豊かで快適な住生活と
地球環境の未来のために

LIXIL 環境ビジョン
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私たちは、製品とサービスを通じて
人びとの健やかで快適な暮らしと
持続可能な地球環境の未来に貢献します

環境ビジョン 2050
「 Zero Carbon and Circular Living(CO 2ゼロと循環型の暮らし) 」
を掲げ、
LIXILは、
2050 年までに、事業プロセスと製品・サービスを通じて、CO 2の排出を実質ゼロにし、
水の恩恵と限りある資源を次世代につなぐリーディングカンパニーを目指します。

（ CR ）戦略 * のもと、
LIXILは、コーポレート・レスポンシビリティ
事業活動を通じて社会課題や環境課題の解決に貢献する取り組みを進めています。

LIXIL の CR 戦略の推進は、事業の持続的な成長に欠かせないものであり、
課題解決に向けて従業員がそれぞれの専門性を活かし、
大きな力を発揮することで長期的な競争力につながると考えています。
人びとの暮らしは、多くのエネルギーや資源によって支えられています。
世界中の誰もが願う、豊かで快適な住まいの実現を目指すLIXIL は、
地球環境の保全の分野においても、重要な役割を担っています。

LIXILは、住生活に関わる先進技術や専門知識を最大限に活用することで

実現に向けた3つの領域

地球環境に配慮した製品・サービスの提供に加え、
自らの事業活動による環境負荷の最小化に取り組んでいます。
さらに、さまざまなステークホルダーとの協働を通じ、
持続可能な地球環境の未来に貢献していきます。

気候変動対策を通じた緩和と適応

事業プロセスと製品・サービスによる温室効果ガスの排出を実質ゼロにする

*CR 戦略の詳細はp10をご参照ください

水の持続可能性を追求

節水や水の循環利用、浄水技術などを通じて、水の環境価値を創造する
持続可能な開発目標
（SDGs）
SDGsは、2015年に国連で採択された、世界の持続可能な開発に向けた課題、例えば
貧困、飢餓、気候変動、水と衛生、持続可能な消費と生産などに対する、17 のゴールと

167のターゲットで構成されています。
LIXILは、CR戦略の推進を通じて、SDGs達成に貢献しています。地球環境保全の分野
においては、SDGsの目標6、7、11、12、13に関連する取り組みを進めています。
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資源の循環利用を促進

循環型社会への変革に貢献し、限りある資源を未来につなぐ
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実現に向けた 3 つの領域

取り組みの方向性

関連するSDGs目標

取り組み事例
事業プロセス

気候変動対策を通じた緩和と適応
事業プロセスと製品・サービスによる
温室効果ガスの排出を実質ゼロにする
LIXIL の製品やサービスのライフサイクル（原

省エネルギー設備の導入

エネルギー効率の向上

再生可能エネルギーの活用

LED照明や省エネ型空調を導入し、エネルギー

工場の排熱を再利用し、
エネルギー効率を向上

未 活 用 地や建 屋 の 屋 根にメガソーラー 発 電

消費を削減

施設を設置運営

製品・サービス

事業プロセスにおいては、工場やオフィスでの

材料の調達から廃棄まで）の CO 2 排出量のうち、 徹底した省エネ活動や、再生可能エネルギーの

9割以上はエンドユーザーのもとで使用される時 利用、そして製造プロセスのエネルギー効率化に
に消費するエネルギーによって発生しています。

向けた技術開発を推進していきます。

2015 年に採択されたパリ協定では、産業革命

製品・サービスにおいては、住まいの断熱性能

以前からの世界の平均気温の上昇を 2 ℃未満に

の向上による冷暖房負荷の削減、省エネルギー

抑え、1.5 ℃未満を目指すことが合意されました。 技術による給湯エネルギーの削減、再生可能エ
その実現のためには、2050 年までにCO 2などの

ネルギーを活用した製品やサービスなどに加え

温室効果ガスの排出を実質ゼロにすることが求

て、IoT などを活用した環境配慮型のライフスタ

められています。

イルの提案、気候変動による自然災害や健康被

LIXIL では、環境負荷低減に努めると同時に、 害の対策に貢献するソリューションを提供してい
環境に配慮した製品やサービスの提供を通じて

2050年までにCO2排出量実質ゼロを目指します。
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きます。

リプラス

（TOSTEM）

エコフルシャワー

（INAX）

スマート宅配ポスト

（LIXIL）

既 設 の 窓 枠に新しい 窓 を 取り付 けることで

少量の水でも快適なシャワー体験を提供する

再配達に伴う労働生産性の向上や CO 2削減に

断熱性を向上

ことで、節水を実現

貢献
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実現に向けた 3 つの領域

取り組みの方向性

関連するSDGs目標

取り組み事例
事業プロセス

水の持続可能性を追求
節水や水の循環利用、浄水技術などを通じて、
水の環境価値を創造する
世界では安全な飲料水にアクセスできない人が

事業プロセスにおいては、既に事業所で各地域

約8億人いるといわれています。また、水資源の枯

の水関連の問題に対する事業へのリスクを把握

渇により2050 年には世界の 40% 以上の人が必

し、水使用効率の改善や循環利用、排水管理など

要な量の水を使えなくなることが予想されます。

の適切な施策を実施しています。事業を行う地域

水使用効率化や水質管理

水循環システムの導入

地域の節水を支援

各 地 域 の 規 制よりも高 いレベ ル の自社 基 準

工 場 からの 廃 水を処 理し 、再 活 用する循 環

中東で、節水製品を提供し、節水した水道料金

を順守

システムを導入

に相当する食料を地域に寄付

製品・サービス

トイレやキッチン、バスルーム、水栓な で継続した水の利用を可能にする環境の維持に
LIXILは、
どを提供する水まわり製品のリーディングカンパ

努めています。

ニーとして、人びとが水の恩恵を最大限に活用で

製品・サービスにおいては、節水性能が高く、清

きるよう、グローバルな水の持続可能性を追求し

掃性を向上したトイレ、必要な温度や吐水量を調

ていきます。

節できる水栓金具、水漏れの早期発見と被害拡
大を防止するスマートコントローラーなどを提供
しています。また、今後は浄水技術のさらなる活
用によって、水質に関連したソリューションを拡充
していきます。
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VorMax UHET
(American Standard)

オールインワン浄水栓

（INAX）

GROHE Sense Guard
（GROHE）

米 国 の Water Sense 基 準を満たした節 水

水道水に含まれる不純物を除去し、おいしい

漏水を検知し、遠隔操作で水を止めることで、

性能を実現

飲料水を提供

節水に貢献
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実現に向けた 3 つの領域

取り組みの方向性

関連するSDGs目標

取り組み事例
事業プロセス

資源の循環利用を促進
循環型社会への変革に貢献し、
限りある資源を未来につなぐ
2050 年までに、世界の資源消費量は現在の
2 倍以上となるといわれています。

アルミのリサイクル材を原料として再利用

タイの工場では、ステークホルダーと協働し、 商品の包装を使い捨てプラスチックから紙など
産業廃棄物の埋立ゼロを実現

梱包資材のプラスチック削減
の資材に変更

製品・サービス

切な管理を徹底するとともに、サプライヤーとの
協働により、新規に投入する資源の最小化や、
リ

て大量に生産し、大量に廃棄する一方通行の経済

ユースやリサイクルをさらに促進することで、社

から、資源循環型の経済
（サーキュラー・エコノミ

会とともに資源の循環利用を加速させる仕組み

ー）
への移行が進んでいます。

を構築していきます。
製品・サービスにおいては、再生原料の活用、

まざまな資源を活用しています。限りある資源の

製品の寿命や再利用に配慮した設計、既存製品

持続的な利用を見据えて、原材料の調達から製

の一部を交換・更新できる機能部品の提供、必要

造、使用されている間や役目を終えた後までを考

な時だけ使えるサービス型製品の拡充などを通

慮した循環型のものづくりを推進していきます。

して製品の寿命と価値を保持するための開発と
提供を進めていきます。
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廃棄物の埋め立て削減

事業プロセスにおいては、廃棄物の削減や適

この状況を変えるために、資源を新たに採掘し

LIXIL は、金属、木材、樹脂、セラミックなど、さ

アルミニウムのリサイクル

樹ら楽ステージ 木彫
(exsior）

取り替え浄水スパウト

（INAX）

withCUBE
（INAX）

木質建材の切削加工過程で発生した木粉と

水栓の先端に簡単に取り付けることのできる

快 適 なトイレ 空 間 をレン タ ル・リー ス す る

再生プラスチックを活用

浄水装置

サービス
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実現に向けたコミュニケーション

持続可能な社会の実現に向けて
ステークホルダーとの積極的な対話を通じて
活動の輪を広げています
LIXILは、社会や地域の一員として、
お客さま、地域社会、ビジネスパートナーおよび従業員などの幅広いステークホルダーと連携し、
環境保全活動のさらなる発展や普及に向けた取り組みを進めています。

社外からの評価・表彰

地球環境保全に取り組むLIXILの事業活動への理解を促進するためのステークホルダー

との積極的な対話と情報開示の強化が企業価値向上につながっています。

「 DJSI World 」
「 DJSI Asia Pacific 」 構成銘柄に選定
経済 · 環境 · 社会の 3 つの側面から世界各国の大手企業の持続

感できる施設を運営し、お客

地域社会

基準を満たした企業により構成された株式指数シリーズ

「 S&P/JPXカーボン· エフィシェント指数」の
構成銘柄に選定

さまに住まいと環境について

CDPウォーター 2019 A 評価獲得

考えるきっかけを提供します

企業の水資源に対する取り組みとその情報開示が持続可能な

環境情報の開示状況や売上高あたりのCO2排出量などで評価される

水資源管理に貢献していると評価され最高評価を取得

指数の構成銘柄に選定

【 GROHE 】サステナブル企業 TOP3に認定

室内温度と冷暖房効率につい
て従 業 員 、お 客さま、地 方 自

FTSE Russell（フッチー・ラッセル）が作成するESGに関する評価

可能性
（サステナビリティ）
を評価

住 宅 の 断 熱 性 能 の 違 いを体

お客さま

「 FTSE4 Good Index 」 構成銘柄に選定

政府・
自治体

（住まいStudio）

治体とともに考える
「 THINK

HEAT」で様々な取り組みを実

政策立案者との対話の場を設
け、民間企業の立場として脱
炭素社会の実現に向けた政策

【 GROHE 】
企業間ネットワークB.A.U.M.により表彰

ドイツ サステナブルアワード2019 にて、最もサステナブルな

ドイツの企業間ネットワークB.A.U.M.により、大企業のカテゴリー

大企業TOP3に認定

でサステナブルな企業だと評価され表彰を受ける

形成を後押ししています

施しています

LIXILは、事業を通じて社会課題の解決に取り組む
コーポレート・レスポンシビリティ(CR)戦略を掲げています
事業を展開する地域での関連性や緊急性が高く、LIXIL の専門性を活かして問題解決に

従業員が社会課題解決につい
（出前授業）

従業員

て考え、貢献するための活動
を実施する CR 施策を通して
環境保全活動のきっかけ作り
を提供しています

貢献できる3 つの優先分野に焦点を当て、積極的な取り組みを進めています。
（環境大臣との対話）

グローバルな
衛生課題の解決

水の保全と環境保護

多様性の尊重

調達から生産、流通、製品の使用・廃棄や

多様な従業員の英知や視点を活かし、

人びと、特に女性や女児が安全な衛生

サービスの利用に至るまで、すべてのプ

成長とイノベーションの原動力とする

施設を利用できるようにすると同時に

ロセスにおいて、水、エネルギー、および

製品やサービスを通じて、年齢や性別、

子どもにとって危険な病気感染を防ぐ

その他の天然資源の保全に努める

障がいの有無を問わず、すべての人の
生活の質向上に貢献する

CR戦略の詳細は公式HPをご参照ください https://www.lixil.com/jp/sustainability/structure/responsibilty.html
（LIXILコミュニティーデーでミラノの運河を清掃）
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株式会社LIXILグループ
東京都江東区大島二丁目1番1号
〒136-8535

www.lixil.com/jp

*XY9900
12

*

XY9900

01

2020.4.1発行

Printed in Japan

