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環境に関する考え方
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の積極的な推進と、全従

業員に対し適切な教育や啓発活動を行うことによる環境意識向上を図り、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かつ優先すべき価値判断の基準とする方針を定めて、事業活

動を遂行しています。

環境マネジメント体制
安全環境本部

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、安全環境本部長、安全環境副本部長、事業所を主管する部室長ならびに、
その他安全環境本部長が指名する者と事務局で構成されています。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安全環境・品質保証部が事務局を務めて
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、

環境マネジメントシステム（P.20）の維持・見直し・改善ならびに各部室・主要関係会社に対する継続的改善に必要な経営資
源の確保の指示などです。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、事務局が前年度までの振り返りや安全衛生環境を巡る

社会情勢への配慮などを踏まえて原案を作成します。この原案を各部室・主要関係会社の課長職をメンバーとする安全環境
担当役職会議で審議し、本部会議で承認します。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
なっており、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。

環境保全の方針
1.  漏洩、汚染の予防に努め、環境保全に貢献する。
2.  地球温暖化防止に積極的に貢献し、事業活動で排出する温室効果ガスの削減に努める。
3.  全ての業務で、資源の有効利用を図る。
4.  資材、工事、サービスなどの購入に際してグリーン調達を推進する。
5.  生物多様性の重要性を認識し、その維持に積極的に貢献する。
6.  より良い環境を作り出す技術、商品の開発・普及に努める。
7.  年度基本方針を踏まえて環境目標を設定し、自組織内外の力を結集して、その達成に努める。
8.  環境パフォーマンスを向上させるため、環境マネジメントシステムの継続的な改善を図る。
9.  積極的な環境情報の開示により、社外とのコミュニケーションを促進し、企業の信頼性確保と企業価値の向上に努める。

■ コーポレートガバナンス体制の中の安全環境本部の位置付けと安全・環境マネジメント体制

製油所・事業所 油槽所・SS 関係会社

業務執行

安全環境本部

主要関係会社

報告 監督・選任／解任

報告 監督・指示

報告 監督・指示

報告 監督・指示

取締役会

社長

各部室・関係会社

各種委員会

リスク経営委員会 経営委員会

報告

監督・指示

本部長

事務局

保安・環境担当役員

メンバー 各部室長

安全環境・品質保証部

各部室 主要関係会社

安全環境担当役職会議
安全環境本部

品質保証本部

環境マネジメントの詳細と環境ポリシー

担当役員メッセージ

環境においては、気候変動、海洋プラスチックごみ、生物多様性の喪失等地球規模
の環境問題がステークホルダーの高い関心事になっています。当社グループでもさまざ
まな取り組みを進めていますが、その中でも現時点での最優先課題は、エネルギーの安
定供給という使命を果たしながら、CO2排出量を削減していくことと認識しております。
このため、ESG経営先進企業を目指す当社グループは、2021年5月に中期経営計

画の見直しを行い、2050年カーボンニュートラルへの挑戦、および、2030年について
は、その通過点として2017年度比当社主要グループの自社操業に伴うScope1＋2

の排出量を400万 t削減する目標を設定しました。また、Scope1＋2のCO2排出量削
減はもちろんのこと、お客さまのニーズを的確に把握しながら、バリューチェーン全体
でのCO2排出量（Scope3）削減にも取り組んでまいります。
同時に、足元における環境汚染の防止、コンプライアンスの徹底に関しても継続し

て取り組み、当社グループの環境負荷およびリスク低減を図っていきます。
安全環境本部は、このような当社グループが直面する環境課題に対し、環境監査、

環境データの収集・管理、社員への環境意識の浸透・向上、および、情報開示を通じて、
解決を図っています。

取締役常務執行役員
安全環境本部長

酒井　則明
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環境マネジメントの詳細と環境ポリシー

環境マネジメントシステム
当社グループの環境マネジメントシステム

は、右図記載のように、安全環境本部を軸と
したグループ全体の大きなPDCAサイクルと、
各事業部門のPDCAサイクルを組み合わせた
形で運用しています。
安全環境本部で全社の環境中期計画を策

定し、それを年度基本方針・重点課題に落と
し込み、その方針に基づいて、各事業部室に
おいて行動計画を策定します。
各事業部門は、行動計画に基づき事業活動

を遂行し、定期的にそれら活動の評価・レ
ビューを行うことで改善点を洗い出し、次年度
の行動計画につなげるというPDCAサイクル
を回しています。安全環境本部事務局におい
ても、グループ全体の環境マネジメントシステ
ムの運用に関して、各年で評価・レビューを行
い、必要な改善点については、事業部室のレ
ビューと同じタイミングで安全環境本部会議
にて共有し、継続的な改善に結び付けていま
す。なお、当社グループ内の事業部門、関係
会社では、計34件（国内21件、海外13件）の
ISO14001の認証を取得しています。（2021

年6月30日時点）

安全環境監査
各部室・主要関係会社の活動を確認・促進させるため、当社の製油所・事業所においては、事務局が安全環境監査を年1

回実施しています。他拠点については、事業所の安全環境リスク、安全環境管理の状況を考慮して頻度を決定し、安全環境
監査を実施しています。監査により安全環境上の改善点が見つかった場合には、事務局は1件ごとに対応計画決定からその
完了までをフォローしています。また、安全環境本部長または経営層が現場に出向いて行う安全環境指導・安全環境巡回を
実施しています。特に、当社の製油所・事業所においては、安全環境本部長が安全環境指導・安全環境巡回を年1回実施し
ています。
※ 2020年度は11事業所に対して監査を実施しています。実施状況については、P.67に掲載しています。

環境コンプライアンス（環境異常件数）
2020年の環境異常の発生は、当社グループ事業所で発生した以下の3件でした。なお、環境事故には分類されない軽微

な案件に関しても捕捉し、原因を追及して再発を防止し、より確実な環境保全に努めていきます。

※ 環境異常
 環境法令（条例・協定含む）に定められている規制基準に適合しない場合で以下に該当する事例
 ア．環境関連法規等で「事故時の措置」が必要と判断された事象
 イ．行政機関から行政処分や指導、勧告を受け、是正のための報告書等を行政機関に提出した場合
 ウ．当社に原因がある事象に対して、近隣住民等の身体・生命・財産等に被害が生じ、賠償した場合

環境教育・啓発活動
安全環境本部体制の下、グループ全体を対象とした環境教育を実施しています。また、環境省の推進する環境月間に合わ

せた環境保全の啓発活動を行っています。2020年6月にはグループ全体で「気候変動」をテーマとして、環境啓発資料の配
布と環境クイズを実施し、社員の環境意識向上に努めています。

■ 2019年清掃活動（お台場海浜公園）

■ 環境マネジメントPDCAサイクル環境マネジメントPDCAサイクル W86×H50

中期計画本部

年度基本方針・重点課題

事業部門

P

D

行動計画

評価

実行

安全環境本部事務局

D 年度レビュー
A

P

C

本部監査
C

本部確認
P

本部

次年度基本方針・重点課題本部

本部
A

全体レビュー・改善点抽出

評価

行動計画

年度レビュー 実行

D

■フロン使用機器を未処理のまま廃棄
■ダクトのつなぎ目の隙間による排気漏れ
■ SOx排出量規制値超過

※ 2021年6月時点

主な環境教育・啓発活動

年度 2019 2020 2021

啓発

「海洋ゴミ問題」について知ろう 「気候変動」について知ろう 「カーボンニュートラル」について知ろう

■ 啓発資料の配布
■ 環境クイズの実施

■ 啓発資料の配布
■ 環境クイズの実施

■ 啓発資料の配布
■ 環境クイズの実施
■ 安全環境本部長インタビューのグルー
プ報への掲載

活動
海浜の清掃活動 東京湾環境一斉調査 環境講演会（カーボンニュートラルとは）

ライトダウンキャンペーン ― ―

研修 環境管理能力向上研修（54名） 環境管理能力向上研修（265名） 環境管理能力向上研修（79名）※
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出光グループの事業活動における資源投入・環境負荷の状況

活動

集計対象範囲： 
出光興産本体および連結子会社

集計対象範囲：出光興産本体および連結子会社

①原料・エネルギー生産　　　　

②原料・エネルギー輸送　　　　

③製造　　　　

④製品輸送・販売

資源の投入

環境への負荷

※ 廃棄物集計対象範囲：
 ③製造（北海道製油所・千葉事業所・愛知製油所・徳山事業所・
東亜石油川崎製油所、昭和石油四日市製油所）

■ 廃棄物最終処分量  
　38t

②1.2%
④0.1%

③95.6%

①3.1%

■ CO2排出量 

13,022千tCO2

②6.3%
④0.0%

③86.3%

①7.4%

■ SOx排出量

7,886t ②31.2%

③54.9%

④0.0%
①13.9%

②1.2%
④0.2%

③95.3%

①3.3%

■ エネルギー
　消費量 

4,916千kL
（原油換算）

②0.0%
④0.1%

③99.2%

①0.7%

■ 水資源取水量 

1,467,310千 t

■ NOx排出量 

13,980t

Scope別CO2排出量 事業活動別Scope1+2排出比率 事業活動別大気汚染物質排出比率            

Scope3（カテゴリ11）
108,187千tCO2

Scope2
829千tCO2

Scope1  12,041千tCO2

Scope1
12,193千tCO2

※ GHG排出量（CO2e）は、ESGデータ集（P.94）をご覧ください。

Input

Output

⑤ 製品の消費
① 原料・エネルギー生産 ④ 製品輸送・販売③ 製造② 原料・エネルギー輸送

ここで表現している活動は、当社の事業セグメント※の全てが含まれます。
※ 燃料油セグメント、基礎化学品セグメント、高機能材セグメント、電力・再生可能エネルギーセグメント、資源セグメント

③製品製造③原油精製②原油運搬①原油生産 ⑤消費・利用石油・石油化学
（燃料油セグメント、基礎化学品セグメント）

④製品運搬④製品貯蔵

②運搬①生産 ⑤消費・利用石炭
（資源セグメント）

④貯蔵

⑤発電③パネル製造②原材料運搬①原材料生産ソーラーパネル製造
（電力・再生可能エネルギーセグメント）

④パネル設置④製品輸送

③発電 ④配電④送電 ⑤消費・利用再生可能エネルギー発電
（電力・再生可能エネルギーセグメント）

※ 各バリューチェーンの番号（①～⑤）は、上記の「活動」にひも付いています。

■ CO2排出量 

121,209千tCO2

■ 主な事業におけるバリューチェーン（イメージ）
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TCFD対応

「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。

当社の気候変動関連の情報開示

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。

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.12、19、85

② 気候関連のリスクと機会を評価・管理するうえでの経営の役
割を説明する。

■ 気候変動関連のガバナンス体制 P.19

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.23

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.23

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. 6、7、9

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.23

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.23

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.23

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.23、25

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.25

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.25

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うえで、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。

気候変動対応の取り組み
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リスクと機会 
P.7の2050年に向けた長期事業環境想定に基づき、気候変動に係るリスクと機会の検討を実施し、財務への影響を把握

し、下表の通り整理しました。

当社の戦略
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ていま

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、今後も収益をあ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。（P.6～9参照）
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

年度に400万 tCO2を削減目標として掲げており、着実にCO2排出削減を実行していきます。また、当社は炭素の排出を抑制
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
会全体での炭素排出量削減への貢献に取り組みます。

気候変動対応の取り組み

内部炭素価格（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、更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
て内部炭素価格（ICP：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参考情報と
した投資検討を行っています。

リスク管理
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室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合わせて総合的なリスク管理を行っています。

区分 評価対象
時間軸※１

対応・取り組み
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※2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、EV機、EV船の実用化 ● ● ● 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

※1 短期1年未満、中期1-5年、長期5年以上
※2 CNX（Carbon Neutral Transformation）
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2050年カーボンニュートラルへの挑戦

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）を目指します。

カーボンニュートラルへの取り組み

カーボンニュートラル社会実現に向けた取り組み

カーボンニュートラル社会の実現に向け、お客さま・社会が必要とするエネルギー・素材の供給を、既存事業領域の強化拡
大と新規事業領域の早期確立の両面から進めます。並行して製油所・事業所を下記6つの機能を備えた新たな拠点（低炭素・
資源循環エネルギーハブ）と位置付けるCNX※構想の具現化に向けたアクションを推進します。
※Carbon Neutral Transformation 

推進体制
2021年7月にカーボンニュートラル対応を主導する「技術・CNX戦略部」を立ち上げました。技術・CNX戦略部は、経営

企画、安全環境、サステナビリティ戦略の各部門と連携し、カーボンニュートラル達成に向けた取り組みや進捗のモニタリング、
および経営層による議論、取締役会への報告を総括しています。

2017年

CO2排出量 /除去量

2030年 2040年 2050年
CO2吸収

0

排出量

除去量

当社取り組み 6分野

既存事業領域 新規事業領域

地域、環境との共創で、カーボンニュートラルな循環型社会を創造する。

CNX構想
製油所・事業所を以下6つの機能を有した
低炭素・資源循環エネルギーハブへ
転換

省エネ・消費電力のゼロエミ化

環境配慮型商品・サービスの提供

再生可能エネルギー発電の拡大

バイオマス燃料の供給拡大

サーキュラービジネスの拡大

革新的技術の開発・社会実装

カーボンニュートラルに向けたトランジションプラン
カーボンニュートラル実現に向けて、当社は、「リサイクル」「非石油資源活用」「石油事業変革」の切り口で、以下に示すトラ

ンジションプランを描いております。
これら取り組みについては、地域および他社との連携、有識者および国からのサポートを受けながら、活動を展開しています。

コンビナート全体での「CNXセンター」化

実現に向けてカギとなるのは、コンビナート
全体での「CNXセンター」化です。つまり、エ
ネルギー製造拠点として長年操業してきた製油
所を、カーボンニュートラル実現のための拠点
に生まれ変わらせるということです。
当社グループの製油所、事業所の従業員は、

安全操業のノウハウを持ち、危険物取り扱いの
プロフェッショナルとして、長年、地域と共に歩
んできました。
また、製油所、事業所の広大な敷地、大型船

が着桟できる桟橋、タンク群などのユーティリティーは、バイオ燃料基地、水素・アンモニアの製造・貯蔵基地、廃プラスチッ
クのリサイクル等、「CNXセンター」として生まれ変わるポテンシャルを有しています。
さらに、リチウム電池材料の製造基地、太陽光パネルのリサイクル基地としての活用も見込まれます。この強みを再認識し

ながら、コンビナート全体でのCNXセンター化を進めます。
2050年に向けてのエネルギー・マテリアルトランジションの実現により、コンビナートを起点としたカーボンニュートラルの

ライフスタイルをイメージし、取り組みを行っています。

～技術確立期～　2030

廃プラスチック油化

国際循環社会確立
廃棄物系油脂

  排ガス転換技術
（エタノール）

  地域焼却センター

SAF※

副生水素
アンモニア

製油所地域連携 高付加価値事業展開

バイオ
プラスチック

バイオエタノール輸入基地
バイオエタノール海外製造

水素・アンモニア
サプライチェーン構築

～資源確保期～　2040 ～拡大期～　　2050

リ
サ
イ
ク
ル

非
石
油

資
源
活
用

石
油
事
業

変
革

熱資源回収

廃プラスチック油化

廃棄物系原料

CO2リサイクル

水素・アンモニア発電所

SAF事業拡大

原油精製シフト

バイオプラスチック 

CO2
ネットゼロ

■ 当社が描く「CNXセンター」化構想イメージ

気候変動対応の取り組み

※SAF：持続可能な航空燃料
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気候変動対応の取り組み

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（P.21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。

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

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

CO2削減目標値（Scope1＋2）

目標年度のCO2排出量（Scope1＋2）－基準年度のCO2排出量（Scope1＋2）（計算式）=

2030年目標値：▲400万 tCO2（2017年度比）　範囲：「本体＋連結子会社」に「グループ関係会社」を含む

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。

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。

2020年度実績：▲136万 tCO2（2017年度比） ■ CO2削減量（Scope1＋2）
（万 tCO2）

400

136

30

129

2018 2019 2020（年度）

目標ライン

0

50

100

150

200

CO2削減目標値（Scope1＋2）指標 1

 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

 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

 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

指標 1

指標 2

指標 3

※ 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）

2020年度実績：＋0.2%（2017年度比）

モニタリング指標（対象Scope1、2、3）

（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年度目安：▲30%（2017年度比）

（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おります。
※1 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※2）－CO2削減貢献量※1

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）

※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」

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

■ 各種事業バリューチェーンとCO2削減貢献例

原油生産石油・石油化学 原油運搬 原油精製 製品製造 製品貯蔵 製品運搬 消費・利用
例1 例2

生産石炭 運搬 貯蔵 消費・利用
例3

再生可能エネルギー発電 発電 送電 配電 消費・利用
例4

原材料生産ソーラーパネル製造 原材料運搬 パネル製造 製品輸送 パネル設置 発電 パネルリサイクル
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
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気候変動対応の取り組み

水素・アンモニアサプライチェーン構築への取り組み

日本政府が2050年カーボンニュートラルの実現を宣言する中、その具体策の一つとして水素・アンモニアによる水素キャリ
ア・チェーン実現に向けた官民による取り組みが加速しています。当社は、2020年度、国土交通省のカーボンニュートラルポー
ト検討会に徳山事業所やグループ製油所が参画するなど、水素・アンモニアサプライチェーン構築に向けた検討を進めるとと
もに、海外からのブルー・グリーンアンモニア調達に向けた他社との協業を検討してきました。中でも徳山事業所は2014年
に原油精製設備を停止し、石油化学原料の製造拠点として石油精製事業からの転換をいち早く完遂しました。2021年2月に
は従来比約30％の省エネルギー効果を発揮できる高効率ナフサ分解炉の稼働を開始し、さらに2022年稼働予定のバイオマ
ス発電所の建設等、脱炭素に向けた取り組みを加速させています。これらの取り組みは、石油精製事業で従来使用していたイ
ンフラを活用することで、効率的に実現しています。
また、当社は、（株）IHIと、当社徳山事業所においてアンモニアサプライチェーン構築に向けた検討に共同で取り組んでお

ります。徳山事業所の貯蔵施設・石油化学装置などの既存設備を活用し、同事業所のアンモニア輸入基地化、既設ナフサ分
解炉等でのアンモニア混焼実証を検討しています。また、今後、海外からのブルー・グリーンアンモニアの輸入、コンビナート
他近隣事業所へのアンモニア供給を検討します。
両社の強みを生かして、世界的にも先進的なアンモニアサプライチェーンを早期に実現することで、カーボンニュートラル社

会の実現に貢献してまいります。

■ アンモニアサプライチェーンの概要

輸送製造

原料調達

販売

自社利用貯蔵

アンモニア水素

バリューチェーン全体でのCO2排出量の削減

バイオマスやCO2フリーアンモニア／水素等の原料比率を大幅に引き上げることにより、製油所を低炭素・資源循環エネ
ルギーハブ（中心拠点）へと転換していくことを目指します。
自社操業に伴うScope1+2のCO2排出量削減はもちろんのこと、お客さまのニーズを的確に把握しながら、バリューチェー

ン全体でのCO2排出量（Scope3）削減にも取り組み、SDGsの7番目にある、「エネルギーをみんなに　そしてクリーンに」
という難題へ正面から挑戦していきます。

生産 輸送 貯蔵 製造 貯蔵 利用

再生可能エネルギー
電力利用

低炭素・資源循環
エネルギーハブ

原油

バイオマス原料 /燃料

アンモニア/水素 既存アセット

CO2吸収

廃プラスチック

自社の排出量※ お客さまの排出量

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7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. バリューチェーン全体でのCO2排出量の削減
2. 省エネルギー・消費電力ゼロエミッション化の推進
3. 環境配慮型商品・サービスの提供
4. 再生可能エネルギー発電の拡大

5. バイオマス燃料の供給拡大
6. 再生可能エネルギー拡大に向けた他社との協働
7. 革新的技術の開発・社会実装

※ バリューチェーン上の自社排出量
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気候変動対応の取り組み

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。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、海中部分に
当たるスパーの建設が完了しました。今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。

芳香族製造装置（パラキシレン装置）高性能吸着剤による省エネ

千葉事業所ではパラキシレン装置で使用する吸着剤を、2021年度定期修理にて高性能品へ更新します。本吸着剤は芳香
族留分のうち付加価値の高いパラキシレンのみを選択的に吸着分離するものです。
新吸着剤ではパラキシレンの吸着分離効率を上げることで、加熱炉での燃料消費を低減することが可能となり、約

3,500coe-kLの消費エネルギー低減を図ります。

高効率ナフサ分解炉の商業運転開始

徳山事業所に高効率ナフサ分解炉を新設、2021年2月に商業運転を
開始しました。高効率ナフサ分解炉は、原料であるナフサを短時間で熱
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、年間約16,000tのCO2削減に寄与します。
ナフサは粗製ガソリンとも呼ばれる石油製品の一つで、分解炉を経由

し熱分解することで、エチレンやプロピレンなどといった石油化学製品
の基礎原料となります。
徳山事業所ではエチレン製造装置により年間約62万 tのエチレンを

生産し、主に周南コンビナート（山口県周南市）に供給しています。今回、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、高効率ナフサ分解炉1基を新設しました。

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17拠点他にて、当社グループである出光グリーンパワー（株）提供のCO2フリー電力（契約
電力3,732kW）を使用することとしました。

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。

持続可能な航空燃料（SAF）製造を中心としたCO2資源化による地域の活性化への取り組み

当社、東芝エネルギーシステムズ（株）、東洋エンジニアリング（株）、（株）東芝、日本CCS調査（株）、全日本空輸（株）の
6社は連携して、「持続可能な航空燃料（SAF）※1」を製造する、P2C※2による炭素循環ビジネスモデルを検討してきました。
この取り組みが2021年8月、環境省の委託事業に採択され、今後6社は地域のインフラや特徴を生かしてカーボンリサイクル
を地域内で実現させ、脱炭素化の促進と地域振興を両立させる検討を行います。具体的には、各社が持つ知見・技術や関連
するプラント設備等を生かし、CO2の分離回収からSAF製造、消費までの全工程について検討し、得られたデータ・知見を、
地域における炭素循環社会モデルに反映させ、事業成立性を評価します。6社は本実証事業を通し、炭素循環に基づくSAF

サプライチェーンの商業化や、地域の活性化の促進に貢献していきます。当社は、SAFの認証制度・規格調査、SAF混合設
備および品質管理の基本計画作成の役割を担っています。
※1 SAF：Sustainable Aviation Fuel（原材料の生産・収集から燃焼までの過程で、CO2の排出量が少ない持続可能な供給源から製造されるジェット燃料）
※2 P2C：CCU／カーボンリサイクル技術の一つであるPower to Chemicals（P2C）は、再生可能エネルギーや再生可能エネルギー由来水素等を用いてCO2を環境価値の

高い有価物に再利用する技術であり、CO2の排出削減だけでなく、再生可能エネルギーの普及拡大にも大きく貢献する。 

■ カーボン（CO2）リサイクルのビジネスモデル概念図

CO2

電気分解
合成等

有機
材料

CO2

分離回収

排ガスなど
からのCO2

大気中のCO2 ジェット燃料
軽油・繊維
プラスチック

再生可能エネルギー
一酸化炭素

CO2

発生施設

P2Cによる
カーボン
リサイクル

電気

CO

CO2

CO2

フリー水素

H2

植物による
CO2吸収

Equinor社他との協働のプロジェクトに参画

■ 海上油田への再生可能エネルギー電力供給イメージ図

©Equinor ASA

■ 徳山事業所　高効率ナフサ分解炉
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■ 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）

環境に配慮した商品

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。

気候変動対応の取り組み

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うえ
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うえ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。

2021年には徳山事業所に続き、千葉事業所でもボイラで石炭との混焼試験を実施しました。現在、2022年商業生産の開
始に向け準備を進めています。（ブラックペレット商品名：「出光グリーンエナジーペレット」）

2030年に200万トンの出光グリーンエナジーペレット供給を目指し、ベトナム、マレーシア、インドネシア、タイなど東南ア
ジアを中心に製造拠点拡大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

2020年度の活動
■ 米国カリフォルニア州で210MWの太陽光発電所を完工
■米国カリフォルニア州で50.5MWの太陽光発電所を完工
■米国コロラド州で100MWの太陽光発電所を建設（2021年
度完工）

■徳山事業所内における50MWのバイオマス発電所の着工
（2022年度運転開始予定）

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。ULTY-V plusTM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、該社を核に提案販売に
力を入れています。2021年度には、北陸電力（株）向けに4基受注し、
この4基導入によるCO2排出量は約10万トン／年の低減見込です。今
後も国内外に向けた販売を進めていきます。
また、石炭ボイラーにおけるバイオマス燃料の最適な混焼率を算出す

るシステム（製品名：「BAIOMIX™」（バイオミクス）、以下「本システム」）を開発し、2021年8月に販売を開始しました。
ULTY-V plusシステムへ本システムを搭載することで、石炭ボイラでのバイオマス混焼を最適に自動制御することが可能とな
ります。
当社は、石炭火力発電所でのバイオマス混焼を拡大するため、粉砕性や発熱量などに優れ、石炭とほぼ同様に取り扱うこ

とが可能な半炭化した木質ペレット「ブラックペレット」の開発を行っており、既存の石炭火力発電設備を利用したCO2の低減
に取り組んでいます。
今回開発した本システムは、「ブラックペレット」をはじめとしたバイオマス混焼による、機器や発電効率への影響・経済的

負担を算定し、過去の混焼率データからAI（人工知能）が最適な混焼率を算出します。
なお、石炭とバイオマス燃料を既存設備で混合してから燃焼する方式に加え、バイオマス燃料を専用ラインから投入し石炭

と炉内混焼する方式等、さまざまな燃焼方式で利用可能です。

最適運転制御により石炭使用量を削減

■ 石炭ボイラ制御最適化システム（ULTY-V plusTM）販売

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サプライチェーン全体でのCO2削減
に貢献します。

太陽光パネルの販売、太陽光発電の課題解決

当社グループのソーラーフロンティア（株）では、太陽光発電システ
ムの販売および運用管理・保守点検、太陽電池パネルのリサイクル、
次世代太陽電池の研究開発を通じて、太陽光発電に関わる以下の課題
解決に取り組んでいます。

これらの取り組みを通じ、太陽光発電を国内の主力電源にすることに
貢献します。

■ 自家消費型太陽光発電システム設置イメージ

■ 設置場所の制約
■発電所の長期安定利用と太陽電池パネルの大量廃棄
■系統電力システムの需給バランス安定化
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気候変動対応の取り組み

EVと蓄電池の充放電制御を最適化する実証試験を開始

2021年3月より、日本ユニシス（株）と共に、EVおよび蓄電池の充放電制御を最適化する実証試験を開始しました。本実
証試験では、建物の電力需要、太陽光発電量、EVの稼働状態、卸電力市場動向などの予測値を基に、太陽光、EV、蓄電池
を組み合わせたエネルギーマネジメント技術の開発を目指します。
本実証試験は、関係会社であるソーラーフロンティア（株）の国富工場（宮崎県）で実施しています。事務所の電力需要、ソー

ラーカーポートの発電量、複数台のEVの稼働状態予測などを基に、EVおよび蓄電池の最適な充放電計画を事前に作成し、
太陽光、EV、蓄電池などの複合制御を行う技術を確立することで、電力需要家のコスト低減や小売電気事業者の調達コスト
低減等を実現します。試験には、ソーラーフロンティアの保有資産（事務所、業務用EV）や製品（蓄電池、EV充放電器、EV

充電器、ソーラーカーポートなど）を活用しています。
本実証試験を通じて、今後のEV／PHEV普及による運輸部門の低炭素化や電力の安定供給、太陽光などの再生可能エ

ネルギーのさらなる導入拡大を目指します。

ダイナミックプライシングを活用したEV充電サービス実証について

当社およびソーラーフロンティア（株）は、日産自動車（株）と共に、独自のダイナミックプライシング※1を活用したEV充電
サービスの実証事業に取り組んでいます。

3社は、EV※2やPHV※3などの電動車の普及がさらに進む将来に向け、電力負荷の低減や平準化を目的として本実証に取
り組みます。本実証で再生可能エネルギーを効果的にEV充電に活用することや、電力需要が高まる時間を避けた充電を可能
にする仕組みを検証し、カーボンニュートラルの達成と持続可能な電力インフラの実現に貢献することを目指します。

■ 実証事業の内容
EVの「日産リーフ」を保有する実証参加者に対し、スマートフォンのアプリを通じて、時間帯ごとに異なる充電のインセンティ

ブ（電気料金の割引）をお知らせします。これにより、再生可能エネルギーの主力電源である太陽光パネルが発電する昼間や、
電力需要の低い深夜などにEV充電を促します。併せて、参加者の行動変容やアンケート結果を分析し、実効性や実現可能性
を検証します。
※1 ダイナミックプライシング：需要や供給などの状況により変動する価格体系のこと
※2 EV：電気自動車（電力によるモーターで駆動）
※3 PHV：プラグインハイブリッド車（電力によるモーターと燃料によるエンジンで駆動）

■ EVおよび蓄電池の充放電制御最適化のイメージ図

■ ダイナミックプライシング実証の実施体制図

日産自動車
テレマティクスによるEVデータ提供

実証参加者の募集協力

ソーラーフロンティア
機器システム構築

機器選定・調達

出光興産

実証事業全体運営

電気料金メニュー提供

実績収集・分析

実証参加者
EV保有

EV充電器保有

実証参加

アンケート回答

コンソーシアム

監視・制御指令

充電

放電

充電

放電

発電

充電

事務所

クラウドソーラーカーポート

蓄電池 現地制御用機器

充放電器

業務用EV

充電器

従業員EV

再生可能エネルギー拡大に向けた他社との協働
再生可能エネルギーアグリゲーション実証事業への参画について

2021年6月、関西電力（株）、（株）関電エネルギーソリューションと
共に「再生可能エネルギーアグリゲーション実証事業」を開始しました。
この実証事業では、①不安定な発電量を予測しつつ、②複数の太陽光
発電や風力発電を組み合わせることでそれぞれの不安定さを均し、③そ
れでも発生する不安定さは蓄電池でカバーする、といった方法を検証。
需要と供給のバランスを最適化する技術の構築を目指しています。

3社が保有する再生可能エネルギー発電所のデータを蓄積し、気象
情報など、さまざまなデータと組み合わせた発電量予測の精度を検証し
ます。また、発電量予測から作成した発電計画と発電実績が同時同量
となるように、再生可能エネルギー発電設備の出力変動に対応して蓄電池の出力を調整できることを確認します。
本実証事業を通じて、DER（蓄電池等の分散型エネルギーリソース）を活用した安定かつ効率的な電力システムの構築と、

再生可能エネルギーの普及拡大への寄与を目指し、2050年のカーボンニュートラル社会の実現に貢献してまいります。

■ 姫路発電所
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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形復旧をすることが極めて重要です。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、海水ポンプ室へ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。

■ 高潮被害の想定イメージ

低気圧

△10hPa=10cm

高潮による護岸越流

気象による水位上昇量＝ 吹き寄せ砕波による平均水位の上昇＋ ＋

強風
空気と

水の
摩擦
力

吸い上げ

 

46 

4

900hPa 920hPa 940hPa 960hPa  

 

 

5.1  

 

 44 3 9

 

 

Case3 9

 
 44 3 9  

 
 
 

2016 8 1 0:00

 45 1 11:00 2 1:00

SWAN

 

69 

 

6.  
 

Myers

150km 920hPa 36km/hr 20  

4

900 920 940 960hPa  

 

6.1  

 

62 3 9

 

Case3 9

 
 62 3 9  

 

千葉事業所
（東京湾）

東京湾実験台風経路 伊勢湾実験台風経路

45 45

40 40

35 35

30 30
130 130135 135140 140145

Case3

Case1 Case1

145

愛知製油所
（伊勢湾）

Case2 Case2

Case3

■ 製油所高潮被害想定検討の前提となる台風経路想定

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）、水素・CO2フリーアンモ
ニアなどに関して、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。

　　　具体的な取り組み

■ 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。

■ 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的枠組み「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。

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。

事例
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重要課題（マテリアリティ）への取り組み

当社は、「成長事業の拡大」「次世代事業の創出」「地球環境・社会との調和」を重
要課題に掲げています。特に次世代事業創出を推進するため、2019年11月に社会
課題・顧客ニーズを捉えた事業開発を推進する「Next事業室（現：地域創生事業室）」、
2020年1月にデジタル活用を推進する「デジタル変革室（現：デジタル・DTK推進
部）」、そして、2020年4月に技術立脚の事業開発を推進する「技術戦略室（現：技術・
CNX戦略部）」を設立しました。社会の変化、顧客ニーズの多様化、環境負荷低減な
どを見据えた新たな事業の創出に向け、全社技術の連結化、さらに外部技術も積極
的に活用し、早期実現を図る戦略を描いています。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
す。当社グループは長年培ってきた各分野の技術開発力を活用し、気候変動をはじ
めとしたさまざまな社会問題の解決に寄与するイノベーションをこれからも生み出し
ていきます。

研究開発体制

当社グループの研究開発体制は、コーポレート研究を主管する「次世代技術研究所」と、各部門にひも付く研究所から構成されており、各研究所において専門的な開
発を行っています。また全社横断組織として、「研究開発委員会」を設置し、全社研究開発の方向性、戦略および課題に関する事項の検討を行うだけでなく、研究所間の
連携も深め、技術力の強化に努めています。

イノベーションを下支えする当社グループ技術力

2020年度の研究開発投資額実績 （単位：百万円）

研究開発費 20,468

セグメント別内訳

燃料油 1,947

基礎化学品 0

高機能材 12,357

電力・再生可能エネルギー 996

資源 187

その他 4,979

電力・再生可能エネルギーセグメント高機能材セグメント 資源セグメント燃料油セグメント・コーポレート研究

研究分野 研究施設名 国内 海外 取り組み概要

コーポレート
研究

次世代技術
研究所

環境・エネルギー研究室 ● ■ GHG削減・資源循環（バイオ燃料・バイオ化学品・CO2資源化）、バイオ素材の開発

先端有機材料研究室 ● ■ 高機能材料の開発（有機高分子材料）

先端無機材料研究室 ● ■ 高機能材料の開発（無機材料）

解析技術センター ● ■ グループ全体の幅広い分野への高度分析・解析ソリューションの提供（計算科学を含む）

出光興産次世代材料創成協働研究拠点 ● ■ 次世代材料の創出と基盤技術の強化・拡充

生産技術 生産技術センター ●
■ 生産設備の設計～建設～運転・品質・保全に関わる技術開発
■ 生産プロセスの開発を通じた技術立脚型の新規事業開発支援

潤滑油

営業研究所 ● ■ 潤滑剤およびトライボロジー（潤滑に関する技術）の研究・開発

Idemitsu Lubricants America Corporation  R&D Center ●
■ 潤滑剤の地域密着型研究・開発
■ 営業研究所（日本）をマザー研究所とした潤滑剤の商品・技術のグローバル展開
■ 海外の現地ニーズに合ったスピーディーな商品開発と技術サービス提供

出光潤滑油（中国）有限公司　開発センター ●

Idemitsu Lube Asia Pacific Pte. Ltd.  R&D Center ●

日本グリース（株）　技術研究所 ● ■ グリース、熱処理油、金属加工油等の研究・開発

機能
化学品

機能材料研究所 ●
■ 石油化学原料の高付加価値化による機能材料開発
■ 特殊ポリカーボネート樹脂、機能性コート剤の研究・開発

出光ユニテック（株）　商品開発センター ● ■ 合成樹脂加工製品の研究開発

出光ファインコンポジット（株）　複合材料研究所 ● ■ 顧客ニーズに応える複合材料カスタマーグレードの設計・開発およびその解析

電子材料
電子材料開発センター ●

■ 有機EL材料の研究・開発
Idemitsu OLED Materials Europe AG ●

機能舗装材 アスファルト技術課 ●
■ アスファルトおよびその用途に関する基礎研究および応用研究
■ 高機能アスファルトの開発

アグリバイオ
アグリバイオ技術課 ● ■ 微生物や天然物に由来する病害虫防除剤、飼料添加物などの開発

（株）エス・ディー・エスバイオテック　つくば研究所 ● ■ 有用動植物保護、防疫を目的とした安全で有用な製品開発

リチウム
電池材料

材料開発センター ●
■ 全固体リチウムイオン電池のキーマテリアルである硫化物系固体電解質材料の開発と
製造プロセス開発

■ 次世代電池材料等の開発

生産技術開発センター ● ■ 上記固体電解質材料の商業化に向けた大型工業化プロセス開発、設備設計および建設

太陽光
発電

次世代製品開発課 ● ■ 次世代製品開発に向けた研究開発
■ 結晶シリコン系パネルを含む太陽光パネルのリサイクル事業化に向けた研究開発ソーラーフロンティア（株）　国富工場 ●

石炭および
環境 石炭･環境研究所 ●

■ 民間唯一の石炭専門研究機関
■ GHG削減に貢献するバイオマス燃料、カーボンリサイクル、高効率燃焼技術等、低炭
素社会に対応した石炭のクリーン利用技術開発および技術サービス提供
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オープンイノベーションの推進

先進マテリアルの開発加速やコンビナートの「CNXセンター」化の実現のために、社外の知を積極的に活用するオープンイ
ノベーションを推進しています。
1. 先進マテリアルの開発加速や製油所・事業所の「CNXセンター」化の実現をミッションとする「技術・CNX戦略部」は、
技術領域のオープンイノベーションを統括し、社外連携を加速・推進するとともに、当社グループが保有する技術を事業
部横断的に連結しています。

2. ベンチャーキャピタルが運営するファンドに参画し、国内外のベンチャー・スタートアップが持つ技術シーズの探索に取り組
んでいます。2020年11月にはスイスのクリーンテック系ベンチャーキャピタルEmerald Technology Ventures（本社：
スイス チューリッヒ）が運営するオープンイノベーションファンドへの出資を行いました。

3. 2020年4月に東京工業大学に開設した次世代材料創成協働研究拠点にて、次世代材料の創成と人材育成に取り組んで
います。

当社グループ技術力の外部評価

当社グループの技術力は、国際的にも高い評価を得ています。その一例として、ESG評価機関のMSCI社が評価する項
目の一つである「Opportunities in Clean Tech」において、出光興産・昭和シェル石油は、所属する産業サブグループ※

の中で、2017年から4年連続でグローバル1位に位置しています。（下表）
今後も当社グループは高い研究開発力を最大限発揮し、他社などとの協働を通じて、地球規模での課題解決に貢献していき

ます。
※ GICS（Global Industry Classification Standard）において、当社は「石油・ガス精製・販売」の産業サブグループに所属しています。

MSCI社による「 Opportunities in Clean Tech」のセクター内企業ランキング
順位 2017 2018 2019 2020

1 出光興産 出光興産 出光興産 出光興産

2 A社 A社 A社 A社

3 昭和シェル石油 昭和シェル石油 D社 B社

4 C社 D社 B社 C社

5 D社 B社 E社 D社

イノベーションを下支えする当社グループ技術力

　　　具体的な取り組み
■ 太陽光発電の主力電源化の推進に向けた新技術の開発

NEDO「太陽光発電主力電源化推進技術開発／太陽光発電の新市場創造技術開発」事業において、太陽電池の設置場所拡大へ
向けた新技術の開発を進めています。特に、一般の電気自動車に太陽電池を搭載するための新技術開発として、自動車形状に搭
載可能で高効率・低コストを実現する太陽電池モジュールの開発を目指した取り組みを、当社を含む複数の機関が連携・協力し実
施しています。この太陽電池モジュールの開発のうち、当社はCISボトムセルの技術開発を行っています。なお新技術開発は、当社
の関係会社であるソーラーフロンティア（株）の「CIS太陽電池」（銅（Copper）・インジウム（Indium）・セレン（Selenium）を材
料とする化合物系の太陽電池）の技術を応用しています。

■風力発電機の長寿命化に向けた潤滑油の新技術開発
2020年9月には、当社が提案する「風力発電機の長寿命化に向けたマルチスケールトライボ解析・実験による最適潤滑剤設計」が
NEDOの「風力発電等技術研究開発／風力発電高度実用化研究開発／風車運用・維持管理技術高度化研究開発」事業の助成事
業として採択されました。2022年度までの3年間をかけ、潤滑剤の性能（耐摩耗性・長期安定性）向上を図り、洋上風車の軸受や
歯車で使用する潤滑剤の平均交換頻度を現状の5年から15年へと3倍に延長することによる機械の長寿命化を実現する新技術開
発を行います。当事業は、日本における洋上風力発電の導入拡大へ向け、国内風車のダウンタイムおよび運転維持コストの低減、
さらに発電量向上を目指した技術開発を行うことで発電コスト低減への貢献を目指すものです。当社は、「風車運用・維持管理技
術高度化研究開発」事業の中で、兵庫県立大学および岡山大学と協働し、新技術開発として、洋上風車の軸受や歯車のメンテナン
スフリー化に寄与する潤滑剤の最適な分子構造の創出と実証を行っています。新技術開発は、当社がこれまで潤滑剤開発で培って
きた基材最適化技術・評価方法をベースに行い、そこに兵庫県立大学のシミュレーション技術およびマテリアルズインフォマティク
ス技術を駆使したスーパーコンピューターにおける大規模実証計算を利用することで、データに基づく理論的根拠による最適な基
材の分子構造や潤滑剤の組成を予測します。基材候補には、兵庫県立大学および岡山大学で開発した、摩擦・摩耗の低減に寄与
する複数の新材料（トライボナノマテリアル添加剤）も対象に加えます。当社は技術立脚型のグローバル潤滑油メーカーとして、洋
上風力発電の導入拡大へ向けた日本発の新技術開発をさらに推進します。

■クラゲ（海月）由来コラーゲン・ムチンの活用
クラゲはその美しい姿で水族館の人気者ですが、漁業や沿岸企業の事業などに悪影
響を与えることがあり、廃棄にも費用がかかるため、資源としての活用が世界的に望
まれています。関係会社の（株）海月研究所（以下、海月研究所）は、クラゲを原料と
した有用成分を活用する技術を発明しました。クラゲ由来コラーゲンには再生が難し
いとされている表皮の再生促進効果が確認され、再生医療分野や美容分野での展開
が期待されています。また、クラゲ由来ムチンは変形性膝関節症の治療薬としての可
能性が期待されています。海月研究所では、化粧品、医療分野においてクラゲの活用
を提案しているほか、クラゲのコラーゲンを関節の痛みを軽減する機能性食品素材に
するための臨床試験も目指しています。クラゲを有効な素材として活用することで、循
環型社会に貢献するとともに、ライフサイエンス分野の未来を創造し、世界の人々の
QOL（Quality of Life）向上に貢献することを目指します。なお、海月研究所は、サー
キュラービジネス視点の取り組みが「Circular Yokohama※」に取り上げられている
ほか、事業がSDGsの取り組みに合致するとして、「かながわSDGsパートナー」にも
登録されています。

※Circular Yokohama（サーキュラーヨコハマ）：横浜市内におけるサーキュラーエコノミーへの取り組みを紹介
するプラットフォーム

■ 原料となるミズクラゲ

事例
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循環型社会に関する考え方　　
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
生能力の範囲内で再利用し、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。

具体的な取り組み事例
当社グループは、各部室で保有している技術を基に、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。

プラスチックリサイクル
当社は、環境エネルギー（株）と、当社千葉事業所における廃プラスチックリサイクル事業の実証検討に合意しました。本

実証は、環境エネルギー社の廃プラスチック分解技術と千葉事業所の石油精製・石油化学装置を活用し、従来の技術では再
生困難だった混合プラスチックのリサイクル（再資源化）を目指します。

原油精製からプラスチック製造までを一貫して行っている当社は、その強みを活かし、廃プラスチック油化によるリサイクル
を実現することで、低炭素社会への貢献に積極的に取り組んでいきます。
また、海洋プラスチック問題はサプライチェーンを担う各社全体での取り組みが必要であり、当社は2つの業界団体に加入

して情報の共有化、探索を開始しています。また、社内においても海洋プラスチック問題について啓発活動を行っています。

 ■  海洋プラスチック問題対応協議会（JaIME）
 日本の化学関連5団体（日本化学工業協会、日本プラスチック工業連盟、プラスチック循環利用協会、石油化学工業協会、塩ビ工
業・環境協会）が設立

■  クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス（CLOMA）
 プラスチックサプライチェーンから361社・団体が参加（2020年8月27日時点）

循環型社会への取り組み

収集 油化 再生

廃棄プラスチック 石油精製・石油化学装置油化装置
（HiCOP技術）

プラスチック樹脂

環境エネルギー社 出光興産

ケミカルリサイクルで「ガンプラ」を支える

バンダイナムコグループが販売するガンダムシリーズのプラモデル「ガンプラ」には、発売開始より関係会社であるPSジャ
パン（株）（PSJ）のポリスチレンが採用されています。「ガンプラ」は2020年に40周年を迎え、累計7億個以上を販売する大ヒッ
ト商品です。
バンダイナムコグループが2021年に始動した「ガンプラリサイクルプロジェクト」に、PSJはケミカルリサイクルの面で参

画しています。同プロジェクトは、「ガンプラ」の枠の部分「ランナー」を回収し、世界初のケミカルリサイクルによるプラモデル
の製品化を目指すものです。
ケミカルリサイクルの技術は、使用済みポリスチレン製品を熱分解し、その原料であるスチレンモノマーに戻す最先端の技

術で、今後PSJが実証実験を積み重ねて確立させていきます。

ソーラーパネルリサイクル

NEDOが実施する「太陽光発電主力電源化推進技術開発／太陽光
発電の長期安定電源化技術開発」事業において、当社グループのソー
ラーフロンティア（株）の提案する「結晶シリコンおよびCIS太陽電池モ
ジュールの低環境負荷マテリアルリサイクル技術実証」が共同研究事業
として2020年8月に採択されました。
使用済み太陽電池モジュールは、2030年代から急激に増加すること

が予想されており、NEDOの推計によると、排出量のピークを迎える
2035～2037年頃には、年間排出量が約17万～28万 tになると試算さ
れています。こうした背景から、ソーラーフロンティアでは太陽光発電の
健全な普及拡大の推進策として、低コストかつ環境負荷の低いリサイク
ル技術の確立が重要であると捉え、2010年より継続的に、CIS薄膜太
陽電池モジュールのリサイクル技術開発を進めてきました。

2019年度に取り組んだ、NEDOとの共同研究事業「合わせガラス
型太陽電池のマテリアルリサイクル要素技術開発」においては、これま
での研究開発や技術実証で確立した低コスト分解処理技術をベースと
して、マテリアルリサイクル率を約90％まで向上させる可能性について
確認しました。
この度、採択されたNEDOとの共同研究事業では、2019年度の研

究開発で確立した技術を、より低コストで環境負荷の低いリサイクル技
術へと進化させていきます。
具体的には、2020年度から2023年度までの4年間で、CIS薄膜太陽電池に加えて、結晶シリコン系太陽電池のリサイクル

技術開発にも取り組み、分離処理コストをCIS薄膜太陽電池、結晶シリコン系太陽電池を問わず3円 /W以下とすることを目
指します。また、マテリアルリサイクル率90％以上を実現するために分離した部材の用途開発に取り組みます。ソーラーフロン
ティアの国富工場（宮崎県国富町）に、市販サイズのモジュールを処理する実証プラントを構築し、最終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。

■ パネルセパレータ処理後の
   CIS薄膜太陽電池モジュール

■ パネルセパレータ処理後と新品のカバーガラス対比
  （処理後のカバーガラスは、新品同様の透明度）

パネルセパレータ処理
後のカバーガラス 新品のカバーガラス
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カーボンリサイクル

カーボンリサイクルとは、CO2を資源と捉え、CO2からさまざまな化合物を生成することで、化学品や燃料、鉱物などに再
利用する取り組みです。当社は、国が主宰する合成燃料研究会の委員として参加するとともに、民間ベースでカーボンリサイ
クルに関わる研究助成や広報活動によるカーボンリサイクルイノベーション創出支援を行う「一般社団法人カーボンリサイクル
ファンド」に参画することにより、現在、炭酸塩化、CO2資源化などの研究開発を行っています。

炭酸塩化

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
塩化するという新たな技術開発に取り組んでいます。

2020年7月には、「廃コンクリートなど産業廃棄物中のカルシ
ウムなどを用いた加速炭酸塩化プロセスの研究開発」がNEDO

の研究開発委託事業として採択されました。本事業の委託期間は2020年度から2024年度の5年間で、廃コンクリートなどカ
ルシウムを多く含む産業廃棄物から原料となるカルシウムを抽出し、排ガス中のCO2と反応させて固定化させるプロセスの実
用化と普及を目指した技術開発を行います。カルシウム分の抽出と炭酸塩化の効率を高めるため、加速炭酸塩化技術について
試験・評価を実施するとともに、プロセス全体の最適化を図りながら技術を確立させ、CO2削減効果を評価していきます。
今回の事業採択を受け、発電所や工場から排出されるCO2の固定化に係る新たな技術を開発するとともに、原料調達から

用途開発に至るまでの幅広い領域で、社会実装に向けた取り組みを加速します。

CO2資源化

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。
このガス拡散電極を用いたCO2資源化の研究をさらに進め、

2030年までに、再生可能エネルギーを用いて、CO2から高効
率で化学品や燃料を製造する技術を確立し、CO2の再利用に
よる持続可能な社会への貢献を目指します。

循環型社会への取り組み 廃棄物削減の取り組み

廃棄物削減に関する考え方
当社グループでは、廃棄物の発生量の削減とともに、資源の有効利用の観点から原材料の再利用やリサイクル原料の活用

を進めることで、環境負荷の低減に努めています。
当社の事業を通じて発生する主な廃棄物としては、製油所の精製工程における廃触媒、タンク清掃時の残渣物（スラッジ）、

排水処理設備から回収される汚泥などが挙げられます。これらの廃棄物を、焼却や脱水、溶解処理といった中間処理を経て
減量化や無害化を図り、セメント原料などへのリサイクルを進めることで最終処分量を1%以下に抑える“ゼロエミッション”
を継続しています。

削減目標
石油業界および化学業界は、それぞれ経団連の循環型社会形成に向けた取り組みとして、産業廃棄物の最終処分量削減

についての自主目標※を掲げています。当社はこれに基づき、各製油所・石油化学工場の産業廃棄物最終処分量を廃棄物
発生量の1.0%以下に保つことを目標としています。
※  石油（石油連盟）： 〈業種別独自目標〉2021年度以降においても2020年度においてのゼロエミッション（最終処分率1％以下）を維持･継続する。
 化学（日本化学工業協会）：〈産業廃棄物最終処分量の2025年度目標値〉■17万 t以下。
   〈業種別独自目標〉 ■ 最終（埋立）処分量について2025年度までに17万 t以下とする。
     ■ 再資源化率について2025年度まで65％以上を維持する。

2021年度以降の循環型社会形成自主行動計画の方針 http://www.keidanren.or.jp/policy/2021/029_houshin.pdf

（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

■ 産業廃棄物処理の内訳 ■ グループ製油所の廃棄物最終処分率 
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出光興産 昭和シェル石油

業界全体の製油所のゼロエミッション達成
（最終処分率は 1％以下）

0.439

0.659

0.008 0.000

0.282

0.017

※2020年度の集計対象： 北海道製油所・千葉事業所・愛知製油所・徳山事業所・
東亜石油（株）・昭和四日市石油（株）

廃棄物最終処分量    38t
廃棄物最終処分率  0.017%

中間処理減量
96,768t廃棄物発生量

224,084tリサイクル量
124,699t

※ 集計対象： 北海道製油所・千葉事業所・愛知製油所・徳
山事業所・東亜石油（株）・昭和四日市石油（株）
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水資源利用に関する考え方
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」のもとで汚染防止、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を目的と
する、水資源の循環利用により水使用量の削減を行っています。また、一時的な降水量の低下により、ダム貯水量が基準以下
となった場合は、渇水リスクを回避するため、自治体からの要請により、取水制限措置を行う仕組みとなっています。
一方で、日本は地形が急峻であり、降り注いだ雨が一挙に河川に流れ込んでいくため、降雨量の増加による洪水リスクが

増加します。近年は気象の影響が増大しており、台風通過の際に、洪水被害が発生する頻度が高くなってきています。
このように、事業の本拠地である日本においては、さまざまな水に関連した課題を有しており、洪水のリスクが高く、気候

変動により今後の被害が拡大することも想定されるため、関連インフラ設備の強靭化を進めています。これら対策を行い、持
続的な水ストレスを抑えることにより、安定した水資源の利用を行っています。
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限有効活用するため、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。

水資源保全

製油所・事業所における水の循環利用の強化

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、排水基準を守るだけではなく製油所にお
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、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。

他社と協働した水使用量の削減

愛知製油所では、コンビナート内連携による冷水の融通による水使用量の削減を行っています。これは、隣接する知多エル・
エヌ・ジー（株）のLNG気化器から排出される冷水をプロセス冷却水として有効活用することで、知多地区全体での取水量
の削減に貢献しています。

■ 当社主要事業拠点 水ストレスマップ

アメリカ合衆国
0.1%

取水量比率（日本）

98.0%

国内の主な拠点数
事業所・製油所：6
油槽所：24
発電所（再生可能エネルギー）：1

中国
0.1%

インド
0.1%

マレーシア
0.1%

インドネシア
0.1%

オーストラリア
0.5%

ベトナム
0.1%

＜低（6%） 低～中（59%） 中～高（33%） 高（0%） 高＜（0%）※1

※1 　～　 水ストレスの程度（カッコ内は取水比率％）
※2 各地域データ（％）：出光グループ総取水量に対する各地域における取水量の比率

需要
製油所の稼働に必要な冷却水

供給
気化後不要となる冷水

知多エル・エヌ・ジー（株）

気化器LNG貯蔵

液体 ガス

冷水

常温水

不要となった冷水を供給

愛知製油所

海

火力発電所など

■ コンビナート内連携による冷水の融通

※3 2020年7月時点 WRI AQUEDUCT 評価より
※4 対象範囲：出光グループ「本体」「連結」事業活動拠点とする。

工業用水のリサイクル 

単位 2020年度

工業用水　取水量 千 t 82,074

リサイクル率 % 94

※1 集計対象：出光興産および連結子会社
※2  水リサイクル率は「工業用水」のみを対象としています。（①工業用水取水量： 82,074千 t　②工業用水利用量： 1,366,526千 t　③工業用水リサイクル量： 1,284,452千 t
より、水リサイクル率＝③／②）②＝①＋③である。
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「法人の森林」制度への参画（北海道製油所）

北海道製油所では、企業などの法人が国有林の整備に参加して社会
貢献・環境貢献活動を行う林野庁の「法人の森林」制度を1996年12

月から利用し、当社保有の水源涵養保安林を「出光アッペナイ水源の森
林」と名付けて管理しています。
また、2008年5月には、新たに苫小牧市内の分収造林4.5haを借り

受け、翌6月に、市内の小学生102名を招待して植林体験学習を実施
し、アカエゾマツ、シラカンバ、八重桜を6,500本植樹しました。この森
林は、植林に参加した小学生から公募した「出光緑あふれる自然の森林
（もり）」と名付け、森林整備を行っていきます。

■ 出光アッペナイ水源の森林

水資源保全

生物多様性保全の考え方
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。

IUCN分類（国際自然保護連合分類）と地域別拠点数

IUCN分類 拠点数※

Ⅰa 厳正保護地域 0

Ⅰb 原生自然地域 0

Ⅱ 国立公園 2

Ⅲ 天然記念物 1

Ⅳ 種と生息地管理地域 28

Ⅴ 景観保護地域 11

Ⅵ 自然資源の持続可能な利用を伴う保護地域 16

※ 半径10km圏内にIUCN分類の各地域が存在する主な事業拠点数

生物多様性保全の活動内容
主要事業拠点と生物多様性の観点で保護が必要な地域との近接状況把握

United Nations Environment Programme – World Conservation Monitoring Centre （UNEP-WCMC：国
連環境計画世界自然保全モニタリングセンター）が管理しているウェブサイトProtected Planetにおいて、当社事業におけ
る主要拠点と生物多様性に特段の配慮が必要な地域との近接状況を確認しています。
当社事業拠点における半径10km圏内における保護地域について、IUCN分類（国際自然保護連合分類）より確認した結

果、以下の分類状況であることを認識しております。なお、これら結果より厳正保護および原生自然として指定された地域（Ⅰ
a,b）はありませんでした。
当社グループでは事業活動を行ううえで生物多様性への影響を回避するために、国や自治体の定める厳格な排出基準を順

守し、環境汚染防止に取り組んでいます。

生物多様性保全
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当社事業バリューチェーンの中で生物多様性に与える影響の正確な把握とその対応

当社は化石燃料ビジネスを主な事業としており、原料およびエネルギー資源の生産から、お客さまに安心してエネルギーの
消費を行っていただくために安定したエネルギーをお届けするまでの事業を行っています。これら生産から消費におけるバ
リューチェーン上の事業を行う中で、生物多様性に与える影響を把握し、その対応策について検討、取り組みを行っております。

原料・エネルギー生産
石炭採掘（露天掘り）に伴う、
地表層の形質変更

原料・エネルギー輸送
バラスト水を経由した、
外来種の運搬

製造
大気汚染、水質汚濁による、
周辺地域動植物の生息数減少

製品の消費
化石燃料由来CO2排出増で、
生物多様性への脅威の温暖化
加速

■ 生物多様性に配慮すべき影響

■ 原料・エネルギー生産
石炭の採掘事業は地下に埋蔵されている石炭を掘り出すため、露天掘りの場合には表土を削り取ることになります。その時

点においては生物多様性の観点でマイナスの影響を与えることになります。しかしながら、採掘が終わった部分に表土を戻し
て、原状と同じ種類の植物を植えるという生物多様性の回復に努める活動（リハビリテーション）を行うことで、周辺環境への
影響を最小限にとどめています。なお、当社では土地利用に関しても下記の考え方の下、取り組んでいます。
当社の豪州の石炭鉱山では、過去に掘削した面積、リハビリテーションを実施した面積などを情報開示しており、今後も継

続していきます。

■ 採掘現場のリハビリテーション

表土 表土除去 採炭 埋戻・整地 表土被覆 植栽・緑化剥土石炭

※ 一般財団法人石炭フロンティア機構の資料を参考に当社が作成

■ 土地利用変化に対する考え方
 土壌は、大気・水と並び地球環境を考えるうえで重要な要素です。近年は世界的な人口増大に伴い、これまで緑地帯だった地域が
開拓され、農地に転換される事象が加速しており、国連でも土地利用・土地利用変化および林業（LULUCF：Land Use, Land-
Use Change and Forestry）に関する取り組みの重要性が指摘されています。このような土地利用の変化は、CO2の吸収源の
喪失を招き、気候変動の観点からも深刻な悪影響を及ぼします。また、これまで森によって風雨から守られてきた栄養分の豊富な表
土が、森林伐採によって流出してしまう事態により、砂漠化の進行にもつながっています。

 当社グループは、土地利用の変化による環境面でのマイナスを最小化する事業に積極的に取り組んでいます。

豪州石炭採掘跡地（ボガブライ）のリハビリテーション実施状況 （単位：ha）

区分 2018年実績 2019年実績 2020年実績 2021年見込

A. 採掘実績 1300.5 1433.9 1530.0 1548.6

B. リハビリ未対応 1062.3 1338.6 1406.3 1385.4

C. リハビリ準備済 N/A N/A N/A N/A

D. リハビリ実施中 238.2 263.7 292.1 320.5

E. リハビリ完了 None None None None

■ 原料・エネルギー輸送
2017年9月8日に発効したバラスト水管理条約（船舶のバラスト水および沈殿物の規制および管理のための国際条約）、

IMOによるガイドラインに従い、外来生物による生態系の破壊の防止に取り組んでいます。バラスト水とは、船舶の安全確保
のために重しとして使用する水（海水）のことです。条約により、定められた期日までにバラスト水処理装置の装備をすること
が義務付けられたため、出光タンカー（株）の管理船舶（VLCC）は順次装置の搭載を進めています。2020年1月末時点で、
APOLLO DREAM、APOLLO ENERGYへ電気分解方式またはフィルター・薬剤方式の処理装置の搭載が完了しました。
寄港地水域の生態系を乱さないよう、処理装置を使用したバラスト水中の有害な水生生物・病原体の殺滅や、出港時にバ

ラスト水として積み込んだ海水と、生態系への影響が少ない大洋の海水との入れ替えによって対処しています。

生物多様性保全

■ 2018年リハビリテーション実施エリア（2年経過）

■ 2008年実施エリア（12年経過）

■ 2016年実施エリア（4年経過）
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■ 製油所、事業所における取り組み
当社の主要事業である製油所・石油化学工場のほとんどは国内に拠点を有しています。エネルギー消費および排水量は当

社全体の90％以上であり、大気汚染、水質汚染は、生物多様性へ大きな影響を与えることになるため、操業に当たり十分な
管理と取り組みが重要となります。
国内では、国や自治体にて厳格な環境排出基準が定められています。大気については、吸入や酸性雨による生態系への影

響を防止するため、ばい煙、SOx、NOx等を、水質については、海洋汚染による魚介類、藻類等への影響を防止するため、
COD、全窒素、全リン等を、低減処理するプロセスを当社の製油所・事業所で所有し、確実に排出基準を厳守する対応を実
施しています 。
また、当社は、生物多様性保全の重要性が近年のように広く叫ばれるようになる以前から、事業遂行に当たっては自然との

共生を常に意識し、本分野に配慮をして事業を遂行してきました。
当社の事業主要拠点である製油所・事業所は、日本国内において1950年代から順次完工し稼働しています。一方で、ちょ

うどこの頃から工場の建設に際して、敷地内に緑地帯の設置が義務付けられるようになりました。当社はこの緑地帯の設置に
ついて単に法律で規定されている面積を確保するだけではなく、元々当該地には存在していなかった構築物を建設するに当
たって、できる限り周囲の自然環境との調和を維持するため、法で要求されている面積を大幅に上回る緑地帯を設置してきま
した。こうした当社の姿勢は、外部機関からも高く評価されており、公益財団法人都市緑化機構が主催する「社会・環境貢献
緑地評価システム（SEGES：Social and Environmental Green Evaluation System、シージェス）」の評価において、
北海道製油所と愛知製油所が5段階の最高位（SuperlativeStage）を取得しています。

■ 愛知製油所の緑地帯 ■ 北海道製油所の緑地帯

出典：SEGESウェブサイト  https://seges.jp/

 SEGES評価ポイント
1.土地利用の永続性：緑がそこにあること、あり続けることができ
る仕組みがある。

2. 緑地管理：緑地がつくられるプロセス、守り、育てられるプロセ
スが明確である。

3. 緑地機能の発揮：緑地が社会・環境に貢献している。
4. 緑地の将来性：社会・環境に貢献する緑地のありかたに関する
考え方や姿勢、緑ゆたかな社会づくりを牽引する取り組みの先
進性、独自性がある。

生物多様性保全

生物多様性保全における地域コミュニティとの連携
■ 地域コミュニティとの連携
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進めています。

■ 環境教育の場の提供
当社グループの製造拠点である製油所・

事業所は危険物取扱施設として、一般の方
の入構が厳しく制限されているため、構内
の緑地が生物多様性に富み、鳥類や小動物
の格好のすみかとなっていることが分かりま
した。これらの緑地や自然公園などを活用
して、北海道製油所、千葉事業所、愛知製
油所では地元小学校などの児童・生徒に環
境教育の機会を提供しています。

■ 希少種の保護
製油所・事業所において装置を新設する際には環境アセスメントを実施し、生態系調査で確認された希少植物などを保護

しています。現在は、愛知製油所の装置建設の際に発見された希少種の植物「ミゾコウジュ」（環境省準絶滅危惧種に指定）を
保護区域で保護しています。

■ 照葉（てるは）の森恩返しプロジェクト

■ 野鳥の教室（北海道製油所） ■ 自然観察会（愛知製油所）

環境アセスメントの実施
当社、徳山事業所バイオマス発電所新設計画（2022年度内商業運転予定）の環境アセスメント

事例は下記ウェブサイトからご覧いただけます。

会議録　令和2年度第2回周南市環境審議会 https://www.city.shunan.lg.jp/site/kaigi/59312.html

■ 製品の消費
当社は、2019年度より、生物多様性への脅威となる気候変動への対策として、CO2削減関連の目標値とモニタリング指標

を掲げ、環境配慮型商品・サービスの提供や、再生可能エネルギー発電の拡大、および革新的技術の開発・社会実装により、
CO2排出量の削減に向けた活動を行っています。
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化学物質管理・有害物質削減

化学物質管理・削減に関する考え方
石油化学原料・製品を生産・供給している当社グループは「品質保証基本要綱」「安全衛生環境基本要綱」を定め、化学

物質の事前リスク評価、生産工程および製品からの有害物質の削減・排除に取り組み、また製品含有化学物質情報の提供を
通じて、生産工程の作業者や製品使用者の安全性向上に努めています。また、国内外の化学物質に関する法規制の厳格化に
遅滞なく対応し、人の健康への影響だけでなく、生態系など環境にもたらす悪影響も最小限に抑えています。

化学物質管理・削減の取り組み

PRTR物質の管理

PRTR法※1で規制されている物質（HAP※2、POPs※3含む）のうち、原油、石油製品、石油化学用原料などに含まれてい
るベンゼン、トルエン、キシレン、ノルマルヘキサンなど揮発性の高い物質は、貯蔵タンクへの受け入れ・払い出し時やロー
リー・船への製品出荷時に、一部がVOC※4として大気中に排出されてしまいます。当社グループはそれらの化学物質を揮発
の少ない浮き屋根式タンクで貯蔵し、製品出荷時にVOCを回収するなど、排出の抑制に努めています。化学物質の事業所
外への移動分についても、廃棄物処理法に基づいて適正に処理しています。
※1 PRTR：Pollutant Release and Transfer Register （化学物質排出移動量届出制度）
※2 HAP：有害大気汚染物質
※3 POPs：残留性有機汚染物質
※4 VOC：Volatile Organic Compounds（揮発性有機化合物）

PCBの管理

PCB特別措置法に基づき、PCBを含む油やそれらを含有する変圧器などの機器を、製油所・事業所などで適正に保管・
管理しています。同法および国のPCB廃棄物処理基本計画では、PCB廃棄物の処分期間が定められており、当社グループ
でも適正に順次処理を進めています。

フロンの管理

2020年4月1日施行のフロン排出抑制法にのっとり、当社グループではフロン類の漏えい防止を図っています。オゾン層破
壊作用のあるHCFCが使用されている製油所・工場の大型プロセス機器については、定期補修時の更新を検討しています。

政令 
番号 対象物質名 単位

合計／排出量－
大気への排出
（標準単位）

合計／排出量－
公共用水域への排出
（標準単位）

合計／排出量－
土壌への排出
（標準単位）

合計／移動量－
廃棄物

（標準単位）
合計

0 メタノール t 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1

1 亜鉛の水溶性化合物 t 1.2 0.3 0.0 0.0 1.5

13 アセトニトリル t 0.0 0.0 0.0 1.3 1.3

20 2-アミノエタノール t 0.0 0.0 0.0 42.4 42.4

33 石綿 t 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7

53 エチルベンゼン t 8.4 0.0 0.0 32.3 40.7

80 キシレン（別名ジメチルベンゼン） t 13.8 0.0 0.0 31.5 45.4

186 ジクロロメタン（別名塩化メチレン） t 0.2 0.0 0.0 14.9 15.2

232 N,N-ジメチルホルムアミド t 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1

238 水素化テルフェニル t 0.0 0.0 0.0 0.8 0.8

240 スチレン t 23.1 0.0 0.0 1.0 24.1

242 セレン及びその化合物 t 0.0 0.0 0.0 5.5 5.5

243 ダイオキシン類 mg-TEQ 0.0 2.4 0.0 0.0 2.4

245 チオ尿素 t 0.0 0.8 0.0 0.0 0.8

260 テトラクロロイソフタロニトリル
（別名クロロタロニルまたはTPN） t 0.0 0.0 0.0 44.0 44.0

262 テトラクロロエチレン t 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7

296 1,2,4-トリメチルベンゼン t 3.3 0.0 0.0 0.2 3.4

297 1,3,5-トリメチルベンゼン t 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3

300 トルエン（別名メチルベンゼン） t 91.0 0.0 0.0 120.6 211.6

302 ナフタレン t 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1

308 ニッケル t 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4

321 バナジウム化合物 t 0.0 0.0 0.0 2.4 2.4

349 フェノール t 0.2 0.0 0.0 2.5 2.7

389 ヘキサデシルトリメチルアンモニ
ウム=クロリド t 0.0 23.2 0.0 0.0 23.2

392 ノルマル-ヘキサン t 194.3 0.0 0.0 7.8 202.1

400 ベンゼン t 22.8 0.0 0.0 0.1 22.9

407 ポリ（オキシエチレン）=アルキル
エーテル※1 t 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1

412 マンガン及びその化合物 t 0.0 0.0 0.0 10.6 10.6

438 メチルナフタレン t 0.8 0.0 0.0 0.0 0.8

453 モリブデン及びその化合物 t 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0

PRTR対象物質の排出量・移動量

※1 アルキル基の炭素数が12から15までのものおよびその混合物に限る。
※2 集計対象：出光興産および連結子会社
※3 集計対象のうち、取り扱いがあっても排出・移動量の合計が0.1t/年未満のものは省略しています。四捨五入の関係で合計値が合わない場合があります。
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汚染予防の考え方
環境負荷の低減については、環境に関する法律を順守するだけでなく、社内規程（安全衛生環境基本要綱）に沿って自主

的に予防的な取り組みを行っています。また社内にとどまらず、社会全体での汚染防止に貢献するために、水質汚濁防止法や
土壌汚染対策法の運用を見直す環境省や経団連の委員会などにおいて当社グループの知見や経験をフィードバックし、調査
分析手法の開発などを手掛けるとともに、さらなる汚染物質の排出防止など、環境負荷の低減に努めています。

大気汚染防止の取り組み
当社グループの事業を通じて排出される大気汚染物質には、ボイラや加熱炉から排出されるSOx、NOx、ばいじんや、原

油・石油製品タンクや船・ローリー出荷設備から排出されるVOCなどが挙げられます。そのため製油所・事業所では、法令、
条例の排出基準、地方行政との公害防止協定に基づく協定値を順守する運転管理を行っています。

汚染予防

土壌汚染対策の取り組み
石油を取り扱う製油所・事業所・工場・SS（サービスステーション）においては、地下配管などからの油漏えいなどの土壌

汚染のリスクがあります。そのため当社グループでは、土壌・地下水汚染の自主的調査と浄化対策に取り組んでいます。特に
施設の閉鎖や建て替えといった土地の形質変更が生じる場合には、土壌汚染対策法に従い土壌汚染調査を再度実施するな
ど、適切に管理し汚染の未然防止に取り組んでいます。
※ 環境異常の定義（P.20）に基づく、2020年度の油漏えい事故件数は0件でした。

大気汚染物質排出量  （単位：t）

2020年度

SOx 7,886

NOx 13,980

ばいじん（粒子状物質：PM） 223

※ 集計対象：出光興産および連結子会社

水質汚濁、海洋汚染防止の取り組み
海洋油田開発では、試掘・開発において油を含んだ水が発

生します。海洋汚染を防止するため、発生した水はセパレー
ターにかけ、油は陸上に運んで処理するとともに、油分を取り
除いた水は排水基準を満たす処理を施した後、海へと戻しま
す。また、試掘・開発の前には、必ず専門家による環境・影響
評価を実施し、環境への影響が許容できるレベルであることを
確認しています。そして万一、油が海上に漏れた場合の対処法
「油濁防除計画」なども用意しており、緊急時はオイルフェンス
を張って拡散を防止し、漏れた油を回収するなどの処置を速や
かに実施していきます。
外航タンカーの輸送では、油濁事故ゼロを維持するために、ハード面とソフト面の両面で対策を行っています。ハード面で

は、現在運航している大型タンカーを全てダブルハル（船体外板を二重構造とし、軽微な損傷事故で原油が流出する危険を防
ぐ）にすることで、油濁リスクを低減しています。ソフト面では、船上での定期的な防災訓練、全乗務員への安全・環境教育を
実施しています。

また、当社グループは安全で安定的なエネルギー・素材の提供を目指すとともに、海洋プ
ラスチックごみ問題の解決をはじめとする環境保全活動にも積極的に取り組み、持続可能な
社会の構築に貢献していきます。なお、当社グループは海洋プラスチック問題の解決を目指す
「クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス（CLOMA）」に2019年9月に入会してい
ます。

シングルハル断面図 ダブルハル断面図
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