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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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カーボンリサイクル

カーボンリサイクルとは、CO2を炭素資源（カーボン）と捉え、CO2からさまざまな炭素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、国が主催するカーボンリサイクル技術ロードマップ検討会の委員として参加するとともに、現在、炭酸塩化、人工光
合成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）、日揮グローバル（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。

● 人工光合成

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からメタンなどの炭化水素の直接合成に成功し
ています。
このガス拡散電極を用いた人工光合成の研究をさらに進め、再
生可能エネルギーを用いて、CO2から高効率で炭化水素やアル
コールなどの有用物質を製造する技術を2030年までに確立し、
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。

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。その一方で、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。

■ 産業廃棄物処理の内訳（2018年度） 

循環型社会への対応 廃棄物削減

■ グループ製油所の廃棄物最終処分率 
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※ 最終処分率の推移について出光興産は、2017年度から大きく増加していま　　　　　
 　す。これは、徳山事業所内にあった石油精製装置（2014年3月に停止）などの設　
　　備撤去工事で発生した部材の処理などに起因するものであり、2020年度までに　
　　は処理が完了する予定です。

※  出光興産の集計対象：北海道製油所・千葉事業所・愛知製油所・徳山事業所・　　
　　出光クレイバレー（株）・（株）プライムポリマー 姉崎工場
※ 　昭和シェル石油の集計対象：昭和四日市石油（株）・東亜石油（株）・西部石油（株）
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リサイクル量
100,840t
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14,102t

中間処理減量
26,087t

発生量
40,188t

最終処分量 0t

昭和シェル石油

※ 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・出光クレイバレー（株）・

　（株）プライムポリマー 姉崎工場

※ 集計対象：昭和四日市石油（株）・
　 東亜石油（株）・西部石油（株）
※ 対象期間：2018年4月～2019年3月
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