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対照表 第三者保証報告書

気候変動対応

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。

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。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）

リスク管理
気候関連リスクについても、安全環境本部が識別し評価しています。また、安全保安諮問委員会にて、社外有識者による指
摘を受けており、外部からの視点を取り入れたリスク管理を行っています。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。

■ 2050年に向けた長期エネルギー事業環境シナリオ

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

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 （国際海事機関）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電動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 （バーチャルパワープラント）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
● 廃棄プラスチック、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 （Mobility as a Service）社会の到来
● 既存SS（サービスステーション）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

石
油
需
要（
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
）

現在 2030年頃 2050年頃

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」
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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に3つの指標を設定し、取り組みを加速させていきます。
指標1のCO2削減に関する目標値については、2030年の日本の国別削減目標の中で、当社が所属する業界団体の目標を大
きく上回る形で設定しています。また、指標2については、お客さまが必要とするエネルギーを安定的に供給することが前提と
なります。現時点では、当社のシナリオ「虹」で描いた社会で求められるレベルと整合した形で目安値を設定していますが、社
会が求めるエネルギーの低炭素度の動向を確認しながら、随時目安とするレベルを見直す予定です。

気候変動対応

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、使用する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。

■ 当社グループのScope別CO2排出量

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

（計算式）=
収益

CO2排出量（Scope1＋2＋3）－CO2削減貢献量※

（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

※ バリューチェーン全体を通じたCO2 削減貢献量

（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）

（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）

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）

2030年目標値（2017年比）：▲200万 t-CO2（▲15%）

目標値

モニタリング指標

2050年目安（2017年比）：▲30%

当社グループScope1＋2削減量指標 1

供給エネルギー低炭素度指標 2

■ 各種事業バリューチェーンとCO2削減貢献例
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参考値
（2018年1～12月）

保証対象値
（2018年1月～2019年3月）

51,47051,470

444

57,496

出光興産 昭和シェル石油

5,137 5,582 7,015

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
石炭ボイラー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

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

※ 出光興産の2017年度実績には、S3-6（出張）・S3-7（通勤）は含んでいません。
※ 参考値として掲載している昭和シェル石油の12カ月（2018年1～12月）は、第三者保証の対象外です。
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バリューチェーン全体を通じた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。

■ 省エネルギー・消費電力ゼロエミッション化の推進
■ 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
■ 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。

新規設備投資により、エネルギー消費量を削減 Equinor社他との共同事業に参画

■ 高効率型ナフサ分解炉の建設（徳山事業所） ■ 海上油田への再エネ電力供給イメージ図

■ EV化に対応する製品（高機能潤滑油・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）

気候変動対応

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

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。
■ 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

再生可能エネルギー発電の拡大
当社グループは2019年11月末現在で海外ではベトナム
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。

■ 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

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
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。デモ
プラントを設置したタイを中心に、東南アジアでの事業展開に向けた準備を進めています。

石炭火力発電所

ブラックペレット 石炭

混焼

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。

2019年度の活動

©Equinor ASA
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革新的技術の開発・社会実装

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。

気候変動対応

 ■ 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。

■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。

気候変動適応に関する考え方
気候変動は自然災害が激甚化する一因であるといわれています。自然災害に対しては、被害想定を明確にし、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。当社がエネルギーの供給使命を
果たせるように、保安管理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っています。また、災害発生時のオペレーションを想定した訓練を地方自治体や業界団体と連携して
実施するなど、災害対応力の強化を推進しています。
昨今、勢力を維持しつつ国内を縦断する台風が多くなってきています。台風の影響によって発生する高潮は、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。そこで当社グループでは、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分析を実施しています。この分析結果を踏まえて、設
備投資（海水ポンプ室の浸水壁設置、護岸部のテトラポッド補強など）や減災対策などの検討を行っています。
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愛知製油所
（伊勢湾）

■ 脱水素プラント完成予想図

Case2 Case2

Case3

■ 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

■ 製油所・事業所における高潮被害想定検討の前提となる台風経路想定
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対照表 第三者保証報告書

Column

研究開発体制
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、企業の研究開発活動が重要な役
割を担うといえます。当社グループは石油製品の開発などを通じて長年培ってきた、各分野の先端をいく技術開発を通じて、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。
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、各部門にひもづ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。

セグメントおよび研究施設名 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 気候変動対策（バイオ燃料・バイオ化学品）、バイオ素材・機能材料の開発

先端素材研究室 高機能材料の開発

固体電池材料研究室 全固体電池関連材料の開発、リチウム回収技術の開発

厚木リサーチセンター 気候変動対策（人工光合成・バイオマス変換技術）
高性能無機薄膜半導体・デバイスの開発

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

燃料油セグメント 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

高機能材
セグメント

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
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

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

日本グリース（株）　技術研究所 グリース、防錆油、切削油などの研究・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

出光ユニテック（株）　商品開発センター 樹脂加工製品の研究・開発

出光ライオンコンポジット（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

機能材料開発グループ 特殊ポリカーボネート樹脂、機能性コート剤の研究・開発

無機材料開発グループ 酸化物半導体材料の研究・開発

アスファルト アスファルト研究課 アスファルトおよびその用途に関する基礎研究
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 開発センター 全固体リチウムイオン電池の実用化に向けた硫化物系固体電解質の開発

電力・再生可能
エネルギーセグメント 太陽光発電

次世代製品開発課
CIS太陽電池の研究開発

ソーラーフロンティア（株）　　厚木事業所

資源セグメント 石炭 石炭･環境研究所
民間唯一の石炭専門研究機関
ニーズを先取りした技術サービス提供、低炭素社会に対応した石炭の
クリーン利用技術開発

イノベーションを下支えする当社グループの技術力

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3年連続でグローバルで1位
と3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、他者との協働を通じて、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、当社グループは「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。

 具体的な取り組み事例

■ CIS太陽電池の技術開発
ソーラーフロンティア（株） 厚木事業所では、CIS太陽電池に関する最先端の研究開発を行っており、
研究および商業生産レベルの両面でエネルギー変換効率の向上を目指すとともに、新たな用途を開発
し、市場開拓の可能性を持つ先進的な次世代製品の開発にも取り組んでいます。
2019年1月には、NEDOとの共同研究を通して、カドミウムを含まないCIS太陽電池（Cdフリー
CIS太陽電池）のセル（約1cm2）において、CIS太陽電池の世界最高記録となるエネルギー変換効
率23.35％を達成しました。今回の記録は、カドミウムを含むCIS太陽電池セルの最高変換効率
22.9％（2017年11月に同社が達成）を約0.4ポイント上回り、全てのCIS太陽電池セルにおいて世
界最高の変換効率となるものです。基礎技術の応用により、パネルの高出力化による低コスト化の実
現に取り組むとともに、環境に優しく経済性の高い製品をお客さまにお届けできるよう努めています。

■ クラゲ（海月）由来コラーゲン・ムチンの活用
最近では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、資源としての活用が世界的に望まれています。
グループ会社の （株）海月研究所 （神奈川県）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の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。
クラゲの特性を生かすことで、ライフサイエンス分野の未来を創造し、世界の人々のクオリティ・オブ・
ライフに貢献します。

■ MSCI社による「Opportunities in Clean Tech 」のセクター内企業ランキング

順位 2019 2018 2017

1 出光興産 出光興産 出光興産

2 A社 A社 A社

3 昭和シェル石油 昭和シェル石油 昭和シェル石油

4 B社 B社 D社

5 C社 C社 B社
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当社グループ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。

循環型社会に関する考え方　
当社グループでは循環型社会実現の目的を、これまでの大量生産、大量消費、大量廃棄の社会を変革し、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。

具体的な取り組み事例
当社グループは、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しています。
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、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
石油精製の分解設備を活用して、回収したプラスチックを分解して化学原料に戻すケミカルリサイクルの実用化に取り組んで
います。

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250社参加

ソーラーパネルリサイクル
当社グループのソーラーフロンティア（株）は、NEDOとの共同研究にてCIS太陽電池のリサイクル処理技術開発に取り組ん
でいます。こ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。今後は同社の国富工場内にパイロットラインの構築を計画しており、ソーラーパ
ネルリサイクル処理技術の実証を検討していきます。

気候変動対応 循環型社会への対応

※ TCFD ： 2015年に金融安定理事会によって設立された気候変動の影響に関する情報開示を求めるタスクフォース

領域 TCFD提言 当社の開示 開示箇所

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.15

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.15

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.18

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.18

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.7、9、
18

リスクと管理

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.15、　　
　16、18

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.15、　　
　16、18

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.15、　　

　16、18

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、原単位 P.19

② スコープ1、スコープ2および組織に当てはまる場合はスコープ3の　
　　GHG排出量と関連リスクについて説明する。 ● GHG排出の削減目標 P.19

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排出の削減目標 P.19

廃棄プラスチック 製油所分解装置

回収 分解

プラスチック樹脂
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