
ESG情報

「環境」のために●

資源循環型社会と低炭素社会の実現に向けて、目標を設定し、活動しています。
中期環境計画

第五次中期環境計画（2016年度～2018年度）
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製品の環境
配慮

2018年度（指標 BM：2014年度） 2016年度
取り組みテーマと内容

目標 実績

低炭素社会
実現への
貢献

資源循環型
社会実現への
貢献

生物多様性への
配慮

環境リスク
マネジメントの
強化

環境配慮製品の拡充・拡販を
通じて、中計最終年度（2018年度）の
売上目標達成に寄与する。

木材利用による炭素固定化を
促進する。

エネルギー起源CO2※排出量を
削減する。
※燃料の燃焼、他者から供給された電気
又は熱の使用に伴い排出されるCO2

3R※を推進し、最終処分量を
削減する。
※発生抑制（Reduce）、再使用（Reuse）、
再生利用（Recycle）

木材のカスケード利用を推進する。

生物多様性に配慮した木材調達を
推進する。

サプライチェーンとの連携を
強化する。

環境リスクを特定し、未然防止と
リスク最小化に取り組む。

化学物質規制への対応力を
高める。

環境負荷低減に貢献する環境配慮
製品の開発

木質再生ボード供給による固定化

国内生産拠点での排出削減

省エネ設備導入、設備の効率化
運転等による省エネ推進

物流・輸送部門での排出削減
モーダルシフト化率の向上、積載
率の向上

営業・事務部門の排出削減
節電対策の徹底

廃棄物のリサイクル利用、
有価物化推進

建設廃木材のマテリアルリサイクル
利用

木質バイオマスエネルギーの
利用（自社消費）

重油・LNG等からバイオマスへの
燃料転換の推進

認証材､国産材、植林木、
再生ボード等の使用比率の向上

サプライチェーンへのグリーン
調達の浸透と適正管理

環境マネジメントシステムの
運用・継続的改善

環境教育の実施

化学物質適正管理に向けた
仕組みの構築・運用
（管理システムの導入も検討）

新製品発売品目  5アイテム/年

炭素固定化量 （CO2換算）   800千t-CO2/年

BM:794千t-CO2/年
（内訳）MDF:630千t-CO2/年 

IB:164千t-CO2/年

排出原単位  62.5（t-CO2/億円）以下
BM:69.7 （t-CO2/億円）

総排出量  110,000t-CO2以下/年
（電力のCO2排出係数は、2013年度に固定）
BM:125,700t-CO2/年（BMは、2013年度
実績値）

エネルギー使用原単位 
44.7kl/百万トンキロ以下（年平均1％以上削減）
BM：46.6kl/百万トンキロ
（参考：CO2排出量23,700t-CO2/年）

CO2排出量  1,500t-CO2以下（10%削減）
BM:1,690t-CO2

最終処分率（社外埋立比率）  5%以下
BM：8.2%

古材/バージン材比率：90％
（古材/バージン材比率 BM：86%）

木質バイオマスエネルギー投入量
1,350TJ（2014年度比116%）　
BM：1,162TJ
燃料チップ使用量
95千t/年
BM:82千t/年

重油削減量（発熱量換算）  35千kl/年
BM:30千kl/年

非認証の天然木合板の使用比率  15％以下 
BM：18.2％

適用会社のカバー率（同意書入手率）
100%

環境事故・違反  0件

仕組み（システム）の運用

6アイテム

777千t-CO2/年
（内訳）
MDF：633 千t-CO2/年
IB：144千t-CO2/年

62.2（t-CO2/億円）

105,100t-CO2
（電力のCO2排出係数
は、2013年度に固定）

48.4kl/百万トンキロ

1,600t-CO2

7.2%

92%

1,370TJ
（2014年度比118%）

97千t/年

35千kl/年

15.1%

99%

0件

管理システムを導入
し、新システムでの運
用を開始した。

E
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　DAIKENグループでは、持続可能な社会の実現を目指し、
廃棄物の削減・再資源化に取り組んでいます。
　DAIKENグループの2016年度の廃棄物等排出量は
49.6千tで、再資源化率※1は91％でした。今後も、再資源化
率の更なる向上に取り組んでいきます。
※1再資源化率＝再資源化量÷廃棄物等総排出量×100（％）、　
再資源化量＝有価物量+マテリアル利用量+サーマル利用量

廃棄物等の再資源化の状況91％
廃棄物の削減・再資源化

　当社は、2016年11月に鳥取県日南町や森林組合、地元
企業と「木材総合カスケード利用」事業化検討プロジェクトを
立ち上げ、具体的な検討を開始しました。
　このプロジェクトは、中期経営計画の重点施策として
掲げた「木材の総合利用」の実現に向け、地域の木材資源を
無駄なく利用するための新たな取り組みです。
　第一弾の事業化案件として、国土防災技術(株)と土壌
改良材「DWファイバー」を共同開発し、2017年5月から提
案活動を開始しました。DWファイバーは、国産の木材チッ
プを解繊処理し、植物の育成促進効果のあるフルボ酸※を添
加した土壌改良材です。今後は防風林の客土形成や斜面の吹
き付け緑化などの土木工事を行なう自治体や工事業者を対
象に、全国で提案を広げていきます。
※フルボ酸：森林や土壌の中に存在する腐植酸の一つ。植物の光合成を活性化し、生成
促進に効果があります。国土防災技術(株)はフルボ酸の人工生成技術に関する特許を
保有しています。

「木材総合カスケード利用」事業化に向けた取り組みを開始
低炭素社会実現への貢献

廃棄物等の処理内訳

再資源化
91％

有価物量10%

マテリアル利用量

59% 
（原料として再利用）

サーマル利用量

22%  
（エネルギーとして再利用）

単純焼却量
2%

最終埋立処分量7%

廃棄物等
総排出量
49.6千t

A・B材搬出
集 積 場

小規模山主
現在の姿

未来の姿

オロチ
ボイラー

未利用材 未利用材

人口減少

高齢化

森林の未整備

LVL

木材総合カスケード利用
事業基地

A・B材C・D材

森林組合による
運営・管理

オロチ

選 木 場

ボイラー   不 燃
LVL工場 チップ製造工場 木 質

繊維工場 研究施設
人口増加

伐採・植林

利益の一部を還元

●伐採～植林技術開発
及び人材育成
●用途開発
●高付加価値商品開発

木材コンビナート化

伐採・植林伐採・植林

木材チップ 土壌改良材「DWファイバー」 客土形成

「木材総合カスケード利用」事業化検討のイメージ図

吹き付け緑化 航空緑化緑化イメージ



製品への再生資源等の使用状況64.2％
再生資源の有効活用
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「環境」のために●

　DAIKENグループは、「植林を進める」「適切に森林の木を
使う」「一度使われた製品をリサイクルして使う」といった
木の循環利用を推進しています。
　特に木質資源の有効利用には50年以上前から取り組み、
従来は捨てられていた建築物を解体したチップや製材の
端材などを利用できるよう製造技術に開発してきました。
インシュレーションボードのリサイクル率は90％にまで
上昇。軽量かつ高い断熱性、吸放湿性、クッション性などを
活かした製品開発で、品質面でも市場から高い評価を得ています。

　DAIKENグループは、循環型社会の実現を目指し、
木質資源・未利用資源を有効活用した製品の開発・
製造に積極的に取り組んでいます。
　DAIKENグループの2016年度の資源総投入量は
323千tで、再生資源等使用率※は64.2％でした。
　今後も、再生資源等使用率の維持向上に取り組んで
いきます。

※再生資源等使用比率＝再生資源等投入量÷資源総投入量×100（％）、
　再生資源等投入量＝（再生資源＋未利用資源）投入量

製造技術に磨きをかけ、木材資源を無駄なく利用
1. 木材の循環利用

　大建工業は、建設廃材由来の木材チップを燃料とする
木質バイオマスボイラーを岡山工場に増設。2016年7月から
稼働を開始しました。
　岡山工場では、乾燥工程の熱源用蒸気を発生させる
ボイラーのエネルギー消費量が多く、課題となっていました。

製造工程のエネルギー源を木質バイオマスボイラーに転換
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E

そこで2007年から木質バイオマスボイラーを新設するなど
取り組みを進め、蒸気による乾燥工程に使うエネルギー源を
すべて木質バイオマスエネルギーに転換しました。これに
より、2006年時点と比べると、年間約40,000トンのCO2排出
量を削減できる見込みです。

インシュレーションボード
建材解体時の廃木材などを原材料に
使用しているグリーン購入法特定調達
物品に該当する木材繊維板

MDF
製材端材などを原材料に使用している
グリーン購入法特定調達物品に該当する
木質繊維板。

再
生
資
源
等

その他未利用資源（シラス）再生資源（木材チップ、ロックウールなど）
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　DAIKENグループは、製鉄時の副産物であるスラグや
シラス（火山灰）など、これまで活用されてこなかった資源を
独自の技術で原料として使えるように特殊な加工を施し、
製品化。天然資源の消費抑制につなげることで、循環型
社会の実現に取り組んでいます。
　環境面だけでなく、不燃性や耐久性などの機能面でも
優れた特性を発揮できるよう研究を重ね、住宅分野から
産業分野にまで用途を広げ、さらなる貢献へとつなげています。

これまで未利用だった鉱物資源を独自の技術で製品化
2. 未利用資源の有効活用

　大建工業は、1997年にシラスを主原料とする世界初の
新素材「ダイライト」を発売開始。無機系の木造住宅用耐力
面材のトップブランドとして成長、浸透し、住宅の耐震化を
推進してきました。

エコ素材を通じた耐震化推進や地域活性化への貢献
　シラスを原料に用いた製品がシェアを伸ばすことは、天然
資源の消費抑制だけでなく、地域貢献にもつながります。
例えば当社が九州で土石流の原因でもあるシラスを採取した
跡地は土壌改良が行われ、今では水田が広がるなど、地域の
活性化にも一役買っています。

ダイロートン
製鉄時の副産物であるスラグを繊維化
したスラグウールを主原料としたロッ
クウール吸音板。

ダイライト
再生材料であるスラグウールと 未利用
資源であるシラス（火山灰）を有効活用
した無機質パネル。

炭素の固定化とは
植物や一部の微生物が空気中の二酸
化炭素を炭素化合物として取り込むこ
とで、大気中の二酸化炭素の削減につ
ながります。

製材時の
端材まで
無駄なく使う

植林を進め
適切に管理された
森林の木を使う

解体時の
廃材を
リサイクル

植林木の合板から

伐採

木材チップ

木材チップ

製材端材
MDF（中密度繊維板）

バイオマスボイラー

バイオマス燃料化
（サーマルリサイクル）

バイオマス燃料化
（サーマルリサイクル）

解体古材インシュレーションボード

製品 住宅

成長

植林

炭素固定化量

144,000
トン

炭素固定化量

633,000
トン


