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エネルギー持続性フォーラムの共同運営
　東京大学国際高等研究所サステイナ
ビリティ学連携研究機構（IR3S）との共
催で「再生可能エネルギーが拓く自立分散型社会への道
筋」をテーマにシンポジウムを2018年2月に開催しまし
た。大学・行政関係者などが登壇し、温暖化対策と産業
振興、海外における炭素税導入事例、自立分散型社会の
構築について講演が行われました。パネルディスカッ
ションでは東日本大震災を経験した日本が国として、地
域として、再生可能エネルギーを活用しどのように地域
社会に貢献できるかの意見交換や提言が行われました。

■ 再生可能エネルギーの供給によるCO2抑制

　中期環境アクションプランでは、当社環境対応製品の
普及を通して、社会のCO2削減に向けた取り組みを行っ
ています。2017年に当社グループでスコープ1、2によ
り排出したCO2のうち、約60％に相当する再生可能エ
ネルギー製品をこれまでに供給し、一般の火力発電所な
どから発生するCO2排出量を削減しています。今後も
太陽光発電の普及や再生可能エネルギー（メガソーラー、
バイオマス発電）の供給により、低炭素社会への貢献を
目指します。

■ 自治体と連携した再生可能エネルギーの供給

　当社グループのソーラーフロンティアでは、横浜市へ
の再生可能エネルギー普及に向けた提案の一環として、
事業者向け自家消費型太陽光発電システム設置事業を
行っています。同市の一部の企業では本システムでの電
力供給と外部調達を組み合わせることで、2018年中に
100%再生可能エネルギーで事業運営を行うことを目指
しています。今後も再生可能エネルギーの普及に向けて
事業者や自治体と連携して取り組んでいきます。

■ 環境対応製品の認定

　ソーラーフロンティアの太陽電池パネルは環境省に
よる温暖化対策推進の先導的低炭素技術製品として、
L2-Tech※認証を受けています。
　また、本製品の技術が認められ、外務省による「気候
変動対策をリードする日本の企業」にも紹介されまし
た。今後も自社技術の特性を活かした価値創造を通じ
て，太陽による快適でクリーンな暮らしを国内外のお
客様にお届けします。

■ 事業者向け再生可能エネルギーの供給

　ソーラーフロンティアの国富および宮崎メガソーラー
は、グリーン電力証書システム※の自然エネルギー発電
事業者です。本システムを通じて、多くの企業のCO2削
減、環境改善に貢献しています。

環境対応製品とサービスの提供

環境の取り組み

シンポジウムの様子 

累計開催数

13回

スコープ1、2
CO2排出量

CO2削減貢献量

CO2排出量

60％
削減貢献

■ バイオマス発電によるエネルギー供給

　当社グループの京浜バイオマスパワーでは、閉鎖した
製油所の跡地を発電所として活用しバイオマス発電によ
る電力を供給しています。木質ペレットとパームヤシ種
殻などの木質系燃料のみを使うクリーンな発電所であ
り、木質系燃料だけを使う発電所としては、国内最大級
の発電規模（4.9万kW）です。

■ 汚染防止に関する考え方

　当社グループでは、環境に関する法令を遵守するだけ
でなく、行動原則や基本方針に沿って自主的な取り組み
を行っています。また、政府や規制当局に協力し、調査
分析手法の開発等を行うとともに、更なる汚染物質の排
出防止等、環境への負荷の低減に努めています。　

■ 大気汚染防止の取り組み事例

SOx、NOxの取り組み対策
　加熱炉やボイラーで使用される燃料油や燃料ガスから
発生する硫黄酸化物（SOx）や窒素酸化物（NOx）の排出
量削減に取り組んでいます。SOxについては、低硫黄燃
料油やガス洗浄装置で硫黄分を除去したクリーンな燃料
ガスを使用することにより、排出量を規制値以下に厳格
に管理しています。NOxについては、低NOxバーナー
の導入による燃焼方式の改善を行っています。
　また、排煙脱硫、脱硝装置の設置により、大気汚染を
防止しています。
　SOx、NOxのそれぞれの2017年のグループ製油所
の排出量は、2,250トン、1,942トンであり、対前年比
444トン、247トンの削減となっています。

環境汚染の未然防止と廃棄物対策

※環境省が定めたエネルギー起源CO2排出量の削
減に最大の効果をもたらす先導的（Leading）な
低 炭 素 技 術（Low-carbon Technology）の こ
と。CO2の排出量が極めて少ない先導的な低炭
素技術を有し、最高水準と認められた製品を「L2-
Tech認証製品」と呼びます。

※「グリーン電力証書システム」とは、自然エネルギーにより発電された電気の
環境付加価値を、証書発行事業者が第三者機関（グリーンエネルギー認証セン
ター）の認証を得て、「グリーン電力証書」という形で取引する仕組みのこと。
http://www.natural-e.co.jp/powerplant/solar.html

四日市製油所の排煙脱硫、脱硝装置

VOCの取り組み対策
　VOC（揮発性有機化合物）は、大気汚染の原因となる
恐れがあります。当社グループでは、サービスステー
ション、製油所での回収装置の設置により、VOCの排
出を最小限に抑える努力を行っています。
　2017年に石油連盟に報告したグループ製油所・油槽
所等における石油VOC排出量は、4,873トン※であり、
前年比491トンの削減となっています。

■ 土壌汚染防止の取り組み

　当社グループが所有する千数百ヵ所の施設の土壌汚
染に関しては、HSSE-MSに基づいてリスクアセスメン
トを行い、リスクの高いところは土壌汚染調査を実施し
て対策を講じています。また、施設の閉鎖や建て替えの
際には再度土壌汚染調査を実施しており、2017年は土
壌汚染対策法対応での公表は0件でした。
　また、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当社の知見や経験を
フィードバックしています。

※2016年4月から2017年3月の実績

2017年スコープ1、2CO2排出量 5,667千t-CO2　
約60％に相当

2017年までに生産した累計太陽電池
パネルによる世の中のCO2削減貢献量 約3,432千t-CO2

国富メガソーラー

京浜バイオマスパワー
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■ 水管理（ウォーターマネジメント）

　当社の排水を伴う施設（海外には施設がなく日本国
内のみ）が使用し排出する水に関しても、2000年から
HSSE-MSを用いてリスク管理を行い改善のPDCAを回
しています。
　2016年には水使用量の多い国内施設（製油所）の取水
先から排水先までのフローを再確認するとともに、従
来の水リスク評価に加えて、世界資源研究所（WRI）の
AQUEDUCTや国土交通省の渇水情報を参考に水のマ
ネジメントシステム（HSSE-MS）の渇水リスクを含めた
見直しを行いました。これにより従来から行っている自
治体との連携による取水制限レベルごとの対応策（オペ
レーション変更）が見直されました。
　水の使用に関しては、グループ製油所で使用されてい
る約1.６億kL（当社グループ水資源使用量の97％）の淡
水に関して循環利用に努めており、2017年も、新たに取
水される水の量を全淡水使用量の約3％に抑えています。
　工業用水の排水は、油水分離槽、凝集剤による化学処
理、活性汚泥処理装置等により浄化処理を行い、COD

（化学的酸素要求量）や化学物質、油分などが環境規制値
を十分下回ることを確認した上で排水しています。ま
た、排水の規制物質の濃度等は常時観測する仕組みに
なっており、観測値は所管する自治体にリアルタイムで
報告され違反時には公表されます。

■ 化学物質の管理

　国内外法規および当社の化学物質管理規程に基づき、
当社が製品の製造過程で使用する化学物質を管理してい
ます。
　当社製品に含有する化学物質については、労働安全衛
生法や化学物質排出把握管理促進法（PRTR制度）、化審
法（化学物質の審査および製造等の規制に関する法律）に
よる評価・管理が行われ、GHSラベル※1の表示、SDS※2

交付、排出・移動量の把握・届出など適切な措置が取ら
れています。
　これらのデータについては業界・需要家独自の管理対
象化学物質の改正・追加情報があった場合、迅速かつ的
確に反映し製品リスクを最小化し、お客様にご提供でき
る体制の構築に努めています。
　当社では関係会社を含め該当する事業所の関係者を

対象としたセミナーを開催し、法改正の内容を周知して
います。また、2013年に「フロン類の使用の合理化お
よび管理の適正化に関する法律」が改正され、法令で定
めるフロン類使用機器を設置し、徹底した保守点検にお
いて一定量以上の漏洩が認められた場合には、これを
直ちに補修し、かつその漏洩量を行政に報告する義務が
生じました。当社グループでは、対象機器の保有状況の
調査を行い、対象となる施設等に対し漏洩が見つかった
場合には、確実に報告を行うよう周知徹底しています。
2017年度は、行政に対し報告が必要となる漏洩量は確
認されませんでした。

グループ製油所における PRTR 制度対象物質の排出量と移動量
　PRTR制度対象物質について2016年度実績は以下の
通りであり、各自治体へ報告しています。

環境の取り組み

■ 生物多様性に関する考え方

　

　
　当社は「バイオダイバーシティーに関する基本方針」
を定め、生態系保護の重要性を認識しています。新たな
土地利用や既存事業の大幅な変更においては、環境影響
評価の実施など生物多様性に配慮した開発を行います。
生産拠点では、排水量や水質、化学物質の生態系への影
響低減策を実施しています。また、経団連生物多様性宣
言に賛同し、経団連自然保護協議会常任委員として企業
への自然保護と生物多様性の啓蒙活動を行っています。

外航船の取り組み
　空荷のタンカーには安全確保のため、重しとして海水

（バラスト水）を積み込んでいます。到着前に生態系の
影響が少ない外洋で海水の入れ替えを行うことで環境
や人の健康を害する微生物などの移動を防ぎ、生物多様
性の保全を図っています。

本社の取り組み
　東京湾再生官民連携フォーラムに参画し、東京湾再生
のための評価指標を作り、水質等に関連する調査等、東
京湾の生物多様性の回復に取り組んでいます。

事業所の取り組み（照葉（てるは）の森恩返しプロジェクト）
　ソーラーフロンティアの国富工場
は、日本最大級の照葉樹林帯で知ら
れる宮崎県・綾町の地下水を使用し
ています。綾町は2005年から一般社団法人「てるはの
森の会」が事務局を担い、官民一体で照葉樹林の保護・
復元の取り組みを行っています。2012年にはその保護
活動や、自然と共生しつつ持続可能な発展を目指す産業
振興が評価され「綾ユネスコエコパーク」に認定されまし
た。日本では伐採や開発により原生の照葉樹林帯はほと
んど失われてしまいましたが、綾町の広大な照葉樹林に
は多くの希少生物や絶滅危惧種が生息しています。国
富工場もこの豊かな森の恩恵を受けており、その恩返し
の意味をこめて、照葉樹林を保護・復元する「照葉（てる
は）の森恩返しプロジェクト」に2012年から毎年参加し
ています。2017年も社員とその家族総勢27名が参加し、
天然の照葉樹林の間にある人工林（スギ、ヒノキ）の間伐
を行いました。間伐を繰り返し行うことで林内により多
くの日光を取り込むことができ、照葉樹林の成長を促す
ことができます。今後も本プロジェクトを通じ、豊かな
自然を未来の世代に残せるよう活動を行っていきます。 

※1 GHSラベル：GHSは化学品の危険有害性を世界的に統一された一定の基
準に従って分類し、絵表示等を用いて分かりやすく表示することおよび、
その結果をラベルやSDS（Safety Data Sheet：安全データシート）に反
映させ、災害防止および人の健康や環境の保護に役立てようとするもの。

（Globally Harmonized System of Classification and Labelling of 
Chemicals）

※2 SDS：安全データシートのこと。（Safety Data Sheet）

照葉（てるは）の森恩返しプロジェクト参加者

当社は生態系維持、生物多様性の保護等に関する基本方
針について次の通り定める。
1. 誓約
会社は、生物多様性の重要性を認識しており、次の点に
ついて誓約する。
❶ 生態系維持への協力
❷ 保護地区の基本概念の尊重
❸ 世界的な生物多様性の保護に会社が積極的に貢献で

きるようなパートナーシップの模索
2. 環境影響評価
全ての新規事業や既存事業の大幅な変更の前に生物多様性
に対する影響の可能性を含めた環境影響評価を実施する。
3. 協議
国際的に認知されている「ホットスポット（生物多様性
が豊かでありながら、絶滅危惧種が数多く生息し、破壊
の危機に瀕している生態系）」の動向に注意を払い、主要
なステークホルダーを確認し早めの協議を実施する。

バイオダイバーシティーに関する基本方針
累計参加人数

169人 

間伐の様子

PRTR
対象物質 単位

排出量
移動量

大気 水域 土壌 合計
２－アミノ
エタノール kg 0 1.5 0 1.5 0

石綿 kg 0 0 0 0 810

エチルベンゼン kg 900 0 0 900 0

キシレン kg 5,470 8.7 0 5,478.7 0

シクロヘキシルアミン kg 0 4.6 0 4.6 0

ダイオキシン類 mg-TEQ 1.7×10-5 1.3 0 1.3 0

テトラクロロエチレン kg 0 0 0 0 0

１，２，４－トリメチル
ベンゼン kg 610 0 0 610 0

１，３，５－トリメチル
ベンゼン kg 5 0 0 5 0

トルエン kg 22,900 0 0 22,900 0

ヒドラジン kg 0 4.8 0 4.8 0

ノルマル－ヘキサン kg 69,200 0 0 69,200 0

ベンゼン kg 7,030 56 0 7,086 0




