
19サステナビリティ 環境 ガバナンス ESGデータ集社会 対照表 第三者保証報告書

出光サステナビリティレポート  2020

気候変動対応の取り組み

基本姿勢
当社グループは、気候変動対応が地球規模で取り組むべき最重要課題の一つであると認識しており、グループが保有する

資産を最大限に活用して、「緩和」と「適応」の両面から課題解決に向けた取り組みを進めています。
具体的な取り組み内容は、将来発生する可能性のある事業環境をシナリオ分析により複数想定した上で、リスクと機会を洗

い出し、その結果を戦略や取り組みに反映しています。

シナリオ分析 
気候変動に伴うリスクと機会について、脱炭素化、環境技術の進展、社会変化などに起因するエネルギー転換と当社への

影響をシナリオ分析の手法を用いて検討しました。シナリオ分析ではアジア太平洋地域におけるエネルギー需要と気候変動影
響を対象とし、2050年の事業環境を想定しています。アジア経済の高成長により、エネルギー需要の増加が低炭素化の動き
を上回るシナリオや、パリ協定の目標達成を実現するシナリオなど4つのシナリオを作成しました。（下図）そして、当社グルー
プにとってより強い環境対応が求められるシナリオ「虹」を強く意識して、重点課題の具体的な検討を行っています。シナリオ
「虹」では、日本国内の石油の需要見通しを2017年と比較して2030年に30%減と見込んでいます。エネルギー供給事業者
として大きなリスクを認識しており、この分析を基に重点課題の具体的な検討を行っています。

リスクと機会 
シナリオ分析に基づき、当社グループが直面するリスクと機会について、検討を行いました。移行リスクについては、EVの

普及や消費意識の変化による燃料油需要の減退、化石燃料事業に対するレピュテーションの低下などを認識しています。一
方で機会については、再生可能エネルギーや地球環境に優しい商品の需要拡大など、低炭素社会実現への貢献とビジネス
チャンスの拡大を認識しています。
当社グループは、これらのリスクに対応するとともに、機会を捕捉する事業取り組みを強化していくことで、レジリエントな

企業体となるように事業ポートフォリオの変革を目指します。（事業ポートフォリオ変革の定量目標 P.9）

■ 2050年に向けた長期エネルギー事業環境シナリオ

リスク管理
気候変動に関連するリスク特定については、安全環境本部と経営企画部門が対応し、経営委員会に報告しています。経営

委員会内でリスクを識別・評価し、社長を通じて同委員会から取締役会に報告する仕組みとしています。さらに、内部統制の
仕組みにESG要素を取り入れた、総合的リスク管理体制の整備を進めています。またそれぞれのリスク項目については、リス
クと機会で掲げた課題を各専門部門で外部の意見を取り入れながら、検討および対応を進めています。
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各国政府が環境問題
対策を最優先し、強力に
脱炭素化を進める

より強い環境問題
対応への機運に
政府・企業が応える

アジア経済減速下
地球環境問題解決が
棚上げされてしまう

アジア経済高成長
石油需要増大ペースが
CO2削減努力を上回ってしまう

劇的な需要減少

需要減少

需要横ばい

需要増大

シナリオ
「碧天」

シナリオ
「虹」

シナリオ
「むら雲」

シナリオ
「にわか雨」

区分 評価対象 対応・取り組み

移行リスク

EV普及、消費者意識の変化による燃
料油需要の減退

市場モニタリング、最適な製造・供給・販売体制の構築
化石燃料に依存したポートフォリオからの脱却

技術進展などに伴うエネルギー価格
低下 サプライチェーン全体の競争力強化

石炭事業に対するダイベストメントの
可能性 ブラックペレット、バイオマス混焼技術の開発

石油、石炭事業に対するレピュテー
ション低下 社外エンゲージメントの強化

炭素価格の導入 炭素価格に対する社内検討

物理的リスク

異常降水などによる装置稼働の停
止、拠点の被害 装置保全の強化、サプライチェーン強靭化

海面上昇による製造拠点、流通拠点
への影響 護岸強化、計器室の移転などの対応

機会

再生可能エネルギーの需要拡大 国内外での再生可能エネルギー電源の開発

IMO規制の強化 製油所設備の効率化、強靭化

環境負荷の低い製品の需要拡大 EV電源ユニット向け潤滑油、先進グリース、生物農薬などの研究開発、海外展開

省エネに貢献する素材の需要拡大 次世代素材の用途開発、全固体リチウムイオン電池材料の事業化

分散型エネルギーシステムの進化 VPP制御サービスの開発、事業参入

サーキュラーエコノミーの進展 廃プラケミカル、ソーラーパネル、カーボンなどのリサイクル技術の開発

MaaS社会の到来 既存給油網を生かした展開、超小型EV参入

天然ガス資源の開発 油田からガス田へのシフト
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気候変動緩和に関する考え方
当社グループでは、製油所・事業所・工場からの直接排出（Scope1）や、購入電力などが由来の排出量（Scope2）と

比較して、製品の消費段階などでの排出（Scope3）が圧倒的に大きい（下図参照）ことを踏まえて、当社グループの
Scope1、2の削減のみならず、Scope3も含めたバリューチェーン全体でのGHG（温室効果ガス）排出量削減が重要と考
えています。特に、日本のGHG排出量の9割以上を占めるCO2の削減を最優先で進めています。
当社グループ事業に関連するバリューチェーンは多岐にわたり、チェーン全体でCO2の削減に貢献可能な領域は数多く残

されていることから、当社グループは、それらの領域での活動強化を通じて、CO2削減に寄与していきます。

インターナルカーボンプライシング 
昨今、企業に対しては、さらなる気候変動への対応が求められており、これは当社に対し、リスクと機会をもたらす可能性

があると考えております。そこで、当社は、事業の低炭素化に向けた社内議論を活性化するため、新規プロジェクトに係る投
資において、内部炭素価格（インターナルカーボンプライシング）を設定し、二酸化炭素排出量のもたらす経済的インパクトを
参考情報とした投資検討を試行していくことにしました。

■ 当社グループのScope別CO2排出量（2019年度） 

Scope3
117,691千tCO2

Scope2
855千tCO2

CO2排出量
130,586
千tCO2

Scope1  12,041千tCO2

Scope1
12,041千tCO2

■ 各種事業バリューチェーンとCO2削減貢献例

原油生産

原材料生産

生産

石油・石油化学

ソーラーパネル製造

再生可能エネルギー発電

石炭

原油運搬

原材料運搬

運搬

原油精製

パネル製造

貯蔵

製品製造

製品輸送

製品貯蔵

パネル設置

消費・利用

製品運搬

発電 パネルリサイクル

消費・利用
例1 例2

例3

発電 送電 配電 消費・利用
例4

例5

例1

例2

例3

例4

例5

原油運搬船の運航効率化による燃料使用量削減
製油所での省エネ推進による燃料使用量削減
石炭ボイラ高効率燃焼システム導入による石炭使用量削減
再生可能エネルギー発電拡大による化石燃料発電抑制
ソーラーパネル製造・供給による再生可能エネルギー発電量拡大

バリューチェーンにおけるCO2削減貢献の例

※ 集計対象：出光興産本体および連結子会社
※ GHG排出量（CO2e）は、ESGデータ集（P.74）をご覧ください。

2019年の経営統合に伴い、旧両社のCO2排出実績の集計方法に関して、国内法定開示対象を超える部分で差異があることを認識しましたので、グローバルレベルの開示基準を
参考に集計方法の一部見直し拡充を実施致しました。
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CO2削減関連の目標値とモニタリング指標
CO2削減を考える際には、環境面への貢献だけでは不十分と認識してい

ます。環境貢献と同時に、将来の低炭素社会への移行を見据えた、より低炭
素なエネルギーを供給するという社会面への貢献、ならびに事業ポートフォリ
オの転換を図りつつ収益を上げ続けるという経済面への貢献、という観点も
重要だと考えています。
当社グループは、化石燃料事業と併せて、再生可能エネルギーや環境対

応商品の開発関連事業、社会課題解決に向けた研究を進めています。これら
の活動は、当社グループ事業のバリューチェーン全体を通じて、地球規模で
のCO2削減に貢献しています。今後、自社グループのCO2排出量削減と並
んで、本領域の重要性がさらに大きくなっていくと認識しています。
上記認識の下、当社グループでCO2削減を推進していくため 、2019年に

3つの指標を設定しました。
当社グループは、日本政府が2050年カーボンニュートラルを表明したこと

も踏まえ、より低炭素なエネルギー供給を目指し、CO2削減に貢献していき
ます。

※ バリューチェーン全体を通じたCO2削減貢献量 （社会動向を踏まえ、目安レベルを随時見直す予定）

本指標は目安値を現時点では定めておらず、社内指標として取り扱っております。
※ バリューチェーン全体を通じたCO2削減貢献量

（計算式）=
収益

CO2排出量（Scope1＋2＋3）－CO2削減貢献量※

指標 3 全社収益の炭素脱却度
（企業全体として排出している「CO2単位量当たりの収益レベル」をいかに引き上げているかを表す指標）

2019年度実績：▲0.8%

モニタリング指標

（計算式）=
CO2排出量（Scope1＋2＋3）－ CO2削減貢献量※

社会に供給しているエネルギー量

2050年目安：▲30%

（エネルギー企業として、社会に供給する「エネルギー単位量当たりのCO2発生量」をどれだけ低く抑制できるかを表す指標）
供給エネルギー低炭素度指標 2

CO2削減
（環境への貢献）

収益
（経済への貢献）

エネルギー供給
（社会への貢献）

当社グループ

指標2 指標3

指標 1

2019年度実績は、製油所・工場における省エネ活動が計画以上に
進んでおり、当社のCO2削減活動は目標に向けて順調に推移して
います（右図）。ただし、製油所の装置不具合による長期計画外停
止が発生したため、稼働低下に伴うCO2排出量分が自社努力分に
上乗せされ、減少が大きくなっています。

2019年度実績：▲130万 t-CO2（削減活動：▲19万 t、その他：▲111万 t）

CO2削減量
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Scope1+2 削減活動

目標ライン

■ Scope1+2 削減活動実績

（2017年比）
目標年のCO2排出量（Scope1＋2）－基準年のCO2排出量（Scope1＋2）（計算式）=

2030年目標値：▲200万 t-CO2

目標値

（製油所・事業所・工場などにおける省エネ活動の推進などにより、「Scope1＋2の排出量」をいかに削減できているか
を表す指標）

当社グループScope1＋2削減量指標 1
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● 石油ガス生産設備に直接接続する浮体式洋上風力発電設備の開発を開始
当社グループの出光スノーレ石油開発（株）はノルウェー現地法人出光ペトロリアムノルゲを通じ、権益を有するスノーレ油

田において、浮体式洋上風力発電導入の開発計画をノルウェー政府に提出し、同政府から承認を得ました。今後、2022年末
の運転開始に向け、2020年10月に浮体式洋上風力発電設備の建設を開始、その後ノルウェー西部のグレン（Gulen）地区で
組み立て、洋上設置作業を行う計画です。当開発計画は、ノルウェー西部ベルゲン市の沖合約200kmの位置に、定格8千
kWの浮体式洋上風力発電設備11基（計88千kW）からなる洋上ウィンドファーム（名称：Hywind Tampen floating 

wind farm）を建設し、石油ガス生産設備へ直接接続するというもので、世界初の試みです。
当社は今後も、先進的な技術を積極的に取り入れ、資源事業における環境負荷低減を推進していきます。

バリューチェーンを通じたCO2削減貢献
バリューチェーン全体を通じて、地球規模でのCO2削減に取り組んでいきたいと考えており、下記5つの領域において、今

後も事業活動を通じたCO2削減貢献を推進していきます。

① 省エネルギー・消費電力ゼロエミッション化の推進
② 環境配慮型商品・サービスの提供
③ 再生可能エネルギー発電の拡大
④ バイオマス燃料の供給拡大
⑤ 革新的技術の開発・社会実装

省エネルギー・消費電力ゼロエミッション化の推進

製油所・事業所・工場などからの直接・間接のCO2排出量削減を推進していきます。なお、主な製造現場では省エネ活動
の進捗管理や好事例の横展開を行う会議を毎月実施しています。

● 重油直接脱硫装置の効率化改造工事の実施
2020年5月に千葉事業所において、重油直接脱硫装置（RH装置）の効率化改造工事を実施しました。この工事はIMO（国

際海事機関）が定める船舶用燃料の低硫黄分規制へ対応を図るものです。

● 高効率ナフサ分解炉の建設
徳山事業所における高効率型ナフサ分解炉の導入に向け、現在建設を進めております（2020年度完成予定）。エチレン製

造装置内にある旧型のナフサ分解炉2基を停止し、新設する高効率ナフサ分解炉1基へ置き換えることにしました。高効率ナ
フサ分解炉は原料を短時間で熱分解することで、エチレンの得率を高め、熱効率を向上させます。これにより、従来の分解炉
によるエチレン生産時と比較し約30%の省エネルギー効果が発揮できます。

● 再生可能エネルギー由来電力の利用拡大
2020年度から国内の油槽所15拠点にて、当社グループである出光グリーンパワー（株）提供の再生可能エネルギー由来

電力（契約電力量2,200kW）を使用することとしました。

新規設備投資により、エネルギー消費量を削減

■ 高効率ナフサ分解炉の建設（徳山事業所）

Equinor社他との協働のプロジェクトに参画

■ 海上油田への再エネ電力供給イメージ図

©Equinor ASA
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再生可能エネルギー発電の拡大

当社グループはより低炭素なエネルギー供給を目指す
上で、2020年10月末現在で海外ではベトナムなどで、国
内では新潟、大分、神奈川、青森などの各地で太陽光・
地熱・バイオマス・風力の再生可能エネルギー発電所を
運営しています。これまで蓄積してきた運営ノウハウを基
盤として、2030年に向けて国内外で再生可能エネルギー
電源を大幅に拡大していきます。

0.2GW

風力

国内外における
再生可能エネルギー
総電源開発量（累計）

2019年 2030年

4GW
ソーラー

バイオマス

メガソーラー

地熱

バイオマス燃料の供給拡大

再生可能エネルギー発電と同様に、当社グ
ループはより低炭素なエネルギー供給を目指す
上でバイオマス燃料への取り組みを進めていま
す。具体的には、石炭火力発電所において、石
炭と混焼することでCO2排出削減が可能なバイ
オマス燃料であるブラックペレットの開発に取り
組んでいます。
ブラックペレットとは、木材を粉砕・乾燥して焙煎処理し半炭化したもので、従来のホワイトペレットに比べて耐水性・粉砕

性などに優れ、石炭と同様に取り扱うことができます。そのため、既存設備を改造せずに石炭の使用量を減らし、再生可能エ
ネルギー（ブラックペレット）の使用を増やすことができます。実際に、徳山事業所の石炭ボイラでブラックペレットの20%試
験混焼を達成しました。2020年には既設のタイのデモプラントに加えて新たにベトナムにサンプル製造用のプラントを建設し
ました。今後は、商業生産の開始に向け準備を進めていきます。
また、オーストラリアのエンシャム石炭鉱山の遊休地を活用し、植物「ソルガム」の植生試験およびそのブラックペレット化

試験を開始しました。今後、鉱山インフラを活用したバイオマス燃料輸出事業化に向けて検証を進めていく予定です。

石炭火力発電所

ブラックペレット 石炭

混焼

■ ベトナムで49.5MWのメガソーラー発電所を完工
■徳山事業所におけるバイオマス発電の事業化を決定
■米コロラド州で100MWの太陽光発電プロジェクトを開始
■米カリフォルニア州で50.5MWの太陽光発電プロジェクトを開始
■フィリピンで80.9MWの太陽光発電プロジェクトに参画
■秋田県小安における地熱発電プロジェクトの環境アセスメントを開始

2019年度の活動

■ EV化に対応する製品（高機能潤滑油、先進グリース）
■全固体リチウムイオン電池材料の開発
■高機能（超高効率など）次々世代ソーラーパネル
■先進グリース（食品機械など向けに木材パルプ由来のセルロースナノファイバーという生分解性を有する安全な材料を活用）

また、当社グループは以下のように、成長事業分野において環境配慮型商品の開発を進めています。

環境配慮型商品・サービスの提供

CO2排出量削減に貢献する商品やサービスの提供を通じて、当社グループだけでなく他社のCO2削減に貢献します。

● 太陽光パネルの製造・販売（累計出荷量6GW超）
当社グループのソーラーフロンティアでは、ソーラーパネルの生産・販売を行っており、2019年度末で累計出荷量が6GW

を超えました。この成果は、ソーラーフロンティアのCIS薄膜太陽電池が誇る、高温や影に強く実際の設置環境下における優
れた発電能力や、100%国内生産の品質、20年保証を含む安心のアフターサービスに対するお客さまからの信頼の証しです。

● 石炭ボイラ制御最適化システム（ULTY-V plusTM）の販売
日本郵船グループとボイラ制御最適化システム「ULTY-V plusTM」を共同開発しました。本システムの導入により石炭使

用量が約1%削減でき、その結果、お客さまの経済性の向上とCO2排出量の削減につながります。2019年3月には日本郵
船グループと折半出資で、郵船出光グリーンソリューションズ（株）を設立しました。今後は該社を核に提案販売に力を入れて
いく予定です。2020年度には、台湾プラスチック社（Formosa Plastics Corporation、本社：台湾 台北市）と、6基の納
入契約を締結しました。「ULTY-V plusTM」は国内では約100基の導入実績を有しますが、海外への納入決定は今回が初め
てとなります。

国内最大級の生産能力 最適運転制御により石炭使用量を削減

■ 国産ソーラーパネルの製造
（ソーラーフロンティア（株）国富工場）

■ 石炭ボイラ制御最適化システム（ULTY-V plusTM）販売
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気候変動対応の取り組み

気候変動適応に関する考え方
激甚化する自然災害に対して、地震・津波・高潮などさまざまな被害を想定し、リスクを抽出し、災害発生時の製油所・事

業所へのダメージの極小化と早期原状復旧が極めて重要です。当社は保安力強化として設備への投資でハード面を強化する
とともに、想定を超える災害に対しても減災対応の観点からソフト面の充実を図ることで、エネルギーの供給使命を今後も果
たしていきます。
昨今では、勢力を維持しつつ縦断する台風が多くなってきており、気候変動が一因ともいわれています。台風によってもた

らされる高潮は、沿岸地域に位置する製油所・事業所の浸水リスクを高めます。そこで当社では、今後想定されるうる最大級
の台風が製油所・事業所へ直接上陸するルートをシミュレーションし、高潮による浸水影響に関するリスク分析を実施していま
す。この分析結果を踏まえて、海水ポンプ室の浸水壁設置などのハード面での補強や防災対応マニュアルの充実によるソフト
面での減災対策などの検討を行っています。

革新的技術の開発・社会実装

気候変動問題に関する国際的枠組みであるパリ協定の目標達成のためには、技術面でのイノベーションが不可欠であり、
低炭素社会への移行に向けて、今後の技術革新が大きく期待されるCCS（Carbon dioxide Capture and Storage：
CO2回収・貯留）、CCU（Carbon dioxide Capture and Utilization：CO2回収・有効利用）、CO2フリー水素などに関
して、実証試験などを通じて、今後も実用化に積極的に取り組んでいきます。

■ 経団連「チャレンジ・ゼロ」への参画
当社は、一般社団法人 日本経済団体連合会（以下、経団連）が日本政府と連携し、気候変動対策の国際枠組み「パリ協定」が長期
的なゴールと位置付ける「脱炭素社会」の実現に向け、企業・団体がチャレンジするイノベーションのアクションを、国内外に力強く
発信し、後押ししていく新たなイニシアティブに参加しています。

■ CCS実証試験事業への協力
経済産業省、NEDO（新エネルギー・産業技術総合開発機構）が日本CCS調査（株）に委託して北海道苫小牧市で実施している
「CCS実証試験事業」に協力してきました。CCSとは、発電所などから出る排気ガスに含まれるCO2を大気に放出する前に回収し、
地中深くに圧入して封じ込める技術です。当社は2016年4月から実証試験事業で使用するCO2を含むガスを北海道製油所から供
給するなどの協力をしてきました。2019年11月22日に当初目標としていた累計CO2圧入量30万 tを達成しました。現在は圧入を
停止し、漏えいなどのモニタリングを行っている状況です。

■カーボンリサイクル技術ロードマップ検討会への参画
経済産業省が設置した「カーボンリサイクル技術ロードマップ検討会」に参画しました。当検討会は、カーボンリサイクルの技術開発
を効果的かつ迅速に進めていくことを目的に設置されました。なお、2019年6月にロードマップが取りまとめられました。

■ 水素サプライチェーン実証事業への協力
NEDOの助成により次世代水素エネルギーチェーン技術研究組合（AHEAD）が進めている、世界に先駆けた国際間の水素サプラ
イチェーン実証事業に協力しています。燃焼時にCO2を排出しない水素の大規模発電分野での活用の実現に貢献するものです。こ
の事業は、ブルネイ・ダルサラーム国から輸送される液体（メチルシクロヘキサン）から、当社グループの東亜石油（株）京浜製油
所敷地内にAHEADが新たに建設した実証プラントによって水素を分離
し、2020年から京浜製油所内で使用する計画です。東亜石油の火力発
電設備の燃料用途などに使用するものです。東亜石油敷地内での
AHEADによる脱水素プラントの建設への協力に加え、実証運転面（人
員派遣、用役供給、水素使用など）で協力を行っており、実際に2020年
4月から京浜製油所内で水素の使用が開始されています。

■ 中部圏水素利用協議会への参画
水素の利用推進に取り組む民間企業10社にて、中部圏における水素の
需要拡大と安定的な利用のためのサプライチェーンの構築を目指し、水
素の大規模利用の可能性を検討する協議会を立ち上げました。水素の導
入ポテンシャル、コストなどのフィジビリティ・スタディを実施しています。

■ 脱水素プラント完成予想図

経団連「チャレンジ・ゼロ」特設ウェブサイト https://www.challenge-zero.jp/jp/member/7
※ 当社のイノベーション事例をご覧いただけます。

■ 高潮被害の想定イメージ

低気圧
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■ 製油所高潮被害想定検討の前提となる台風経路想定
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