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方針• 考え方

社会的課題
近年、世界や日本各地で気候変動が要因と考えられる

気象災害が頻発しています。これらを抑えるために、2015
年に開催されたCOP21では温室効果ガス排出量を実質ゼロ
にすることを目指す「パリ協定」が採択され、2020年に日
本は2050年までにカーボンニュートラルを目指すという
目標を掲げました。そして、2021年に開催されたCOP26
では、パリ協定で努力目標となっていた1.5℃目標が合意
され、さらなる気候変動対策への取り組みが求められてい
ます。このようななか、国内の温室効果ガス排出量を部
門別にみると、家庭部門・業務その他部門は全体の約3割
を占め、両部門ではこの四半世紀で約3割も増加しており、
2030 年に 2013 年比で温室効果ガス排出量を 46％削減す
るという国の目標達成には、これらの部門で大幅な温室効
果ガス排出量削減が求められます。

当社グループが社会や環境に与える影響
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温室効果ガス排
出量※の「見える化」に取り組んでいます。当社グループで
は、事業活動からの排出量（スコープ 1、2）は約 3％と小
さく、自社以外の間接排出（スコープ3排出量）が約97％
と大半を占めています。

特に、長期間使用される住宅や建築物の「居住・使用段
階」が約50％を占めています。そのため、省エネ、創エネ、
蓄エネに配慮した商品の普及を図ることで、国内の家庭・
業務部門における温室効果ガス排出量の削減に貢献してい
ます。加えて既存の住宅や建築物に対しても、省エネ改修
や再生可能エネルギーによる発電電力の供給などにより、
温室効果ガス排出量の削減に貢献しています。

※当社グループでは、温室効果ガスのうちメタンや一酸化二窒素、フロンな
どは排出量が少なく影響が軽微なため、目標の設定や実績管理から除外し
ています。

　P165 　環境データ バリューチェーンのGHG排出量

当社グループのリスク・機会とその対応
国内では「建築物省エネ法」が施行されるなど、住宅や

建築物の省エネ規制の強化や、ZEH・ZEB※といった先導
的な省エネ建物に対する優遇制度の整備が進んでいます。
そこで当社グループでは、自社施設における省エネ対策を
継続・強化し、対応コストの抑制を図るとともに、蓄積し
たノウハウを活かしてお客さまに「エネルギーゼロ」の住
宅・建築・まちづくりの提案を強化することで、受注拡大と
一棟単価の向上につなげています。さらに、再生可能エネ
ルギーによる発電事業にも参入。自社遊休地に加え、公的
セクターの遊休地活用などの提案により、再生可能エネル
ギーによる発電事業を拡大しています。さらに、中長期的
には補助金などに頼らず、自立的にこれら商品の普及拡大
が重要と考え、環境不動産マーケットの早期確立を目指し、
グリーンビルディング認証の活用や ESG 投資家などとの
対話を進めています。

　P040 　TCFDへの対応

※ZEH・ZEB：
断熱や省エネ設備の導入による省エネ性能の向上と太陽光発電などによる
エネルギーの創出により、年間の一次エネルギー消費量が差し引きゼロと
なることを目指した住宅（House）、建築物（Building）のこと。
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主要サプライヤーの87.7％が温室効果ガス
削減目標を設定しているが、目標未達成

2021 年度は、主要サプライヤーからなる「脱炭素ワーキ
ンググループ」を継続し、温室効果ガス削減目標未設定のサ
プライヤーに対して目標設定を促す働きかけを強化しました。
その結果、目標の設定率が 2020 年度の 80.4% から 87.7%
に上昇しましたが、目標を達成することはできませんでした。
今後も、サプライヤーとの対話を継続し削減目標の設定を促
すとともに、SBT レベルの削減目標へと目標レベルの向上
を働きかけていきます。

エンドレス グリーン プログラム 2021 主な目標、実績・自己評価

コロナ禍からの回復によりエネルギー使用量は増加
したが、継続的な省エネ活動により目標を達成

2021 年度は、リゾート・ホテルなどで稼働率が上昇、エ
ネルギー使用量は増加しました。一方、事務所・車両ではテ
レワーク、リモート営業など新たな働き方や継続的な省エネ
活動を行った結果、エネルギー使用量を削減し、目標を達成
しました。今後もニューノーマル社会に適応したエネルギー
管理を推進していきます。

ZEH、ZEBの推進により目標を達成
2021年度は、営業および設計向けの提案・支援ツールの開

発や研修の実施などにより、ZEH販売率は63％、ZEB販売
率は44.1％と2020年度に比べて改善しました。温室効果ガ
ス排出量（面積あたり）は 2015 年度比 34.9％減となり、目
標を達成しました。

今後は、賃貸住宅におけるZEH推進やお客さま向けZEBセ
ミナーの開催などを通じてZEH・ZEB販売率の大幅な向上を図
り、快適性と省エネを両立した住まいや施設の提供に努めます。

※当社グループにおけるスコープ3 ／カテゴリ11（販売した製品の使用）にともなう
GHG排出量。なお、2021年度から算定方法および対象範囲の見直しを行い、2021
年度以前にさかのぼって修正しています。

■1 気候変動の緩和と適応
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環境長期ビジョン達成のロードマップ

1. まちづくりCO2 の “ チャレンジ・ゼロ ” 2. 事業活動 CO2 の “ チャレンジ・ゼロ ” 3. サプライチェーンCO2 の “ チャレンジ・ゼロ”

住宅・建築・まちづくりにおけるカーボンニュートラルの実現 全施設・全事業プロセスにおけるカーボンニュートラルの実現 サプライチェーンにおけるカーボンニュートラルの実現

新築建築物の使用時
GHG 排出量（総量）2015年度比 ▲63% 新築建築物の原則 ZEH・ZEB 化 GHG 排出量（総量）

2015 年度比 ▲ 70% エネルギー効率
2015 年度比 ２倍 （2023 年度）

再エネ利用率 100% 主要サプライヤーの 90%で SBT 水準の目標を達成
（2025 年までに目標設定）

GHG 排出量（面積あたり）
2015 年度比 ▲ 34.9％ ZEH/ZEB販売率 63％／44.1％ GHG 排出量（売上高あたり）

2015 年度比 ▲41.4％ エネルギー効率
2015 年度比 1.47 倍 再エネ利用率 18.2％ 主要サプライヤーの GHG 削減目標設定率 87.7％

2050

2030

2021
（実績）

　　：2021年度目標達成　　　：2021年度目標未達成(達成率90％以上)　　　：2021年度目標未達成(達成率90％未満)
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基本方針
主要サプライヤーにおける温室効果ガス削減目標の
設定および取り組み推進に向けた支援

当社グループでは、調達段階における温室効果ガス排出量
の削減に向けて、サプライヤー組織と協働して、主要サプラ
イヤーにおける温室効果ガス排出量削減の目標設定と取り組
みの推進に向けた支援を行っています。

新築自社施設のZEB 化、既存施設の省エネ運用改善
および計画的な設備更新の継続

当社グループでは、事業活動における温室効果ガス排出
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。

特に、建設業で培った技術・ノウハウを活かし、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
図っています。

■1 気候変動の緩和と適応

再生可能エネルギーを自ら「つくる・はこぶ・つかう」

当社グループでは、事業活動に要する電力を自ら創った再
生可能エネルギー由来の電力で100％まかなう「再生可能エ
ネルギー電力の自給自足」を目指しています。国の固定価格
買い取り制度を活用し、再生可能エネルギー発電の開発を加
速させるとともに、創出した電力の再生可能エネルギー価値
を証書化し取得することで、再エネ利用率の向上を図ってい
ます。

調達・事業活動における温室効果ガス排出量削減

［CSR調達ガイドライン］
（「気候変動への対応」部分を抜粋）

5-2 気候変動への対応
商品・サービスおよび事業活動プロセス（調達・加工など）

において、温室効果ガス排出量削減および省エネルギーを
推進するとともに、自然エネルギーの活用に努める。

　CSR調達ガイドライン

　P024　環境マネジメント

［新築自社施設における方針］

当社グループでは自社運営施設において、使用するエネル
ギーの最小化および再生可能エネルギー化を図るため、今後
新築する自社運営施設は原則としてZEB仕様にしたうえで自
家消費型太陽光発電を設置します。

［既存施設に対する省エネ投資ガイドライン］

当社グループでは、自社・グループ施設において計画的に
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。
毎年、エネルギーコストの 15％に相当する額の省エネ投資
を実施することにより、エネルギー使用量（売上高あたり）を
年3％削減する指針を掲げています。

［既存施設に対するEMS導入・運用ガイドライン］

当社グループでは、事業活動での省エネ活動推進のため
「エネルギーマネジメントシステム（以下、EMS）導入・運用
ガイドライン」を制定。EMSにより無駄なエネルギーを発見・
削減するとともに、デマンド超過による電力コストの増加を
抑制する指針を掲げています。

［自社施設における再生可能エネルギー利用の方針］

当社グループでは、以下の優先順位に基づき自社施設にお
ける使用電力の再生可能エネルギー化を推進しています。
①自家消費型太陽光発電の設置
② 当社グループの電力小売会社による再生可能エネルギー電

力メニュー※1 への切り替え
③電力需要家としての非化石証書の調達※2

※1　 原則として当社グループの再エネ発電所由来の非化石証書を付加し
た電力メニュー

※2　電力とは分離した非化石証書のみの調達

大和ハウスグループ
（大和エネルギー、大和リース、

大和ハウス工業）

【発電事業者】

【電力需要家】

実質
再エネ100%電力

送配電
事業者

非化石
証書

取引市場

再エネ
価値

FIT
電気

つくる

大和ハウスグループ
（大和ハウス工業、
エネサーブ、

大和エネルギー）

【電力小売事業者】はこぶ

大和ハウスグループ
施工現場、オフィス
住宅展示場、工場

…etc

つかう

非化石
証書

https://www.daiwahouse.co.jp/sustainable/csr/pdfs/csr_procurement_guidelines.pdf�


　目 次 トップメッセージ 特集 ①  “将来の夢” 特集 ②  コトクリエ 環 境 社 会 ガバナンス 外部評価・データ集

Daiwa House Group Sustainability Report 2022

035

マネジメント

主要サプライヤーの温室効果ガス排出量削減
の目標設定

当社のバリューチェーンにおける温室効果ガス排出量のう
ち、約2割が調達段階によるものであるため、サプライヤー
の製造段階で排出される温室効果ガスの排出量削減は重要と
考えています。そこで、主要サプライヤーからなる「脱炭素
ワーキンググループ」、「脱炭素ダイアログ」を立ち上げ、温
室効果ガス排出量削減の目標設定、レベルアップに向けたサ
ポートを行い、調達段階の排出量削減を目指しています。

　P027 　サプライチェーンマネジメント（環境）

事業活動におけるエネルギー管理体制
当社では、環境担当役員を全社のエネルギー管理統括者に

任命するとともに、工場や商業施設、事務所といったセク
ター（部門）ごとにエネルギー管理統括者および企画推進者
を配置し、きめ細かなエネルギー管理を実施、施策の実効性
を高めています。また、定期的に開催するエネルギー企画推
進者会議を通じて、課題と対策を協議し、今後の計画につい
て共有しています。

当社グループでは、エネルギーを多く消費するホテルや商
業施設などを運営する主要なグループ会社を対象に毎年省エ
ネ投資計画を策定しています。また、投資の判断基準の一つ
である回収年数の算定にあたっては、内部炭素価格も考慮し
ています。

■1 気候変動の緩和と適応

自社施設への太陽光発電設備システムの設置
当社グループでは、温室効果ガス排出量削減の取り組みと

して、事務所や商業施設、スポーツクラブ、介護施設などの
自社施設を新築する際に再生可能エネルギーを導入し、発電
電力の自家消費を推進しています。事務所においては「事務
所移転・開設マニュアル」、スポーツクラブにおいては「設備
設計方針」に太陽光発電システムを原則設置するよう定めて
います。

主な取り組み

調達段階における温室効果ガス排出量削減
当社はサプライヤーに対して、「CSR 調達ガイドライン」

に定める「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。サプライヤーが、
自社の取り組み状況をセルフチェックできる仕組みを構築し、
主要サプライヤー 203 社については、さらに詳しい温室効
果ガス排出量削減に向けた目標と実績についてアンケート調
査を行い、取り組み状況の報告を求めています。2021 年度
も継続して、目標未設定サプライヤーと温室効果ガス排出
量削減目標の設定を目的に「脱炭素ワーキンググループ」を
開催し、目標設定に向け支援を行いました。また、サプライ
ヤーの意識向上を目指した「脱炭素ダイアログ」では、サプ
ライヤーと1対1の対話を通じて、脱炭素社会の企業のあり
方についてお互いの考えを共有し、目標のレベルアップを促
しています。

　P028 　サプライヤーにおける環境方針の浸透

P165 　環境データ バリューチェーンのGHG排出量

新築施設におけるZEB化の取り組み
当社グループは、自社施設の新築時には ZEB を目標とし

て開発する方針を掲げ、取り組みを進めています。
2021年10月に開所した当社グループの研修施設「みらい価

値共創センター」（愛称：コトクリエ）では、ZEBを達成し国際
認証として「LEED」（環境関連）、「WELL」（健康関連）、「SITES」

（ランドスケープ関連）、国内認証として「BELS」（省エネル
ギー）、「JHEP」（生物多様性）を取得しており、国内外の厳しい
基準をクリアした先進的な環境配慮建物を実現しました。

　研修施設「大和ハウスグループ�みらい価値共創センター」を開所します

　「風と太陽と水」をテーマにした大和ハウスグループの研修センター

環境配慮に優れた建築物
であるグリーンビルディン
グを評価する国際的な認
証プログラム。

建物を利用する人の快適
性や健康への配慮を評価
する認証。

ランドスケープの環境性
能を評価する認証。日本国
内の取得数は少数。

調達・事業活動における温室効果ガス排出量削減

コトクリエ（奈良県）

https://www.daiwahouse.co.jp/sustainable/eco/products/2022_1.html�
https://www.daiwahouse.com/about/release/house/20210928102116.html�
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EP100達成に向けた既存施設での省エネ活動
当社グループでは、エネルギーを多く消費するホテルや商

業施設などを運営する主要グループ会社13社を対象に、「グ
ループ省エネ合同ワーキング」を実施しています。ワーキン
グでは、グループ各社での省エネ投資および運用改善の実施
状況、最新技術動向を共有し、省エネ活動を加速させていま
す。最新設備への更新だけでなく、既存の空調室外機や変圧
器に後付けすることで省エネ制御する装置の設置、一般財団
法人省エネルギーセンターの省エネ診断における改善など、
各社各部門で実施した省エネ施策を水平展開しています。ま
た、運用面については、当社グループオリジナルの「省エネ
ポテンシャル診断ツール」を開発・活用し、省エネ施策の抽
出や改善余地の可視化を行い、省エネ活動を継続的に実施し
ています。

　P156 　 環境データ 自社・グループ施設（新築）における省GHG先
導プロジェクト

RE100達成に向け再生可能エネルギー電力へ
の切り替え徹底と需要家としての非化石証書
の購入開始

当社グループは、2018年3月、国際的なNPO法人クライ
メイトグループが運営する再生可能エネルギーに関する国
際イニシアティブ「RE100」に加盟し、2040年までに当社グ
ループの使用電力を100％再生可能エネルギーでまかなうこ
とを目標としていました。取り組みが大幅に進んだため、当
初の予定を 17 年前倒しする 2023 年に目標を上方修正して
います。

2021年度は、当社グループの事務所・住宅展示場・施工現
場、工場に積極的に再生可能エネルギー由来の電力を本格導
入しました。また、2021年11月からは需要家としての非化
石証書の購入を開始し、再生可能エネルギー電力への切り替
えが困難な貸しビル等の電力の再生可能エネルギー化に充当
しました。その結果、当社の再エネ利用率は53.9％となり、
当社グループ全体では18.2％となりました。

導入した再生可能エネルギー電力や非化石証書は、当社グ
ループが全国で管理・運営する再生可能エネルギー発電所で
発電された電力の再生可能エネルギー価値を活用しています。
これにより、当社グループ内で再生可能エネルギーの「つく
る・はこぶ・つかう」を完結し、“再生可能エネルギーによる
自給自足”を実現しています。

　P168 　環境データ 長期目標に対する進捗状況

再生可能エネルギーの積極的な開発により
発電電力量は使用電力量を上回る規模に

当社グループでは、グループ横断で再生可能エネルギーの
導入を加速させるため、DREAM※1 プロジェクトを立ち上げ、

「風と太陽と水」をコンセプトに、風力発電、太陽光発電、水
力発電といった再生可能エネルギーの開発を推進しています。

2021 年度は、「DREAM Solar 佐賀鳥栖（佐賀県 3MW）」
や「DREAM Solar な つ み 台 Ⅲ（ 奈 良 県 2.5 MW）」な ど、
56ヵ所 37MW を新たに開発・稼働させ、累計 433ヵ所※ 2 の
再生可能エネルギー発電所が稼働しています。2021 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 565MW※ 2、年間発電量は 635GWh となり、当
社グループの使用電力量484GWhを大きく上回りました。

その結果、2021 度の再生可能エネルギー発電率は 131％
となりました。

※1  D:Daiwa House Group（当社グループ）、R:Renewable（再生可能）、 
E:Energy（エネルギー）、A:Asset（資産）、M:Management（管理）

※2 自家消費分を含む

　P159　環境データ 再エネ発電量と再エネ発電率

■1 気候変動の緩和と適応

調達・事業活動における温室効果ガス排出量削減

「再生可能エネルギー 100％宣言プレート」
当社では、再生可能エネルギー 100％で事業を運営する
事業所を「RE100事業所」として認定しています。
2022年3月末現在、80事業所中69事業所を認定。 DREAM Solarなつみ台Ⅲ（奈良県）
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（賃貸住宅・分譲マンション）ZEH-Mの推進
当 社 で は、 賃 貸 住 宅 お よ び 分 譲 マ ン シ ョ ン に お い て

ZEH-Mの推進を行っています。
賃貸住宅部門では、オーナーさまへの提案を強化するため、

営業職・設計職に向けて ZEH-M の研修を実施し、取り組み
の必要性や ZEH-M に関する基礎知識の向上を図りました。
さらに、ZEH-M案件を担当する管理会社とも連携し、賃貸
入居希望者にZEH-Mのメリットや環境性能の高さ等を理解
し選択いただくなど、ZEH-Mに関するすべての関係者が一
体となってZEH-M普及に取り組んでいます。

分譲マンション部門では、2018 年度より ZEH-M の取り
組みを継続的に実施しており、2021 年度も ZEH-M 補助事
業を活用して取り組みました。また、営業職や新入社員に向
けて ZEH-M に取り組む必要性や ZEH-M に関する基礎知識
等の研修を行いました。

その結果、2021 年度までに累計 35 棟（賃貸住宅 32 棟、
分譲マンション 3 棟、総住戸数 462 戸）の ZEH-M を実現し
ました。

今後も積極的なZEH-Mの提案を推進し、環境負荷低減と
居住者にとって満足度の高い住まいを提供していきます。

■1 気候変動の緩和と適応

基本方針
ZEH・ZEB・グリーンビルディング認証の推進

お客さまが長期間にわたって使用する住宅・建築物に
よる温室効果ガス排出量の削減に向け、先進的な環境配
慮建築物として、戸建住宅・賃貸住宅・マンションでは
ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）、商業・事業施
設ではZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）の提案およ
び販売を積極的に推進しています。

また、当社が自社開発する物件の環境配慮に取り組む
評価指標として、第三者機関が評価・認証するグリーン
ビルディング認証の取得を推進しており、省エネルギー
を含めた総合的な環境配慮の取り組みを強化しています。

マネジメント

推進体制の確立と社内教育および
ツール類の整備による提案力強化

当社の各事業本部で環境推進責任者を任命し、環境に配慮
した商品の販売について環境関連部署と共に年度ごとに目標
を立てて取り組みを推進しています。

各事業本部では目標達成に向け、ZEH や ZEB などの環境
配慮建築物に関する教育や e ラーニングによる研修を行い、
営業や設計担当者の知識と提案力の向上を図っています。ま
た、お客さまにも環境配慮建築物のメリットやコストをわか
りやすく伝えられる提案ツールや、エネルギー計算ツールな
どを整備し、取り組みの拡大につなげています。

さらに、期初に設定した目標については四半期に１度レ
ビューを行い進捗を確認。目標の達成度合いを業績評価に反
映させています。

主な取り組み

（戸建住宅）ZEHの普及拡大を推進
当社は、2021 年度 ZEH 販売率 70% 以上を目標として請

負案件を中心にZEHを推進しました。営業職・設計職に向け
たZEH研修を継続実施し、ZEH提案に対するスキルアップ
を図りました。さらに、ZEH 推進の施策として、太陽光発
電の社内補助金キャンペーンを実施し、お客さまに向けて
ZEH の魅力を感じていただける取り組みを行いました。そ
の結果、2021 年度の注文住宅における ZEH 販売率は 63％

（2020年度比5ポイント増）となりました。また、分譲案件
においても ZEH 対応を強化し、今後は当社が提供するすべ
ての戸建住宅においてZEHの普及拡大を推進していきます。

主力商品となる鉄骨系「xevoΣ（ジーヴォシグマ）」および
木造系「xevo GranWood( ジーヴォグランウッド )」には、
当社オリジナルの HEMS※である D-HEMS（ディーヘムス）
を全戸に標準搭載しています。D-HEMS では、太陽光発電
の発電量や売電量、宅内での電力および水道やガスの消費量
をリアルタイムで見える化し、省エネ意識を高めることがで
きます。また、空調機器や照明機器などを専用端末やスマー
トフォンから遠隔制御でき、節電行動を実施できます。省エ
ネ性の高い ZEH の住宅に加えて、日々の生活で使うエネル
ギー使用量の削減によって、お客さまの満足度向上を図ると
ともに脱炭素社会の実現を目指します。
※ホーム・エネルギー・マネジメント・システムの略

商品・サービスの提供による温室効果ガス排出量の削減貢献

ZEHに対応した分譲住宅（イメージ）

ZEH-Mに対応した賃貸住宅 ZEH-Mに対応した分譲マンション
「（仮称）プレミスト大濠二丁目」
（福岡県）

D-HEMS（ディーヘムス）
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※非化石証書とは、再エネ発電などに由来する電気がもつ「環境価値（温室効果
ガスの排出がないなど）」を切り離し、取引可能にしたもの。トラッキング付
とすることで、環境価値の由来となった発電所を特定できる。

　再生可能エネルギー 100%の街づくり

グリーンビルディング認証の取得推進
当社は、2021 年度に「自社開発物件においてグリーンビ

ルディング認証の取得率を80%」とすることを目標に、取り
組みを進めました。四半期ごとにグリーンビルディング認
証取得率の進捗を確認し、取り組みの改善を図っています。
2021年度は、自社開発物件のなかで大きな比率を占める物
流施設などの D プロジェクトを中心に、BELS・CASBEE・
LEED 認証※などの取得を推進した結果、自社開発物件にお
けるグリーンビルディング認証取得率は91.6％となりました。

※BELS（建築物省エネルギー性能表示制度）、CASBEE（建築環境総合性能評価
システム）、LEED（建築や都市の環境性能評価システム）

　P154 　環境データ グリーンビルディング認証取得率

このような取り組みの結果、2021年度は193棟のZEB仕
様建物（ZEB Oriented、ZEB Ready、Nearly ZEB、『ZEB』）
を建設し、そのうち事務所・工場・倉庫用途のZEB販売率は
44.1％となりました。今後も、ZEB セミナーの開催や、各
種提案・設計ツールの活用により、ZEBの普及・拡大を図っ
ていきます。

　P160 　環境データ ZEB仕様および誘導基準の設計件数

（まちづくり）日本初 再生可能エネルギー電気
100%の大規模複合開発「船橋グランオアシス」

千葉県船橋市の「船橋グランオアシス」は、戸建住宅（26
区画）、賃貸住宅（39戸）、賃貸マンション（223戸）、分譲マ
ンション（571戸）、商業施設からなる事業面積57,456.19㎡
の大規模複合開発プロジェクトです。当プロジェクトは、「施
工」から完成後の「暮らし」まで再生可能エネルギー100%の
電気を使用しています。これは当社グループが 2018 年 10
月より本格稼働した岐阜県飛騨市の「菅沼水力発電所（発電
出力約2MW）」で発電した電気を中心に供給され、同発電所
で発電した電気であることを証明する非化石証書（トラッキ
ング付）※を得ることで、再生可能エネルギー100%の電気を

「つくる」から「はこぶ」、そして「つかう」までを当社グルー
プで実現しています。2021年3月末にすべての工事が完了し、

「暮らし」における再生可能エネルギー100%電気の利用が本
格的にスタートしました。

また、このような取り組みにより、2020 年度には「令和
２年度気候変動アクション環境大臣表彰」および「第３回
エコプロアワード」奨励賞をダブル受賞しました。さらに、
2021年度には、「第9回プラチナ大賞」において奨励賞を受
賞しました。

（商業・事業施設）ZEBセミナー開催および、
ZEB化試算コストシート活用による
ZEBの理解促進と普及・拡大

ZEB の取り組みの阻害要因の一つが、ZEB に関する認知
度の低さであることから、当社では ZEB セミナーを開催し
て普及拡大に努めています。セミナーでは、国の方針・目標
や ZEB の概要紹介、当社の施工事例や ZEB を建てられたお
客さまから ZEB 建物のメリットなどを講演していただくこ
とで、ZEB をより身近に感じていただき、認知向上を図る
とともに、事例の創出につなげていきたいと考えています。
2021年度はオンラインによるZEBセミナーを8月に開催し、
376名の方にご参加いただきました。

また、お客さまの会社において、建物の ZEB 化に関する
意思決定の際に、判断材料が少なく、決裁に時間がかかると
いった課題がありました。当社ではこの課題を解決するため
に、ZEB 化の仕様項目、工事内容、省エネ数値、投資回収
年数をまとめた「ZEB化試算コストシート」を作成すること
で、ZEB の取り組みの見える化を図っています。実際にこ
のシートを活用することで、お客さまから「社内での意思決
定が早くなった」、「社内を説得する資料として活用できた」
との声をいただき、ZEBの普及拡大に貢献しています。

さらに、お客さまへの ZEB 提案強化として、省エネ目標
を企画設計の段階から設定し、具体的な設計に織り込むため
に、省エネ設計支援ツールを開発し、運用を開始しています。
このツールは、「具体的な省エネの設計事例集」、「導入した
技術一覧」、「企画段階での簡易な省エネ性能予測」で構成さ
れており、企画段階から ZEB 提案が可能なツールとなって
います。

■1 気候変動の緩和と適応

商品・サービスの提供による温室効果ガス排出量の削減貢献

BELS認証を取得した「DPL伊勢原」（神奈川県）

https://www.daiwahouse.co.jp/sustainable/eco/products/2020_9.html�
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ZEBの普及拡大

2021年8月に竣工した千葉県市川市の事務所「渡辺パイ
プ 市川北SC（サービスセンター）」では、外壁や床下の断
熱強化や高効率設備、照度センサー、全熱交換器、太陽光
発電（16kW）などを導入することにより、快適な執務空間
でありながら、大幅な省エネとなる『ZEB』を実現しました。

渡辺パイプ株式会社は、水と住まいの総合商社と農業総
合メーカーとなる事業を展開しており、全国に 550 を超
える拠点を所有しています。2020年9月に、岐阜SC（サー
ビスセンター）で初めて ZEB の最高ランクである『ZEB』
に取り組み、その後も全国のSCで数多くのZEBを展開し
ています。当社は、渡辺パイプ株式会社の SC の設計・施
工の実績があり、ZEB の知見も持っていたため、今回の
市川北 SC の受注につながりました。市川北 SC の提案に
ついては、「ZEB 化試算コストシート」を活用することで
意思決定のスピード化を支援しました。今回の案件をモデ
ルケースとし、ZEB 仕様の標準化を行い、今後も協力関
係を継続してZEB事業所の拡大に取り組んでいきます。

　P038 　 ZEBセミナー開催および、ZEB化試算コストシート活用に
よるZEBの理解促進と普及・拡大

気候変動の適応策～施工現場における熱中症対策～

近年、地球温暖化の影響などで猛暑日が増加し、熱中症リス
クが高まっています。特に屋外での作業をともなう施工現場で
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飲料水などの常備を徹底するととも
に、熱中症予防教育などを実施しています。また、2016年度
にメーカーと共同開発した環境センサー「WEATHERY（ウェ
ザリー）」の施工現場への導入を推進。これには、温湿度・風速・
人感センサーが内蔵され、基準値を超える温湿度や風速を検
知すると、表示灯と音声で警告すると同時に管理者へメール
で通知します。現場にいなくても状況を把握でき、熱中症や
強風などへの対策を早期に行い、発症や被害の未然防止に努
めています。2021年度は8月に最大で810台を設置しました。

さらに2021年度は、協力会社に対して熱中症対策品購入
補助の実施や、施工現場での日陰対策のため、遮光ネットを
用いた快適な休憩スペース設置の試行を行いました。2022年
度からはこれらの全国展開に向けて随時現場に設置していく
予定です。今後も、熱中症対策を推進していきます。
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IoT×ZEH-M賃貸住宅商品の開発に向けた
デマンドレスポンスの実証実験

当社は、IoT（モノのインターネット）を活用したZEH-M
賃貸住宅商品の開発に向けて、当社グループの大和リビン
グや株式会社エナジーゲートウェイ、インフォメティス株式
会社と共同で、賃貸住宅の一部入居者を対象とした、デマ
ンドレスポンス※１による節電の実証実験を2022年3月に２
週間実施しました。本実験では、大和リビングが管理する賃
貸住宅のうち、諸条件を満たす約25,000世帯に対して参加
協力を依頼。協力者には、電力ひっ迫時の前日または当日に
節電を依頼し、入居者が「AI電力見える化システム」※２を通
じて、電力使用量削減や家電機器の利用状況を確認すること
で、どの程度無駄な電力を削減する行動を行ったかを検証し
ました。その結果、協力者の平均で30%の電力消費量を削
減できました。

今後、当社では今回の実証実験の結果をもとに、「IoT 
D-room」※３を発展させて「IoT×ZEH-M」の賃貸住宅商
品を開発する方針です。開発する賃貸住宅商品では、電力
ひっ迫時にエアコンを遠隔で自動制御
するなど、ハードとソフトの両面で省
エネ提案を検討していきます。

※１  消費者が電力の需要量を変動させて電力の需
給バランスを一致させること。

※２  使用電力の波形データを分析することで家電
の種類や電源状況を推定し、消費電力量を算出
するシステム。

※３  タブレットや音声で家電操作ができる賃貸住宅。

　 IoT×ZEH-M賃貸住宅商品の開発に 
向けたデマンドレスポンスの実証実験

■1 気候変動の緩和と適応

T o p i c s

渡辺パイプ 市川北SC

環境センサー「WEATHERY」 遮光ネットを用いた休憩スペース AI電力見える化システム

⼀次エネルギー消費量基準 適合

外⽪基準 適合 BPI=0.60

（仮称）函館SC

2021年1⽉29⽇交付

国⼟交通省告⽰に基づく第三者認証

（⽇本ＥＲＩ株式会社）
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