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「低炭素社会の構築に向けた取
り組みを進めていく上で、多種多
様なエネルギー源を活用すること
が必要です」
「シェル・サステイナビリティ・サマリー2014」をお手に取っていただきありがとうございます。2014年
は、石油価格が年末にかけて下落し、中東等においての地政学的不安定性が浮き彫りになるなど、不
確実性の増した1年となりました。当社は、引き続き長期的な視野に立って事業の先行きを見据え、業
界での強固な地位を維持してまいります。
2014年には、米中両国が温室効果ガス削減目標を共同
発表するなど、気候変動への取り組みに関する国際対話
が大きく前進しました。それでも、気候変動が世界にとっ
て最も差し迫った問題の1つであることに変わりはありま
せん。

エネルギー転換

エネルギー転換が起きつつあります。緩やかにではあり
ますが、これまでの炭素系エネルギーに大きく依存した
体系から炭素排出が実質ゼロのエネルギー体系へと、着
実に移行し始めているのです。しかしその一方には、全世
界で12億人を超える人々が依然として近代的エネルギー
を利用できていないという現実があります。これらの人々
にとっては、まず、手の届く価格でエネルギーにアクセス
できるようになることが最低限必要です。エネルギーに
は、貧困からの脱出、企業の繁栄、地域経済の発展を助
ける力があります。ただしそのためには、政策立案者や
石油・ガス業界等が、どうすれば二酸化炭素排出量を削
減しつつ人々の手に届く価格でエネルギーを提供できる
のかという難題を解かなければなりません。

することも必要です。その中には、二酸化炭素回収・貯蔵
（CCS）のような、二酸化炭素排出削減技術と組み合わ
せて化石燃料を利用することも含まれます。
こうしたエネルギー転換をどう進めていくのかという問い
に簡単な答えはなく、単一の方法で解決できる問題でも
ありません。様々な発展段階にある各国それぞれの事情
に応じて、適切な方策を講じる必要があります。先進国
は自国のエネルギーミックスを再検討し、再生可能エネ
ルギーや低炭素エネルギーも含め、あらゆる選択肢を最
大限活用しなければなりません。新興国は、自国に利用
可能な資源がある場合は、その資源を有効活用する必要
があるかもしれません。

このように国によって異なるニーズを満たしつつ低炭素
社会を実現するためには、エネルギー効率に優れたシス
テム、ガスをはじめとする低炭素エネルギー、二酸化炭
素排出量の削減をもたらすCCS技術、再生可能エネルギ
ーといった分野を支援する政策枠組みが必要であり、当
社はこれらの各分野ですでに様々な取り組みを始めてい
ます。イノベーションは低炭素社会を実現する上で重要な
世界人口は2050年までに90億人に達すると予想されて
役割を果たします。当社は、先端バイオ燃料の開発を進
おり、それに伴うエネルギー需要を世界全体として満たし めるとともに、水素をベースにした燃料などの次世代技
ていく必要があります。そのためには、再生可能エネルギ 術についても詳細な検討を行っています。各国政府に
ーの利用拡大とエネルギー効率の改善が継続的に図ら
は、効果的な炭素排出権取引制度や炭素価格制度を導
れなければなりません。低炭素社会の構築に向けた取り 入して低炭素技術への投資を促すといった形で、こうした
組みを進めていく上で、多種多様なエネルギー源を活用
努力を後押しすることが期待されます。
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責任ある操業

操業による人・環境への危害や流出事故を一切発生させ
ないことを目指した当社の安全重視の姿勢は、長く知ら
れるところとなっています。当社にとって、人を大切にし、
人の安全を確保し、地域コミュニティや自然環境を守る
ことは常に最優先課題です。

「サステイナビリティ・レポート」は2014年における当社
の活動の詳細をご報告するもので、その基礎となってい
るのは、長年にわたる持続可能性と透明性への取り組み
です。当社は、国連グローバル・コンパクトの創設メンバ
ーで、人権の保護、不当な労働の排除、環境への対応、
腐敗防止に関する原則を支持し続けています。

当社が考えるサステイナビリティ（持続可能性）には、当
本冊子に対する皆さまのご意見をお待ちしております。
社が社会の一員として尊敬され、評価されることも含まれ ぜひ sustainabilityreport@shell.com までお寄せくださ
ます。これは事業を長く続けていくためには極めて重要な い。
要素です。この考え方は当社の事業決定の根幹を成すとと
もに、企業文化にしっかりと根付き、長年にわたり当社の
事業理念の一部として、日々の操業の礎になっています。
当社は、操業の段階ごとに、自然環境に与える影響の軽
減に取り組み、周辺の地域コミュニティの声に耳を傾け
ています。そうすることで、当社の操業が間接的にもたら
す影響について、好ましいものも好ましくないものも含め
て理解が深まり、地域のニーズに可能な限り応えること
ができるのです。北極圏はその良い例で、責任ある操業
を行う準備が万全に整ったときに初めて、資源探査に着
手する予定です。
操業時の二酸化炭素排出量とエネルギー使用量の削減
もさらに進める必要があります。当社は、随伴ガスのフレ
アリング（焼却処分）やメタンの漏洩排出を減らすため
に様々な措置を講じており、2030年までに連続フレアリ
ングの停止を目指す世界銀行のイニシアティブに参加し
ているほか、石油・ガス開発業界各社とともにメタンの
排出に関する共通基準の作成と実施に向けて取り組ん
でいます。環境負荷のより小さい石油・ガス由来のエネ
ルギーを将来の低炭素社会の構成要素とするために、こ
うした取り組みは極めて重要です。

さらなる協力

当社には、世界的なエネルギー企業として、エネ
ルギーの移行期に果たすべき重要な役割があります。技

術革新力と様々な組織と協力してきた経験を併せ持って
いる当社は、構築されつつある新たなエネルギー体系に
おいて不可欠な存在となり得ると考えています。すでに
当社は、中国やオランダを含む国々の政府との協力を進
め、新たなエネルギー体系構築に向けた各国の政策枠組
みづくりを支援しています。この手法は他の国々にも適用
可能です。地域社会に必要なエネルギーを供給するため
には、全ての当事者が協力して効果的な政策と解決策を
見いだす必要があります。

ベン・ヴァン・ビューデン
最高経営責任者
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なぜエネルギーが重要なのか
今日の世界において、エネルギーは成長のためになくてはならない存在です。エネルギーは、世界の人
口増加に伴って発生する様々なニーズを満たすとともに、貧困からの脱却を助ける手段ともなります。
今日の世界エネルギー体系は、気候変動への対応の必要
性に迫られ、二酸化炭素排出量を削減することが喫緊の
課題となっています。世界中でエネルギーの生産と消費
のあり方が見直されつつありますが、私たちが直面してい
る問題は、いかにして二酸化炭素排出量を減らしながら
エネルギー供給量を増やしていけるのか、どのようにして
これまでの炭素系エネルギーに大きく依存したエネルギ
ー体系から実質的に炭素を排出しないエネルギー体系へ
の移行を実現できるのかというものです

再生可能エネルギーの役割

風力、太陽光、バイオマス、水力などの再生可能エネルギ
ーは、低炭素社会への移行を進める上で重要な役割を果
たし、いずれは世界のエネルギー体系の最も大きな部分
を占めることになるでしょう。

炭化水素の役割

再生可能エネルギーが大きく台頭するとはいえ、拡大し
続ける世界のエネルギー需要を満たすためには、様々な
エネルギー源を組み合わせて対応していく必要がありま
す。バイオ燃料、太陽光、風力とともに、石油やガスをも
組み入れたエネルギーミックスを以て、低炭素社会への移
行を進めることも可能です。そのためには、二酸化炭素
回収・貯蔵（CCS）技術の活用、エネルギー効率の向上、
石炭からガスへの転換を通じて、二酸化炭素排出量を削
減することが重要になります。

当社が行っていること

ガスは、化石燃料としては最も環境負荷が小さく、太陽
光や風力をバックアップする信頼性の高いエネルギー源
として活用できます。当社は、他のどのエネルギー企業よ
りも多くの国々にガスを供給しています。
CCSなどの技術革新も、気候変動に取り組む上で重要な
役割を果たします。CCSは、発電由来の二酸化炭素累積
排出量減少に貢献する可能性を秘めた重要な技術です。
当社は、ブラジルでの合弁事業ライゼンを通じて、バイオ
燃料の生産で世界屈指の存在となっており、植物廃棄物
を低炭素燃料に変換する先端バイオ燃料の開発にも取
り組んでいます。

低炭素社会の構築に向けた協力

当社は、各国政府や市民団体と協力して、環境性に優れた
エネルギーの開発と導入にも取り組んでいます。さらに、
二酸化炭素排出量削減に向けて実質的な前進が図られる
よう、確かな情報に基づいた議論を推進しています。

都市人口増加率は中国、インド、ナイジェリアで最も高くなると予想される（中国・重慶)
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持続可能性と当社の事業戦略
持続可能性の実現に向けて、当社は責任ある方法で、現在のエネルギー需要を満たす手助けをしていま
す。国際的な基準はもとより、当社独自の厳格な制度とベストプラクティスに基づいて操業を行っています
エネルギープロジェクトに投資する際には、短期的利益
と長期的利益のバランスを考慮して行っています。エネル
ギー事業には長期的な投資が必要であり、当社では数十
年にわたって操業を行っている国も少なくありません。様
々なリスク間のバランスの取れた事業ポートフォリオを構
築するべく、経済的、社会的、環境的なリスク、および政
治的、技術的なリスクも考慮しています。

持続可能性を組み入れる

持続可能性に向け、次の三段階の取り組みを展開してい
ます。

安全かつ効率的に、責任ある方法で、収益性の
ある事業運営を行う

これは当社の事業運営における基本姿勢です。この姿勢
を以って事業運営を行うことで、エネルギーを顧客に届け
る一方で、当社の事業活動によって影響を受ける人々の
信頼も得ることができるのです。当社では、安全管理、環
境負荷の低減、地域コミュニティとの関わりについての基
準や手続きを定め、それらを実施するための手段も整え
ています。従業員やコントラクター、近隣住民を含めた人
々への敬意と安全性の確保は、当社の事業運営のあり方
の根幹を成すものです。

操業地域でより広く利益を共有する

当社は操業地域において、雇用を創出し、地元の企業か
らサービスや物品を調達し、現地企業の発展を支援し、
税金やロイヤルティを支払うことによって、近隣コミュニ
ティと地域経済に利益をもたらすよう努めています。当社
の社会投資プログラムは、操業地のコミュニティにおけ
る道路安全の確保、エネルギーの供給、住民の技能開発
が中心になっています。地域住民と交流を図り、当社の
操業に関する懸念に対処することで、事業活動に伴う負
の影響の軽減するべく取り組んでいます。

より持続可能なエネルギー社会の構築に貢献
する

当社は、エネルギー移行期において、重要な役割を果た
すことを目指しています。その一環として、都市とレジリエ
ンス（強靱化）についての研究などの分野でリーダーシッ
プを発揮し共同作業を推進しています。また、炭素価格
制度の導入を訴えるとともに、二酸化炭素回収・貯蔵
（CCS）、先端バイオ燃料や水素燃料等の新技術の開発
など、一連の低炭素技術への投資も進めています。さら
に、安全性や環境への影響の管理などについて基準の厳
格化を訴えるなど、気候変動やエネルギー政策に関する
議論にも貢献しています。

ガバナンスと基準

当社のガバナンス手続きは、社内の意思決定の全ての領域に適用されます。この対象には、ロイヤル・ダッチ・シ
ェルplcの取締役会、その傘下の4つの委員会、執行委員会 (the Exectuvie Committee)、当社の事業活動に関
わる各チームとその構成員が含まれます。意思決定が組織の隅々まで確実に周知徹底されるよう、綿密な注意
を払っています。
取締役会傘下の委員会の1つに、社会的責任委員会（The Corporate & Social Responsibility Committee）があ
ります。持続可能性に向けた当社の取り組みついてこの委員会が提示する見解や指摘を事業に組み入れること
で、各国における手続きと事がより確実性の高いものになります。
2014年には、同委員会はカナダに赴き、アルバータ州のオイルサンド採掘現場、ブリティッシュ・コロンビア州グ
ラウンドバーチのタイトガス・タイトオイル採掘現場、同州キティマットの液化天然ガスプラントの建設候補地な
どを視察しました。
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安全性

環境

安全性の確保は、責任あるエネルギー供給に不可
欠です。当社は、従業員、コントラクター、近隣住
民に危害を及ぼし、自然環境に影響を与える恐れ
のある事故を未然に防ぐべく、設備の適切な設計
と運営の徹底に努めています。

当社は、各プロジェクトの実施前及びその遂行期
間を通じて、当社の事業活動が環境にどのような
影響を及ぼす恐れがあるのか、また地域コミュニ
ティにどのような影響が波及するのかについて、
慎重な検討を行っています

操業のいかなる面でも被害や流出事故を一切起こさな
いことが、安全性に関する当社の目標です。当社ではこ
れを「ゴールゼロ」と呼んでいます。人、プロセス、輸送
の各方面で安全性確保のための取り組みを行ってお
り、2014年には当社における過去最高の安全実績を達成
しました。

当社は、事業活動が環境に及ぼす影響の適切な管理と
軽減に努めています。具体的には、環境規制を順守する
とともに、ベストプラクティスに則って当社のパフォーマ
ンスの継続的な改善を図り、将来のリスクと機会に備え
ています。新たなプロジェクトを計画する際には、環境、
社会、人々の健康に及ぼし得る影響について詳細な調査
を行っています。

安全性に関する目標を達成するには、従業員やコントラ
クターが、職場の安全性確保に向けた自身の役割を理解
しているという企業文化を維持することが極めて重要で
す。2014年には、安全性重視の文化を全社的に浸透させ
るため、指導的立場にある者が果たす役割の重要性をさ
らに強化しました。
プロセスの安全性とは、炭化水素や化学物質の予期せぬ
放出を起こさないために、適切な予防措置を徹底するこ
とです。当社は、全ての自社設備の適切な設計、検査、保
守、運営に努めています。
当社では、あらゆるプロジェクトと設備に適用されるグロ
ーバルな技術安全基準を設けています。これは業界基準
やベストプラクティスに基づいて定められたものです。何
らかの事故が発生した場合は、その結果から教訓を学
び、新たに得られた知識を自社の技術安全基準や実際の
作業工程に組み入れます。万が一の事故に備えて策定し
ている緊急時対応計画は、実際に事故が起きた場合に出
動することになる現地の機関や規制当局との共同訓練を
通じて、定期的な演習と見直しを行っています。
道路上での安全確保については絶えず改善に努めていま
す。継続的な訓練やベストプラクティスの共有に加え、法
整備、執行、インフラ整備が適切に行われていないような
国では開発プログラムを策定しています。

大気環境

化石燃料の生産と加工に伴い排出される酸化窒素、二酸
化硫黄、揮発性有機化合物は、大気環境に影響を及ぼす
可能性があります。当社は事業活動に伴う大気汚染の軽
減に努めています。

環境への配慮

当社のプロジェクトは、現地の生物多様性とその多様性
に依存している人々の暮らしに影響を及ぼす場合があり
ます。当社では重要な生息地（生物多様性に富み、絶滅
危惧種の保護に重要な地域）で操業する場合、影響を低
減するために厳格な基準を適用しています。現地の人々
が生きるために必要な淡水や食料などを確保する上で、
いかに生物多様性や生態系に依存しているのかについて
の調査なども行っています。

廃棄物の管理

当社は、自身が排出する廃棄物の量を減らすとともに、可
能な限り再利用やリサイクルにも努めています。操業を終
えたプラットフォームやインフラ設備は大規模な廃棄物
の発生源となる可能性があります。ブレント油田の場合
は、上部構造物の97％をリサイクルすることを目標にして
います。

水資源

水資源の管理は、現地の規制と国際的な規制の順守、そ
して当社の実績の改善と将来への備えを基本方針として
います。世界的に見て、水資源の制約は地元あるいは地
域という単位で人々の暮らしに影響を及ぼす傾向があり
ます。従って、当社では多くの場合、淡水利用の管理は地
域ごとに、現地の状況に応じた方法で行っています。
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地域コミュニティ
地域コミュニティとの関係構築は、持続可能性に向けた当社の取り組みの根幹を成すものです。地域との
良好な関係は、より良い解決策をもたらし、人々からの信頼を醸成し、責任ある操業の基盤となります
当社の操業の多くは、近隣にコミュニティが存在する地
域で行われています。従って、事業活動がどのような影響
を及ぼす可能性があるのかを見極め、地域コミュニティ
との関係を構築することは極めて重要です。当社は、近
隣地域コミュニティとの緊密な協力を通じて住民の懸念
を理解し、いかなる対応が最善かを判断しています。当社
のプロジェクトに伴う交通量や水利用の増加などが人々
の暮らしにどのような影響を及ぼし得るのか、といった
問題への対応が必要となる場合もあります。
当社は、操業地の近隣住民に及ぼす負の影響の軽減を
図るとともに、回避不可能な場合はそれらの影響を適切
に管理するよう努めています。大型プロジェクトや大規模
設備の導入の際には、須らく社会貢献活動計画を策定し
ています。

地域コミュニティへの投資

社会投資は、当社が事業活動を行っている国々で良き隣
人であるための重要な要素です。世界共通の枠組みと方
向性に沿って、それぞれの国の事情に合わせた個別の社
会投資戦略を策定しています。

ます。社会奉仕活動を通じて地域コミュニティに貢献す
る場合もあります。2014年には、全世界でおよそ1億6000
万ドルを自主的な社会投資プロジェクトに投じました。
社会投資は、当社の事業活動に関連し、当社の専門知識
を活用できる3つのテーマに的を絞って行っています。す
なわち、社会発展を促すためのエネルギーの確保、道路
上の安全性の向上、現地企業の発展と地域コミュニティ
内における持続的な雇用創出のための支援です。このう
ちどの課題に投資するのが最も適切かは、各国で事業活
動に従事している当社のチームがそれぞれ現地の地域コ
ミュニティと議論しながら決定します。
例えば、当社のLiveWireプログラムは、起業家が事業を
立ち上げ、必要な技能を身につけ、事業のアイデアを長期
的な収益源に育てる手助けをするものです。当社が事業
を展開する国々のうち15カ国でこのプログラムが実施さ
れています。

当社の社会投資は、まず現地の状況を理解し、その上で
当社の事業と地域コミュニティのニーズが補完関係にな
るような分野に投資を行うというアプローチを取ってい

当社のLiveWireプログラムが支援するこのサッカー場では、サッカーに興じる人々の動きが生み出すエネル
ギーを使って照明を点灯している（ブラジル・リオデジャネイロ）
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エネルギーと気候変動
気候変動に関する国際的な専門家たちは、温室効果ガス排出量がかつてないほど速いペースで増えて
いると訴えています。当社は、この問題を理解し、立ち向かうことを基本姿勢として気候変動に取り組
んでゆきます
当社は、大気中に排出される二酸化炭素量の削減を促進
する政策への転換を支持しています。特に重視している
のは次の3つの分野です。
■■

■■

■■

各国に対して、大気中の二酸化炭素濃度の上昇を抑え
るべく石炭からガスへの転換を促すこと
政策立案者に対して、効果的かつ有意義な二酸化炭
素排出量価格の設定を促すこと
各国政府に対して、二酸化炭素回収・貯蔵（CCS）や再
生可能エネルギーを含む低炭素技術全般への時限的
な支援を促すこと

当社は、自社の既存の石油・ガスプロジェクト、精製所、
化学プラントから排出される二酸化炭素量の削減に取り
組んでいます。現在すでに定めている排出量管理計画に
とどまらず、エネルギー使用量と二酸化炭素排出量の両
方を削減するために、一層の努力が必要であると認識し
ています。

エネルギー源としてのガス

天然ガスは多様な分野での利用が可能で、豊富に存在
し、燃焼時の有害物質の排出の少ない燃料であると当社
は考えています。化石燃料の中で最も二酸化炭素排出量
が少ない天然ガスは、2014年には当社のエネルギー生産
量の50%以上を占めています。天然ガスを燃料とする火
力発電の場合、二酸化炭素排出量は石炭火力発電の約
半分です。

さらに、天然ガス発電は、迅速に起動や停止ができると
いう特性を生かし、太陽光や風力のように状況次第で出
力が変動する再生可能エネルギーのバックアップ発電シ
ステムとしても活用でき、電力の安定供給を維持します。

効果的な炭素価格制度

当社は、世界全体で二酸化炭素排出量を削減する手段と
して、効果的な炭素価格制度の導入を支持しています。効
果的な炭素価格制度とは、重工業や電力業界など大気中
に二酸化炭素を放出している全ての当事者が、排出量1ト
ンごとに対価を支払うことを意味します。炭素価格制度
により、エネルギー効率の向上と、再生可能エネルギーを
はじめとする様々な低炭素技術の導入が促進される可能
性があります。

協力と働き掛け

当社は、多くの組織や業界団体と協力して、エネルギーと
気候変動に関する議論を推進しています。また、国際排
出量取引協会などの団体とともに、今後策定される気候
変動に関する国際条約に炭素価格制度を盛り込むことを
求める働き掛けも行っており、2014年には「1兆トン共同
声明」に署名しました。同声明では強力な炭素価格制度
の導入を訴えています。
当社は、こうした継続的な取り組みを基に、2015年末に
パリで開催される国連気候変動枠組み条約第21回締約
国会議（COP 21）に向けた準備を行っています。

二酸化炭素回収・貯蔵

当社の二酸化炭素回収・貯蔵（CCS）プロジェクトは、様々な環境の下で同技術の利用を試みることを目的と
し、現地の地域コミュニティや環境団体の助言を得ながら展開しています。
カナダ・アルバータ州におけるアサバスカ・オイルサンド・プロジェクトで建設中のクエストCCS設備は、オイルサ
ンド事業においてCCS技術が工業規模で導入される初めての事例となります。同プロジェクトが2015年に稼働
を開始すると、年間100万トン超の二酸化炭素がクエストCCS設備によって回収される予定です。
英国のピーターヘッド発電所におけるCCSプロジェクトについては、当社の最終的な投資決定に向けて準備作
業が続いています。

当社の事業活動
サステイナビリティ・サマリー2014

当社の事業活動
ガス

天然ガスは、石炭に比べて発電時の二酸化炭素排出量がはるかに少なく、燃焼時の環境負荷が最も小
さい化石燃料です。天然ガスは、低炭素エネルギー体系への移行期において欠くことのできないエネ
ルギー源です
天然ガスは、この先数十年にわたり、二酸化炭素排出量
の削減に向けて重要な役割を果たすことができます。天
然ガスが生産されてから発電用燃料として使用されるま
でに排出される温室効果ガスの量は、石炭の場合と比べ
て約半分です。
天然ガスの二酸化炭素排出量は、二酸化炭素回収・貯蔵
（CCS）との組み合わせによってさらに削減することがで
きます。CCS技術の導入により発電による二酸化炭素排
出量を最大90％削減することが可能であり、低炭素社会
への移行に向けて重要な役割を果たすものと期待されて
います。
天然ガスは当社のエネルギー生産量の過半を占めてお
り、発電、工業生産、住宅暖房、船舶及びトラック用の燃
料として利用されています。

液化天然ガス

天然ガスは液化することにより、埋蔵地から遠く離れ
た世界各地の市場へ容易に輸送することが可能になり
ます。当社は世界屈指の液化天然ガス（LNG）供給会社
です。

浮体式天然ガス液化施設

浮体式天然ガス液化施設（FLNG）を導入すれば、パイプ
ラインや陸上プラントなどのインフラ設備を要することな
く、洋上で天然ガスの生産から、液化、貯蔵、輸送まで可
能になります。現在、当社初のFLNGとして、オーストラリ
ア西部沖合に配備予定のプレリュードFLNG（当社持分比
率67.5％）の建設を進めています。

輸送用燃料としてのLNG

LNGはディーゼル燃料や重油を代替する輸送用燃料とし
ても利用可能です。LNGを燃料とするトラックや船舶は排
気音が静かで、二酸化炭素排出量も抑制できます。当社は
2014年、オランダのロッテルダム港のガス・アクセス・ツ
ー・ヨーロッパ（GATE）のターミナルに新設されるLNG輸
送基地の最初の利用者になることを発表しました。

ガス・ツー・リキッド

当社のガス・ツー・リキッド（GTL）技術により、原油で
はなく天然ガスを原料とした様々な液体製品の製造が
可能になりました。車や航空機向けに環境負荷のより
低い燃料、及び化学製品や潤滑油の原料の開発を行っ
ています。

タイトガス及びタイトオイル

韓国で建造中の当社初の浮体式天然ガス液化
施設

現在当社は、米国、カナダ、中国で数多くのタイトガス・タ
イトオイルの生産プロジェクトを実施しています。また、コ
ロンビア、アルゼンチン、トルコ、南アフリカなどで探査プ
ロジェクトも進行中です。安全かつ責任あるタイトガス・
タイトオイル事業の推進において当社は先駆的存在であ
り、陸上タイトガス・タイトオイル開発を行う際に順守すべ
き5つの作業原則を定め、全世界で採用しています。
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インタビュー

北極圏：一問一答

アン・ピカード
エグゼクティブ・バイスプレ
ジデント、北極圏・アラスカ
担当
なぜ北極圏で資源探査を行っているのですか。
北極圏における資源探査は重要です。現在70億人の世界
人口は2050年までに90億人に増えることが予想されて
おり、将来世代はエネルギー需要の相当な割合を北極圏
の資源に頼らざるを得なくなるかもしれないからです。今
日では、世界の石油生産量の約10％、天然ガスの25％が
北極圏で生産されています。
北極圏の国々は何を望んでいるのでしょうか。
これらの資源は北極圏に暮らす人々のものですから、開
発すべきか否かを決めるのは彼ら自身です。当社を含む
資源開発各社は、北極圏の国々から、長期的経済安定の
源となるこの極めて重要な資源の探査に手を貸してほし
いと要請されたのです。ですから、探査を進めるにあたっ
て重要なのは、いかにして貴重な生態系を守り、先住民
の生活様式を尊重し、人々の安全を確保し、各資源開発
会社に高いパフォーマンス基準の達成を促すかというこ
となのです。
シェルは氷上や海氷下で原油を流出させないと納得して
いただくため、どのような手段を尽くしているのですか。
試掘井の掘削ができるのは7月に始まる夏の解氷期だけ
ですが、言うまでもなく、流出事故が絶対起き得ないと
想定することはできません。アラスカでは、原油流出事
故を想定した実効性の高い緊急時対応計画を整備してい
ます。当社はこの計画を定期的に点検するとともに、他の
資源開発会社、政府機関、科学者、原油流出についての
専門家たちと共同で行う大規模な訓練にも参加していま
す。業界では、万一最悪の事態が生じた場合でも、流出
した原油を追跡し、固く凍った氷原や疎氷域から油を取
り除くことのできる技術を開発しています。

2012年のアラスカ沖での資源探査計画は想定通りに進
みませんでした。この経験からどのような教訓を学びま
したか。
組織として多くのことを学びました。掘削作業そのものは
良好に進捗していたのですが、他の問題の陰に隠れてし
まいました。新たに設計、製造された原油封じ込めシステ
ムの納入が遅れましたし、すでに解決済みですが、掘削
リグ「ノーブル・ディスカバラー」にも問題がありました。
さらに掘削リグ「クルック」が座礁事故を起こし、こちら
は2014年に廃船となりリサイクルされました。こうした経
験から、当社は、計画立案や作業工程の改善を図り、社
内及びコントラクター内における北極圏チームの組織体
制を強化しました。
本インタビューにおける一問一答の全文は「シェル・サス
テイナビリティ・レポート2014」
（英文）に掲載していま
す。
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サステイナビリティ・サマリー2014

書簡

ナイジェリア：ムティウ・サンモヌからの書簡

ムティウ・サンモヌ
シェルグループナイジェリア
(SCiN)代表
(2010～15年)
私は1970年代の終わりにシェルに入社しましたが、当時、
ナイジェリアの石油・ガス業界は国際的な石油会社の独
壇場でした。40年近くを経た今振り返って最も目を見張
る変化は、上流部門から下流部門まであらゆるレベルで
の現地資本による独立系企業の台頭です。国際的な石油
会社が資産売却を進めているこの機に乗じて、ますます
多くの独立系ナイジェリア企業が油田やガス田に投資し、
その開発を行い、時として運営にも乗り出しています。こ
れは、ナイジェリアの石油・ガス業界の長期的な持続可
能性につながり得るもので、喜ばしい傾向です。
この展開は偶然ではありません。シェルをはじめとする
国際的な石油会社は、長年にわたり、ナイジェリア国内で
熟練技能を有する労働者やコントラクターを育成すべく
投資してきました。今日、在ナイジェリアのシェル企業
（SCiN）の全てでナイジェリア人がマネジングディレクタ
ーを務めていますが、私はこのことを誇りに思います。

況にあります。まず、原油の窃盗は、私の代表就任期間を
通じて、持続可能性に対する決定的な脅威であり続けま
した。さらに、ナイジェリア政府や現地の地域コミュニテ
ィにとってシェルが良きパートナーとしての信用を得られ
るかどうかは、透明性を確保しながら、責任を持って環
境に関する当社の約束を果たしていけるか否かにかかっ
ています。
原油の窃盗事件が深刻化し、一部の地域で現地コミュニ
ティの許可を得ることが困難になっている反面、原油流
出事故の防止、対応、汚染除去などの面での当社のパフ
ォーマンスは近年向上しています。その背景の1つとして、
原油の流出事故が発生した場合、その場で対応して流出
現場の修復に貢献できるよう、現地の人々に必要な技能
を身につけてもらったことがあります。
業界トップの現地調達比率を達成できたこと、現地の地
域コミュニティと協力のもと責任ある方法で重要な改革
を実行できたこと、そして原油流出に関する報告と情報
開示を先導してきたことに対して現地のNGOから高い評
価を得たことは、代表就任中の成果として最も誇りに思っ
ています。

ナイジェリアにおけるシェルの最も重要な貢献は、技術
者、プロジェクトマネジャー、リーダー、起業家など、様々
な人材を育成してきたことです。2014年において、シェ
ル・ペトロリアム・デベロップメント・カンパニー・オブ・ナ
イジェリア及びシェル・ナイジェリア・エクスプロレーショ
ン・アンド・プロダクション・カンパニーの従業員の95％は 本書間の全文は「シェル・サステイナビリティ・レポート
ナイジェリア人であり、在ナイジェリアのシェル企業による 2014」
（英文）に掲載しています。
請負契約の90％はナイジェリア企業が受注しています。
とはいえ、シェルにとっても、国内の石油・ガス業界にと
っても、課題は残っています。ナイジェリアの石油・ガス
業界を取り巻く環境は依然として世界で最も不安定な状
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イラク

オイルサンド

雇用の拡大、人材開発、地域コミュニティの支援
において、当社やエネルギー業界は重要な役割を
果たすことができます。

カナダのオイルサンドは、世界の主要なエネルギ
ー資源の1つであり、北米の重要なエネルギー源
です。

イラクにおいて当社は、随伴ガスのフレアリング（焼却処
分）などによる影響の低減に取り組み、操業を取り巻く
環境の改善に努めています。当社がオペレーターを務め
ているイラク南部のマジヌーン・プロジェクト（当社持分
比率45％）では、世界最大級の油田から原油を生産して
います。

オイルサンドの採掘は大量のエネルギーと水を要する場
合があり、責任ある方法で管理することが求められてい
ます。当社は、オイルサンド生産設備の効率的かつ責任あ
る運営を目指すとともに、二酸化炭素排出量、水利用、
廃棄物、土地利用の管理強化を通じて環境負荷の軽減
に努めています。当社は、廃棄物の管理や採掘に伴う副
産物（尾鉱）の削減に関する基準を含む数々の規制に従
って操業しています。

現在、イラクで原油生産時に発生するガスは、そのほとん
どが焼却処分されています。当社はパートナー企業と協
力して、随伴ガスを回収し、国内で発電燃料として活用す
べく取り組んでいるところです。イラク南部で操業してい
るバスラ・ガス・カンパニー（当社持分比率44％）は、他
社が運営する油田から、従来は焼却処分するしかなかっ
たガスを回収しています。同社はイラク史上最大のフレア
リング削減事業に取り組んでいるのです。
マジヌーン油田では、2014年に生産量が増加するとそれ
に応じて焼却処分されるガスの量も大きく増加しまし
た。当社は、今後3年間でフレアリングを削減すべく、複数
のプロジェクトに取り組んでいます。そのうちの最初のガ
ス商業生産プロジェクトでは、2015年末から国内市場向
けに電力供給を開始する予定です。
イラクでは失業率が高く、特に若者の失業が深刻な問題
となっています。当社は可能な限り、イラク人を従業員と
して雇用するとともに、現地のコントラクターやサプライ
ヤーを利用しています。
マジヌーン研修センターでの受講風景
(イラク)

尾鉱は、尾鉱池に貯めて砂を沈殿させ、水を再利用して
います。また、尾鉱の管理は地域の水路を汚染しないよ
う慎重に行い、野生生物や周辺の自然環境を脅かすリス
クを最小限にとどめるべく努力しています。
プロジェクトの設計も、環境負荷が小さくなるよう工夫し
ています。現在、アルバータ州で建設中のカーモン・クリ
ーク地層内回収プロジェクトには、水の再利用システム、
廃ガスを利用したプラントへの電力供給、土地利用最小
化のための埋め立て戦略、在来種保護のための措置など
が組み込まれています。
当社は、先住民コミュニティなど、当社のオイルサンド生
産設備によって影響を受ける可能性のある人々や、こうし
た設備に懸念を抱いている人々と幅広く関わり合い、関
係構築に努めています。

当社アルビアン・サンズ鉱山で機材を点検する
検査官（カナダ）

当社の事業活動
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深海

燃料及びその他の製品

当社は1978年、メキシコ湾沖水深300メートルの
海底に広がるコニャック油田で、業界に先駆けて
深海資源探査・生産に乗り出しました。

当社は、自動車、船舶、航空機のエネルギー効率
向上に寄与する燃料、潤滑油、サービスを開発
し、提供しています。

技術の発達により、今日ではその10倍までの深さで作業
することが可能になりました。当社の深海資源開発プロ
ジェクトは、いずれについても厳しい安全手順が定めら
れ、設計、建設、保守管理に関する厳格な基準を満たし
ています。

当社の輸送用燃料及び関連製品は、交通、輸送による環
境負荷の軽減に寄与し得るものです。世界中で交通、輸
送量が増え、排気ガス規制が強化される中、これは重要
な特徴です。

当社は現在、5つの大陸で深海資源開発プロジェクトを実
施しています。2014年には4つの新規プロジェクトで生産
が始まりました。より深く、より過酷な環境下での操業が
求められる中、当社は絶えず作業手順を見直し、機材の
改良や従業員の技能向上に取り組んでいます。そうする
ことが当社の従業員やコントラクターの安全確保につな
がり、坑井からの流出・漏出の防止にも役立つのです。
深海坑井の設計、掘削、操業に関する当社の基準で、原
油やガスが坑井から突然意図せぬ形で噴出した場合に備
えて、少なくとも2つの防壁を設置することを義務付けて
います。当社は、石油・ガス資源開発業界の他社と協力し
て、原油流出事故に備えた効果的な緊急対応装置のさら
なる開発に取り組んでいます。
当社では新たな深海資源開発プロジェクトを立ち上げる
際には必ず、そのプロジェクトが自然環境や海洋生物に及
ぼし得る影響を調べ、その影響を管理・低減するための
措置を講じています。

当社のガス・ツー・リキッド（GTL）技術により、原油では
なく天然ガスを原料として、潤滑油や化学製品など様々
な液体製品を製造することができるようになりまし
た。2014年、当社は世界で初めて、天然ガスを原料とする
化学業界向けの液体製品や溶媒の提供を開始しました。
これらの製品は生物分解されるため、従来製品に比べて
環境への負荷が低減されています。塗料、塗装材、イン
ク、水処理剤のほか、一般消費者向け商品の原料として
も使用できます。
当社は、ドライバーの皆さまが運転方法を変えることで
燃費を向上させるお手伝いもしています。Shell FuelSave
Target One Millionキャンペーンでは、100万人の方々に燃
料の節約とコスト削減をする術を学んでいただくことを
目指しています。オンラインゲームに参加することでコス
トを抑えて燃費を向上させる運転技術とヒントを学べる
同キャンペーンには、これまで約42万人の方々にご参加い
ただきました。

ナイジェリア沖のボンガ・ノース・ウエスト深海油田
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当社の事業活動
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バイオ燃料

未来の技術

バイオ燃料は、様々な植物や食品廃棄物を原料と イノベーションと新たな先端技術の開発は当社の
する再生可能燃料です。ガソリンやディーゼルと
事業の中核を担っています。
いった従来型燃料に混合して利用できます。
バイオ燃料の生産は、土地利用、環境、地域コミュニティ
に悪影響を及ぼさないよう、責任ある管理の下に行わな
ければなりません。バイオ燃料はエネルギーミックスの
重要な構成要素となり得るもので、運輸部門において二
酸化炭素排出量を削減するための比較的低コストな手段
となる可能性もあります。
当社のバイオ燃料事業は、3つの主要分野で展開してい
ます。当社がブラジルで手掛ける合弁事業ライゼンはバ
イオ燃料生産で世界屈指の存在となっています。また、バ
イオ燃料を仕入れて当社の燃料製品に混合し、販売する
というバイオ燃料のサプライチェーンを構築しています。
さらに、先端バイオ燃料の開発にも取り組んでいます。
2014年には、ガソリンやディーゼル燃料に混合するた
め、約90億リットルのバイオ燃料を世界各地で使用し、
バイオ燃料の混合において世界有数の企業となりまし
た。今後も、廃棄物やセルロース性バイオマスなど持続
可能な原料を使ってバイオ燃料を生産する新たな方法の
開発への投資を継続してまいります。
ブラジルでは、ライゼンがサトウキビの搾りかす、葉、皮
等の廃棄物を原料とする先端バイオ燃料の生産設備を
完成させました。生産技術はアイオジェン・エナジーが開
発したものです。

ライゼンが生産したバイオ燃料を販売している
シェルのサービスステーション（ブラジル・リオ
デジャネイロ）

当社は、国際的な石油・ガス開発企業の中で最大規模の
研究開発投資を行っています。2014年の研究開発投資額
は12億ドル超となりました。低炭素技術の研究開発に
は、2009年以降、累計で約10億ドルを投じております。
当社は多くのイノベーションを生み出しています。様々な
手段やプログラム、パートナーとの協力、資金調達の手法
を通じて、新たなアイデアやより優れた技術を、より迅速
により高い費用対効果で開発しています。その中に
は、GameChanger、Shell Technology Ventures、Shell
TechWorksなどのプログラムもあります。
拡大するエネルギー需要と二酸化炭素排出量削減の必
要性は、世界が直面する二つの最重要課題です。当社で
は、従来型エネルギーをより環境に優しいものに改良す
るとともに、代替エネルギーや再生可能エネルギーの中
から厳選したものの開発も進めております。このように、
エネルギーという切り口で新たな解決策を提供すべく、
当社はその最前線に立って取り組んでまいります。
当社では、再生可能エネルギー生産、風力エネルギー、
分散型エネルギーとエネルギー貯蔵、水素輸送、バイオ
燃料といった分野ごとに専門チームを設け、研究開発に
あたっています。

温室内の鏡を利用して発生させた蒸気で石油の
回収率を向上させるグラスポイントの太陽光技術
（オマーン・アマル）

当社のパフォーマンス
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当社のパフォーマンス
当社は、環境に対する影響の軽減を図り、操業地 社会面における2014年の当社の実績をご紹介しま
の近隣地域コミュニティとの関係構築に努め、雇 す。
用と事業機会の創出による地域経済への貢献に
取り組み続けています。安全面、経済面、環境面、
全労働災害度数率（100万延労働時間当たりの
労働災害による死傷者数）

温室効果ガス直接排出量

100万延労働時間当たり傷害数

二酸化炭素換算（単位：100万トン）
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主な実績
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世界の石油生産量に占める当社シェア

世界のガス生産量に占める当社シェア

2014年の当社生産量に占める天然ガスの割合

147

億ドル

億

低所得国での支出

億ドル

2014年の研究開発投資概算額

3 4200

万ドル

従業員の訓練・能力開発への投資

万ドル

2013～14年の当社LNG船による燃料消費節約

450

億ドル

億

2014年の収益

1 5000

2014年の世界のLNG販売に占める当社シェア

億ドル

1,074

シェルサプライヤー基本原則に照らして評価したサプライヤ
ーの数

2500

万人

営業活動によるキャッシュフロー

全世界における1日当たりの小売客数

億ドル

年

143

全世界で支払った法人税額

2014

当社過去最高の安全実績を達成

本冊子について

本冊子「シェル・サステイナビリティ・サマリー2014」は「シェル・サステイ
ナビリティ・レポート2014」
（英文）の要約版です。さらなる詳細について
は「シェル・サステイナビリティ・レポート2014」をご参照ください。内容
に矛盾がある場合、
「シェル・サステイナビリティ・レポート2014」が優先
されます。

下記よりご入手いただけます。
www.shell.com/sustainabilityreport
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