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今後の事業展開
～2050ネットゼロカーボン社会に向けて～
当社は、2021年1月、
「今後の事業展開～2050ネットゼロカーボン社会に向けて～」❶と題した、当社の今後の事業展
開を発表しました。2050年にカーボンニュートラルを目指すネットゼロカーボン社会に向けたビジネス環境の様々な変化は、
当社にとってチャレンジングでもありますが、同時に、大きなチャンスでもあると捉え、新たな時代に積極的に対応し、エネルギー
社会の将来の転換に備えた取組を推進していくために、長期的な事業展開の方針を取りまとめました。

2050ネットゼロカーボン社会に向けた経営の基本方針
当社は、今後も増加する我が国及び世界のエネルギー需要に応え、長期にわたり引き続き、エネルギー開発・
安定供給の責任を果たしつつ、2050年ネットゼロカーボン社会の実現に向けたエネルギー構造の変革に積極
的に取り組みます。加えて、気候変動に関するパリ協定目標の実現に貢献すべく、2050年自社排出ネットゼロ
カーボン等を目指す気候変動対応目標を定めます。ネットゼロカーボン社会に向けた変革の時代に、社会のニー

上流事業の
CO2低減
（CCUS※推進）

再生可能
エネルギーの
強化と重点化

Energy
Transformation
のPioneerへ

ズに応えるソリューションを提案すべく、①当社の強み
（知見・経験）
の活用、②産学官連携強化、③政策支援
活用により、5つの事業の柱を強力に推進します。

カーボン
リサイクルの
推進と新分野事業
の開拓

❶ 今後の事業展開～2050ネットゼロカーボン社会に向けて～

水素事業の
展開

森林保全の
推進

※ Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage
CO2回収・有効利用・貯留
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今後の事業展開～2050ネットゼロカーボン社会に向けて～

気候変動対応目標
パリ協定の目標に則し、2050年までに事業プロセスか
らの排出量をネットゼロとする目標を設定しました。このプ
ロセスとして、2030 年 時 点で排出原 単 位を2019 年 比
で30％以上低減します。販売した石油ガスの燃焼による
Scope3排出量については、バリューチェーン全体の課題
として取り組みます。

2050

2030

Scope3の低減

絶対量ネットゼロ
（Scope1+2）※1

原単位30％以上低減※2
（Scope1+2）

バリューチェーン全体の
課題として、関連する
全てのステークホルダーと
協調し取組を進めます

※1: 当社権益分

※2: 2019年比

目標達成に向けた取組
▶︎ CCUSを推進します
▶︎ 再生可能エネルギーの取組を強化します
▶︎ 森林保全によるCO2吸収を推進します
▶︎ メタン排出原単位（メタン排出量 / 天然ガス生産量）
を現状の低いレベル（約0.1％）
で維持します※3
▶︎ 2030年までに通常操業時ゼロフレアを目標とします※3
※3: 対象はオペレータープロジェクト

気候変動対応関連の情報開示については、引き続き TCFD 提言に沿って取組を推進します

気候変動対応
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今後の事業展開～2050ネットゼロカーボン社会に向けて～

上流事業の CO 2低減（CCUS 推進）～天然ガスをよりクリーンに活用～
石油・天然ガス開発企業として、CCUS の推進により、当社上流事業の CO 2 低減に取り
組み、天然ガスをよりクリーンなエネルギーとして供給することが重要だと考えます。
国内初の CCUS 実証
（新潟・頸城油田、1988年～）
等を通じて蓄積した当社の技術的強
みを発揮し、国内及び豪州イクシス等の海外操業地域において、上流事業で発生するCO 2
を地下に圧入することで、CO 2の安全・確実な貯留・活用を目指します。

石油・天然ガス開発事業等でのCCUSの取組
日本

新潟におけるCO2EOR❷実証として、当社の上流技術及び既存生産施設を
活用し、当社で開発中のCO 2EOR効率改善技術（CO 2フォーム技術）
を用
い、当社油田でのCO 2の地中圧入利用（CO 2EOR）
によるCO 2の貯留と生
産増加に関する実証を進める。

オーストラリア

イクシスLNGプロジェクトでのCCS❸として、当社がオペレーターとして操業す

新潟県等におけるCO2EOR実証
●当 社の上流技術及び既存生産施設を活用し、
開発中のCO 2 EOR効率改善技術

（CO2フォーム技術）
を用い、当社油田でのCO2の地中圧入利用（CO 2EOR）
による
CO2の貯留と生産増加に関する実証を進める。
●当 面は、
2022年に新規2坑掘削、採取コア実験及び圧入試験を計画。国内での

CCUS技術拡大及び当社海外油田でのCO2EOR技術展開につなげる。

イクシスLNGプロジェクトでのCCS
●当 社がオペレーターとして操業するイクシス液化基地にて、天然ガスから分離される

CO2の圧入・貯留の可能性を検討。
●今 後、
適切な候補地の選定・評価作業を実施予定。

るイクシス液化基地にて、天然ガスから分離されるCO 2の圧入・貯留の可能
性を検討。

❷ Enhanced Oil Recovery

石油増進回収、本レポートではEnhanced Gas Recovery
（ガス増進回収）
を含む

❸ Carbon dioxide Capture and Storage
CO2回収・貯留
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今後の事業展開～2050ネットゼロカーボン社会に向けて～

CCUS実証試験の取組
日本

● 2 000年以来継続して
（公財）
地球環境産業技術研究機構の地中貯留実証試

験に参画。当社南長岡ガス田の岩野原基地を試験地として提供し、1万トン規
模のCO2を地下圧入、
その後のモニタリング実施に協力。
● 2 008年より日本CCS調査株式会社の設立に参加。
10万トン規模のCCS実

証試験実施を通じて2020年度までのCCS技術の実用化を目指す取組に参加。
この実証試験においては2019年11月に累計圧入量が目標である30万トンを
達成。圧入したCO2の挙動等のモニタリングを継続実施。
● 2 016年より二酸化炭素地中貯留技術研究組合に参画。
国内の貯留層に適し

た実用化規模（100万トン/年）
でのCO 2地中貯留技術の開発、CCSの社会受
容性の獲得などを目指した研究開発に取り組む。

探鉱・開発・操業のあらゆる段階において、省エネルギーや、エネルギー利用の効率化を徹
底し、天然ガスシフト、カーボンニュートラル LNG の販売等を推進します。

省エネルギーや、エネルギー利用の効率化
1. プロセスの最適化を目指したエネルギー効率の高いプラント設計と綿密に計画された設備
保全と日常的な改善活動
2. 天
 然ガスを利用したガスタービン・コージェネレーションシステムによる電力供給及び廃熱の
有効活用
3. 油・ガス田やパイプラインネットワークで使用する機器の効率をモニタリング

天然ガスシフト
天然ガス開発の推進、天然ガスポートフォリオの強化
● オース

トラリアのイクシスLNGプロジェクトは、順調な生産を継続中
●イ
 ンドネシアのアバディLNGプロジェク
トは、陸上LNGによる開発を前提とした改定開発計

画の承認を取得。
また、
マセラ鉱区の生産分与契約の期限を2055年とする延長契約締結
● 日本最大級のガス田

（南長岡ガス田）
を長期安定的に操業

国内外のガス田とつながるガスバリューチェーンの整備、天然ガスの普及拡大
● L NG受入基地と高圧ガスパイプラインネッ
トワークを保有
●日
 本国内30社超の都市ガス事業者へのガス卸供給と工場等へのガス直接供給
● 日本国内パイプライ

ン沿線地域社会における天然ガスへの燃料転換の提案、
ガスコージェネレー

ション設備の導入を含めた省エネ・エネルギーレジリエンス向上のためのソリューションの提供
●ア
 ジア諸国等における天然ガスの普及拡大や天然ガスへの燃料転換に資するプロジェク
ト

（ガス供給インフラ、
ガス発電、船舶燃料転換等）
の事業化検討
カーボンニュートラルLNG・天然ガスの販売を推進
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今後の事業展開～2050ネットゼロカーボン社会に向けて～

水素事業の展開
中長期的な水素社会の到来を視野に入れ、エネルギー生産・供給事業者として、水素事業
への展開を図ります。天然ガスを水素とCO2に分離し、CO2を地下に圧入・貯留するまたは資
源として活用することで、天然ガスをカーボンフリーな水素として供給します。また、水素バリュー
チェーン協議会の中核的メンバーとして業界横断的に連携し、社会実装プロジェクトの実現

アラブ首長国連邦アブダビ首長国での
クリーンアンモニア事業
アラブ首長国連邦アブダビ首長国で生産される天然ガスから水素、
さらにアンモニアを製造

を通じ、早期に水素社会の構築を目指します。さらに、水素を国内に輸入する輸送手段として、

する事業を検討しています。水素製造過程で発生するCO2は、当社参画中のアブダビ陸上

アンモニア製造、水素液化の事業化等を検討します。

油田での CCUS/EOR に利用することにより、クリーンアンモニアの実現を目指します。

国内での水素製造・利用一貫実証プロジェクト構想
当社の上流技術及び国内天然ガス生産インフラを最大限活用した実証を計画しています。
将来的に当社海外天然ガスアセットから国内への水素供給に展開可能な、上流から発電・水
素利用まで一気通貫のカーボンフリー水素ビジネスモデルを提示します。

海外でのカーボンフリー水素事業
液化水素の製造に関しては、海外での水素の自主開発を目指した水素液化・出荷事業へ
の参加を検討中です。これには、当社の天然ガスの液化事業の知見・経験を活用することが
できると考えています。

※ Direct Air Capture：大気からの CO 2の直接捕集
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今後の事業展開～2050ネットゼロカーボン社会に向けて～

再生可能エネルギーの取組強化と重点化
国内外において、石油・天然ガス開発での技術を応用した地熱発電事業や海外現場で培っ

月に第3号機（110MW）
の商業運転を開始しました。また本プロジェクトではCSR 活動の一

た洋上浮体施設の建設・操業の経験を生かした洋上風力発電事業に対する取組を加速します。

環として、地域における道路、橋、水道などのインフラ整備、地元の学校に対する英語コース

また、2013年から発電を開始した、INPEXメガソーラー上越は、最大出力約4,000kW
（４MW）

の導入、地元住民に対する生活支援など、地域社会のニーズに応えた貢献を行っています。

の太陽光発電所で、年間発電量は一般家庭約1,600世帯分の年間電力消費量に相当します。

本プロジェクトが経済発展の著しいインドネシアの電力需要に貢献し、インドネシア経済の発
展に寄与することが大いに期待されています。

国内地熱発電の取組
当社は2011年から出光興産と共同で北海道阿女鱒岳地域と秋田県小安地域で地熱資
源調査を開始し、福島県においては同社を含む他の8社と地熱資源調査を実施中です。阿
女鱒岳、小安の両地域では地表調査、重力探査、電磁探査の後に構造試錐井を掘削し、仮
噴気試験により蒸気・熱水の産出を確認しました。小安地域では2018年度から環境アセスメ
ントを開始、2020年には全量噴気試験を実施、2021年には1坑の坑井掘削及び複数エリ
アでの噴気試験を予定しています。同地域の環境アセスメントについては、2021年3月末時
点で環境影響評価書が完成しています。これまで景観、動植物に配慮した計画となっている
点を専門家で構成された評価委員会から高く評価されています。

海外地熱発電への取組
当社が2015年6月に参画した地熱発電事業「サルーラ地熱 IPP（Independent Power

秋田県小安地域の水蒸気噴気試験用設備

インドネシアサルーラ地熱 IPPプロジェクト

風力発電への取組
当社は、国内において陸上風力事業を推進していますが、それに加えて洋上風力発電に注
力する方針のもと2020年5月に秋田県能代市、三種町、男鹿市沖の着床式洋上風力発電
事業の実現を目指すコンソーシアムに参画しました。また、2021年6月には、当社が参加する

Producer（独立系発電事業者）
）事業」は、インドネシア北スマトラ州サルーラ地区におい

コンソーシアムが、長崎県五島市沖の洋上風力発電の選定事業者に決定されました。今後は、

て、世界最大規模の出力約330MW の地熱発電所で発電した電力をインドネシア国営電力

当社の得意とする海洋構造物の設計、運用等、イクシスLNGプロジェクトを始めとする油ガス

公社であるPLN 社へ30年にわたり販売する事業です。発電所の建設は2014年に着工し、

設備の浮体構造物の設計・操業経験を生かして国内外の浮体式洋上風力発電事業に注力

2017年3月に第1号機（110MW）
、2017年10月に第2号機（110MW）
、そして2018年5

し事業拡大を目指していきます。
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今後の事業展開～2050ネットゼロカーボン社会に向けて～

カーボンリサイクルの展開と新分野事業の開拓
当社はネットゼロカーボン社会に向けた対応として、カーボンリサイクル・人工光合成の技
術開発に加えて、エネルギー事業に関わるDX（デジタルトランスフォーメーション）
の導入等、
新分野の事業開拓にも積極的に取り組みます。

人工光合成
人工光合成は、太陽エネルギーを利用して光触媒によって水を分解し、分離して得られた
水素とCO 2からプラスチック原料等基幹化学品の製造を目指す技術です。当社は、NEDO

メタネーション事業の加速化
メタネーションは、CO2と水素を反応させてメタンを生成する技術です。当社は国立開発研

が委託する「人工光合成化学プロセス技術研究組合（ARPChem）」に2012年の発足当
時より参加しています。当社は、ARPChem 及び東京大学の触媒開発チームが開発したソー
ラー水素パネルを、国内より日射量が豊富なオーストラリアのダーウィンに設置・運転する本プ

究法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）
の CO 2有効利用技術開発事業に

ロジェクトを主導し、2020年12月にソーラー水素パネルを設置し、有効性の検証を開始しました。

参加し、同事業において、新潟県にある当社長岡鉱場の越路原プラント敷地内に試験設備

ソーラー水素生成は、再生可能エネルギーである太陽光と光触媒によって、水からCO2フリー

を設置、2019年10月より試運転を開始し、連続運転を実施しています。CO2を資源化する

水素を生成することが可能であり、水素社会実現への解決策の一つとして将来の実用化が

ことで持続可能な循環型社会の実現につなげるべく、将来の商用化を見据えて最適化や大

望まれている技術です。

型化などの技術課題の評価・検討を実施し、メタネーション技術の確立を目指しています。

越路原プラント内の実証設備（NEDO 事業）

豪州ダーウィンに設置した人工光合成パネル
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トップメッセージ

今後の事業展開

COVID-19への
対応

M AT ER IAL I T Y
CSRマネジメント

ガバナンス

コンプライアンス

HSE

（健康・安全・環境）

地域社会

気候変動対応

従業員

ESGデータ集

第三者保証報告書
外部評価

今後の事業展開～2050ネットゼロカーボン社会に向けて～

森林保全によるCO 2吸収の推進
当社がオペレーターとして操業するオーストラリアのイクシスLNGプロジェクトにおいて、ユー

2021年2月、当社は、インドネシアの Rimba Raya Biodiversity Reserve REDD ＋プ

カリの植林・管理及びサバンナ火災管理プログラムを通じて森林によるCO2吸収を目的とした

ロジェクトを支援することにより、今後5年間で500万トンのカーボンクレジットを取得すること

事業の経験を積んできました。これらの経験を踏まえ、当社は森林保全によるCO2吸収により、

をInfiniteEARTH 社と合意しました。同プロジェクトは、インドネシア・中央カリマンタン州にお

気候変動対応を推進するとともに、貴重な生物多様性の保全や、地域社会の生活基盤向上

いて、約65,000ヘクタールの泥炭湿地林を30年間（2008～2038年）
にわたり保護するプ

に貢献する優良なプロジェクトを中心に、インドネシア等の森林保全プロジェクトを支援していき

ロジェクトです。同プロジェクトは、森林保全活動によるCO2 吸収によって、継続的に国際的

ます。

な基準であるVerified Carbon Standard の認証を得ていると同時に、
「気候」
「コミュニティ」
「生物多様性」の3側面全てのプラスの効果を認証する基準であるClimate, Community &

気候変動対応における森林保全の重要性

Biodiversity Standards の認証も受けたカーボンクレジットを創出しています。さらに、2020年
9月、森林保全に加え、雇用・医療・教育・浄水システムの提供等地域社会の基盤整備や、オ

2018年に発行された IPCC の「1.5℃特別報告書」によると、地球温暖化を1.5℃に抑

ランウータンの保護といった生物多様性保全に取り組んできたことが評価され、世界で初めて

えるためには、いかなるシナリオにおいても、森林吸収によるCO 2の排出削減が必須だとされ

SDGs への貢献を証明するSD VISta ❺認証を17項目全てで取得しました。当社は、今後、同

ています。また、森林保全は CO 2 吸収だけではなく、生物多様性の保全、土壌の質及び地

プロジェクト内に新たに建設予定の3つのオランウータン保護施設の建設を支援していく予定です。

域の食料安全保障の改善など、相乗効果である
“Co-benefit”
が期待でき、国連が提唱する
SDGs へ広く貢献することができます。

インドネシアの Rimba Raya Biodiversity Reserve
REDD＋❹プロジェクト
当社は、森林保全によるCO2 吸収により気候変動対応を推進するとともに、貴重な生物
多様性の保全や、地域社会の生活基盤向上に貢献する優良な森林保全プロジェクトへの
支援に取り組んでいます。
❹ 森林減少・劣化の抑制によるCO2排出削減を意味するREDD（Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation）に、
森林管理による森林劣化防止や植林などによる炭素ストックの積極的増加を加えたカンクン合意
（2010年）
の定める概念

オランウータン保護に関する当社支援動画
❺ Sustainable Development Verified Impact Standard

プロジェクトの SDGs への貢献を認証する基準
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