
気候変動戦略

現在、⼈為起源の温室効果ガスの排出に伴う地球温暖化は疑いようのない状況となっています。暴⾵⾬、洪⽔、⼲ばつ等の異常気象による
被害件数が増加、その規模も拡⼤しており、グローバル経済へのリスクとして危機感が強まっています。 
当社グループでは、地球温暖化に関連するリスクと機会への戦略的取り組みについて全社的な経営戦略と連携して企画・推進するため、経
営企画部内に地球環境室を設置しています。また、「サステナブル経営推進本部」の専⾨部会である「気候変動対応部会」では、TCFD
の提⾔に基づいたシナリオ分析の検討、GHG 削減⽬標達成のための施策検討及びその他気候変動に関する協議・情報共有を推進していま
す。同部会活動のモニタリングについては、「サステナブル経営推進本部」における報告・審議等を経たうえで、四半期ごとに執⾏役会、
取締役会に報告することとしています。 
当社グループでは、気候変動に関連する⾃社のリスクと機会の適切な評価・管理を通じて、中⻑期的な経営戦略及びリスク管理への反映の
検討を進めています。引き続き気候変動への対応を⼀層充実させるとともにTCFDの提⾔に基づいた情報開⽰を積極的に⾏っていきます。

※1 TCFD︓Task Force on Climate-related Financial Disclosures（気候関連財務情報開⽰タスクフォース）の略。 
2016年に⾦融システムの安定化を図る国際的組織の⾦融安定理事会が設⽴。

※2 GHG︓Greenhouse Gas（温室効果ガス）

当社グループは、2020年3⽉、TCFDの提⾔に賛同するとともに、同提⾔に賛同する企業や⾦融機関等からなるTCFDコンソーシアムへ参画
しました。2021年3⽉には、同提⾔に基づき、気候変動が当社グループの事業に与える影響（リスクと機会）について把握し、リスクの低
減及び機会の獲得に向けた対策を検討するため、シナリオ分析を実施しました。 
引き続き、同提⾔に基づいた情報開⽰を積極的に⾏っています。

また、⾮営利団体CDPの質問書に毎年回答しており、A〜D⁻の８段階のスコアリングにおいて、2020年度はCDP気候変動「B」、CDPウォ
ーター「A⁻」の評価となりました。 
詳細は、下記リンクをご覧ください。

当社では地球温暖化に関連するリスクと機会への戦略的取り組みについて、全社的な経営戦略と連携して企画・推進するため、2019年4⽉
に経営企画部の中に「地球環境室」を設置しました。また、2020年４⽉に新設した「サステナブル経営推進本部」の専⾨部会である「気候
変動対応部会」では、TCFD提⾔に基づいたシナリオ分析、気候関連リスク及び機会の評価・管理、GHG削減のための実⾏計画の策定及びそ
の他気候変動に関する協議、情報共有を推進しています。同部会活動のモニタリングについては、「サステナブル経営推進本部」における
報告・審議等を経た上で、四半期ごとに執⾏役会、取締役会に報告することとしています。（執⾏役会・取締役会における審議・報告事
項）

温室効果ガス削減⽬標設定及び削減計画
気候変動関連情報の開⽰内容
各事業における気候変動関連リスク・機会の評価

気候変動への対応

気候変動戦略

基本的な考え⽅

※1

※2

情報の開⽰

CDP Score Report Climate Change 2020（英⽂のみ）
CDP Score Report Water Security 2020（英⽂のみ）

ガバナンス
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https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/sustainability-cms-staging72-s3/pdf/cdp/2020_Climate_Change_Mitsubishi_Materials_Corporation.pdf
https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/sustainability-cms-staging72-s3/pdf/cdp/2020_Water_Mitsubishi_Materials_Corporation.pdf


当社グループは、2021年3⽉、グループ全体のGHG排出量削減に関して、2030年度までに17％以上削減（2013年度⽐）及び2050年度ま
でにカーボンニュートラル実現を⽬指す中⻑期⽬標を設定しました。 
特に、プロダクト型事業（⾼機能製品・加⼯事業）においては、2030年度までに30%以上の削減を⽬標として掲げ、GHG削減に積極的に
取り組んでいきます。また、削減策のひとつとして、当社グループの事業で使⽤する電⼒について、2030年度までに使⽤電⼒の20%以上を
再⽣可能エネルギーに切り替える⽬標を設定しました。 
GHG削減の⽬標達成に向けた取り組みの実⾏計画については、省エネや既存技術の活⽤に加え、イノベーションのための研究開発や設備投
資なども含めて、気候変動対応部会を中⼼に検討及び協議を進めています。 
今後は、当社グループGHG排出量 の約5割を占めるScope3（サプライチェーンにおける間接排出）についても、継続的に実績を把握し、
削減に向けて検討を進めていきます。

※ 当社グループのGHG排出量︓Scope1+Scope2+Scope3

温室効果ガス（GHG）排出削減⽬標

当社グループ全体のGHG排出量を2030年度までに17%以上削減を⽬指す（2013年度⽐）
エネルギー起源排出量が主体である⾼機能製品・加⼯事業では30%以上の削減を⽬指す
2030年度までに当社グループ全体の使⽤電⼒の20%以上を再⽣可能エネルギーとする
2050年度までにカーボンニュートラルな事業を⽬指す

※1 Scope1＋Scope2
※2 ⽔素・電気エネルギーによる⽣産⼯程への移⾏
※3 セメント事業︓2022年4⽉事業統合の影響は加味していません
・Scope1︓事業者⾃らによる温室効果ガスの直接排出 
・Scope2︓他社から供給された電気、熱・蒸気の使⽤に伴う間接排出

⽬標

※

28



2030年度⽬標に向けた削減計画（全社合計）

・Scope1︓事業者⾃らによる温室効果ガスの直接排出 
・Scope2︓他社から供給された電気、熱・蒸気の使⽤に伴う間接排出

2030年度⽬標に向けた削減計画（セメント事業以外）
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気候変動に関するリスクと機会

当社グループへの財務影響としては、気候変動に対する政策及び法規制が強化され炭素価格制度が導⼊、強化された場合など、GHG排出量
に応じて追加費⽤が発⽣します。また、世界的な脱炭素社会への移⾏の流れへ乗り遅れた場合には、販売機会の損失等により企業価値の低
下を招く可能性があります。今、世界はパリ協定に基づき急速にカーボンニュートラルの社会へ移⾏する動きが⾼まっています。当社はこ
のような社会環境の変化に対して迅速に対応し、新たな価値を提供していく必要があると考えています。 
具体的には、GHG削減⽬標を設定し、省エネ設備の導⼊や再⽣可能エネルギーの使⽤を拡⼤することにより、当社グループの事業活動によ
り排出されるGHGを着実に削減していきます。更に、当社グループ製品の市場競争⼒を向上するため、製造プロセスの改善や環境配慮型製
品の開発、CCUS など環境負荷を低減する技術開発も積極的に推進しています。

※ CCUS︓Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage（⼆酸化炭素回収・有効利⽤・貯留）

物理的リスクについては、気候変動に関連すると考えられる激甚化した豪⾬・洪⽔や⾼潮・渇⽔等の急性及び慢性リスクによる被害等の⽔
リスクを含めて全社リスクマネジメント活動において管理しています。 
また、移⾏リスクについては、気候変動に関する政策等の強化により、省エネ・GHG排出削減に貢献する技術や製品・サービスの需要が拡
⼤すると想定しています。当社グループは、脱炭素化に貢献する素材・製品・技術の開発、地熱発電等の再⽣可能エネルギーの開発・利⽤
促進、CO 回収・貯留に関する実証試験・適地調査事業への参画、保有する⼭林の保全活動等に取り組むことで、経済的価値と社会的価値
の両⽴を⽬指していきます。

■ シナリオ分析

当社グループは、2021年3⽉、気候変動が当社グループの事業に与える影響（リスクと機会）について把握し、リスクの低減及び機会の獲
得に向けた対策を検討するため、シナリオを設定し、その分析を実施しました。 
シナリオ分析の結果明らかとなった当社グループにおける気候変動によるリスク及び機会への戦略的対応策について引き続き気候変動対応
部会にて検討を進め、中⻑期的な経営戦略及びリスク管理へ反映していきます。

■ 気候変動が進⾏するシナリオを設定し、事業への影響を分析、リスクの低減、機会の獲得に向けた対策を検討

リスク・機会の抽出
事業に関連する気候変動リスク・機会として、移⾏リスク・機会と物理リスクを抽出

重要リスク・機会 
要素の特定

抽出したリスク・機会について、事業へのインパクトや事業戦略との関連性、ステークホルダーからの関⼼度合
い等を勘案し、重要度の⾼いリスク・機会要素を特定

事業への影響を分析
重要リスク・機会について事業への影響度を分析 
分析・評価では、2℃上昇と4℃上昇するシナリオデータを参照

【参照シナリオ】 国際エネルギー機関（IEA）持続可能な発展シナリオ（SDS）、２℃シナリオ（2DS）気候変
動に関する政府間パネル（IPCC）:共有社会経済パス（SSP）、代表的濃度経路シナリオ
（RCP） 等

対策及び指標・⽬標の検
討

リスクの低減、機会獲得に向けた対策を検討 
モニタリングする⽬標として、GHG排出削減⽬標を設定

気候変動への対応

気候変動に関するリスクと機会

※

2

リスク・機会及びその対策の特定プロセス
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■ 分析で想定する世界

２℃シナリオ（持続可能な社会） ４℃シナリオ（成⾏きの社会）

今世紀末までの平均気温の上昇を2℃未満に抑え、持続可能な発展を実
現させるために、野⼼的な政策や環境技術⾰新が進む

パリ協定に則して各国が⽬標達成に向けた政策を実施するも、各国の
協調、環境技術開発、エネルギー転換等が不⼗分なものとなり、今世
紀末までの平均気温が4℃程度上昇する

脱炭素社会への移⾏に伴い、事業に影響を及ぼす社会変化として、以下
の世界を想定

気候変動緩和策が奏功せず、成り⾏きで温暖化が進⾏する以下の世界
を想定

【想定する世界】
グローバルでの炭素価格の設定と価格上昇
化⽯燃料から再⽣可能エネルギーへの移⾏の進展
モーダルシフト、EVシフトの進展
公共交通機関、シェアリングの利⽤需要の増加
ユーザーによる脱炭素製品の選好
循環型社会への移⾏、廃棄物リサイクル率の向上
CO 回収・貯留・有効利⽤技術の確⽴・実⽤化

【想定する世界】
化⽯燃料依存、エネルギーコストの増加
新興国・途上国での著しい経済成⻑
CO 排出量の少ない移動⼿段へのシフト鈍化
⾵⽔災の激甚化、災害廃棄物の発⽣量増加
⽔ストレス・熱ストレスの深刻化

分析テーマ 分析内容 分析対象事業

1. 直接的な炭素税負担の変化 2℃未満の世界に向けて、GHG削減の取り組み推進に関
わるコストの把握
GHG削減⽬標の可否によるコスト差などを基に、削減に
向けた設備投資の検討

全事業共通

2. 事業拠点の⽔災リスクの変化 当社事業拠点における河川氾濫、⾼潮による浸⽔リスク
の財務的影響の把握

全事業共通

3. EVシフトによる当社製品の需要の変化 2℃未満の世界に向けて、EV需要の変化に応じた当社電
⼦材料の需要の変化の検討

⾼機能製品

4. モーダルシフト、EVシフト、輸送機器
の軽量化に関わる当社製品需要の変化

輸送セクターの低炭素化、2℃・4℃の世界における交
通・輸送⼿段の利⽤の⾒通し等を踏まえ、加⼯事業の関
連製品の需要や市場成⻑性を把握

加⼯事業

5. 循環型社会への移⾏によるE-Scrapリサ
イクルの需要の変化

E-Scrap発⽣量の⾒通し等を踏まえ、E-Scrapリサイク
ルの需要と市場成⻑性の把握

⾦属事業

6. 炭素価格政策に起因するコストの変化 上流の企業における炭素税負担が、間接的に当社の事業
コストにどの程度影響するかを把握

セメント事業

7. 災害廃棄物の受け⼊れ・処理に対する需
要の変化

気候変動による災害廃棄物の発⽣量の変化を踏まえ、受
⼊処理に対する需要の変化を評価

セメント事業

8. 家電リサイクルに関わる需要の変化 代替フロンの普及や、気温の上昇に伴う2℃の世界にお
ける家電リサイクル事業の需要や市場成⻑性を把握

環境・エネルギー事業

9. 再⽣可能エネルギーの需要の変化 影響度の⾼い外部環境の変化に伴う2℃の世界における
再⽣可能エネルギー事業の需要や市場成⻑性を把握

環境・エネルギー事業

シナリオ分析 – 想定する2030年〜2050年の世界

2

2

シナリオ分析 – 分析テーマ⼀覧
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１．直接的な炭素税負担の変化（全事業共通）

■ リスク要素︓炭素価格税制度の導⼊・強化（操業コスト）

想定する世界と事業
影響

炭素価格制度の導⼊・強化による⽣産コストの増加

GHG排出量に対する課税強化、電⼒価格上昇によるエネルギーコスト増加
グリーン電⼒証書の調達額や排出権取引コストが増加
総エネルギーコストは、2019年度⽐で2030年度に1.59倍、2050年度には1.63倍

影響分析 炭素価格は、当社のコストの増加要因になる。炭素価格の影響は社会全体にも及ぶが、当
社の製品価格への転嫁が進まない場合は収益低下となるリスクとなる。  

今後の戦略と対応
セメント製造における低温焼成技術の導⼊や⼯場から排出されるCO の回収技術の検討、CCUS等の⾰新的な技術の
実現可能性やコスト⾯について注視していく
省エネを推進、電化への移⾏や燃料転換の可能性の検討を進める
2030年度までにGHG排出量を17%以上削減（2013年度⽐）する
電⼒由来の排出量削減に向けて、再⽣可能エネルギーの導⼊を推進する

シナリオ分析 – 分析結果（概要）

2
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２．事業拠点の⽔災リスクの変化（全事業共通）

■ リスク要素︓洪⽔、⾼潮、⼲ばつ等の⽔リスクの増加

想定する世界と事業
影響

世界的な災害頻度の⾼まりによる損害額の増加

災害の発⽣頻度の⾼まりにより物的損害、休業損害等が増加
河川氾濫リスクの⾼い拠点での物的損害額は、国内拠点で現在⽐で2050年度に約1.1倍、2085年度に約4倍、海外拠
点（タイ）で同年度約2.8倍、約25倍

影響分析 災害による損害の増加は、当社のコストの増加要因になる。世界的に気温上昇が抑えられ
ず、4℃シナリオの世界に向かった場合、拠点のロケーションによっては、操業及びサプ
ライチェーンに深刻な影響が⽣じるリスクがある。

今後の戦略と対応
短期的なリスクは、世界資源研究所（WRI）が開発した⽔リスク評価ツール「Aqueduct（アキダクト）」による評
価、及び、定期的なヒアリングにより事業所個別の詳細な⽔リスク状況を把握し、リスクが⾼い箇所については順次
対応を進める
中⻑期的なリスクは、IPCC等における最新の予測情報の把握、当社及びサプライチェーンにおける⽔災リスクについ
ての評価を基に、適切な対策を推進する

３．EVシフトによる当社製品の需要の変化（⾼機能製品）

■ 機会要素︓EV販売台数の増加

想定する世界と事業
影響

脱炭素化に向けたEV関連製品の急速な需要拡⼤

2030年度に向けて⾃動⾞全体の販売台数が増加、⾃動⾞向け端⼦・コネクタ需要は2019年度⽐で2030年度に約1.6
倍、2050年度に約2.1倍に拡⼤
EV⾃動⾞の2030年度の販売台数は、2019年度⽐で約22倍増加

影響分析 EVの販売台数は⼤幅に増加し、当社の銅加⼯・電⼦材料製品等の⼤幅な需要拡⼤が予測
される。関連製品の⽣産体制強化により需要を取りこむことで、売上の拡⼤に繋がる機会
となる。

今後の戦略と対応
2030年度時点での新規HV・EV向け銅部材の販売量を2019年度⽐1.3倍以上、次世代⾃動⾞・環境対応製品の売上⾼
を2019年度⽐3倍以上を⽬指す
急拡⼤するEV向け製品需要に応えられる供給体制を構築するための設備投資や製品開発等を⾏い、脱炭素社会への移
⾏に貢献していく

４．モーダルシフト、EVシフト、輸送機器の軽量化に関わる当社製品需要の変化 （加⼯事業）

■ リスク要素︓モーダルシフト等に伴う加⼯製品市場の急変

想定する世界と事業
影響

EV⾃動⾞⽐率の増加によるエンジン向け切削⼯具の需要減少

EV販売台数の著しい増加、軽量化素材の利⽤率の増加
エンジン搭載⾞の⽣産数減少（2030年度時点で2019年度⽐0.76〜0.96倍）が⾒込まれ、エンジンやトランスミッシ
ョン向けの切削⼯具の売上は減少

影響分析 電動化・軽量化の関連市場の拡⼤に伴う難削材向け⼯具の需要の増加が予測されることか
ら、製品構成を⾒直し、需要を取り込むことで売り上げ拡⼤の機会となる可能性がある。
⼀⽅、現在の主⼒製品であるエンジン搭載⾞向け切削⼯具の売上が減少するリスクがあ
る。
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今後の戦略と対応
EVバッテリー関連製品、難削材向け⼯具等、2℃シナリオの世界に向けて拡⼤する需要に応える製品を開発・供給
し、脱炭素社会への移⾏に貢献していく
⾃動⾞向け製品市場は、⾃動⾞の動⼒源の種類によって製品需要の拡⼤・縮⼩傾向が異なるため、EVシフトの動向を
注視していく。また、⾃動⾞産業に代わる新たな市場の開拓も進めていく

５．循環型社会への移⾏によるE-Scrapリサイクルの需要の変化（⾦属事業）

■ 機会要素︓E-Scrapリサイクルの需要拡⼤

想定する世界と事業
影響

各国の経済成⻑に伴う廃電⼦機器リサイクル需要の増加

世界の⾞両販売台数の増加（2030年時点で2019年⽐で1.1倍）、⾃動⾞のEV⽐率の増加、ＧＤＰの成⻑により、廃
⾃動⾞由来のE-Scrapは増加する
デジタル化の進展による電⼦機器需要増により有価⾦属需要は更に⾼まる

影響分析 2030年における世界のE-Scrap発⽣量は、2019年⽐142％に増加する。当社のリサイ
クル処理能⼒を増強することにより、当社のE-Scrap処理量が増加し、売上増加の機会と
なる。

今後の戦略と対応
処理能⼒増強、前処理の⾼度化等の技術開発による受⼊機会の拡⼤を検討し、E-Scrapリサイクル事業に注⼒し、循
環型社会の構築に貢献していく
今後、電⼦基板中のPGM 含有量の低下や国内EV販売台数の増加が⾒込まれることから、有価⾦属に係る周辺環境を
注視していく

※ PGM︓⽩⾦族⾦属

6．炭素価格政策に起因するコストの変化（セメント事業）

■ リスク要素︓炭素価格税制度の導⼊・強化（調達・販売）

想定する世界と事業
影響

炭素価格制度の導⼊・強化による原料調達・セメント輸送コストの増加

上流側取引先の炭素価格が当社へ転嫁されて当社負担コストが増加
エネルギーコストの変化等により、セメント原料の輸送コストが増加
炭素価格の低い国からの輸⼊製品による価格競争⼒の低下（調整措置までの間）

影響分析 炭素価格の導⼊・強化は、当社のコスト増加の要因となる。⼀⽅、この影響は業界全体に
及ぶことから、当社製品の競争⼒を維持するためにも、GHG削減⽬標の達成に向けた対
策を着実に進めて炭素価格負担額の圧縮が求められる。

今後の戦略と対応
原料調達に関するリスク低減に向けて製造⼯程における省エネ、熱エネルギー転換等の対策を総合的に検討する
荷主の⽴場から、輸送プロセス（輸送⼿段、調達経路等）の⾒直し等を進め、CO 排出削減に取り組む
炭素国境調整措置の国内外の政策動向を注視し、業界として対応していく

７．災害廃棄物の受け⼊れ・処理に対する需要の変化（セメント事業）

■ 機会要素︓⽔災害に伴う災害廃棄物の処理需要の増加

想定する世界と事業
影響

気候変動に伴う洪⽔、⼟砂災害、⾼潮等の⽔災害の増加

降⾬量・氾濫⽔量が増加し、⽔災害の範囲の拡⼤、浸⽔深度の増加
国内の洪⽔発⽣頻度は、4℃シナリオで約4倍、２℃シナリオで約２倍に増加
⽔災害の増加に伴い、災害廃棄物も増加

※

2
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影響分析 ⽔災害の地域性、災害廃棄物発⽣量や発⽣の⾮定常性等を踏まえると、事業影響は軽微で
ある。⼀⽅、⽔災害の脅威の⾼まりが予想される中で、廃棄物の受⼊処理機能を担うセメ
ント産業の存在意義・社会貢献の機会は⾼まる

今後の戦略と対応
今後も災害廃棄物処理の要請に応じ、社会的役割を果たしていく
⾼塩素含有廃棄物 の処理拡⼤のため、脱塩素技術の開発に取り組む
処理可能品種の拡⼤を進めるとともに、引き続き熱エネルギー代替廃棄物の使⽤拡⼤により、CO 排出量の削減に貢
献していく
国の施策（レジリエンス強化）を踏まえ、防災・減災に関連する公共事業ニーズに応じた製品の安定供給を維持・継
続する

※ ⾼濃度の塩素は、セメント原料の予熱器が閉塞するなど、⼯程上の問題や品質に影響を及ぼす

８．家電リサイクルに関わる需要の変化（環境・エネルギー事業）

■ 機会要素︓家電リサイクル需要の増加

想定する世界と事業
影響

温暖化・エネルギーコスト上昇による省エネ家電への買い替え頻度の増加

エアコンの⻑時間使⽤による劣化進⾏、世帯あたりのエアコン保有量の増加
低炭素規制、エネルギーコスト増加による買替え頻度の増加（廃家電量増加）
リサイクル規制の強化による家電回収率の上昇

影響分析 気温上昇、世帯数の変化、炭素規制及びリサイクル規制の強化等により廃家電量は増加す
ることが⾒込まれる。これに伴い、当社の家電処理量も増加し、売上増加の機会となる。
（2050年度で2019年度⽐209%）

今後の戦略と対応
家電リサイクル処理台数増量に向けた設備の⾃動化、回収物の価値向上のための⼯程改善に取り組み、事業拡⼤を図
る
特に処理量の増加が⼤きいと予測されるエアコン、薄型テレビ等の市場規模拡⼤を踏まえ、市場動向を注視していく
海外市場の動向を注視しつつ、リチウムイオン電池や太陽光パネルのリサイクル等の新たなリサイクル事業を創出す
る

９．再⽣可能エネルギーの需要の変化（環境・エネルギー事業）

■ 機会要素︓再⽣可能エネルギーの普及・需要増加

想定する世界と事業
影響

ネットゼロ社会に向けた、再⽣可能エネルギー市場の中⻑期的拡⼤

再エネの普及状況、需給関係により、環境価値は1.3円〜4円/kWhまで幅を持つ
技術開発により低コスト化した再エネが⼤量に普及、再エネ買取優遇制度は縮⼩、売電単価は低下すると想定される
が、再エネの需要拡⼤により売上は増加

影響分析 売電単価や⾮化⽯証書価格は環境政策や技術の進展により変動する⼀⽅、再エネ需要⾃体
は拡⼤し、当社の再⽣可能エネルギー事業拡⼤の機会となる。（発電量は、2050年度で
2019年度⽐286%）

今後の戦略と対応
再⽣可能エネルギー総発電量を2030年度までに533GWhとすべく既存の発電所の出⼒増強、海外展開も含む新規地
熱・⽔⼒発電の調査・開発に注⼒する
太陽光・⾵⼒発電の技術開発・普及状況、売電単価の動向を注視し、 発電原価の低減に取り組む

※

2
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当社グループにおける⽔使⽤量の⼤部分（約91%）は冷却⽔としての海⽔であり、淡⽔（⼯業⽤⽔や地下⽔等）の使⽤量は相対的に少ない
ものとなっています。しかし、淡⽔の不⾜は事業活動に影響をおよぼすおそれがあるため、当社グループの事業運営では、必要な⽔量及び
⽔質を確保することが不可⽋です。また、台⾵や豪⾬による洪⽔災害といった近年の頻発する⽔関連の問題とそれに伴う影響の⼤きさを考
慮し、これらに対するリスク管理を⾏っています。 
事業所では⽔リスクの低減策をそれぞれ進めており、⽔資源確保への対策については⽔の循環利⽤や⽔使⽤量の少ない設備の導⼊・更新等
による節⽔に取り組み、洪⽔対策については建屋・ポンプ・電気設備等の嵩上げや排⽔ポンプの設置、増⽔を想定した訓練等に取り組んで
います。また、事業所からの排⽔⽔質異常や⽔質事故の防⽌のため、法規制を上回る独⾃の排⽔基準の設定による管理、⽔質異常時に検知
できるセンサー・⾃動排⽔停⽌システムの導⼊等に取り組んでいます。

■ ⽔リスク評価の取り組み状況

当社グループの製造事業所（⼀部、研究機関も含む）における⽔リスクの状況を把握するために、世界資源研究所（WRI）が開発した⽔リ
スク評価ツール「Aqueduct（アキダクト）」により、⽔資源確保に関するリスク、洪⽔の影響を受けるリスク等、⽔リスクに関わるそれぞ
れの項⽬について、事業所個別の評価を⾏っています。 
更に、より実態に即した⽔リスク評価とするため、各事業所における過去の⽔リスク顕在化の有無（所在地での洪⽔・渇⽔・取⽔⽔質悪化
に関する発⽣履歴 等）や、事業活動に伴う⽔使⽤状況に関する情報（淡⽔・地下⽔の使⽤量、排⽔中に含まれる汚濁負荷物質の排出量）を
加味して、Aqueductによる⽔リスクの評価結果を補完しています。 
補完した⽔リスクの評価結果は、評価項⽬別にリスクスコアを表記したレーダーチャートによって事業所ごとの⽔リスクを可視化し、各事
業所との共有を図っています。各事業所では、⾼いリスクと評価された項⽬を事業所におけるリスクとして登録し、⽔リスクの低減を含め
た対応を⽴案・実施することにより、リスク管理を⾏っています。

事業所別の⽔リスクのレーダーチャート 表⽰例

⽔リスクの項⽬のうち、「⽔質リスク」については取⽔⽔質悪化による操業への影響や事業所排⽔による環境への影響、「規制・評判リス
ク」については取⽔・排⽔に対する規制の強さ・地域の評判の観点から、リスクを取⽔と排⽔に分けて評価しています。

⽔に関するマネジメント
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2020年度の当社グループ全体での温室効果ガス排出量（単体＋主要
連結⼦会社）は10,653千tでした。前年度⽐で391千t減少しまし
た。

2020年度の当社単体でのエネルギー起源温室効果ガス排出量は、
3,157千tでした。前年度⽐で47千t減少しました。

※ ⾮エネルギー起源の温室効果ガス排出源は原料等で使⽤される⽯灰⽯が主要なもの
ですが、 代替や削減が困難であることから、省エネルギーを通じた削減努⼒が確認で
きるエネルギー起源温室効果ガス排出量を対象としています。

単体の温室効果ガス排出量は、前年度対⽐▲220千tCO  (▲3％)の
削減となり、これはセメント⽣産量の減少が主な要因です。また、
原単位は各事業の⽣産量減少の影響により前年度並みでした。

三宝製作所、若松製作所の2拠点の追加、セメント⽣産量の減少によ
り結果的にエネルギー使⽤量は前年度対⽐1.1％増加しました。ま
た、廃プラ・再⽣油の熱エネルギー代替物の使⽤量は増加するも、
各事業の⽣産量減少が影響し原単位は0.9%悪化しました。 事業者
クラス分け評価︓Aクラス（Aクラス︓過去5年平均で１％以上の原
単位改善必要であるSクラスには未達）となりました。

※ エネルギー原単位は、⽇本の省エネ法（エネルギーの使⽤の合理化等に関する法律）のもとで定められて
いる定期報告書作成要領に従い算出。当社は事業内容が多様なため、事業ごとに「エネルギーの使⽤と密接
な関係を持つ値」を設定し、計算式の分⺟として使⽤しています。各事業のエネルギー原単位の対前年度⽐
と、各事業で使⽤するエネルギーの全社に占める割合とを掛け合わせて事業別の寄与度を求め、その合計が
全社の原単位（前年度比）となります。温室効果ガス排出原単位も同様に算出しています。

■ 温室効果ガス総排出量（単体+主要連結⼦会社）★

■ エネルギー起源温室効果ガス排出量の推移（単体）★

■ 温室効果ガス排出原単位の推移（単体）

■ エネルギー原単位の推移（単体）

パフォーマンス
気候変動への対応

GHG排出量実績と取り組み

2020年度の温室効果ガス削減活動

2

37



■ 2020年度温室効果ガス総排出量内訳［千t-CO e］★

分類 単体 国内グループ 海外グループ 計

SCOPE1 
（直接）

エネルギー起源
（燃料等）

2,621 511 671 3,803

⾮エネルギー起源 プロセス 3,716 159 701 4,575

廃棄物 428 291 20 740

その他ガス 19 35 4 58

（参考） 
⾮エネルギー起源合計

4,163 485 725 5,373

⼩計 6,784 996 1,397 9,176

SCOPE2（間接） エネルギー起源
（電⼒等）

536 439 501 1,477

（参考）エネルギー起源合計 3,157 951 1,173 5,280

合計 7,320 1,436 1,898 10,653

※ 「グループ会社」は連結⼦会社125社（国内61社、海外64社）を含んでいます。
※ 「温室効果ガス排出算定・報告マニュアル」Ver.4.6 によりデータを算出しています。
※ 「SCOPE2(間接)*1」は市場別(market base)排出量を表⽰。地域別(location base)では1,600[千t-CO e]

■ 2020年度のScope3排出量［千t-CO e］

項⽬ 対象 単体 グループ 計 活動量の考え⽅

カテゴリ1

購⼊した製品・サー
ビス

温室効果ガス排出量以外の環
境データ対象組織と同じ

1,290 5,071 6,361 グループ外から受け⼊れた原
材料（廃棄物原材料・副産物
原材料は対象外）の物量ベー
スの使⽤量

カテゴリ2 資本財 連結財務諸表と同じ 114 159 273 報告対象年度における設備投
資⾦額

カテゴリ3
SCOPE1,2に含まれ
ない燃料及びエネル
ギー関連活動

温室効果ガス排出対象組織と
同じ

505 274 779 燃料種別使⽤量、グループ外
から購⼊した電⼒量及び蒸気
量

カテゴリ4

輸送、配送（上流） 温室効果ガス排出量以外の環
境データ対象組織と同じ

572 1,414 1,987 ①報告対象年度に購⼊した製
品・サービスのサプライヤー
から⾃社への物流に伴う排出
・主要原材料ごとに（廃棄物
原材料・副産物原材料は対象
外）輸送シナリオを設定
・国間距離はIDEA 国地域間
距離データベース、その他の
距離は距離検索サイトを利⽤
し設定（⼀部、カンパニーへ
のアンケートにより回答があ
った距離を採⽤しているケー
スもあり）
②報告対象年度の出荷輸送の
うち、⾃社が費⽤負担してい
る製品の物流に伴う排出
・主要出荷製品ごとに輸送シ
ナリオを設定
・国間距離はIDEA 国地域間
距離データベース、その他の
距離は距離検索サイトを利⽤
し設定

カテゴリ5 事業から出る廃棄物 温室効果ガス排出量以外の環
境データ対象組織と同じ

1 19 20 産業廃棄物量（再資源化・埋
⽴）を対象

2

＊１

2

2
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項⽬ 対象 単体 グループ 計 活動量の考え⽅

カテゴリ6

出張 連結 0 3 3 単体については、拠点（事業
所及びオフィス）別の従業員
数 
ただし、新型コロナウイルス
感染拡⼤防⽌に伴う出張⾃粛
を考慮して、報告対象年度と
通常年度の出張費を⽐較し、
従業員数に対通常年度の出張
費割合を乗じた値を活動量と
した 
連結⼦会社については、有価
証券報告書の⼈員情報より、
カンパニー別の従業員数

カテゴリ7

雇⽤者の通勤 連結 2 8 10 単体については、拠点（事業
所及びオフィス）別の従業員
数 
ただし、新型コロナウイルス
感染拡⼤防⽌に伴う出社⾃粛
を考慮して、本社オフィス及
び本社以外のオフィスについ
ては報告対象年度の出社割合
を乗じた値を活動量とした 
連結⼦会社については、有価
証券報告書の⼈員情報より、
カンパニー別の従業員数

カテゴリ8
リース資産（上流） ー ー ー ー 賃借しているリース資産はあ

るが、SCOPE1,2に含んでい
るため、算定対象外

カテゴリ9

輸送、配送（下流） 温室効果ガス排出量以外の環
境データ対象組織と同じ

120 295 415 販売先までの出荷輸送のう
ち、他社が費⽤負担している
製品の物流に伴う排出 
販売先以降最終消費者までの
輸送は対象外とする 
国間距離はIDEA 国地域間距
離データベース、その他の距
離は距離検索サイトを利⽤し
設定（⼀部、カンパニーへの
アンケートにより回答があっ
た距離を採⽤しているケース
もあり）

カテゴリ10

販売した製品の加⼯ 温室効果ガス排出量以外の環
境データ対象組織と同じ

202 521 724 販売した製品として、カンパ
ニー別グループ外への製品出
荷量を活動量とした
製品ごとに想定される⼀次加
⼯を設定して、加⼯に伴う排
出量を算定

カテゴリ11

販売した製品の使⽤ ー ー ー ー 販売する製品は素材や部品
で、利⽤先は多岐に渡り、最
終製品までたどるのは困難で
あるため、算定対象外

カテゴリ12

販売した製品の廃棄 温室効果ガス排出量以外の環
境データ対象組織と同じ

106 258 364 販売した製品として、カンパ
ニー別グループ外への製品出
荷量を活動量とした
製品ごとに想定される廃棄⽅
法を設定して、廃棄に伴う排
出量を算定

カテゴリ13 リース資産（下流） ー ー ー ー 賃貸ししているリース資産は
ほぼないため、算定対象外

カテゴリ14 フランチャイズ ー ー ー ー フランチャイズ事業は⾏って
いないため、算定対象外

カテゴリ15
投資 ー ー ー ー 純粋な利益の追求を⽬的とし

た投資は⾏っていないため、
算定対象外

合計 ★2,913 8,022 10,934
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※ 算定⽅法は、環境省・経産省「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン（ver.2.3）」を参考とし、排出原単位
は「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース（Ver3.1)」等を参照して算定しました。

■ 各事業における主要な取り組み

当社の製造事業所・⼯場は、徹底した省エネルギーの追求を重要課題と捉え、省エネ活動を進めています。 
具体的には、燃料の⾒直し、未利⽤エネルギーの利活⽤、⼯程・設備の改善、⾼効率機器の導⼊、機器仕様の適正化、設備運転制御・操業
形態の⾒直し等の視点で活動を⾏っています。本社・⽀店・営業所や、研究所等の⼩規模な事業所でも、LED照明導⼊等の省エネの取り組
みを継続しています。

2020年度の輸送におけるCO2排出量は、単独では41,198t（前年度⽐ 1,142t減）、当社グループ(*1)合計では72,070t（前年度⽐ 6,449t
減）となりました。⼀⽅、エネルギー消費原単位(*2)は、当社では17.54kℓ／百万トンキロと前年度⽐で9.5%の悪化となりました。当社
は、特定荷主であった、グループの三菱伸銅社を2020年4⽉に吸収合併しましたが、主たる輸送⼿段としてトラックを使⽤している三菱伸
銅社を社内に取り込んだことにより、トラックの使⽤⽐率が増加したことが主たる要因です。また、当社グループ合計では21.18kℓ／百万
トンキロ（前年度⽐3.4%悪化）となりました.
今後も、⻑距離輸送を中⼼にモーダルシフトを進めるとともに、グループ全体での物流最適化を通じて、環境負荷の⼩さい物流の構築に努
めます。

※1 当社グループの算定対象は、当社及び国内グループ会社の中で「エネルギーの使⽤の合理化等に関する法律」上の特定荷主に
あたる5社の計6社としており、合計の排出量は、国内グループ会社全体の排出量の9割以上を占めています。

※2  使⽤エネルギー量を原油量換算（kℓ）し、輸送トンキロ（百万トンキロ）で割った値。

■ 輸送モード別CO 排出量の推移（単位︓t-CO ）

2019年度 2020年度

単体 グループ会社 単体 グループ会社

物流CO₂排出量 総量 43,340 35,179 42,198 29,872

内訳 トラック 8,705 28,340 13,586 22,708

鉄道 3 29 23 5

船舶 34,579 6,810 28,563 7,159

航空 53 0 26 0

持続可能な社会の実現を視野に「地球温暖化防⽌」について、2020年に向けた⽬標を設定し、設備の省エネ化等、エネルギー効率の徹底追
求に取り組んでいます。13の事業所（セメント事業は5つの事業所をひとまとまりとして管理）で⽬標の達成状況を管理しており、最終年
度である2020年度では1事業所で達成率100%を超えましたが、残りは50％未満という結果でした。今後もこのようなCO 排出削減のため
の取り組みに加え、循環型社会に貢献する分野においても、循環資源の有効活⽤等について、新たに明確な⽬標を設定して進めていきま
す。

物流における取り組み

2 2

※1 ※1

2020年に向けた⽬標と最終年度の達成実績

2
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※達成度については、次のとおり定めています。 2020年⽬標の達成に向けた2020年度末達成⽬安に対し、☆☆☆☆︓100%以上、☆☆☆︓80%以上、☆☆︓50%以上、☆︓０％
以上〜５０％未満。

■ セメント事業

粉砕機の適正保守、排熱発電設備の保守⾒直し、電気機器の効率化、照明のLED化等による電⼒消費量の削減や熱エネルギー代替資源の使
⽤量増加、焼成設備の省エネ改造、⾰新的技術となる低温焼成技術の導⼊に取り組む等、エネルギー利⽤効率の向上を図っています。

■ ⾦属事業

コンプレッサ関係設備の省エネ、変圧器・モーターの⾼効率化、照明のLED化等による電⼒消費量削減、各種炉の操業⾒直しによる重油消
費量削減に取り組み、エネルギー利⽤効率の向上を図っています。

■ ⾼機能製品・加⼯事業

⽔ポンプ制御の改善、空調・冷凍設備、コンプレッサ関係設備の省エネ、⾼効率電気機器の導⼊、照明のLED化、各種処理⼯程の改善等に
よる電⼒消費量削減、ボイラー・廃熱回収設備の最適制御等に取り組み、エネルギー利⽤効率の向上を図っています。
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テーマ︓セメント排ガスを活⽤した藻類培養の実証試験 
セメント⼯場から排出されるCO に着⽬し、光合成によりCO を有機成分に変える藻類をセメント
排ガスにて培養する技術、及び藻類から抽出した成分でバイオプラスチックを合成する技術の確⽴
を⾏いました。プレスリリース等で当社グループのCO 削減への取り組みをPRしたことに加え、既
存事業の枠を超えた新たな選択肢を提⽰できた点が評価されました。

培養タンク

当社グループは、各事業所における地球温暖化防⽌や資源循環･環境保護に貢献する活動を促進するための表彰制度として、2010年度より
エコ・コンテストを実施しています。2020年度の表彰結果は以下のとおりです。

■ エコ活動優良推進場優秀賞２件︓中央研究所

テーマ︓⾼取鉱⼭の坑廃⽔処理プロセスの改良 
中央研究所では、当社のリサイクル事業や環境保全活動に資する研究開発を⾏っています。今回は当社グループの休廃⽌鉱⼭の中でも、排
⽔処理が最も難しいとされる⾼取鉱⼭の鉱⼭廃⽔排⽔処理フローの検討を⾏いました。その結果、⼆系統あった殿物の排出系統を⼀元化し
て処理できる画期的なフローを構築し、排⽔処理殿物の総発⽣量の削減、集積場への運搬労⼒の削減を達成した点が評価されました。

■ 環境貢献賞︓⽇本新⾦属㈱秋⽥⼯場

テーマ︓タングステンリサイクルの技術改善 
当社では、海外からの原料調達リスクの分散や循環型社会への貢献のため、タングステンを含むスクラップのリサイクルに取り組んでいま
す。酸化焙燃法によるリサイクルは、多くの熱エネルギーを使⽤するため、排熱の熱交換やタングステンの特性を利⽤した処理技術を⽤
い、省エネルギーで効率的にリサイクルできたことを評価されました。

第11回エコ・コンテスト

2 2

2
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次世代⾃動⾞のヘッドランプでは、省エネルギー化のために、従来の光源に代わ
り、⾼輝度LEDの採⽤が進んでいます。当社は、⾼輝度LEDに要求される⾼い放
熱性を持ちながらも従来のセラミック基板よりも低コストであるメタルベース基
板の開発を⾏いました。 
今後は、実⽤に耐える基板となるよう信頼性の構築を⾏い、量産化プロセスを⽴
ち上げ、2022年頃までに実⽤化・普及を⽬指します。

⾞載⽤⾼輝度LED向けメタルベース基板「nBoard™」を開発

次世代⾃動⾞の⾼出⼒モータ電源制御⽤インバータで⽤いられるパワーインダク
ターやリアクトル、モータに⽤いられるコイルには、⾼温下での⾼い絶縁信頼性
が要求されます。 
近年、それらコイルデバイスの更なる⼩型化に伴い、従来よりも複雑な形状の導
体に絶縁加⼯を施すコーティング技術が求められています。当社は、複雑形状に
対しても、⾼耐熱・⾼絶縁性を有する樹脂⽪膜を均⼀にコーティングできる電着
技術を開発しました。 
今後は、電着加⼯の量産プロセス構築とともに更なる⽪膜特性の⾼度化を⾏い、
2022年頃までにコイル部材への適⽤を⽬指します。

次世代⾃動⾞向けに⾼耐熱・⾼絶縁性樹脂の均⼀電着コーティング技術
を開発

当社グループは、気候変動への対応を脱炭素社会の構築に向けた重要な経営課題のひとつとして捉え、環境負荷低減を考慮したものづくり
や地熱等再⽣可能エネルギーの開発・利⽤促進に取り組んでいます。

当社は中期経営戦略において「次世代⾃動⾞」、「IoT・AI」、「都市鉱⼭」及び「クリーンエネルギー・脱炭素化」を、当社グループが捉
えるべき社会ニーズと捉えています。「次世代⾃動⾞」及び「IoT・AI」については、銅・アルミ加⼯品、シール、耐摩⼯具及びセンサ等の
事業領域を拡⼤させるとともに、新たな製品・事業を展開していきます。また、「都市鉱⼭」及び「クリーンエネルギー・脱炭素化」につ
いては、リサイクル、再⽣可能エネルギー及び⽔素社会関連事業などの中から、新製品・新事業を創出していきます。 
具体例としては、2019年以降に次世代⾃動⾞向けに、⾞載⽤⾼輝度LED向けメタルベース基板、⾼耐熱・⾼絶縁性樹脂の均⼀電着コーティ
ング技術、次世代型パワーモジュール向け焼結型接合材料の発表を⾏っています。当社は、これら次世代⾃動⾞に必須となる要素技術開発
を進めることで、普及を推進しています。今後、これらの技術を2050年頃までに段階的に実⽤化ができるよう開発を継続していきます。

■ ⾞載⽤⾼輝度LED向けメタルベース基板

■ ⾼耐熱・⾼絶縁性樹脂の均⼀電着コーティング技術

脱炭素社会構築に向けた取り組み
気候変動への対応

脱炭素社会構築に向けた取り組み

「脱炭素社会実現に貢献する製品やサービス」

次世代⾃動⾞に必須となる要素技術開発TOPICS
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次世代⾃動⾞の⾼出⼒モータ電源制御⽤インバータで⽤いられる次世代型パワー
モジュールでは、銅部材へのSiC等⾼温動作半導体素⼦の接合において⾼機能化
の要求があります。従来は基板表⾯に⾦や銀等の貴⾦属メッキを施し、加熱しな
がら加圧する必要がありました。当社は、基板表⾯の銅部材へ貴⾦属をメッキす
ることなく無加圧で接合でき、かつ従来品と同等の接合強度と耐熱性を発揮でき
る接合材を開発しました。 
今後は、更なる信頼性の向上及びプロセスの最適化を⾏い、2021年頃までに実
⽤化・普及を⽬指します。

銅部材に無加圧で接合可能な次世代型パワーモジュール向け焼結型接合
材料を開発

※当社グループ従来品との⽐較

⾞載⽤⼩型端⼦及びプレスフィット端⼦に要求される優れた特性を備えた独⾃の
Cu-Mg系固溶強化型 銅合⾦「MSP 5」（以下「MSP 5」）の本格⽣産を開始
しました。 
いわゆるCASE（コネクテッド、⾃動⾛⾏、シェアリング＆サービス、電動化）
に代表される、⾃動⾞の⾃動運転化や電装化などの進展に伴い、⾞載⽤端⼦には
さらなる⼩型化が求められています。また、製造⼯程の簡素化や環境負荷の低減
の点から、はんだ付けを必要としないプレスフィット端⼦の需要が⽇本国内でも
拡⼤しています。 
こうした⾃動⾞の電装部品に使われる⼩型端⼦⽤合⾦材料には、⾼い強度、導電
性、耐応⼒緩和特性（ばねの熱に対するへたりにくさ）に加えて、端⼦への成形
時（特に箱形）に割れや破断が⽣じにくい、優れた成形性が求められています。 
当社は、これまで培ってきた独⾃の銅加⼯技術を活かし、よりお客様のニーズに
合致した製品を市場に導⼊するため、営業・開発・研究所が⼀体となって製品化
を進めてきました。その結果、2015年に、優れた強度、導電性、耐応⼒緩和特
性を有し、成形性にも優れた「MSP 5」を開発し、これまでサンプル提供など
を通じ⼩型端⼦及びプレスフィット端⼦⽤途を中⼼に多くのお客様にMSP 5の
⾼い性能と信頼性を評価いただき、このたび、本格⽣産を開始しました。

※ 固溶強化︓⺟相（溶媒原⼦）の中に別の原⼦（溶質原⼦）を溶け込ませること（固
溶）により、材料を強化する⼿法。

プレスリリースリンク 
https://www.mmc.co.jp/corporate/ja/news/press/2021/21-
0421.html

■ 次世代型パワーモジュール向け焼結型接合材料

⾞載⽤⼩型端⼦向け銅合⾦「MSP 5」の本格⽣産開始TOPICS ®

※ ® ®

®

®
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グループの2拠点において、太陽光発電オンサイトサービス（PPAモデル ）により設置した太陽光発電設備の運転を開始しました。これに
より、当該拠点で消費する電⼒の⼀部を再⽣可能エネルギーでまかなうことが可能となりました。

PPA事業者︓関⻄電⼒（株）
年間計画発電量︓約350,000kWh
契約運転開始⽇︓2020年10⽉1⽇

PPA事業者︓菱建商事（株）（（株）ピーエス三菱（当社の持分法適⽤関連会社）の⼦会社）
年間計画発電量︓約30,000kWh
契約運転開始⽇︓2021年1⽉1⽇

※ PPA（Power Purchase Agreement）モデルとは、電⼒会社等のPPA事業者が、電⼒需要家の⼟地や屋根などを借り受け、太陽光発電設備を設置
し、そこで発電された電⼒を当該電⼒需要家に販売する事業モデルのことです。

プレスリリースリンク https://www.mmc.co.jp/corporate/ja/news/press/2021/21-0305.html

現在操業中の地熱発電所の安定操業を永続的に維持していくとともに、現在建設中及び調査準備中の地域において新規地熱発電所を順次⽴
上げ、温室効果ガスの削減に貢献します。 
発電所建設にあたっては、現在当社グループが保有する資源探査技術、資源開発技術、プラントエンジニアリング技術、操業管理技術をブ
ラッシュアップし、より低コストで効率的な地熱発電所を⽬指します。 
地熱発電は、ライフサイクルCO 排出量が再⽣可能エネルギーの中でも⽔⼒発電と同様に極めて少なく、世界でも有数の資源量を有する国
産エネルギーであり、かつ天候に左右されない安定電源であるという特徴を持っています。 
当社は、1974年に国内で３番⽬の地熱発電所である⼤沼地熱発電所（秋⽥県⿅⾓市、9.5MW）の運転を開始し、1995年に東北電⼒澄川地
熱発電所（秋⽥県⿅⾓市、50MW）への蒸気供給事業を三菱ガス化学㈱と共同で開始しました。また、2019年5⽉には、電源開発㈱、三菱
ガス化学㈱が共同出資する湯沢地熱㈱が、⼭葵沢地熱発電所（秋⽥県湯沢市、46.2MW）の運転を開始しました。更に、2019年8⽉に三菱
ガス化学㈱、電源開発㈱が共同出資する安⽐地熱㈱が、安⽐地熱発電所（岩⼿県⼋幡平市、14.9MW）の建設に着⼿し、2024年に運転を開
始する予定です。各発電所とも豪雪地帯に位置しており、特に安⽐地熱発電所は、国内で最も標⾼が⾼く4mを超える積雪が予想されるた
め、建設・操業とも極めてチャレンジングとなります。 
地熱発電は、地下から蒸気や熱⽔を取り出して発電する⽅法であるため、地下資源の探査・開発技術が成功のカギを握ります。当社は、鉱
⼭開発で⻑年培った地下資源探査・開発技術をブラッシュアップし、東北地⽅を中⼼に⽇本全国で新規地域の地熱調査を進めて有望な地熱
資源を発掘し、順次地熱発電所を⽴ち上げていくことを計画しています。既に複数の地域で予備的調査を⾏っており、準備が整ったところ
から順次坑井掘削を伴う本格的な調査を開始する予定です。

再⽣可能エネルギーの創出
環境・エネルギー事業

PPAモデルによる太陽光発電設備の運転を開始TOPICS

※

当社明⽯製作所1.

エコマネジメント（株）（当社100％⼦会社）妙法事業所2.

地熱発電事業拡⼤TOPICS
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⼭葵沢地熱発電所（秋⽥県） 
事業主体︓湯沢地熱㈱ 
2019年5⽉運転開始 
出⼒︓46,199kW

安⽐地熱発電所（岩⼿県、建設中） 
事業主体︓安⽐地熱㈱ 
2024年4⽉運転開始予定 
出⼒︓14,900kW

当社グループは、⼀般社団法⼈⽇本経済団体連合会（以下「経団連」）が策定した「チャレンジ・ゼロ※」に参画し、脱炭素社会の構築に
貢献する当社の技術、製品、サービス等を国内外に発信していくとともに、今後は同業種・異業種・産学官等との連携も積極的に⾏ってい
くことで、気候変動関連の課題解決により⼀層⼒を⼊れて取り組んでいきます。 
当社グループの「チャレンジ・ゼロ」における具体的な取り組みは、経団連のチャレンジ・ゼロ公式ウェブサイトより発信しています。

経団連チャレンジ・ゼロ 公式ウェブサイト︓https://www.challenge-zero.jp/

※ 経団連が⽇本政府と連携し、気候変動対策の国際枠組み「パリ協定」が⻑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発信し、後押ししていくことを⽬的としたプロジェクト。

■ 既存発電所の安定的な操業に向けて

当社は、秋⽥県⿅⾓市⼋幡平地区に⼤沼地熱発電所と澄川地熱発電所（蒸気供給のみ︔発電は東北電⼒（株））を有し、また、秋⽥県湯沢
市⾼松・秋ノ宮地区の⼭葵沢地熱発電所（電源開発（株）及び三菱ガス化学（株）とともに設⽴した湯沢地熱（株）が所有）が2019年5⽉
20⽇に営業運転を開始し、安定したクリーンな電⼒を⽣み出しています。2020年度の総発電電⼒量は622GWhであり、当社地熱発電所及
び蒸気供給設備の操業によるCO 排出削減効果は約16万t（※ 東北電⼒（株）澄川発電所分、湯沢地熱（株）⼭葵沢地熱発電所当社持分よ
り算出）に相当します。 
地熱発電は、⾒えない地下の状況を把握して、蒸気を継続的かつ安定的に供給することが重要です。澄川地熱発電所においては、今後も発
電電⼒量の向上を⽬指して、運転開始以降のデータの精査、地質構造の再解析等で地下の状態の把握に努め、また現場での安定操業を継続
します。

■ 新たな地熱開発に向けて

当社では既存の発電所操業に加え、新規プロジェクトにも取り組んでいます。電源開発（株）及び三菱ガス化学（株）とともに設⽴した湯
沢地熱（株）は、2015年5⽉に⼭葵沢地熱発電所の建設を開始し、2019年5⽉20⽇に営業運転を開始しました。また、2015年10⽉には三
菱ガス化学（株）とともに安⽐地熱（株）を設⽴、2018年6⽉に電源開発（株）が加わり３社で事業化を推進し、2019年8⽉に建設⼯事を
開始しています。 
このほか、福島県磐梯・吾妻・安達太良地域においても他社と共同で調査を継続中です。更に、秋⽥県⿅⾓市菰ノ森地域について、地元の
皆様の理解を前提に調査を⾏いたいと考えています。

「脱炭素社会の構築に向けて『チャレンジ・ゼロ』に参画」

再⽣可能エネルギーの創出

地熱発電事業
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当社の⽔⼒発電事業の歴史は1898年からと古く、秋⽥県において、尾去沢鉱⼭（⾦鉱⼭として開
⼭、後に銅鉱⼭として操業し、1978年に閉⼭）の動⼒⽤電⼒の供給等を⽬的として⽔⼒発電所が
７ヵ所建設されました。そのうち１ヵ所はダム建設により2000年に⽔没補償されたため、現在６
ヵ所が稼働中であり、発電された電⼒の全量を電⼒会社に売電しています。2014年から⽔⼒発電
所の⾼経年対策として３ヵ所の設備更新が無事完成し、2018年３⽉に、⼤湯発電所（⿅⾓市）の
更新が終了しました。また、2019年5⽉に、秋⽥県北秋⽥市⼩⼜川⽔系において、1953年（昭和
28年）に完成した⼩⼜川第四発電所以来の新規⽔⼒発電所となる⼩⼜川新発電所の建設を開始し
ました。今後も、更なる安定操業及び安定収益の確保を⽬指します。 
2020年度の全６ヵ所の⽔⼒発電所による発電電⼒量は83GWh であり、当社の⽔⼒発電所操業に
よるCO 排出削減効果は約4万tに相当します。

⼩⼜川新⽔⼒発電所（秋⽥
県、建設中）
事業主体︓三菱ﾏﾃﾘｱﾙ㈱2022年
12⽉運転開始予定
出⼒︓10,326kW

2013年より、当社グループの遊休地を活⽤して、新たに太陽光発電事業に着⼿し、三菱UFJリース
（株）との合弁事業として2017年までに真壁(茨城県）、福井、⿃越（福岡県）、⼊釜（宮城
県）、⽮吹（福島県）の５ヵ所で発電所を建設し、順調に運転を継続しています。2020年度の全
５ヵ所の太陽光発電所による発電電⼒量は28GWhであり、これらの発電所操業によるCO 排出削
減効果（当社分）は約1万tに相当します。

⼊釜太陽光発電所（宮城県）
事業主体︓ｴﾙｴﾑｻﾝﾊﾟﾜｰ㈱
2015年1⽉運転開始
出⼒︓6,930kW

■ 再⽣可能エネルギーによるCO 排出削減効果（発電所持分を考慮）

※ METIが定める商⽤電⼒のCO 排出係数を基に再計算しています。

⽔⼒発電事業

2

太陽光発電事業

2

再⽣可能エネルギーによるCO 排出削減効果2

2

2
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※ 地熱発電所への蒸気供給（蒸気を電⼒量換算で販売）

三菱マテリアルテクノ（株）は、トータルエンジニアリング企業として、2000年から再⽣可能エネルギー熱である地中熱事業に参⼊し、企
画提案から調査・設計・施⼯・メンテナンスまでを⼀貫して提供しています。 
地中熱技術⼒No.1を⽬指し続け、国プロ等による継続的な技術開発と特許技術の保有により、⼀般的な「ボアホール⽅式」のみならず、
「基礎杭⽅式」、「⽔平⽅式」、「⼟留壁⽅式」と多様な熱交換⽅式を実⽤化し、地中熱のインフラ化に成功しました。現在は、これらの
技術を“都市インフラ活⽤型地中熱利⽤システム”として営業展開しており、将来的には「スマートシティへの貢献」を⽬指しています。
同社の地中熱導⼊実績は約130件となり、2019年度以降、⼋幡平市⽴⻄根病院新築現場でボアホール⽅式（深度100m×120本）と⽔平⽅
式（敷設溝⻑さ約100m×9ユニット）の組み合わせによる⽇本最⼤規模の案件が竣⼯し、横浜市新市庁舎現場で基礎杭⽅式（場所打ち杭66
杭）による⾸都圏最⼤級の案件が竣⼯するなど、地中熱の⼤規模化が進みつつあります。今後は、地下⽔を直接汲み上げて利⽤するオープ
ンループの企画提案を強化する予定です。

三菱マテリアルテクノ株式会社 地中熱利⽤システム

再⽣可能エネルギーの発電⽬標及び実績

地中熱ヒートポンプシステム

再⽣可能エネルギー熱である地中熱利⽤の普及により、脱炭素社会の実現に貢献
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■ 都市インフラ活⽤型地中熱利⽤システムの概要図

■ 熱交換⽅式種類と各実績の⼀例

当社グループは、創業当初から培ってきた地下構造の評価における優れた技術や⼈的資源を活かし、⽣産活動等で⽣じた⼆酸化炭素
（CO ）の放出を低減するためのアプローチについて検討を進めています。

■ ⼆酸化炭素分離回収・貯留（CCS︓Carbon dioxide Capture and Storage)

経済産業省主導のもと、2008年5⽉に設⽴された⽇本CCS調査（株）に出資し、同社を通じて、苫⼩牧CCS⼤規模実証試験、⼆酸化炭素貯
留適地調査事業に参画しています。

■ ＜⼯場から排出される⼆酸化炭素を回収・利⽤〜九州で実証試験を開始〜＞

⼆酸化炭素の「分離回収・貯留」と「分離回収・有効利⽤」に向けて

2
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