リモコンを採用、エントランスにも太陽光発電の発電量がわかるモニ
ターを設置し、ご入居者の省エネ行動の促進を図っています。
さらに、低層階に入居している福祉施設（デイサービス・ケ
アハウス）では、ソーラー温水装置を用いて地下水を利用し
た給湯をしています。その他にも次世代省エネ基準（平成11
年基準）の断熱仕様とし、LED照明などの省エネ機器を採用
することにより、居住時における年間CO2排出量を1990年仕
様比で約29％削減※できる設備を採用しました。

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

大和ハウスグループのスポーツクラブNASでは、新店に
太陽光発電システムの導入を推進。2013年度は、戸塚・稲
沢・南林間の3店舗に合計30kWを導入し、自家消費するこ
とでCO2排出量を14.6t/年削減しました。また、戸塚・南林
間の2店舗では、プールのろ過水循環システムに発電装置
を設置し、水流の落差とポンプの吸引効果による慣性エネ
ルギーを活用し電気に変換する水流発電の導入や、プール
等の塩素消費量を感知し、その濃度によってろ過ポンプの運転を抑制するインバータの設
置などの創エネ・省エネに取り組むとともに、これらを「見える化」するシステムも導入、CO2

排出量を187.3t/年削減しました。さらに、既存店においても16店舗にLED照明を導入し
CO2排出量を59.5t/年削減しました。
今後も、新店や既存店に太陽光発電、水流発電、コ・ジェネ、LED照明等の創エネ・省エネ

設備の導入を進めていきます。

ゼンリンテクノセンター

プレミスト金沢

10kW太陽光発電システム
（スポーツクラブNAS戸塚）

屋根に設置された太陽光発電システム

直射日光を遮り熱負荷を抑制、夏場の
ヒートアイランド対策にもなる屋上緑化

水流発電

TOPICS

「地球温暖化防止への取り組み」
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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年度からは大和ハウス工業単体のスコープ

1、2、3排出量を全カテゴリーにわたり算定、公開しています。

2013年度は、環境省が実施した「サプライチェーン排出量
の算定支援」事業に参加し、2012年度実績のレビューを実施、
算定方法・結果の一部見直しを行い、環境省「グリーン・バリュー

チェーンプラットフォーム」に取り組み事例として公開しました。

併せて、環境省・経済産業省による「サプライチェーンを通じ

た組織の温室効果ガス排出等に関する調査・研究会」の「プレ

ハブ住宅ワーキンググループ」に参画し、「業種別解説（建設業

（プレハブ住宅））」の作成に携わりました。

今後も、バリューチェーンCO2排出量の積極的な情報開示を

通じて、業界全体の取り組み推進に貢献していきます。

2013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16.5％増となる1,229.7（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59.8％
と最も多く、「購入した製品・サービス」20.0％、「販売した製品
の修繕・廃棄」17.8％を加えた3カテゴリーの排出量が全体の

97.6％を占めました。
今後は、継続して集計範囲の拡大と精度の向上を図るととも

に、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「環境データブック2014」P8に掲載しています。）

大和ハウスグループの太陽光発電事業
「DREAM Solar（ドリームソーラー）」
～自社使用量相当の再生可能エネルギー発電の導入を目指して～

※D:Daiwa House Group（大和ハウスグループ）、R:Renewable（再生可能）、E:Energy（エネルギー）、A:Asset（資産）、M:Management（管理） 

現場調査

調査 計画・設計 実務・手続き 運営・管理

導入計画

システム設計

構造確認・改修計画等
（必要な場合）

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

メンテナンス

電力量管理

定期検査・報告

バリューチェーンのCO2排出量を「見える化」

大和ハウスグループの一貫管理体制
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当社グループでは、自然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年には、愛媛県佐田岬半島に風力発電所（1,000kW×9
基）を建設し、発電事業に本格参入しました。

2012年7月、再生可能エネルギーの固定価格買取制度が開
始されたことを契機に、これまでの建築技術の蓄積に加え、大

規模発電所の運営ノウハウも活かし、自社施設の屋根や未利

用地において、建設から運営管理までを当社グループが一貫

してワンストップで手掛ける大規模太陽光発電事業「DREAM 
Solar」の展開を加速しています。

2013年度は、自社の遊休地、工場・商業施設・物流施設等の屋
根などを活用し、約45MW（メガワット）の太陽光発電システムの
導入を進めました。その結果、当社グループが保有する自然エネ

ルギー発電設備は前年度比3.8倍となる60.0MWとなりました。
今後、2015年度までに当社が使用する電力相当分の再生可

能エネルギーによる発電を目指し、風力発電・太陽光発電合わ

せて累計120MWの導入を進めていく計画です。

自然エネルギーの導入推移

関連項目 Webサイト「環境への取り組み」
Special Eco Report

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

（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　

http://www.daiwahouse.co.jp/eco/sp_report/2013_6.html
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基本的な考え方

大和ハウスグループでは、2005年に制定した「環境ビジョン」において、「自然環境との調和」を環境活動重点テーマ
の一つに掲げ、緑化の推進や植樹活動などを推進してきました。こうした取り組みを通じて、生物多様性が生み出す自

然の恵みと、それらが私たちの事業活動の基盤であることを強く認識し、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。

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に大きく依存しています。こうした認識のもと、私たちが開発する街づくりや、住宅建設などでの

資材調達においては、生態系の保全に配慮することはもちろん、その健全な生態系が持続するよう生物多様性の配慮

に努めています。

大和ハウスグループ生物多様性宣言
2010年10月に「生物多様性宣言～人と自然が『共創共生』する社会へ～」を策定するとともに、分譲地の開発や木材

調達において遵守すべきガイドラインを制定し、運用状況を定期的に検証しています。

自然環境との調和（生物多様性保全）への取り組み

基本理念
私たちは、グローバル社会の一員として、生物多様性が生み出す自然の恵みを認識し、生態系に配慮した事業活動に努め、

人と自然が『共創共生』する社会の持続可能な発展に貢献します。

【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

【木材調達編】
1. 認証木材
　FSC（森林管理協議会）、PEFC（PEFC森林認証プログラム）、SGEC（「緑の循環」認証会議）等より認証を受けている木材を調達します。
2. 再生木材
　建設廃材のリサイクル木材（パーティクルボード※など）を調達します。　※木材のチップに接着剤を加え、一定の面積と厚さに加熱成形した板状の製品。
3. 当社推奨木材
　認証木材、再生木材に該当しない木材のうち、合法性と持続可能性を確認し、一定レベル以上と判断された木材を調達します。

生物多様性ガイドライン

行動指針

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

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

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

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

5. ステークホルダーとの連携と対話
地方公共団体やNGOなどのステークホルダーとの対話と連携により、事業活動と社会貢献活動の両面から生物多様性保全への
取り組みの環を拡げます。
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1 2 独自のチェックリストで評価を行い　　
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】に基づいて分譲住宅やマンション、一定規模以上の請負工事

については、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。

2013年度の生物多様性自主基準適合率は、開発部門が100%、
街づくり部門が59.6%となり、街づくり部門のSランク物件は、29
件（敷地面積；555,577㎡）となりました。
今後は、開発部門でのチェックリストの運用を継続するととも

に、街づくり部門では運用対象を分譲物件と緑化推進地域の大

規模請負案件（敷地面積500～1,000㎡以上）に拡大し、また建
物用途ごとに「緑被率※」の目標を定め、2015年度までに緑被面
積を2012年度比1.25倍以上とすることを目指します。

※緑被率＝緑地面積÷（敷地面積－建築面積）

環境共生住宅の累積認定戸数が
12,256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。

2013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1,140戸となり、2003年度からの累積認
定戸数は12,256戸となりました。

※「地球環境を保全する」「周辺環
境に親しむ」「健康で快適な居
住環境」という3つの考え方に基
づいた住まいづくりのことで、一
般財団法人建築環境・省エネル
ギー機構が認定するもの。

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、2013年度
の緑化施工面積は前年度比約63％増となる30,211㎡となりまし
た。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。

生物多様性自主基準適合率
自主基準適合※物件の敷地面積計（㎡）÷対象物件の敷地面積計（㎡）
※用途ごとに定めた独自のチェックリストによる評価にてBランク以上
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生物多様性自主基準適合率の目標と実績

環境共生住宅の累計認定戸数
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2013

12,256
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11,116

壁面緑化（大和リース本社ビル）

スマ・エコタウン晴美台

「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」

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

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

（P.55）】を定め、持続可能な木材利用に努めています。2012年度
からは、戸建・賃貸住宅に加え、分譲マンションや商業施設におい

ても、同ガイドラインを運用。2013年度は、一部のグループ会社で
現状把握に着手しました。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。

※森林育成紙TM：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ランクの木材利用が90.9％に
生物多様性ガイドライン【木材調達編】に基づき、当社では認証

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）の供給サプライヤー

さまから、同ガイドラインに沿った供給をしていただけるよう同意

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、2013年度は調査対象木材について認証木材・
再生木材を含むSランク評価が全体の90.9%（前年度92.3 %）とな
りました。また、新たに当社が開発する分譲マンションにおいても

施工会社から同意書をいただくとともに、医療・介護施設や木造の

一般建築等においても実態調査を実施し、Aランク以上の評価が
マンション（サンプル調査）で71.1%、一般建築で78.3%となりまし
た。今後もCランク評価木材の調達量ゼロを目指し、取り組みを推
進します。

国産木材の利用比率が28.4％に
当社では、鉄骨・木造戸建住宅や賃貸住宅など住宅系の商品

の下地材などにおいて、安定調達可能な範囲で国産材の活用を

進めています。 特に使用量の多い木造住宅では、構造軸組材を

100%国産木材でまかなうことができる「xevo GranWood」を

2013年に開発、普及を進めています。その結果、2013年度の国
産材利用比率は住宅系商品全体で28.4％、木造住宅で使用した
構造部材などにおいて68.7%となりました。
今後は、「xevo GranWood」の商品バリエーションを拡大し、同
商品の普及を通じて、国産木材の利用比率向上を図っていきます。

（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）

※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 6.9%

当社推奨木材 8.5%

再生木材 6.7%

Bランク 1.7%
Cランク 0.5%

Sランク 90.9%認証木材
75.7%

調達木材の評価ランク 使用木材の評価結果（2013年度）

合法性/持続可能性 評価項目

「自然環境との調和（生物多様性保全）への取り組み」

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

第三者Voice

2010年10月に名古屋で開催された生物多様性条約第10回締
約国会議では、ビジネスと生物多様性について、民間部門による具

体的な参画の奨励等が採択されました。この条約は生物多様性の

保全に加え、自然資源の持続可能な利用を明記していますから、事

業者に期待される役割も非常に大きなものがあります。

住宅メーカーは、事業活動において大量の木材を利用していま

す。大和ハウスグループは、2010年に「生物多様性宣言」を策定
し、持続可能な木材利用の推進を自社の行う生物多様性保全と位

置づけました。対象範囲を拡大しながら活動を継続していること

は、時宜に適った取り組みといえるでしょう。一方で、3年間の活動
結果の推移をわかりやすく伝える点と、評価ランクが相対的に低

かった木材に対する対応策について、改善の工夫が必要に感じら

れました。また、街づくりなどの開発事業においては、生物多様性

保全上配慮すべき点を明らかにし、可能な限り着実に進めていくこ

とを期待しています。

ＷＷＦジャパン　自然保護室長
東梅 貞義（とうばい さだよし）様

生物多様性保全のため、林産物や水産物などの分野で、
持続可能な調達方針策定や信頼できる第三者認証制度
の導入を日本企業をはじめ関係者に働きかけている。
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市街地のなかで手付かずの緑が残り、藤沢市からも「緑化重点地区」に指定されていた当物件では、「新たな緑の創出」をテーマ

に、緑の量や質、継続性を考慮して設計を行いました。具体的には、公園内に地下式調整池を設置することで、上部を緑地利用し敷

地面積の4％（行政指導は3％）となる公園緑地を設けるなど緑の量を確保しました。
また、地権者全員からの同意を取得し、藤沢市で初となる「全員協定」による「緑地協定」を締結して、区域全体で質の高い緑地の

確保に取り組んでいます。さらに、「まちづくりガイドライン※1」や「外構マスタープラン※2」を策定して、美しい街並みと景観の形成

を図っています。加えて、有識者と樹木調査を実施して移植可能な

樹木を選定し、造成完了後の公園等に移植したり、現地で発生した

木材を木材チップとして再利用しています。
※1 まちづくりガイドライン：美しい街並みを形成していくために、建築物・工作物

の形態規定を定めた自主ルール

※2 外構マスタープラン：統一感のある外構・植栽プランを実現するための自主
ルール

管理が行き届かず放置された森林は、日本の原風景である里山の喪失につながるばかりでなく、CO2の削減に貢献できません。

森林は、人間が間伐や主伐等の手を加えることで樹木の生育が促進され、CO2の吸収量が増大します。

そこで、当社では全国で保有している1,500haの森林のうち、北海道伊達市大滝区の社有林550haの一部、54haの森林で森林
施業に係る間伐等を行いました。これにより、CO2の吸収量を算定してJ-VER制度※1に基づくクレジット化を実施しました。その結

果、2013年3月に環境省からCO2吸収量の認証がなされ、2013年4月にはクレジット化されました。（クレジット番号0191001）

※1 J-VER制度：Japan Verified Emission Reductionの略で、日本国内でカーボ
ンオフセット※2の市場を流通させるために、環境省が認証するクレジットおよ
びその制度のこと。

※2 カーボンオフセット：私たちの日常生活や産業活動から排出されたCO2を、
環境省のJ-VER制度で認証されたクレジットと相殺すること。

当社グループの大和リースでは、大阪府が進める「みどりの風を感じる大都市・大阪」の取り組みの一環として、新大阪駅にウェル

カムガーデン新大阪「大阪花屏風」を整備したことに引き続き、大阪市の公募に選出され、2013年10月に区役所の庁舎内と駐輪場
スペースの2ヵ所に壁面緑化を設置しました。
区の花であるバラ（ミニバラ）やオタフクナンテン、シロタエギク

など約20種類の色とりどりの植物が生き生きと育ち、訪れる市民を
和ませる緑豊かな公共空間を創りました。植栽の選定においては、

フイリヤブランの開花（秋）などを通じて都心部で四季を感じること

にも配慮しました。

今後も官民連携を図り、潤いのある街づくりに貢献していきます。

市街地に貴重な緑が残る当エリア

間伐等の森林施業を業務委託して
いる森林

庁舎内の壁面緑化

公園へ移植された樹木

森林施業された社有林

駐輪場の壁面緑化

TOPICS

関連項目 オフセット･クレジット認証･発行状況

緑豊かな街づくり「ブルームスクエア湘南山の手」（神奈川県藤沢市）

社有林でのCO2吸収量のJ-VER制度に基づくクレジット化（北海道伊達市）

緑豊かな公共空間の創出「大阪市北区役所グリーンウォール」

http://www.j-ver.go.jp/project/anken03.html
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基本的な考え方

日本では、建設業が国内全体の資源の約4割を利用しているといわれ、廃棄物においても国内全体の約2割を占めて
おり、私たち住宅・建設業界の責任と役割は非常に大きいと考えています。

大和ハウスグループでは、「環境ビジョン」において、「資源保護」を環境活動の重点テーマの一つに掲げ、住宅・建築

物のライフサイクルを通じて省資源・長寿命化・資源循環に取り組むとともに、発生する廃棄物については、リデュース

（発生抑制）、リユース（再使用）、リサイクル（再資源化）という3R活動を推進し、資源循環型社会の実現を目指してい
ます。

資源循環に配慮した
設計・建設プロセス
資源循環に配慮した住宅・建築物の

普及には、開発・設計段階において、再

生材の活用を図るほか、端材などの発

生が少なく、分別解体しやすいデザイ

ンを心がけるとともに、生産・施工段階

においては端材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

分別しやすい乾式工法※を基本として

います。

※内外装の仕上げや下地に、モルタルや土壁と
いった水を含んだ材料を使用せず、工場で製
造された外壁材等を現場で取り付ける工法。

資源保護への取り組み

開発・設計段階 生産・施工段階

・ 再生材の積極活用
・ 端材等の少ないデザイン
・ 分別解体が容易なデザイン

・ 端材等の廃棄物削減
・ 建設副産物のリサイクル推進

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

住宅・建築物における3R活動のポイント

住宅・建築物における資源循環フロー
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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。

2013年度は、小規模店舗用商品「D’s OPT（ディーズオプト）」を
コンビニエンスストア各社に採用いただき、システム建築商品全

体の採用棟数は419棟（2010年度比78%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、125棟で採用さ
れ、2005年度からの累積棟数は746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」としていま
す。2013年度のグリーン調達現場率は、35.9%となりました。

※床面積2,000㎡以上の新築現場が対象

事務用品などのグリーン購入を推進
建設関連資材だけでなく、事務所で使用する物品についても、

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。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。

2013年度は、主要6品目のグリーン購入比率が84.9％となり、
帳票類・カタログ類・OA機器については100％を達成しました。
今後は、同購入基準をグループ各社とも共有し、グループをあ

げてグリーン購入を推進していきます。

（棟）
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0
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ダイワコンフォルトダイワフレスト D’sリード
D’sウッド 目標
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78%

380

資源循環型商品（システム建築）採用棟数の推移

リ・ストア&リ・ビルドシステムの普及状況（累積）
（棟）
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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

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
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1 工場・住宅新築現場でのゼロエミッションを継続

大和ハウス工業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、2013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。
※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

■ エコマーク認定「木粉リサイクルデッキ」の開発・普及

当社では、新築現場や工場で発生す

る廃木材をリサイクルし、「木粉リサイ

クルデッキ」として製品化。重量の90％
以上が再生材料で構成されており、エ

コマークの認定を取得しています。

2 240の建築現場でゼロエミッションを達成
当社では、一般建築の新築現場においてもゼロエミッション活

動の展開を進めています。

2013年度は、昨年度実施した一部地区での試行結果を踏ま
え、全国356のモデル現場を選定し、リサイクルルートの新規開
拓などを進めた結果、240の現場がゼロエミッション現場（リサイ
クル率95％以上）となりました。
今後は、工場や住宅現場のリサイクルルートも活用し、ゼロエ

ミッション現場の拡大に取り組みます。

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。

2013年度、当社では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、2013年度のグループ4社における建設廃棄物排出量
は132.8千tと前年度比8％増、売上高あたりの排出量は2010年度
比1.2％増となる79.6kg/百万円に抑え、目標を達成できました。
今後は、有価売却等を除いた排出量を新たな管理指標とし、リ

ユースの取り組みを強化することで、2015年度までに2012年度
比3％以上削減することを目指します。

※大和ハウス工業（DH）、大和リース（DL）、ダイワラクダ工業（DR）、ダイワサービス（DS）

建設廃棄物のリサイクル率向上
当社グループでは、発生した廃棄物については、単純焼却・埋

立処分を極力抑制するよう、リサイクル率の目標を設定し、取り

組みを進めています。

2013年度、当社の工場・新築住宅現場では継続してゼロエミッ
ションを達成し、商業建築の新築現場においても240の現場で
ゼロエミッションを達成しました。また、グループ会社では、大和

リース、ダイワサービスの施工部門におけるリサイクル率がとも

に80％台となりました。
その結果、グループ4社の建設廃棄物リサイクル率は合計で

92.7％となり、前年度に比べて1.3ポイント増加しましたが、単年
度目標である95％には達しませんでした。
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の目標

を新たに設定し、取り組みを進めていきます。

工場デポの仕組み
建設廃棄物排出量の目標と実績

建設廃棄物リサイクル率の目標と実績

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

エコマーク認定
「木粉リサイクルデッキ」
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マテリアル
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82.3%
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0.1%

リサイクル
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埋立て
7.1%

単純焼却
0.1%

サーマル
リサイクル
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「資源保護への取り組み」

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＞
ゼロエミッション活動の効率化と拡大
①住宅現場におけるゼロエミッション活動の効率化
②建築現場へのゼロエミッション活動の展開
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システム建築の「D’s OPT（ディーズオプト）」は、建物の規模・用途をコンビニエンスストア
のみに絞り、その限られた条件のなかで構造体を最適設計することで、鉄骨やコンクリー

トなどの使用量を削減し、徹底した省資源設計を追求しました。さらに断熱性に優れた金

属サンドイッチパネルによる外張り断熱工法を採用し、省エネルギーにも配慮しました。

2012年度に開発した「D’s OPT（ディーズオプト）」はコンビニエンスストア各社に採用いただ
き、累計採用棟数はすでに176棟（2014年3月末時点）にのぼり、お客さまのロードサイド
における出店加速に貢献しています。

当社グループのフジタでは、循環型社会の実現に向け、建設廃棄物の適正管理の徹底

と最終処分量の削減に取り組んでいます。

廃棄物管理の業務効率化とコンプライアンス徹底を図るため、2004年度から従来の紙
マニフェスト（産業廃棄物管理票）に代わり電子マニフェストを導入し、2013年度の電子マ
ニフェスト率は94.6％まで向上しています。
また、リサイクルが困難な混合廃棄物の分別を徹底することで、最終処分量の削減を推

進し、2013年度の最終処分率は1.7％まで低減しました。

当社の一般建築の新築現場では、建設廃棄物排出量の約3割を石膏ボードが占めていま
す。特に内壁の下地材として使用する石膏ボードは、天井高の設定によりロス率※が大きく

左右されます。そのため、当社では設計段階において、なるべく石膏ボードのロス率※が小

さくなるよう、石膏ボードの定尺寸法に合わせた天井高を設定するよう配慮しています。

モデルとして取り組んだ店舗物件では、バックヤードの天井高を従来の4ｍから2.7ｍに
変更。内壁の下地材である珪酸カルシウム板の使用量を約3割削減し、端材発生量をゼロ
に抑えることができました。

※材料のうち端材として廃棄される割合

「D's OPT」完成イメージ

建設廃棄物の発生量を低減するよう
天井高を変更したバックヤード

建設副産物管理システム

TOPICS

電子マニフェストの利用状況
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最終処分率の推移

システム建築「D’s OPT（ディーズオプト）」を活用した店舗の普及

フジタ「廃棄物削減の取り組み」

設計上の配慮による建設廃棄物削減
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基本的な考え方

大和ハウスグループでは、工場で取り扱う有害化学物質の削減、代替や適正管理を推進しています。特に、住宅や建

築部材の製造過程では塗料や接着剤を使用しており、これらに含まれるPRTR※第1種指定化学物質の削減を目指し、

VOC（揮発性有機化合物）・重金属類・生殖毒性物質などの有害性が高く、使用量が多い物質から重点的に削減の取
り組みを進めています。また、お客さまの健康影響の観点から予防的アプローチに基づき、居住系施設においては低

VOC建材の標準化を進め、国の指針値を上回る目標を設定し室内空気質の改善にも積極的に取り組んでいます。

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

化学物質管理ガイドラインの策定と運用
大和ハウス工業では、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、一定数の管理物質

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。

今後は、本ガイドラインの運用によって得られたデータを元

に、管理レベルの強化を行い、さらなる有害化学物質のリスク

低減を図ります。

※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

有害化学物質削減への取り組み

管理レベル 管理物質

レベル1
全ての製品について使用を禁止する
物質及び群。

国内法禁止物質等

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

厚生労働省指針値策定物質
及びREACH※1認可対象候補
物質の一部等

レベル3
主要な建材について使用状況を把握
する物質及び群。

REACH※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 国の指針値を上回る自主基準を設定し低VOC
建材の採用を推進
居住系施設を数多く提供する当社および大和リースでは、より

よい室内空気環境を実現するため、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

内空気質に配慮しています。また、住宅商品に限らず、分譲マン

ションや利用者さまの滞在時間が比較的長い介護施設などの居

住系の建物を対象に、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、国の指針値を上回る目標を設定し、改善を

進めています。建物用途ごとに、地域・季節などを踏まえ一定量

の物件において調査を実施し、要因分析のうえ、建材の低ホルム

化や低VOC化などを進めています。
※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

2 健康配慮仕様の開発に向け実証モデル棟にて
検証
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、評価・改善を進

めています。

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
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2013年度は、一部の建材について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、より

空気質に配慮した住宅をご提案するため、室内空気質に重点を

置いた健康配慮仕様の設定に向け、取り組みを進めています。

1 化学物質管理ガイドラインに基づき　　　　
開発・生産一体で改善を推進
当社の開発部門では「化学物質管理ガイドライン」に基づき有

害化学物質の少ない材料への代替を検討、生産部門において品

質などを評価し、継続的な改善につなげています。

また、グループ会社においても同様にグループ合同ワーキン

ググループを通じて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年度に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シンナーへの切り替えを行い、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、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※で削減目標を設定し、取り組み

を進めています。　※大和ハウス工業、大和リース、ダイワラクダ工業

2013年度、当社におけるPRTR対象化学物質の排出・移動量は

2010年度比17.7%削減、大和リースでは同24.9%削減、グルー
プ3社の合計では同21.7％削減となり、目標を達成できました。
今後も各種塗料の見直しなど改善活動を継続し、売上高あた

りの排出・移動量を現状以下に抑制していきます。

VOC排出量の削減
2013年度は、生産量の増加に伴い、当社のVOC排出量は、

2010年度比で8.5%増となる365.5トンとなり、目標を達成するこ
とができませんでした。

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。

室内空気質濃度の測定風景

PRTR対象化学物質排出・移動量の目標と実績

VOC排出量の目標と実績　※大和ハウス工業単体

（t）
400

300

200

100

0
（年度）2013201220112010

187.9
226.9

185.2

2010年度比

削減
21.7%

大和ハウス工業
住宅

30.1%

大和ハウス工業
建築

13.0%

大和リース
53.5%

ダイワラクダ工業
3.3%

（部門別内訳）　 目標　　　 実績
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330.1365.5

365.5t
（2013年度）

シアナミド鉛錆止め塗料を全廃（大和リース）

当社グループの大和リースでは、鉄骨部材で使用する上塗り仕上げ塗料に含まれる、

キシレン・エチルベンゼンが、PRTR排出・移動量全体の35％を占めていることから、これ
らの物質の含有量が少ない上塗り塗料への切り替えを推進し、2013年度は全体の7％
を切り替えました。また、全体の25％を占める錆止め塗料については、シアナミド鉛錆
止め塗料を2013年度上期中に全廃し、すべて鉛フリー錆止め塗料へ切り替えました。

使用部位別のPRTR対象化学物質の割合

ユニット15%

壁パネル15% 鉄骨上塗35%

錆止め25%

溶剤10%

キシレン

エチルベンゼン

78.7t
（2013年度）

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
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1 HEMSの機能強化と3電池最適制御システ
ムの開発によりスマートハウスを進化

■ 電力の使用状況を色の変化や点滅で知らせるHEMS版ココナッチ※1

「HEMS版ココナッチ」は、D-HEMS※2で計測した電力情報を

利用して、光の色の変化や点滅速度で宅内電力の使用状況を見

える化したHEMSアイテムです。
ココナッチを見るだけで宅内のおおよその電力利用状況がわ

かるため、パソコン操作が苦手という理由で従来敬遠されていた

方でも利用しやすいHEMSとなっています。
また、タブレット端末などでは必要となる起動という操作も不

要となり、普段の生活のなかで自然な省エネ意識の向上を継続

的に促します。

この製品は、2013年12月に街開きした「スマ・エコ シティつく
ば研究学園」（茨城県つくば市）の一部住戸に試験的に導入して

います。ご入居者の方々に実際にご利用いただき、ご意見を反映

させ、家族みんなの節電意識をさらに高め、楽しく省エネ生活を

送っていただくためのアイテムとして、今後商品化を目指してい

きます。

※1 ココナッチはユカイ工学株式会社の商品。当社はその商品をカスタマイズ
し、HEMS端末として利用しています。

※2 当社オリジナルのホーム・エネルギー・マネジメント・システム

■ 太陽電池・燃料電池・蓄電池の3電池最適制御システムを開発
大和ハウス工業のスマートハウス（スマ・エコ　チャージ）では、

太陽光発電、エネファーム※（固体高分子型燃料電池）、蓄電池が

連携し制御する仕組みを搭載しています。2014年4月より次世
代型の燃料電池であるエネファームtypeS（固体酸化物型燃料
電池）が本格的に販売されることから、エネファームtypeSにあ
わせた3電池最適制御システムを開発しました。
これまで蓄電池は深夜の安い電力を充電して、消費電力が多

い時間帯に放電するだけでした。エネファームtypeSは、お客さ
まの電気の使用量に応じて24時間発電することができるため、
蓄電池の充電量をコントロールすることにより、エネファーム

typeSの発電量を増やし発電効率を向上させます。さらに、充電
した電力はエネファームtypeSの最大発電でまかなえない時に
放電することにより、年間の光熱費とCO2排出量を低減すること

が可能になります。

※エネファームは大阪ガス㈱、東京ガス㈱、ＪＸ日鉱日石エネルギー㈱の登録
商標です。

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付け、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

HEMS版ココナッチ
（イメージ）

色の変化のイメージ
3電池最適制御システムのイメージ

使用量が
少ない

使用量が
多い

目標値に近づくにつれて赤系の色に変化

0 

typeS  

24

typeS

typeS

typeS
JX

ECOテクノロジー（環境配慮技術の開発）



40

環  境 との共創共生環  境 との共創共生

2 自然の力を活かすパッシブコントロール技術と工
場向けエネルギー・マネジメント・システムの開発

■ 免震ピットを利用した空気環流システム
物流施設では、地震が発生しても荷物や設備のダメージを最

小限に抑えるために免震構造を採用する事例が多く、その場合、

免震システムを設置するための免震ピットを地下に設けることに

なります。一方、免震ピットの温度は一年を通してほぼ一定であ

り、その特性を利用して外気を取り入れ予冷を行うのが、空気環

流システムです。このシステムでは、夏季に免震ピットから空調・

換気用の空気を取り込んで予冷を行い、ダクトを通じて最上階に

搬送します。夏季の場合、吸気温度を1～3℃引き下げることが可
能であり、温度が上昇しやすい最上階の作業環境の改善や冷房

効率の向上に効果を発揮します。また、構造上必要な免震ピット

を利用するため、他の地中熱利用工法に比べて、追加の初期投

資が少ない利点があります。

2013年12月に竣工した当社が運営する物流施設「DPL相模
原」において導入を図り、効果検証を実施しています。

■ 太陽熱・地中熱利用給湯システム
一般的なデイサービス施設では利用者の入浴が毎日あるた

め、施設全体に占める給湯エネルギーの使用割合が非常に高く、

燃料費の値上がりが続くなか、施設の運営費用を抑えるには給

湯エネルギーの削減が最も有効な手段となります。

その手段として、太陽熱を利用するシステムは従来から使われ

ていますが、日射量が少ない雨天・曇天時や夜間には使えないと

いう欠点があります。

そこで、年間を通じて利用できる地中熱を太陽熱と組み合わ

せることで従来システムの欠点の解消を図ったのが「太陽熱・地

中熱利用給湯システム」です。

当システムは、晴天時は太陽熱で温水をつくり、日射量が少な

い雨天・曇天時や夜間は「地中熱ヒートポンプ」に切り替えること

で、異なる種類の再生可能エネルギーを効率的に利用すること

ができるので、年間約70%※の給湯エネルギーを削減することが

できます。

2013年9月に竣工した株式会社シダー様が運営する「あおぞ
らの里 甲府南デイサービスセンター」において導入を図り、テナ
ントさまと協力のうえ、効果検証を実施しています。

※1990年当時の当社建築物と比較した場合（当社試算による）

■ 当社独自のノウハウをもとにメーカーと共同開発した「D’s FEMS」
当社は、2013年2月より順次、次世代環境配慮型工場「D’s 

SMART FACTORY」への建て替えを進めています。2014年1月
に第1期工事が完了した奈良工場では、当社独自のノウハウをも
とにメーカーと共同開発した工場のエネルギー・マネジメント・シ

ステム「D’s FEMS（ディーズフェムス）」を導入しました。
このシステムは、建築設備だけでなく生産設備のエネルギー

も総合的に管理する「スマートマネジメント」システムで、 2013
年に九州工場に導入し、改善・改良を重ねてきました。コンセプト

は「“見える化”から“見せる化”へ」「“気づき”から“行動変化”へ」。

リアルタイムに必要情報を“見せる化”し、さまざまな“気づき”を

与え、改善活動を促進させます。

主な特徴は、①見せる化、②デマンド予測と制御、③データ監

視、④設備異常監視、⑤防災です。

①は、60～80型の大型モニターで情報を共有化します。②では、
生産量・天気・最高気温をもとに、１週間先までデマンド値を予測し

て最適な制御を実現します。③④⑤では、エネルギーデータだけで

なく、生産の進捗・作業環境・設備情報から雨量・水位・風速などの防

災データまで幅広く監視し、必要に応じて警報を発令します。

今後も自社工場でのノウハウを活かしてさらなる改善・改良を

重ね、他工場へ展開していきます。

太陽熱・地中熱利用給湯システム概念図（デイサービス向け）

「D’s FEMS」の画面イメージ

空気環流システム概念図

ソーラーコレクター（太陽集熱装置）

高効率ガス給湯器

地中熱ヒートポンプ

放熱用
熱交換機

給湯回路
冷暖房

吹出口
吸込み口

浴槽

給水

冷暖房
室外ユニット

採熱

55℃
55℃

採熱

採熱管

ストレージタンク

OA

地中熱ヒートポンプ
採熱採熱

採熱管
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1 全グループ会社で環境グリーンラベルを活用

大和ハウス工業では、事業を通じて環境に貢献し将来世代に

未来をつないでいきたいとの思いから、2009年に環境行動ス
ローガン「未来を、つなごう　We Build ECO」を策定。「環境グ
リーンラベル」を定め、全グループ会社で環境負荷低減に資す

る商品やサービス、取り組みに関するツールなどに活用し、環境

活動の情報発信を進めています。重要な情報発信ツールである

リリースでも活用し、2013年度は同ラベルを付した環境関連リ
リースを28件発信（前年度比16％増）しました。
今後は、グループ会社での同ラベルの活用を進め、グループを

あげて積極的な環境コミュ二ケーションを推進していきます。

2 Webサイトによる情報発信の強化
当社では、Webサイト上でCSRレポート/環境報告書を公開。
環境に配慮した新商品や活動事例の紹介など、より詳しい情報を

タイムリーに公開するとともに、各種媒体を用いて積極的な情報

開示に努めています。

2013年度は、金融機関等での利用促進を目的に環境省が実

施する「環境情報開示システム」の試行に参加するとともに、

カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト（CDP※）においては、
気候変動情報開示スコア85点（100点満点中）を獲得しました。
また、毎月SNS（ソーシャルネットワークサービス）で環境情報を
発信することで、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、ご意見をいただくことができました。

今後は、動画等も活用してWebを軸
とした情報発信を強化するとともに、

ダイアログなどによる対話の推進も図

ります。

※CDP：機関投資家が連携し、企業に対して気
候変動への戦略や具体的な温室効果ガスの
排出量に関する公表を求めるプロジェクト

3 次代を担うこどもたちとの活動を展開

■ SAKURA PROJECTの展開
2010年度から住宅商品「xevo」を中心とした環境配慮商品の
売り上げの一部を通じて、その地域の幼稚園や小学校に桜の植

樹を実施。これまでに、86ヵ所・11,234名（2014年3月末現在）の
方にご参加いただき、2014年度は50ヵ所で実施予定です。

■ こどもエコ・ワークショップの継続開催
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

環境グリーンラベル 環境関連リリース

Facebookによる情報発信

関連項目 SAKURA　PROJECT

ECOコミュニケーション

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、顕彰制度などを通じて、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。

ステークホルダーと共に
コミュニケーションを展開

＜重点戦略＞
①環境行動スローガンの策定と展開
②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
③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

http://www.daiwahouse.co.jp/csr/contribution/sakura/sakura-project/index.html
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ています。2013年度は124名にご参加いただき、累計参加者は

5,224名（2014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。

ステークホルダーとの環境コミュニケーションの実績

1 全従業員向けの「環境知識と行動に関する調査」を実施

当社では、2011年度から全従業員を対象に「環境知識と行動
に関する調査」を実施しています。

2013年度は、環境社内報や研修等により環境知識向上・実践
の促進を図った結果、「エコ・ビギナー」の割合は、約44%となり
前年度に比べ約10ポイント減少しました。今後、さらに「エコ・ビ
ギナー」を減らすとともに、「エコ・スペシャリスト」を増やせるよ

う、専門教育や職種別教育、ECOサポーター研修の実施など環
境教育の充実を図っていきます。

2013年度「環境知識と行動に関する調査」の結果

2 環境優秀事例社長表彰を実施し、優秀事例
を水平展開
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。

2013年度は、全国の事業所から応募のあった101件の事例の
うち、社長賞2件、社長賞特別賞1件、環境担当役員賞2件、優秀
賞4件、ECOコミュニケーション大賞1件、ECOテクノロジー大賞

1件を選出しました。これらの優秀事例は社内イントラや社内報
で紹介するなど、水平展開を進めています。

表彰事例・入賞事例一覧

■ グループ環境社内報「We Build ECO Press」の発行
当社グループでは月1回、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（2013年度は11回発行）。

2014年度からは、各事業所のECOサ
ポーターによる投稿記事を充実させるな

ど、より身近な社内報となるよう工夫を図

り、従業員の環境意識の向上につなげて

いきます。

環境社内報
「We Build ECO Press」

関連項目 こどもエコ・ワークショップ

施策 活動内容 2013年度実績

情報発信の強化

環境季刊誌の発行 2回 （10万部/回）

環境関連の展示会への出展 エコプロダクツ2013、第4回エコハウス
＆エコビルディングEXPO等

環境Webサイト、SNSでの発信 月1回以上 
環境広告の展開 2回（日経エコロジー誌）
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 43ヵ所・6,468名 
こどもエコ・ワークショップの実施 124名（累計5,224名）
地域での環境活動（葉山、六甲山） 葉山：10回（230名）　六甲山：2回（19名）
有識者ダイアログ （2014年4月に実施）

環境季刊誌「スマ・エコ」
2013年12月発行号

環境展「エコプロダクツ2013」出展の様子

社長賞（2件）
建築  「ゼンリンテクノセンター増改築工事」における環境配慮提案
工場 環境負荷低減に配慮した熱中症対策(三重工場)　　
社長賞特別賞（1件）
分譲住宅 ネット・ゼロ・エネルギー・タウンの実現「スマ・エコ タウン晴美台」　
環境担当役員賞（2件）
オフィス ガソリン燃費ランキング公表による個人燃費の『見せる化』　　
工場 工場天井照明自動消灯システム構築による電力ピークカットの実現
優秀賞（4件）
マンション 分譲マンションにおける自然環境を利用したエコ住宅の創生「プレミスト金沢」
流通店舗 デザインと環境を両立したスマートカーディーラー「ネッツトヨタ三重　名張店」
建築 再生可能エネルギー(地中熱）を利用した空調システム構築の実証実験
都市開発 蔵王リゾートにおけるチッパーシュレッダー導入による森林資源の循環活用
ECOコミュニケーション大賞（1件）
横浜支社 横浜市西区内の小学校における緑化活動
ECOテクノロジー大賞（1件）
工場 工場向けエネルギー管理システム D's FEMS（ディーズフェムス）の開発

エコ・スペシャリスト：
　環境知識・行動ともにできている
エコ・インテリジェンス：
　環境知識はあるものの、行動できていない
エコ・プレーヤー:
　環境行動はできているものの、知識が不足
　している
エコ・ビギナー:
　環境知識・行動ともに不足している

エコ・インテリジェンス
6%

エコ・プレーヤー
24%

エコ・ビギナー
44%

エコ・スペシャリスト
26%

（n＝8,754）

全役職員の環境意識の向上と
環境行動の実践

＜重点戦略＞
①「環境知識と行動に関する調査」の実施とエコ・スペシャリスト
の育成

②社内顕彰制度の充実

http://www.daiwahouse.co.jp/eco/event/index.html
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社外からの評価

主な活動

表彰対象 顕彰名 受賞内容

商品

グッドデザイン賞 オールバリア断熱、純国産材仕様等を採用した木造戸建住宅商品「xevo GranWood」

第10回エコプロダクツ大賞
「エコプロダクツ部門国土交通大臣賞」

低炭素社会に向けた新しい街づくりを目指す「SMA×ECO PROJECT（スマ･エコ プロジェクト）」
の取り組み

2013年都市住宅学会賞・業績賞 ネット・ゼロ・エネルギータウンを実現した「SMA×ECO TOWN晴美台」

平成24年度「環境共生住宅認定」
建設実績総合1位（ 6年連続）

一般財団法人建築環境・省エネルギー機構が認定する「環境共生住宅認定」において
1,125戸の認定を取得

事業活動 平成25年度「省エネ大賞（省エネ事例部門）」　
「経済産業大臣賞（CGO・企業等分野）」 次世代省エネ工場の商品化に向けた自社工場でのエネルギー最小化への取り組み

環境活動全般 第23回「地球環境大賞」
「フジサンケイグループ賞」

「エネルギー“ゼロ”の住宅・建築・街づくり～自社のエコ技術を事業を通じたエコへ～」
の取り組み

環境経営関連

日本経済新聞社
第17回日経環境経営度調査　企業ランキング6位（建設業）

＜評価項目＞
環境経営推進体制、汚染対策・生物多様性対応、資源循環、製品対策、温暖化対策

世界的な社会的責任投資株式指数
「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 Paci�c）」に選出

＜評価基準＞経済（倫理規定/コンプライアンス/収賄と汚職、コーポレート・ガバナンス、リスク・
危機管理、業界固有基準）、環境（環境報告、業界固有基準）、社会（コーポレート・シチズンシップ
/慈善事業、労働慣行指標、人的資本開発、社会的報告、人材の採用・定着、業界固有基準）

コーポレートナイツ社・ブルームバーグ社等
「世界で最も持続可能な100社」に選出（4年連続）

＜評価基準＞エネルギー生産性、炭素生産性、水生産性、廃棄物生産性、リーダーシップ
多様性、役員報酬制度、年金保護、離職率、安全生産性、イノベーション能力、税納付

社外からの評価・主な活動（2013年度実績※）※一部、直近の内容も掲載しています。

商品・サービス

【戸建住宅】
　・戸建住宅全商品をスマートハウス「SMAEco（スマ・エコ）」として展開
　・「スマ・エコ ゼロエナジー」と「スマ・エコ チャージ」を発売
　・木材利用ポイントに標準対応した 「xevo GranWood 平屋暮らし」
を発売

【マンション】
　・分譲マンション「プレミスト北千里クラッシィ」が経済産業省のス
マートマンションに認定

【建築事業】
　・次世代環境配慮型物流施設「D's SMART LOGISTICS（ディーズスマート 

ロジスティクス）」の実証実験を開始 
　・「太陽熱・地中熱利用給湯システム」を導入した次世代環境配慮型
介護施設「D's SMART SILVER（ディーズスマート シルバー）」の実証実験を
開始 

【環境緑化事業】
　・大阪マルビル緑化プロジェクト「都市の大樹」始動

【メガソーラー事業】
　・大和ハウスグループが取り組む大規模太陽光発電所の名称を
「DREAM Solar（ドリームソーラー）」に統一、全国23ヵ所にて稼動。
　・「DREAM Solar 福岡宮若Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」（19.5MW/福岡県）を建設・運営 
　・関西国際空港の土砂採取事業跡地を利用し、「DREAM Solar 和歌山
市」（20MW/和歌山県）の建設開始 

【街づくり】
　・「SMA×ECO CITY（スマ・エコ シティ）相模原 光が丘エコタウン」が、神奈川
県「環境共生都市づくり事業」に認証 

　・戸建住宅、分譲マンション、賃貸住宅、医療・保育施設をあわせた大
型複合プロジェクト「IKUMACHI（育まち）吉川美南プロジェクト」にて
「SMA×ECO CITY吉川美南」の販売を開始 
　・国土交通省の「平成24年度まち・住まい・交通の創蓄省エネルギー
化モデル構築支援事業」において、「つくば環境スタイル“SMILe”を
具現化する住民主導の『サスティナブルコミュニティ』構想」を策定、
「SMA×ECO CITYつくば研究学園」の販売を開始
　・川崎市と福祉・環境・街づくり等について、包括協定を締結

事業活動 ・ネット・ゼロ・エネルギー・ビル実証事業の採択を受けた、環境配慮型次世代オフィス「大和ハウス富山ビル」が竣工
・奈良・竜ヶ崎工場を次世代環境配慮型工場「D's SMART FACTORY」に建て替え 

環境マネジメント ・中期環境行動計画「エンドレス グリーン プログラム 2015」を策定 
・「事業所ECO診断（年2回）」の開始 

・ECOサポーター制度の創設（2014年～）
・事業所の環境業績評価制度を開始（2014年～）

コミュニケーション ・スマートコミュニティをテーマに「有識者ダイアログ」を開催・環境省「環境情報開示システム」の実証実験に参画
・スコープ1・2・3全カテゴリーにわたりCO2排出量を把握・算定 
・環境展「エコプロダクツ2013」に出展 

スマートハウス
「SMAEco（スマ・エコ）」

環境配慮型物流施設
「D's SMART LOGISTICS」

スマ・エコ シティ相模原
「光が丘エコタウン」

大阪マルビル緑化プロジェクト
「都市の大樹」



44

環  境 との共創共生環  境 との共創共生

第三者意見
読みやすくわかりやすい報告書で、誠実さが伝わります。社会との対話など、

昨年度の意見への取り組みも進めている様子に好感を持ちます。

さらなる改善に向けて、いくつかコメントします。

まず、4つの重要なテーマや、CO2削減貢献度などの重要な指標は、社会の

意識や社外の専門家の意見なども取り入れながら、独りよがりではない選び

方・計算方法になるようにし、その選択や信頼性確保のプロセスも明示すること

を望みます。

実績の報告は、報告書の鍵です。位置づけの改善は評価しますが、さらに、数

字だけでなく、自己評価と今後についても報告してください。PDCAの「C・A」に
は、結果の数字だけでなく、その結果を会社がどのように認識し、今後どうする

つもりなのかも含まれます。

また、具体例の紹介の前に、全体像を伝えることが大事です。「環境リスクの

低減」の報告なら、御社にとっての環境リスクにはどういうものがあるのかとい

う全容がわかってはじめて、具体的な取り組みの意義や意味が理解できるから

です。

全体的にネガティブ情報がないため、透明性や信頼性に疑問を抱きます。で

きたことだけではなく、できていないことにどのようにチャレンジしていくのか

もぜひ報告してください。そこにこそストーリーがあり、読者の共感を呼びます。

「事業所やグループ会社の環境への取り組みや実績を業績評価に反映する」

「再生可能エネルギーによる発電事業を推進し、2015年度には自社電力使用
量のすべてをまかなう」などは、他社のモデルにもなるすばらしい取り組みで

す。報告書を通じて、そういった取り組みの社会価値や企業価値のさらなる創

造と波及につなげることを期待します。

社会との対話の継続と今後のさらなる取り組みに期待しています。

枝廣様には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では、昨年度策定した中期環境行動計画「エンドレス グリー
ン プログラム2015」において、重点戦略の一つに掲げた「再生可能エネルギーによ
る発電事業の推進」や新たに導入した「事業所環境業績評価」をはじめ、当社グルー

プの多様な環境活動について大きな期待を寄せていただきました。私たちの計画の

方向性が適切であるとの意を強くし、環境行動計画の完遂に向け邁進していきます。

一方で、ステークホルダーへの情報開示の観点からは、結果報告が重視され、取り

組みの全体像や今後の方向性が見えにくいとのご指摘をいただきました。これは決し

てレポートだけの問題ではなく、環境マネジメントにおいて数字だけのチェック＆アク

ションに陥っていたり、対応できていないことにどう取り組んでいくかの議論が十分

ではないことの表れと受け止めています。これを機に今一度、社内のPDCAサイクル
を再点検し、より実効性のある計画としていきます。また、長期ビジョンをどう具現化

していくかについても、社内での議論にとどまらず、共創共生を基本姿勢に、社会と

の対話を通じて共に解を探りながら、着実な取り組みを進めてまいります。

幸せ経済社会研究所 所長
環境ジャーナリスト、翻訳家

枝廣 淳子（えだひろ じゅんこ）様

環境部 次長

小山 勝弘

講演、執筆、企業のコンサルティングや異業
種勉強会の主宰等、環境や持続可能な社会
を軸に活動を展開。さまざまなセクターが対
話と共創で問題解決を進められるよう、合意
形成の場づくりやファシリテーターを務める。
「つながり」と「対話」でしなやかに強く、幸
せな未来の共創をめざす。

第三者意見を受けて
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