
ESGへの取り組み

気候変動への対応

当社グループは、経済と環境が調和した持続的発展が可能な
社会の構築に貢献するために、エネルギー使用の効率化などをは
じめとした事業活動による環境負荷の低減に取り組んでいます。
経営資源を適切に配分・活用し、地球温暖化などの環境問題

を解決するための先進的な取り組みを積極的に推進し、地球環境
の保護に努めています。全ての事業において地球規模および地
域の環境保全を重要な価値判断の基準と位置付ける環境保全の
方針（出光サステナビリティレポート2021 P.19）を定め、事業活
動を遂行しています。

当社グループは、従来、「安全・衛生・環境」を経営の基盤と
位置付けており、これらの確保・保全の取り組みを推進する「安
全環境本部」を設置しています。安全環境本部は、代表取締役社
長から委任を受けた保安・環境担当役員（取締役）が本部長を務
め、安全衛生環境に関わる最高責任者として本部を統括してい
ます。
本部の役割は、安全衛生環境に関わる中期計画や年度基本方

針・重点課題の決定、監査などを通じた実績の把握・評価、保安
マネジメントシステム、環境マネジメントシステム（出光サステナビ
リティレポート2021 P.20）の維持・見直し・改善ならびに各部門・
主要関係会社に対する継続的改善に必要な経営資源の確保の指

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確保
し企業としてのレジリエンスを高めるという経済面への貢献も重
要だと考えています。
こうした考えに立ち、当社グループでは次の３つの指標にて

CO2削減の取り組みを評価、管理する仕組みとしています。

【指標 1：CO2削減目標値】 … 環境への貢献
自社操業（Scope1+2）に伴うCO2排出量の削減

【指標 2：モニタリング指標】 … 社会への貢献　
Scope3も含めた、エネルギー供給単位当たりのCO2削減

【指標 3：モニタリング指標】 … 経済への貢献
Scope3も含めた、CO2排出量当たりの収益レベル

示などといったリスク管理となります。原則として年1回、12月
に開催する安全環境本部会議において、当社グループの次年度
基本方針などを決定します。
上記の中期計画や年度基本方針・重点課題の決定に当たって

は、前年度までの振り返りや安全衛生環境を巡る社会環境への
配慮などを踏まえて原案を作成します。この原案を本部会議で承
認し、その後本部長により決裁され、最終的に経営委員会へ報告
する仕組みとなっています。なお、経営委員会の指示・意見を反
映する場合は、本部長が再度決裁します。
なお、取締役会は業務執行側からの報告を受け、気候変動を
含む環境課題について監督を行います。

当社グループは、環境・社会と調和を図りながら、新たな価値
創造に挑戦していきます。持続的発展が可能な社会を実現する
ために、さまざまな自然資本（大気、水、土地など）に配慮しなが
ら、当社グループの事業価値も向上させていきます。その中で、
化石燃料を取り扱う企業としては、マテリアリティに掲げている通
り、特に気候変動に注目し、CO2削減の目標設定を行い、環境
負荷低減を進めていきます。

環境に関する考え方

環境マネジメント体制

CO2削減目標値（Scope1+2）と
モニタリング指標（対象Scope1、2、3）

自然資本に関する考え方

※ 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）

（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

（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

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います。

（計算式）=
収益

CO2排出量（Scope1＋2＋3※2）－CO2削減貢献量※1

（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）
全社収益の炭素脱却度指標 3

※1 バリューチェーン全体を通じたCO2削減貢献量
※2 Scope3：対象は「カテゴリ11　販売した製品の使用により排出されるCO2」

2050年度目安 ：▲30％（2017年度比）

2020年度実績 ：+0.2％（2017年度比）

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

2030年度目標値 ：▲400万 tCO2（2017年度比）

（計算式）=目標年度のCO2排出量（Scope1＋2）－基準年度のCO2排出量（Scope1＋2）
範囲 ：「本体 ＋ 連結会社」に「グループ関係会社」を含む

2020年度は、2017年度比、エネルギーの構成比率の変化により、+0.2％となりました。

2020年度は、製油所・工場における省エネ活動による削減
量が▲30万ｔ、需給計画減少要因による製油所稼働低下に
伴うCO2排出削減量が▲106万 tとなりました。

2020年度実績 ：▲136万 tCO2（2017年度比）

当社は、2050年までに、自社操業に伴う排出量
（Scope1＋2）のカーボンニュートラル（=CO2排出量
ネットゼロ）を目指すこととし、その通過点として、
2030年度までのCO2排出削減目標を関係会社を含
む当社グループ全体を対象範囲に広げ、400万ｔにし
ました。化石燃料を主に取り扱う当社においてCO2削
減は最重要課題との認識の下、目標達成に向けて取り
組んでいきます。

CO2削減目標値（Scope1+2）

モニタリング指標（対象Scope1、2、3）

■ CO2削減量（Scope1+2）
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指標 1

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、
CO2排出量のもたらす経済的インパクトを算定の上、参考情報と
して投資判断の材料としています。

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
と考えています。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、

インターナルカーボンプライシング

環境
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慮型の商品や素材の需要も高まります。社会のニーズに合う製品
を開発し販売していくことで、当社グループ全体での収益拡大を
果たし、低炭素社会に適応することで、事業ポートフォリオの変革
を実現していきます（将来に向けた事業ポートフォリオ転換P.20
参照）。
炭素税については導入の検討が進むことが想定されます。当

社は2050年のカーボンニュートラルの中間地点として2030年
に400万 tCO2を削減目標として掲げており、着実にCO2排出
量削減を実行していきます。また、当社はCO2の排出を抑制する
だけでなく、有効活用する技術を開発しています。CO2の炭酸
塩化やカーボンリサイクル技術により、自社のみならず社会全体
でのCO2排出量削減への貢献に取り組みます。

ESGへの取り組み

領域 TCFD提言 当社の開示 掲載ページ

ガバナンス

①  気候関連のリスクと機会についての、取締役会による
監視体制を説明する。

■気候変動関連のガバナンス体制 P.67

②  気候関連のリスクと機会を評価・管理する上での経営
の役割を説明する。

■気候変動関連のガバナンス体制 P.67

戦略

①  組織が識別した、短期・中期・長期の気候関連のリス
クと機会を説明する。

■リスクおよび機会の認識
■リスクと機会に対する対応 P.15,70

②  気候関連のリスクと機会が組織のビジネス戦略および
財務計画に及ぼす影響を説明する。

■リスクおよび機会の認識
■リスクと機会に対する対応 P.15,70

③  2℃以下シナリオを含む、さまざまな気候関連シナリオ
に基づく検討を踏まえて、組織の戦略のレジリエンスに
ついて説明する。

■シナリオ分析
■事業ポートフォリオの変革 P.15,16,20

リスク管理

①  組織が気候関連リスクを識別および評価するプロセス
を説明する。

■  気候変動関連リスクの評価プロセス
（各拠点、安全環境本部での評価） P.70

②  組織が気候関連リスクを管理するプロセスを説明する。
■  気候変動関連リスクの評価プロセス
（経営委員会への報告と評価） P.70

③  組織が気候関連リスクを識別・評価・管理するプロセ
スが、組織の総合的リスク管理にどのように統合されて
いるかについて説明する。

■   気候変動関連リスクの評価プロセス P.70

指標と目標

①  組織が、自らの戦略とリスク管理プロセスに即して、気
候関連のリスクと機会を評価するために用いる指標を
開示する。

■  GHG排出量削減目標、原単位指標 P.67,68

②  Scope1、Scope2および組織に当てはまる場合は
Scope3のGHG排出量と関連リスクについて説明
する。

■  GHG排出量削減目標、原単位指標
■  リスクおよび機会の認識 P.67,70

③  組織が気候関連リスクと機会を管理するために用いる
目標、および目標に対する実績を開示する。

■  GHG排出量削減目標、原単位指標
■  GHG排出量削減の実績 P.68

当社は、2020年2月14日に、気候関連財務情報開示タスク
フォース（Task Force on Climate-related Financial Disclosures、
以下TCFD）提言に賛同し、署名しました。

当社グループはTCFD提言に沿った形で情報開示を行ってい
ます。情報開示のフレームワークを通じて事業における気候変動
のリスクと機会を的確に捉え、ステークホルダーへの情報開示を
積極的に行っていきます。

「気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）」提言への賛同署名

当社の気候変動関連の情報開示

パリ協定の達成を目指す社会においては、当社の主力とする燃
料油事業の需要減退は避けられない環境と認識します。当社は
燃料油事業について、供給エネルギーの低炭素化を進めながら
今後もエネルギーの需要に対する供給を行っていきますが、燃料
油事業における競争力強化を推進し、今後も収益を上げられる体
質づくりを進めていきます。
一方で燃料油需要の減退に対して、再生可能エネルギーは需
要が拡大するという機会が存在します。当社は多岐にわたる再生
可能エネルギーのメニューを持つ企業としてこの機会を捉えるこ
とが可能であり、国内外で電源を開発し収益の拡大を図っていき
ます。また脱炭素社会の進展に向けては、バイオマス燃料やアン
モニア、水素、ブラックペレットなどの新エネルギー、さらには拡
大するEV需要に呼応するグリースや固体電解質のほか、環境配

区分 内容
時間軸※

当社の対策
短期 中期 長期

移行リスク

■   脱炭素社会に向けた化石燃料需要の減少 ● ● ●
収益力確保のための体質強化、低炭素ソリュー
ションへのシフト

■   技術革新に伴うエネルギー価格、資源価格の
低下

● ● サプライチェーン全体の競争力強化

■   政府による炭素税の導入 ● ● 政策動向の注視、炭素価格の社内検討

■   石炭事業に対する規制、ダイベストメントの可
能性

● ●
鉱山生産規模縮小、バイオマス混焼技術の開発と
実用化

■   炭素排出の多い企業に対するブランドイメージ
の低下

● ● ステークホルダーとのエンゲージメント強化

物理的リスク

■   自然災害や海面上昇による沿岸拠点の被害、
操業への影響

● ● ● 装置保全の計画的な強化、計器室移転等の対応

■   異常降水などによるローリー輸送、台風の頻発
などによる海上輸送への影響

● ● ● 供給維持に向けたサプライチェーン強靭化

機会

■   カーボンニュートラル社会の到来 ● ● ● 製油所の「CNXセンター」化、炭素活用技術の開発

■   再生可能エネルギーの需要拡大 ● ● ●
国内外での多岐にわたる再生可能エネルギー電源
の開発

■   バイオマス燃料の需要拡大 ● ● ● ブラックペレットの開発と実用化

■   アンモニア混焼の技術進展、需要拡大 ● ● ● アンモニアサプライチェーンの構築

■   省エネルギーに貢献する製品、素材の需要拡大 ● ● ● 次世代素材の開発、固体電解質の事業化

■   電気自動車のシェア拡大、電動航空機、電気推
進船舶の実用化

● ● ● 超小型EVへの参画、EV向け潤滑油の開発

■   分散型エネルギーシステムの進化、需要拡大 ● ● ● VPP制御サービスの開発、事業参入

■   地域社会へのエネルギー安定供給 ● ● ● スマートよろずや構想、SSネットワーク活用

気候変動への対応

気候変動に関するリスクについては安全環境本部と経営企画
部門にて総括し、経営委員会に報告しています。経営委員会の中
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
報告される仕組みとしています。

また事業部の活動における気候関連リスクは各部門が定期的
に実施している自己診断のチェックシートで把握されており、内部
監査による確認と併せて総合的なリスク管理を行っています。

リスク管理

※ 短期１年未満、中期１－５年、長期５年以上
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ESGへの取り組み

循環型社会への取り組み 水・生物多様性の取り組み

（酸化電極）ガス拡散電極

酸素

CO2

化学品や
燃料の原料
（合成ガス） 再生可能エネルギー

大量消費 高付加価値化

CO2

炭酸塩

カルシウムなどを
多く含む
産業廃棄物

炭酸
塩化

カルシウム
イオン

ではありませんが、グループ全体に占める取水量比率は98%と
なっています。このように水の取り扱いのほとんどが国内である
ことから、まずは国内における資源の効率的な利用目的から、水
資源の循環利用を通じて水使用量の削減を行っています。
当社は、日本以外の必ずしも水資源が潤沢ではない国や地域

においても、事業を展開しています。世界における水資源の問題
は深刻化しており、20億人以上の人類が安全な飲み水を得るこ
とができない状況にあるといわれています。このような現状を認
識し、海外に目を向けた取り組みも開始しました。
現時点では、水ストレス高地域での事業展開はないものの、水

という貴重な資源を最大有効活用をするため、最大使用地域で
ある日本において、使用量低減の取り組みを進めています。

生物多様性保全に取り組んでいます。当社グループは、一般社
団法人日本経済団体連合会（経団連）の生物多様性宣言に賛同
し、事業活動と生物多様性との関係性（影響要素）を認識して生
物多様性保全に取り組んでいます。

当社グループは、これまでの大量生産、大量消費、大量廃棄
の社会を変革するとともに、天然資源の消費を抑制し、環境への
負荷を可能な限り低減する社会を形成することが、循環型社会実
現の目的と考えています。

再生可能な資源は、その再生能力の範囲内で消費し、再生能
力のない資源については、最大限有効な形で消費するとともに、
長期時間軸では使用を抑制しつつ、再生可能な別の資源へシフト
していけるよう、さまざまな取り組みを推進しています。

水リスクについては、グループ全社のリスクマネジメント体制に
おいて、事業を取り巻く外部環境の変化によるリスクや自然災害・
事故などによるリスク、気候変動・環境規制に関するリスクの一
部として管理されています。
環境においては「環境保全の方針」の下で汚染防止、資源の有
効利用、生物多様性の維持などの観点から国や自治体の定める
基準を下回るよう目標を定め排水処理を行うことなどを環境マネ
ジメントシステムに組み入れて実践しています。
特に水資源利用については地球規模での把握に努め、世界資
源研究所（WRI）AQUEDUCT情報を参考に、事業拠点の水スト
レス地域の確認を行っています。
国内に拠点を置く6つの事業所・製油所は、水ストレス高地域

地球上には多種多様な生物が生息しており、それら生物が複
雑に絡み合って生態系を形成することで、さまざまな外的変化を
吸収し、元の状態に戻す復元機能が備わっているといわれていま
す。当社グループは、生物多様性条約の目的達成を目指すととも
に「環境保全の方針」のもと、この生態系を次世代に引き継ぎ多
様な生物が生息し続けられる環境を維持し、回復することが、企
業の果たすべき重要な使命と認識し、地域との連携を築きながら

生物多様性保全の取り組みは 、 当該地域の自然との共生とい
う観点から当社単独ではなく 、 当該地域コミュニティ関係者と連
携して取り組みを進めていくことが重要だと認識しています。

製油所は当社グループの事業活動の中でも大量の水を使用す
る拠点であるため、製油所における水使用量削減に取り組んで
います。製油所では石油精製の過程で、プロセス流体の冷却用
に一定量の水（海水・淡水）が必要です。冷却用に使用した淡水
（温水）は、空冷式の冷却器に循環させ冷却することにより、再度、
プロセス流体の冷却水として使用することで、自然環境への負荷
低減に努めています。
水を使用する事業者として、これからもより一層の水資源のリ

サイクルに努めていきます。

当社グループは、各部室で保有している技術をもとに、再生可
能な資源をできる限り再利用し、事業サプライチェーンの中に取
り込むことで、持続可能なサーキュラービジネスの実現を目指す
検討を社内横断的に進めています。

具体的には、プラスチックリサイクル、ソーラーパネルリサイク
ルに取り組んでいます。また長期的視点ではCO2を資源として取
り扱うカーボンリサイクルの取り組みを行っています。

2020～2023年度の4年間において、NEDOの共同研究事
業として採択されました。2030年以降予測される使用済み太陽
電池モジュールの大量廃棄に対する施策として取り組みを行う
CIS薄膜太陽電池パネルのリサイクル処理技術は、素材別に分
離・回収することが特徴であり、電池部分に含まれるインジウム、
セレンなどのレアメタル（希少金属）を90%以上回収できること

を確認しています。この処理技術を応用し、結晶シリコン系ソー
ラーパネルのリサイクルにも取り組んでいきます。今後は、ソー
ラーフロンティア（株）の太陽電池工場内に実証プラントを構築し、
2023年度までには目標としたリサイクル技術を連続運転にて実
証する予定です。

当社は、宇部興産（株）、日揮ホールディングス（株）、日揮（株）、
複数の大学の参画の下、産学協働の取り組みとして、カルシウム
などを多く含む産業廃棄物を活用し、火力発電所や工場から排出
されるCO2を資源へ転換する新技術開発を目指す「CCSU
（Carbon dioxide Capture and Storage with Utilization）研
究会」を2019年に設立しました。国が地球温暖化対策として
CO2回収などの技術開発を推進する中、カルシウムなどを多く含
む産業廃棄物を活用し、CO2と反応させて炭酸塩化および高付
加価値化するという新たな技術開発に取り組んでいます。

当社はこれまでに、独自開発した触媒を使ったガス拡散電極を
用いて、水とCO2からの合成燃料や化学品の重要原料である合
成ガス（水素と一酸化炭素）の合成に成功しています。従来、
CO2を一度水に溶かした状態で反応させる方式が多かった中、
CO2をガスのまま直接反応させることができるガス拡散電極を採
用したことが特徴です。このガス拡散電極を用いたCO2資源化
技術において、電極触媒の高性能化・低コスト化・長寿命化な
どにより、CO2処理能力をさらに高める開発を進めています。

循環型社会に関する考え方 水資源利用に関する考え方

生物多様性保全の考え方

生物多様性保全における地域コミュ二ティとの連携

● 炭酸塩化 ● CO2資源化

製油所・事業所における水の循環利用の強化

具体的な取り組み事例

ソーラーパネルリサイクル

カーボンリサイクル

単位 2020年度

工業用水　取水量 千 t 82,074

リサイクル率 % 94

※ 集計対象：出光興産および連結子会社

工業用水のリサイクル

自然観察会（愛知製油所）
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