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「詳しくは下記ウェブページで」

レポートで扱った話題に関わる環境、社会、財
務パフォーマンスのデータ、および持続可能な
発展やその他関連するテーマについての詳細な
内容は、ウェブサイトに掲載しています。
各ページのリンクをご覧ください。
「コメント」

シェルの事業の影響を受ける地域住民の方々や、
それらの地域で働く社員から寄せられたシェル
のパフォーマンスについての見解や、外部の専
門家の方々による環境および社会関連の問題に
ついての意見を、「コメント」として紹介してい
ます。頂いたコメントには検閲を行っておりま
せん。
K

重要業績評価指標
(KEY PERFORMANCE INDICATORS)

我々は、パフォーマンスを追跡調査し、世界的
に重要な環境と社会への負荷の問題に対応する
取り組みを効果的に管理するために、重要業績
評価指標を用いています。
レポートの客観性について

今年度も、外部専門からの検討委員会は、レポー
トでの各話題のバランス、完全性、対応度の評
価に AA1000 保障基準 (AA1000 Assurance Standard)
に定められた原則を採用しました (p.38 〜 39)。
GRI

レポートは今年もグローバル・レポーティング・
イニシアティブ（Global Reporting Initiative）のガ
イドラインに従って作成されました。2006 年 10
月に発表された新ガイドライン G3 に合わせた変
更作業も完了しています。我々の GRI 利用に関
する情報はすべて www.shell.com/gri で公開してい
ます。
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シェルについて

CEO からのメッセージ

事業概要

シェルのサステイナビリティ・レポートをご覧いただき、誠にありがとうございます。このリ
ポートでは 2006 年における、地球規模でのエネルギー課題に対する我々の取り組みをまとめ
ています。

シェルはエネルギー、および石油化学製品事業を
展開するグローバルなグループ企業です。130 を
超える国々で、約 10 万 8,000 名のスタッフが事業
に従事しています。
事業部門：

上流部門
石油・天然ガス探鉱／開発部門、天然ガス・電力
部門の 2 部門が以下の事業に取り組んでいます：
• 石油／天然ガスの探鉱および生産
• 天然ガスの液化および輸送
• 天然ガスと電力の販売および取引
• 天然ガスの、よりクリーンな輸送用燃料やその
他の製品への加工
• シェル独自の石炭ガス化技術を応用した、ビジ
ネスチャンスの創出

リポートではこの課題について、「燃料開発を促し貧困をなくすための莫大なエネルギー需要増に対
応する」、「エネルギーの安定供給を維持する」、そして「この 2 つを社会と環境に対して責任あるや
り方で行う」という 3 つの観点から説明しています。高い競争力と収益性とを維持しながらこの課
題に取り組むことは、持続可能な発展への寄与を表明した、1997 年の我々のコミットメントの中核
を成すものです。

2006 年、シェルは「実行と成長」を最優先事項に掲げ、財務および事業パフォーマンスの両面でそ
の力強さを示しました。利益は 260 億ドル以上に上り、また石油、ガス、鉱物資源の確認埋蔵量もお
よそ 20 億バレル増加しました。これらの利益は事業に再投資され、将来のエネルギー需要を満たす
ための新規プロジェクトの開発、我々の施設における安全および環境パフォーマンスの改善、そして
新規エネルギー技術の開発に充当されています。例えば昨年の研究開発費は 50% 増加しています。
昨年は、環境および社会パフォーマンスが我々の事業成績にいかに重要かが改めて示された年でし
た。作業に従事するスタッフとその手順に安全性を確保することは、良好なパフォーマンスの第一
条件です。安全性を軽視すれば、健全な企業文化は育ちません。

下流部門
石油製品、石油化学の 2 部門が以下の事業に取
り組んでいます：
• さまざまな燃料、潤滑油、化学工業原料生産に
向けた原油処理
• 世界全域における、原油および石油製品の取引
および輸送
• 貯蔵施設、パイプライン、ロードタンカーの
ネットワークを通じたガソリン、軽油、その他
石油製品の供給および流通
• 家庭用、工業用、輸送用のガソリン、軽油、そ
の他燃料および潤滑油の販売
• 輸送用バイオ燃料の合成、流通および販売
• 世界全域の顧客に向けた石油化学製品の生産お
よび販売

再生可能エネルギー、水素、CO2
• 風力や太陽光など再生可能なエネルギー資源で
の事業開発

• 水素エネルギー技術におけるビジネスチャンス
の創出

気候変動をめぐる懸念に対応することもまた深刻な課題です。シェルにとって、CO2 の気候に与え
る影響を議論する時期は終わっていることを、私は繰り返し述べてきました。化石燃料がもたらす
CO2 負荷の軽減策を探そうという私の呼びかけに、社員が応えてくれたことは喜ばしい限りです。
CO2 排出削減策を追求する者として、我々は CO2 の回収・貯留技術の改良とコストの削減に断固と
して取り組んでいきます。

2006 年、各操業地域において、地域住民の懸念に真摯に対応し信用回復のためにさまざまな努力を
行った結果、我々はアイルランドの天然ガスプロジェクトを再開させることが出来ました (p.26)。ま
たロシアではガスプロム社と提携協定を結び、サハリン 2 プロジェクトの建設完了、およびこの合
弁事業の環境および社会に対する責任の履行に道を開きました（p.34）。しかしナイジェリアでは、
デルタ地域の治安情勢の不安により我々の作業員や請負業者の安全確保が困難になったため、生産
施設の約半分を閉鎖しました (p.32)。
我々は、事業活動による環境や社会への影響を最小限にする方法についてさらに標準化を進めると
同時に、過去の成功や失敗に学ぶ努力を重ねました。初めて世界共通の行動原則 (Code of Conduct)
(p.21) を導入したことや、上流部門の新規プロジェクトにおいて、ほぼ開始段階から持続可能な開発
にいっそう注力したことがその例です。プロジェクトマネージャーのスキル強化を目的に、2005 年
に設立した「プロジェクトアカデミー(Project Academy)」も順調に成果をあげています。また、地域
住民への配慮が必要な大規模操業施設では、社会パフォーマンス計画を策定し、これに沿って作業
を行っています。

• 二酸化炭素 (CO2) の回収・貯留など CO2 排出
削減に関する調査研究の統合

今年度のサステイナビリティ・レポートでは、各国政府の行動を強く求めています。なぜなら、大
企業も環境意識の高い消費者も、単独ではこのエネルギー課題に対処できないからです。新しいエ
ネルギープロジェクト、クリーンな技術、そして省エネには莫大な投資を必要とします。これを促
進するための枠組みを、各国政府は提供するべきなのです。
このリポートの作成にあたっては、外部評価委員会 (External Review Committee) (p.38 〜 39) の方々か
ら、内容の審査やご忠告など多大なるご協力を賜りました。どんな対話でもすべての点で意見の一
致を見るのは難しいものですが、委員会の方々からのご意見によってリポートの内容がより充実し
ました。
環境および社会に対して責任ある形で世界のエネルギー需要に対応するというコミットメントは、
いかに我々の行動に表れているでしょうか。このリポート、またウェブサイトにある情報が、それ
を評価する資料となれば幸いです。

イェルーン・ヴァン・デル・ヴェール
最高経営責任者
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エネルギー・チャレンジ
とシェルの取り組み

エネルギー
100 年の歴史

世界は脅威的なまでのエネルギー・チャレンジに直面していま
す。シェルは創立 100 年の歴史を振り返り、今世紀の拡大する
エネルギー需要に対応するうえで、前世紀のエネルギー事情か
ら学ぶべき事柄を探ります。

シェルが経済の成長を促すエネルギーの供給に
携わってきた 100 年の間には、今日のエネル
ギー・チャレンジへのヒントとなる教訓があり
ました。

社会の発展とエネルギー需要拡大
第一に、エネルギーの近代化と増産が求められる
背景には、経済と社会の発展があるということで
す。前世紀の例が示す通り、社会が貧困から抜け
出すには膨大なエネルギーを必要とします。人口
が増加し生活水準が上昇するにつれ、近代的なエ
ネルギーへの需要も高まることが予想されます。
世界の富はシェルが創立された 1907 年の 30 倍
以上にまで膨れ上がり、世界の人口も当時の 4
倍となりました。その結果、世界のエネルギー需
要は 10 倍以上に拡大したのです。この傾向は今
後も続くことが予想され、我々のシナリオ、およ
び国際エネルギー機関 (IEA) では、世界人口がさ
らに 5 割増加し、中国やインドの工業化が進ん
だ場合、エネルギー消費量は 2050 年までに 2 倍
以上に拡大すると推定しています。

エネルギー・セキュリティ
第二に、エネルギーの供給確保は各国政府にとっ
て国家戦略の一部であるということです。 1938
年のメキシコにおける世界初の石油産業国有化か
ら、1970 年代の中東における石油輸出禁止政策
発動に至るまで、エネルギーのマーケットには政
府の介入がつきものでした。前世紀においてエネ
ルギー消費国は、供給源を一つの地域あるいは資
源に集中させないようさまざまな選択肢を模索し
てエネルギー安全保障の強化に努めたのです。
エネルギーの増産が叫ばれ、「安い」石油の残存
地域が世界でも少数の国々に集中している現状に

ご存知ですか？
• シェルは世界の石油の約 2.5%、また
世界の天然ガスの約 3% を生産してい
ます。
• シェルの LNG（液化天然ガス）生産
規模は国際石油企業の中でも最大であ
り、そこで生産される LNG によって
3,100 万を超える世帯への電力供給が
可能です。
• シェルの航空燃料は、航空機一機につ
き 4 秒に 1 度の割合で充填されてい
ます。
• シェルの小売りネットワークは世界最
大（サービスステーション数は
45,000）で、毎秒 200 台の車両に燃
料を補給しています。
• シェルは輸送用バイオ燃料の販売で業
界をリードしています。
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2050 年の世界：

90 億人

65 億 に、
さらに 25 億の増加
1907 年当時の
世界人口は 17 億以下
現在の人口

おいて、エネルギーの戦略的重要性は今後も高ま
るでしょう。

界のエネルギー需要への対応には、化石燃料が中
心的役割を担っていくはずです。

さらにクリーンなエネルギーを

石炭の埋蔵量は 100 年分を超えると言われます。
また石油と天然ガスについては、新たな供給源の
多くが辺境の困難を極める地域にあるとは言え、
開発は十分可能です。それらの資源の開発、また
オイルサンドなど非在来型資源による石油増産
は、前世紀のように技術の進歩と投資によって、
経済的合理化が進められるでしょう。

第三に、エネルギーはますますクリーンなものへ
進化していることが挙げられます。社会が豊かさ
を増すにつれて人々は多くを期待するようにな
り、そこから環境について新しい課題が発生しま
す。政府はこれに応えて新しい政策を打ち出し、
革新的なエネルギー企業は新しい技術やより良い
操業形態を開発します。前世紀、「馬無しの馬車
(horseless carriage) 」と言われた自動車の登場に
よって、渋滞する都市部での馬の糞尿問題が解消
されました。また電気の発明により、煙たく危険
なろうそくやガス灯は姿を消しました。1970 年
代および 1980 年代には大気汚染防止が法制化さ
れ、酸性雨やスモッグの問題に対処する技術の開
発を促しました。クリーンコール技術の進歩、よ
り環境にやさしい輸送燃料やエンジン、そしてそ
の後の天然ガス利用の急速な普及により、先進国
における大気の状態は劇的なまでに向上しまし
た。今日、新型車両の排出ガスによる大気の汚染
度は、30 年前と比較して 90% 以上も低下してい
ます。開発途上国で現在汚染の目立つ都市におい
ても、社会の豊かさが向上して近代的な工場設備、
車両、燃料の導入が可能になれば、大幅な環境浄
化が実現されるでしょう。
気候変動は最新、また最大の課題です。それだけ
に、エネルギー効率を向上させる、再生可能なエ
ネルギー資源利用の推進を図る、さらには化石燃
料が排出する CO2 の大規模な回収・貯留を行う、
森林破壊をくい止めるなど、あらゆる面での取り
組みが必要なのです。各国政府の政策策定と、企
業の新技術の開発、導入とによる相乗効果にも大
いに期待したいものです。

化石燃料と代替燃料
前世紀に見られる教訓の最後は、あるエネルギー
資源が普及するには、高品質と利便性、そして費
用面での利用のしやすさとを兼ね備えていなくて
はならないということです。化石燃料はエネル
ギー密度が高く大規模な利用が可能であり、これ
を越える燃料はなかなか存在しません。化石燃料
は現在でも総エネルギー需要の 80% をまかなっ
ており、前世紀を通じてこの割合はほとんど変化
しませんでした。残りの大部分を占めているのは、
水素および原子力です。バイオ燃料や風力、太陽
光などの再生可能な資源については、費用面での
問題が常に大きく横たわってきたため、現状では
エネルギー需要の 1% に留まっています。
エネルギー需要と環境への懸念が引き続き高まっ
ている現状をふまえ、シェルのシナリオと IEA
はともに、再生可能な資源の利用率が現在の低レ
ベルから急速に上昇すると推定しています。それ
らの資源が生み出すエネルギー量のエネルギー
ミックス全体に占める割合もまた、ほぼ確実に拡
大するでしょう。しかしながら、エネルギー需要
がますます拡大していく中では、化石燃料の大規
模利用を停止するわけには行きません。今後も世

シェルの貢献
シェルは社会のエネルギー需要の変化に対応する
ため、1 世紀にわたって技術を開発し、投資を行
い、スキルを提供してきました。現在も利益の大
部分を石油と天然ガスの探鉱、生産、精製につぎ
込んで投資の拡大を行っており、その結果 2000
年以降投資額は 2 倍以上に拡大し、2006 年には
250 億ドルに達しています。こうした投資が生み
出した先進技術を利用し、我々は既存の油田から
石油を少しでも多く回収したり、困難な、あるい
は小規模な油田／ガス田の開発コストの合理化を
図っています。また、超深海の新しい資源やオイ
ルサンドを開発 (p.14) したり、LNG を増産 (p.9)
するなどして、石油／天然ガス供給源の多様化を
図っています。
また、輸送および発電の分野では、石油に代わる
エネルギーの開発も行っています。シェル独自の
GTL 技術は、天然ガスからクリーン度の高い交
通燃料を作り、代替燃料 (p.9) の増産に貢献して
います。シェル・ハイドロジェン (Shell Hydrogen)
は 2006 年、5 つの水素供給ステーションの実験
運用を行いました。シェル・再生可能エネルギー
(Shell Renewables) では太陽光および風力発電に投
資を行っています。さらにバイオ燃料 (p.15) につ
いては、我々は世界有数の販売企業の一つとなっ
ています。
もちろん、化石燃料の生産と使用が環境にもたら
す影響の抑制を最優先事項とすることに変わりあ
りません。シェルの低硫黄輸送用燃料は各地域の
大気汚染を軽減し、車両の燃費性能の向上に役
立っています。また我々独自のガス化技術も石炭
利用による排出ガス削減に効果を挙げ、探鉱・開
発部門では、ガスフレアリングのゼロ化および事
業活動による GHG（温室効果ガス）の自社排出
量削減のために投資を行っています (p.16)。
さらに、シェル・トレーディング (Shell Trading)
が炭素取引のけん引役として活躍しているほか、
我々は CO2 の回収・貯留技術の開発、実験プロ
ジェクトも進めています (p.20)。

4 〜 5 倍の豊かさ
急速な工業化の進む途上国から
の富がこれを促進

2 倍の
エネルギー需要
消費エネルギーは現在の 2 倍、
1907 年 のシェル創立時
のほぼ 25 倍に拡大

2 倍の効率

2 分の 1 の消費エネルギーで、
現在と変わらない量の富を産出

6 〜 10 倍の
エネルギー生産
風力、太陽光、水素、バイ
オ燃料 などの代替エネルギーが
これを支える

エネルギー・チャレ
ンジへの取り組み
シェルは、持てる限りの人材、資金、技術を
投じて：
• 石油／天然ガスの探索、開発力をいっそう
強化しています。
• 石油／天然ガスの資源形態および供給地域
を幅広く整備しています。
• 交通の分野で石油に代わるエネルギーを開
発しています。
• 電力供給の代替エネルギーを開発してい
ます。

詳しくは下記ウェブページへ：
• シェル創立 100 年の歴史
• エネルギーの長期的シナリオを考える

www.shell.com/energychallenge

• 化石燃料の生産と使用による環境への負荷
を抑制する、新しい方法を模索しています。
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エネルギー・チャレンジとシェルの取り組み

ビジネス戦略と持続可能性
米民間団体、Business for Social Responsibility
のプレジデント兼 CEO、アーロン・
クレーマー (Aron Cramer) による、イェ
ルーン・ヴァン・デル・ヴェールへのイ
ンタビューです。テーマは、急速に変
化する世界におけるシェルのビジネ
ス戦略、そして持続可能な開発の
推進にシェルが果たすべき役割
についてです。

シェルの将来像についてどうお考えですか。
石油企業、エネルギー企業、それとも持続
可能なエネルギー企業でしょうか。
シェルは石油化学製品、クリーンコール技術製
品を供給する炭化水素企業です。それに最低一
つの代替エネルギー事業を加えることも、今後
数十年のスパンで考えています。特に中国やイ
ンドなど、社会の発展に膨大な量のエネルギー
が必要とされている状況でも、責任ある炭化水
素企業は、経済的に持続可能な未来を築くこと
ができるはずです。この「責任ある」とは CO 2
の排出削減を積極的に進めるということでもあ
ります。我々の戦略は、上流部門では石油／天
然ガス生産への増資、下流部門では精製やマー
ケティングでの収益拡大を図るという我々の事
業と一致しているのです。

気候変動の危機は緊急の課題ではないと、
いまだにお考えのように聞こえますが。
地球規模での大幅な温室効果ガス排出削減を要求
する声が、いずれ社会に高まるだろうということ
は明白です。では、大幅とはどれくらいでしょう
か。その決定に最も適任なのは科学者と政府です。
科学者が異なる CO2 レベルごとに気候への影響
を測定し、各国政府がそれに基づく許容レベルを
決定して、その達成を目指す政策を提示するべき
なのです。
企業のリーダーとして、我々は各国政府に行動を
促し、エネルギーに関する我々のノウハウを活か
してアドバイスを提供します。また社会が必要と
する大量のエネルギーや統合的な CO2 対策を提
供するために、技術やプロジェクトへの投資を行
います。シェルの知識と経験をもってすれば、化
石燃料の CO2 排出量を削減する革新技術の開発
は大きなビジネスチャンスになるでしょう。地中
へ貯留する、既存の油田に注入して原油回収率の
向上に利用するという 2 つの例がありますが、
これは進展の期待できる分野です。
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しかし、大幅な炭素削減を期待されていなが
ら、なぜ生産時の CO2 発生率が極めて高いオ
イルサンドやオイルシェールに投資の方向性
を変えたのですか。それが経済的あるいは環
境的に持続可能と言えるでしょうか。
各国の政府がエネルギーミックスを構築する際
には、ロイヤリティ、税制、申請の許可条件を
考慮します。彼らは、例えば、エネルギーの安
定確保のためにオイルサンドが今後開発される
のかどうか、また CO2 はどの程度削減されるべ
きなのかといったことを判断するわけです。こ
こでの我々の役割は、 CO 2 の排出量を指摘し、
対策となる技術を開発し、普及しやすい政策あ
るいは経済的インセンティブを提案することで
す。そして政府がいったん方針を固めたら、
シェル・カナダのアサバスカにおけるオイルサ
ンドプロジェクトに見られるとおり、我々はそ
のエネルギー資源開発における CO2 排出抑制に
責任を持って取り組んでいきます。

昨年は資源ナショナリズムが大きく復活しま
したが、サハリンその他の地域でシェルにも
影響がありましたね。このような状況でも現
在の戦略を推し進めて行くことは可能ですか。

アラムコ (Saudi Aramco)、それにオマーンと中国
のパートナーですね。

サハリンでのプロジェクトをめぐる状況は、
昨年確かに悪化しました。このような状況の
変化があってもなお、この合弁事業は社会面
および環境面での責任を果たすことが出来る
のでしょうか。
私は出来ると信じています。難しい交渉を重ねた
末に、我々はこのプロジェクトがどの関係者に対
しても実を結ぶような方法にたどり着いたので
す。ロシア側の我々のパートナーであるガスプロ
ム社は、このプロジェクトにはパイプラインやス
チールだけでなく、先進の技術、極めて高度なプ
ロジェクト管理、そして世界規模での環境や社会
問題へのアプローチまでもが必要であることを理
解してくれています。それは、議定書に基づいて
シェルが引き続きこのプロジェクトの技術顧問に
当たる、また修正後の開発費用について実質的に
合意しているという事実が示す通りです。存在感
のあるロシア側のパートナーとの長期的な提携関
係を築くことが、このプロジェクトを成功に導く
のです。

エネルギーの価格が上昇すると、生産国の政府
我々のサハリンでの作業は過小評価され
がロイヤリティや税制をそれに合わせて改定し
ているようですが、これだけの規模のプ
ようとすることがあります。消費大国は、海外
ロジェクトの実現は、一つの都市をゼロ
での供給確保に努めるあまり価格をせり上げて
から構築するに等しい作業なのです。数
しまいます。その結果あらゆるコストが上昇し、
年後には、このプロジェクトの完成度の
状況は悪化するばかりです。しかしそこで重要
高さ、環境への配慮、島への貢献度が明
なのは、知恵を働かせること、そして相手の言
らかになると思います。
い分をよく聞くことです。技術力とプロジェク
トマネジメント力とを発揮し、かつ政府系パー
トナーの優先事項に配慮して、相手をリードす
る つ も り で 取 り 組 ま な く て は な り ま せ ん 。 「石油の呪い (curse of oil)」を懸念する声があり

「

」

我々は現在すでに国営の石油企業と仕事をして
おり、私は「バディ・システム (buddy system) 」
と呼んでいるのですが、お互いに長所を活かし
て利益を上げています。例を挙げるとサウジ・

ます。エネルギー生産による収入が現地住民に
還元されないということですが、これはシェル
にとって問題ではありませんか。
ナイジェリアのように、エネルギーの生産地域に
暮らす人々が、次の世代の生活の向上を期待でき

「

特に中国やインドなど、社会の発展に
膨大な量のエネルギーが必要とされて
いる状況でも、責任ある炭化水素企業
は、経済的に持続可能な未来を築くこ
とができるはずです。

」

ないというのは大きな問題です。我々は責任ある
企業として、雇用創出、現地企業の育成支援に努
めています。しかし本当に状況を変えられるのは
効果的な公共制度とサービスであり、それらを提
供できる、またすべきなのは政府です。我々は間
接的な支援策を実施しています。例えば資源採
掘産業透明性イニシアチブ (Extractive Industries
Transparency Initiative/EITI) を強力に推進し、
我々の政府への支払い金額を公表しています。
私はこれが強いインパクトとなると信じてい
ます。

そしてステークホルダーの方々との合意を取り
まとめる初期の段階には慎重さを要します。

ナイジェリアでは昨年も操業が難しかったよ
うですが、撤退することはお考えですか。

しかし世界 10 万人もの社員すべてに対して、
あなたの挙げる原則を理解させ、行動に反映
させるのは可能でしょうか。

シェルが撤退してしまったらデルタ地域の人々
の利益になりません。また環境保護や社会体制
の腐敗との闘争にも何ら役に立ちません。操業
それ自体は継続されるでしょうが、担当する企
業の透明性、それに作業の水準は低下するで
しょうね。
それに、我々のナイジェリア、デルタ地域にお
ける合弁事業での操業施設 3 ヶ所のうち、洋上
生産施設とナイジェリア LNG は順調に規模を拡
張しているのです。
ですから、撤退しようとは考えていません。
シェル社員の安全を第一に考えるのみです。こ
れまでと同様、現地雇用、駐在の別なくもしも
彼らが危険にさらされた場合には、一時的に操
業を停止するという措置をとっていきます。

対話し、立案し、実現する、というのがあるべ
き作業手順です。ご存じないかもしれませんが、
すべてとはいかなくても多くのプロジェクトで、
既に我々はこれを実行しているのです。例えば
石油・天然ガス探鉱・開発と天然ガス・電力部
門は、環境的および社会的問題の認識、対応を
常に早い段階で行うようプロジェクトのプロセ
スをうまく改善しています。

文字にしてみせただけでは理解されにくいので、
実際の活動でも表現します。トレーニングや
コーチングを通じて、いつも同じシンプルな
メッセージを繰り返し伝えながら、理解の強化
に努めています。
その原則の遵守を怠った場合の罰則を明確にす
る、優れたパフォーマンスには報償を与えるとい
うことも行っています。我々のスコアカードには
持続可能な開発が盛り込まれており、賞与の決定
にはこのスコアカードの内容も考慮されます。

「

環境および社会パフォーマンスにおいて、
シェルには多くの優れた事例がある一方、い
ま一つといったものもあります。一貫して優
れたパフォーマンスを示すためにはどうする
べきだとお考えですか。
間違いを犯す時は、通常プロジェクトの極めて
初期の段階です。そのため最初の立案の段階、

パフォーマンスに関心を示さなかったりでは、
持続可能な開発についてとやかく言っても何の
説得力もありません。

環境、社会パフォーマンスに関連して、2006
年に最も憤慨されたことは何ですか。
死亡事故の発生です。尊い人命が失われるなど、
決してあってはならないことです。
あとは反トラスト法の違反事件で、我々の価値
観と全く矛盾するものです。関与した社員が
去ったのはだいぶ前ですが、未だに腹立たしく
思います。

では 2007 年の最優先事項、あるいは抱負に
ついてお聞かせ下さい。
死亡事故の防止、これは絶対です、業界の例に
習い、作業手順と作業員の安全確保に努めなく
てはなりません。それから、 CO 2 対策の統合化
を実質的に進展させることです。
シェルが CO2 削減に真剣かつ積極的に取り組む
姿勢を、外部の皆様にご理解いただければ幸い
です。立派な企業であるより、社会に必要とさ
れ、選ばれる企業でありたい。それが我々の思
いです。蓄積された技術的ノウハウをもって、
我々はそれを成し遂げていきます。

何か問題が発生したら、それをオープン
にすることが重要です。失敗から学ぶの
です。そのためには、問題発生について
気兼ねなく発言できる社風を作らなくて
はなりません。

」

我々の社内告発制度がこれに重要な役割を果た
しています。最後に、私を始めシェルのリー
ダー一人一人が良い手本を示す必要があります。
トップの人間がステークホルダーの方々との対
話を怠ったり、操業施設を訪れてもそこの環境

詳しくは下記ウェブページへ：

www.shell.com/strategy
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エネルギー・チャレンジとシェルの取り組み

自動車メーカーとの取り組み

戦略が動きだす

先進の燃料とエンジンの開発は、常に足並みを揃えるのが理想的です。
シェルは自動車その他車両製造企業各社と共同で、よりクリーンで燃費の
良い次世代エンジン向けに、先進の燃料を開発しています。2006 年、シェ
ルの V-パワー技術による GTL 燃料と軽油との特殊ブレンドが、最も耐久度
を要するルマン 24 時間レースでアウディ R10 を優勝に導きました。

我々の戦略、「上流部門の拡大、利益の
下流部門」の実例をご紹介します。

ボーフォート／チャクチ海域
（探査）

Ormen Lange ガス田

シェル・カナダ（買収）

アサバスカ、
オイルサンドプロジェクト

SURE Northern（研究開発）

（拡張）

コリブ
ペルニス CO 2
Noordzee 風力

パインデール

アイオジェン バイオ燃料

SURE Colorado（研究開発）
Mount Storm 風力

テキサス南部

ポートアーサー製油所拡張
（許可保留）

ペルディド

ナイジェリア LNG
（拡張）

エルハ

石油鉱区 BC-10

6
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Halten CO2

ボンガ

ヌオン（ライセンス）

ショーレン バイオ
CIS 太陽光プラン

技術開発

低硫黄輸送用燃料

我々は、安定供給が可能でよりクリーンなエネルギーの増産に向けた、新
しい技術の開発にいっそう力を入れています。フィールドテストや外部組
織への技術協力も含め、2006 年の研究開発活動向け投資額は 12 億ドルに
上ります。それにより専門技術者を 3,000 名雇用し、またインドのバンガ
ロールに大規模な新しいテクノロジーセンターを開設しました。

我々は、商業規模で硫黄分ゼロの軽油生産に着手した最初の企業の一つで
す。よりクリーンな燃料の普及は自動車メーカーらによる燃費性能の高い
エンジン、排気効率の高い排気システムの導入につながり、各地域の排出
量削減にも貢献しました (p.16)。

サンクトペテルブルク

Salym 油田

オ燃料
ント

Kashagan 油田
サハリン
長北油田

各地点の説明：
新規油田／ガス田
プロジェクト検討あるいは進行中。

中国
パール GTL
Qatargas 4

岳陽、ライセンス 15 件新規取得
インド

非在来型石油資源
プロジェクト進行中、あるいはオイルサンド、
オイルシェールでの石油生産を検討中。
液化天然ガス
LNG 生産施設および受入れターミナル。拡張あるいは新規
プロジェクト進行中、あるいは許可取得済み。

南海石油化学プラント

GTL（ガス・ツー・リキッド）
天然ガスから交通燃料その他の製品を生産する新規施設。
高付加価値燃料
シェル V パワー等、シェル特有の高付加価値
の流通マーケット。

E11 ガス田
Singapore Chemicals
（拡張）

精製／石油化学プラント拡張
ガソリン、軽油、石油化学製品増産への投資。
アジア地域での下流部門拡大
アジアにおけるマーケットの急成長に対応した、石油化学、
精製、マーケティング事業の拡大。

インドネシア

代替エネルギー資源と CO2 対策
代替エネルギー資源のコストを縮小、および CO2 の回収・
貯留技術の有用性を実証する新規プロジェクトを検討ある
いは開発中。

North West Shelf 合弁事業

石炭のガス化技術
石炭からクリーン燃料のガスを生産する商業ライセンスの
取得、あるいは合弁事業の展開。

（拡張）

ZeroGen
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エネルギー・
セキュリティ

多様性がもたら
す安定性

エネルギーを世界へ安定的に供給するには、そ
の多様化を図ることが不可欠です。エネルギー
の供給源を一つの地域あるいは資源に集中させ
ないために、シェルはさまざまなエネルギー資
源に投資しています。

価格の高騰、そして「安い」石油の枯渇により、
エネルギーの政治利用が再び強まっています。
エネルギーの消費大国では、供給不安を懸念す
る声が高まっています。

現実問題として、消費大国のエネルギー完全自給
は不可能です。例えば米国は世界全体の石油生産
量の 25% を消費していますが、自給可能な量は
残存する確認埋蔵量の 3% 以下です。これは EU
（欧州連合）における天然ガス消費量と埋蔵量と
の関係についても当てはまります。世界規模でエ
ネルギーを増産し、地域、資源の両面で供給の選
択肢の多様化を図るには、競争の激しい国際的な
マーケットを利用するのが確実な方法です。
大規模な投資と安定した投資状況で行われること
がまず必要です。さらに、最新の技術、複雑なプ
ロジェクトを管理する能力、それらのノウハウを
蓄積した国際企業の情報提供も求められます。政
府がエネルギー効率化政策を導入すれば、その役
割も重要となるでしょう。
我々は、既存の油田／ガス田の寿命延長を図る、
新規の油田／ガス田あるいは地域を開発する、輸
送燃料を生産する新しい方法を開発する、さまざ
まな発電システムを導入するといった主に 4 つの
方法で、エネルギー資源の多様化に取り組んでい
ます。

既存の油田／ガス田からの CO2 回収量拡大
新しい技術を活用して、我々は消費地に近い、既
存のエネルギー供給源の寿命を延ばしています。
今日多くの油田において、その石油採取量は、貯
えられた量の 30 〜 40% のみというのが通例で
す。この回収率をほんの数 % 引き上げるだけで、
長期的な供給量を劇的に拡大することができま
す。例えば、我々が利権を所有するカリフォルニ
ア、カナダ、オマーンでは、蒸気、ガス、あるい
は化学物質を油田に注入して、油田の成熟化にと
もなう生産力の低下を遅らせています。また、事
業活動で発生した CO2 をノルウェー沖の油田に
注入することについてシェルのチームが調査を進
めており、これが可能となれば生産量の拡大と温
室効果ガスの排出削減がともに実現することにな
ります (p.13)。

新規油田／ガス田の開発
新しい技術によって、これまで難しすぎる、ある
いは費用がかかりすぎると考えられてきた主要な
消費地域近くでの新規の油田/ガス田開発が克服さ
れてきています。その例として、メキシコ湾の水
深 2.5 km に達する地点で新しいプロジェクトを開
発しています。技術がさらに進歩すれば、非在来
型資源であるオイルサンドやオイルシェールから
も、世界最大のエネルギー消費国（囲みを参照）
向けにたくさんの供給が期待できるでしょう。ま
た北海にあるような風力タービンや太陽電池パネ
ルを利用し、再生可能なエネルギーで発電を行う
無人生産施設では、小規模資源の採掘にも以前の
ようなコスト高の問題が解消されています (p.13)。
8
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輸送燃料の選択肢を拡大
ガソリンあるいは軽油と混合できる代替燃料があ
れば、エネルギー供給の選択肢が拡大し、交通分
野における石油への依存度が軽減されます。シェ
ルは今日、植物原料の 輸送 燃料（バイオ燃料、
p.15）を世界でも数多く販売しています。また天
然ガスをベースにクリーン度の高い輸送燃料を合
成するガス・ツー・リキッド (GTL) 技術を独自
に開発しています。現在はマレーシアで GTL プ
ラント一基を操業していますが、目下カタールに
建設中の二基目のプラントは世界最大規模となり
ます（囲み参照）
。
シェル・ハイドロジェンは長期的な燃料資源とし
て水素エネルギーの普及を目指しています。2006
年には世界で 5 ヶ所の水素供給ステーションで実
験運用を行いました。
精製規模の拡大は、燃料のスムーズな供給を阻害
するボトルネックの解消につながります。テキサ
ス州ポートアーサーにおける我々の合弁事業、モ
ティバ製油所の生産能力を倍増させるための工事
は、最終的な投資決定次第では 2007 年から着工
する見込みです。拡張後の精製能力は推定で日量
60 万バレルとされ、一日当たり自動車 100 万台
にガソリンを供給できることになります。このプ
ロジェクトによって、ポートアーサーは米国最大
の精製施設へと成長します。

さまざまな天然ガス技術
世界の LNG 生産高の 35% 以上は、現在シェル
の参画する事業で生産されています。オースト
ラリア、ナイジェリアでの既存施設拡張、カ
タールおよびサハリン島（ロシア）での新規プ
ロジェクト建設 (p.34 〜 35) によって、我々は
2004 年の LNG 生産高を 2010 年までに倍増さ
せることを目指しています。
今日、マレーシアのプラントで生産される軽油
と GTL の 混 合 燃 料 が 、 欧 州 お よ び タ イ で 約
4,000 のシェル・サービスステーションへ供給

されています。またカタールのパール GTL プ
ロジェクトでは、洋上ガス田から採掘した天然
ガスを、シェル独自の技術によって輸送燃料や
その他製品へ加工しています。このプロジェク
トでの輸送燃料生産高は、補給可能な車両台数
に換算して一日あたり 26 万 5,000 台以上にお
よびます。カタールの天然ガス埋蔵量はロシア、
イランに次ぎ世界第三位といわれますが、パー
ル GTL プ ロ ジ ェ ク ト は 、 そ の ガ ス の エ ネ ル
ギー資源としての有効利用、そして輸送分野で
の石油依存度の軽減に寄与しているのです。

発電システムの多様化
シェル・再生可能エネルギーは風力発電技術の開
発を積極的に推進し、次世代型薄膜太陽電池の技
術に投資を行っています (p.15)。
またシェルの天然ガス生産事業は、石炭、石油に
代わる発電エネルギーの提供を行っています。天
然ガスを冷却して液状化することで長距離輸送の
コスト効率を向上させ、利用者が供給元を幅広い
地域から選択できるようサポートしています。
我々は今や LNG 技術分野のトップ企業なのです
（囲み参照）。参画している LNG 事業全体で日本
および韓国における天然ガス総需要の 3 分の 1
以上をまかなっているだけでなく、欧州、インド、
北米、台湾向けの生産も行っています。
石炭のガス化技術においてもシェルは業界のリー
ダーです。中国、インド、米国など石炭資源の豊
富な国々では、この技術を活用すれば、自国の膨
大なエネルギー需要にクリーンにかつ効率的に対
応できます (p.13)。

詳しくは下記ウェブページで：
• 新規エネルギー技術開発への取り組み
• シェルの LNG 事業
• 石油／天然ガスの新しい供給源をどのように模索し
ているのか

www.shell.com/secureenergy

非在来型石油資源の開発
2015 年までに、石油／天然ガス総生産高の 10
〜 15% は、非在来型資源であるオイルサンドや
GTL 技術を活用したものとなることが予想さ
れます (p.16) 。そこでシェルは、環境と社会に
責任ある方法でそれら技術の開発に尽力してい
ます (p.14)。
タール状の重油に砂の混ざった物をオイルサンド
といいます。カナダに存在する膨大なオイルサン
ドからは、サウジアラビアの埋蔵量に匹敵する量
の石油が採取可能と考えられています。シェル・
カナダのアサバスカ・オイルサンドプロジェクト
では、すでにカナダの石油需要のほぼ 10% に相
当する量を生産しています。2006 年にはこのプ
ロジェクトでの石油生産高を 65% 向上させ、日
量 25 万 5,000 バレルに拡大させることが決定が
されました。その他のオイルサンド開発施設拡張
も現在検討されており、実現した場合の生産高は

日量 50 万バレルを超えます。シェル・カナダの
少数株主による買収提案承認を受けて、我々は残
りの株式も取得する作業を進めています。これに
より将来のオイルサンド事業において、シェルの
影響力はいっそう強まることでしょう。
米国コロラド州では、シェルの非在来型エネ
ルギー資源プロジェクト (Shell Unconventional
Resources Energy project) 、 SURE で、オイル
シェールによる石油生産技術の開発テストを
行っています。この技術は、加熱装置を地中に
入れ、地下の温度を 300°C 以上に上昇させて
シェールを質の優れた軽油に変化させるという
もので、自然界では何百万年もの間に進行する
プロセスです。米国政府は国内で採れるオイル
シェールに含まれる石油量を 1 兆バレルと推定
しており、これはサウジアラビアで確認される
石油埋蔵量の 4 倍に相当します。
2006 年度 シェル・サステイナビリティレポート
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責任あるエネルギー開発
シェルの操業形態や製品が環境、社会に与える影
響は、多くのステークホルダーの方々にとって見
過ごせない問題です。ここではそれに対応するた
めの、我々の取り組みについてご紹介します。
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気候変動

「

シェルにとっては、人為的な気候変動が事実であるのかという議論は既に終っています。話
は既に、私たちに何ができるか、という議論になっているのです。我々のような会社こそ、
CO 2 マネジメントという観点からその責任ある管理方法の探求に率先して取り組むことで
CO2 抑制管理をビジネスチャンスに変え、エネルギーの有効利用を図るべきでしょう。しか
し、これには、各国政府の一致団結した取り組み、つまり、企業による投資を価値あるもの
にするための、マーケットベースかつ長期的な政策形成の合意努力も必要です。化石燃料の
使用量、CO2 レベルともに急速な上昇傾向が続く現在、もう時間をむだにはできません。

」

イェルーン・ヴァン・デル・ヴェール
最高経営責任者

2006 年には多くの国々で、人為的な気候変動へ
の懸念が新たな高まりを見せました。世界銀行の
元チーフ・エコノミスト、ニコラス・スターン卿
は、英国政府に影響力を持つ報告書の中で、気候
変動の脅威に対応を誤ることで世界経済が被ると
予想される経済的コストを強調し、気候変動は
「未だかつてない程深刻な市場の失敗 (the greatest
market failure the world has ever seen)」であるとし
て、温室効果ガス 削減を促進するために国際協
調のもと強い政策を講じるべきだと断言していま
す。2007 年初頭には国連の気候変動に関する政
府間パネル (IPCC) が、人為的な気候変動はほぼ
確実に進行中であるとの科学的見解を再確認いた
しました。
シェルはエネルギー企業として気候変動の脅威を
いち早く認識し、政府、エネルギー業界、エネル
ギー消費者に働きかけるとともに、独自の活動を
展開しています。

1998 年には自社事業活動における GHG（温室
効果ガス）の自主削減目標を設定、以来、シェ
ル・再生可能エネルギーは、主要エネルギー企業
のなかでも最も幅広い代替エネルギーポートフォ
リオを構築してきました。シェルではまた、化石
燃料の中では最も炭素排出量の低い天然ガスと、
低硫黄交通用燃料の供給を拡大し、燃費性能の高
い近代的なエンジンの普及を支援しています。
2000 年からは CO2 排出による将来的なコスト予
測が投資決定に盛り込まれ、台頭する「炭素制約
社会 (carbon constrained world)」にあっても増収
の見込める新規プロジェクトの立案が可能になっ
ています。

また、低炭素技術の開発について他組織との連携
をめざしており、特に CO2 回収・貯留の大規模
実証プロジェクトについては注意深く検討を進め
ています。一方、小売事業では、革新技術普及と
省エネルギー推進に向けて、一連の社会啓蒙キャ
ンペーンを展開しています。

2006 年、シェルは、各国政府が気候変動という
課題に積極的に取り組み、効果的な政策を導入す
るよう働きかけを強めました。政府がリーダー
シップをとることの大切さは今や疑う余地はあり
ません。政府が世界的な温室効果ガス 排出によ
る長期的な推定コストを示し、低炭素技術に報い
るような政策を策定しなければ、個々の企業は莫
大な投資に見合うだけのインセンティブを見いだ
せないからです。
シェルの各国政府への要請は 4 項目です。第一
に偏った競争を防ぐために全ての主要排出国、そ
して業界だけでなく全てのセクターの参画を呼び
かけること、第二に企業の将来的な投資立案を可
能にするために 2012 年以降を含めた長期的かつ
安定した温室効果ガス削減目標を設定すること、
第三に産業界における温室効果ガス 管理のため
に排出権取引制度を活用し、これらの制度に
CO 2 回収・貯留による削減分を含めること、そ
して第四にさらなる補助金を必要とせず競合して
ゆくために、安定し狙いの定まった代替エネル
ギー支援策を構築することです。

シェルが貢献すること：
• 事業活動による CO2 の自社排出量を削減する。
• 化石燃料から排出される CO2 の回収・貯留技術を向上させる。
• 天然ガス、先端の交通用燃料、クリーンコール技術製品の品揃えを拡充する。
• 最低でも一つ大規模な代替エネルギー事業を軌道に乗せる。
• 温室効果ガス排出量の削減、管理に必要な政策の策定、発動を各国政府に呼びかける。

2006 年度 シェル・サステイナビリティレポート
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責任あるエネルギー開発

シェルの 温室効果ガス 排出管理
シェルは 2002 年、主に石油生産施設での天然ガ
ス放出ゼロ化により、事業活動による温室効果ガ
ス 排出量を 1990 年水準比で 10% 削減するとい
う第一の自主目標を達成しました。現在は、
2010 年をめどにこれら温室効果ガス排出量を
1990 年水準比で 5% 減に維持するという第二の
目標達成を目指しています。
ポートフォリオの変化に伴う排出量増加の相殺は
ますます難しくなっています。石油／天然ガス 1
トンの生産に必要なエネルギー量は 2000 年から
既に 50% 以上も増加しており、油田やガス田が
成熟期を迎え、重質の石油やオイルサンドからの
石油生産が拡大するにつれて上昇を続けるでしょ
う。顧客の CO2 削減支援になるとは言え、低硫
黄交通燃料の増産は精製時のエネルギー消費拡大
につながり、我々の事業活動からの CO2 排出量
は増加してしまいます。

れまでは燃焼（フレア）させていたガスを回収、
利用する設備に 2000 年以来、30 億ドル以上を投
資しています。

2006 年、シェルの世界的なフレア量はさらに減
少しました。深刻な治安問題によるナイジェリア
での減産が主な原因ですが、ガス回収量拡大のた
めのオマーンでの操業形態の変更、ガボンでのフ
レアリング量削減に向けた 2005 年の新しい設備
設置も影響しています。

製油所や化学プラントでのエネルギー効率の向上
も、我々の温室効果ガス排出削減をさらに後押し
しています。ソロモン・アソシエーツ社のエネル
ギー原単位指数 (EII) にも示される通り、我々の
製油所のエネルギー効率は、 2002 年以降 3% 上
昇しています。また化学プラントでは、化学製品
エネルギー指数 (CEI) によると 2001 年以降エネ
ルギー効率が 9% 上昇しています。これらの数字
は、各プラントでの操業体制をその生産能力の限
界にまで近づけたこと、操業停止回数が減少した
今日まで、シェルは拡大する CO2 排出量の削減
に成功しています。2006 年には操業施設の温室
こと、さらに多くの現場でエネルギー効率推進計
効果ガス排出量が、前年比 700 万トン減また
画「エナザイズ (Energise TM ) 」と「業務改善レ
1990 年水準比で 20% 以上減の、9,800 万トンと
ビュー (BIR) プロセス」が実施されていることな
いう快挙を成し遂げました。
どによってもたらされたものです。特に
「EnergiseTM」と「業務改善レビュー (BIR)」の実
2002 年以降の削減率向上の主な要因は、天然ガ
施によって 1 年におよそ 100 万トンもの温室効
スフレアリングを抑制したことです。例えば、 果ガス排出量が削減され、我々の製油所、化学プ
シェルのフレア量全体に平均して 3 分の 2 を占
ラントで年間 7,000 万ドル以上のコストダウンが
めているナイジェリアの合弁会社 SPDC は、そ
実現しました。

温室効果ガス排出量*

石油・天然ガス探鉱・開発部門でのフレアリング

単位：100 万トン（CO2 換算）

単位：100 万トン（炭化水素燃焼分）

EII
90

10

120

シェルはこのような形のエネルギー大量消費分を
埋め合わせるべく、2007 年初頭に、上流事業で
新しいエネルギー効率推進計画に着手しました。
ナイジェリア以外の上流生産現場では、2008 年
末までにフレアリング・ゼロ化達成を目指しま
す。ナイジェリアにおいては、シェルの合弁会社
SPDC の取り組みにより、ガスフレアリングが計
画通り 2009 年中にゼロ化される見通しです。た
だしそれにはナイジェリアの合弁パートナーから
の資金確保とともに、生産施設への安全なアクセ
ス確保という地域社会の協力が欠かせません。温
室効果ガス排出削減はさらに、各種エネルギー効
率推進活動による製油所および化学プラントから
も期待されます。

自社製油所でのエネルギー原単位量
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2006 年は、EII については年間目標値到達を逃し
てしまいました。環境に優しい低硫黄燃料増産の
ためのエネルギー消費の増加分を低く見積もって
しまったこと、数カ所の施設で予期せぬ操業停止
が発生し、再開のためにエネルギー消費が増加し
たことがその理由です。一方で化学プラントでは、
予期せぬ操業停止が数回発生したにもかかわら
ず、目標値を達成しています。
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*石油業界の温室効果ガス排出量算定方法ガイドライン（2003 年 12 月発行）
（Petroleum Industry Guidelines for Greenhouse Gas Estimation）
では温室効果ガス排出量
の測定値はきわめて不確実性が高いとしている。従って、1990 年と 2002 年とで CO2 排出量測定値の不確実性を同程度と推定した。

ZEROGEN: 環境に優しい石炭ガス化複合発電
オーストラリアのクィーンズランド州政府は、石炭火力発電と CO2 排出削
減とを同時に可能とする実証プロジェクトの検討作業を進めています。こ
の ZeroGen プロジェクトが実施につながれば、石炭のガス化と CO2 回収・
貯留という 2 つの技術を組み合わせて発電による排出量を削減する世界初
の実証プラントとなります。
このプロジェクトではまず石炭を水素含有量の高いガスと高圧の CO2 とに
加工処理します。ガスはその後発電用に燃焼させて高性能タービンの動力
とし、CO2 はおよそ 220 km のパイプラインで輸送され地中の帯水層に貯留
されます。シェルはこのガス化技術提供企業に選出され、現在、掘削と
CO2 回収の専門技術の供与を行っています。
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これによりプラントが排出する CO2 量の 70%（年間ほぼ 42 万トン）が回
収・貯留可能とされますが、これが商業化されれば、同じ規模の石炭火力
発電所と比較して CO2 排出量を 40% 近く抑えられると期待されています。
ただし現時点では、石炭火力発電所の事業者らは CO2 回収・貯留技術への
増資に経済的合理性を見出せていません。この将来性ある技術が実用化に
向けて前進するには、CO2 回収率に相応のインセンティブを設けるという
政府の支援が必要でしょう。

CO2 回収技術
世界は今、社会の発展を促すためのエネルギーの
増産、そして気候変動をくい止める対策を強く求
めています。エネルギーの増産とはそれを生み出
す化石燃料の増産を意味するため、現在その 2 つ
の要求を同時に満たすことは至難の業ですが、そ
の鍵を握るのが CO2 回収・貯留技術です。石炭、
石油、天然ガスが排出する CO2 の回収・貯留技
術について安全かつコスト効率の良い利用法が確
立されれば、それも不可能ではなくなるのです。

CO 2 の回収技術はさまざまです。いったん回収
された CO2 は地中（帯水層あるいは油田／ガス
田）に貯留でき、また工業プロセスでの利用も可
能です。しかしながら CO2 の回収・貯留作業は
エネルギーを大量に消費するうえに、コストが高
くつくという欠点があります。例えば中規模の石
炭火力発電所でこの技術を導入すると、数億ドル
もの導入費用にもかかわらず発電所全体のエネル
ギー効率は 10% 低下してしまうのです。さらに
貯留を行うにはその地域の地区計画当局の承認や
住民の賛同が得られなくてはなりません。

大規模のオフショアプロジェクトです。この
Halten プロジェクトにゴーサインがでたら、ノル
ウェー中心部のエネルギー不足が解消されるだけ
でなく、年間 250 万トンもの CO2 排出量が削減
されます。現在、これら 2 つのプロジェクトはと
もに実用化試験の段階に入っています。
また我々は、ペルニスの製油所で排出された
CO 2 をオランダで温室利用向けに提供する、三
菱重工業株式会社とともに中東での CO2 マネジ
メントにおけるビジネスチャンスを追求すると
いった活動も展開しています。

CO 2 回収・貯留技術の将来は、政府の意欲次第
ということになるでしょう。この技術の実用化へ
の試みが大規模に展開されるには、さらに多額の
増資が必要であり、そこには政府の支援が不可欠
です。現状では、 CO 2 回収・貯留による排出削
減には排出クレジットが発行されていません。
我々は各国政府に、ゼロエミッション化石燃料発
電所（Zero Emission Fossil Fuel Power Plant）実現
に向けた、欧州テクノロジー・プラットフォーム
（European Technology Platform）の仕組みを利用す
るなど、プロジェクト許可手続きの効率化、およ
シェルはこの分野における大規模な実証プロジェ
クトに参画しています。その一つが ZeroGen で、 びコストダウンの可能な制度を提供するよう要請
オーストラリアで検討中の、低 CO2 石炭火力発
していきます。これには回収された CO2 への炭
電プロジェクトです（囲み参照）。もう一つはノ
素クレジット発行や、2012 年以降までにおよぶ、
長期的かつ安定した投資計画の立案に必要な排出
ルウェーにおいて、ノルウェー政府および Statoil
社とともに調査を進めている Halten で、CO2 を
削減目標の設定も含みます。
貯留し石油の増進回収に利用する、これまでで最

自社化学プラントでのエネルギー消費原単位

石油・天然ガス探鉱・開発部門のエネルギー消費原単位

化学製品エネルギー指数*

ギガジュール（生産量 1トンあたり）
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MONOTOWER: シェルの代替エネルギー
事業に学ぶ
2006 年、シェルは世界に先駆けて、風力およ
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「エコマラソン (Shell Eco-marathon)」2006 年度優勝の、
バイオ燃料による試験走行車。ガソリン換算で 2,885 km/l
の燃費を実現しました。

び太陽光発電方式のオフショア天然ガス生産施
設の操業を開始しました。軽量、低コスト、ゼ
ロエミッションという特徴を兼ね備えたこの施
設は、スタンド脚部が一つであることから
Monotower と呼ばれ、オフショア風力タービン
の設計を基に開発されています。Monotower で
は、従来の設備では非経済的であった、北海の
小規模な天然ガス田の開発も可能です。このよ
うなガス田の開発は、北海のように成熟した地
域の生産寿命を延ばし、エネルギー供給源の拡
大と多様化を促進します。
我々は 2006 年に 2 つの Monotower の操業を開
始しています。それぞれの施設での消費電力は
湯沸かし器の消費電力より低く、 1 日あたり
1.2 キロワットにすぎません。従来の無人施設
操業に必要な 30 キロワット、また大型の有人
施設操業に必要な 40 メガワットと比較しても、
きわめて低い値を達成しています。
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責任あるエネルギー開発

CO2 排出管理をサポート
エネルギー製品を使用すると、化石燃料に含ま
れる CO 2 の 80 ％以上が排出されます。シェル
の製品を使用した場合の CO2 排出量は、それら
の製造時の 6 〜 7 倍、通常は年間で 7 億 5,000
万トン以上に上ります。そこで我々は、エネル
ギーの有効利用を支える技術や燃料を提供して
います。

低 CO2 電力
我々は 2006 年、石油換算で日量 144 万バレルを
超える天然ガスを生産しました。これは上流部門
における総生産高の 40% 以上に相当します。そ
の天然ガスがすべて発電に利用されたとしたら、
約 1 億 8,000 万世帯に電力を供給できることにな
ります。天然ガスは石炭に比べて炭素の含有量が
少なく、発電効率に優れているため、天然ガス発
電所から排出される CO2 量は、在来型石炭火力
発電所の約半分です。それは、天然ガスの液化と
輸送に使われるエネルギー増加分を合わせても変
わりません。
世界で最も豊富な化石燃料である石炭は、今日総
電力消費の 40% 近くをまかなっており、今後も
この割合は拡大するものとされています。シェ
ル・グループでは石炭の生産は行っていません
が、石炭のガス化技術で特許を取得しています。
我々の技術を導入した石炭ガス化複合発電所で
は、発電効率が向上しただけでなく、排出量が最
新の在来型石炭火力発電所と比較して 15% も削
減されています。その理由は、より回収・貯留に
適した高純度、高圧の CO2 への加工処理にあり
ます。このシェル独自の技術は ZeroGen プロ

ジェクトに採用され (p.12) 、さらに世界最大の
石炭生産企業、アングロアメリカン社と 2006 年
に結んだクリーンコールエネルギー同盟 (Clean
Coal Energy Alliance) でも中心的役割を果たして
います。
中国の新規石炭火力発電所への CO2 回収・貯留
設備導入に、欧州企業が域内排出権取引制度 (EU
ETS) を適用できるよう、欧州は中国との対話を
進めています。シェルはこの対話を積極的に支援
しています。

低 CO2 輸送燃料
水素エネルギー技術の自動車への応用はまだ可能
性が未知数であり、大規模な実用化には少なくと
もあと 10 〜 20 年を要します。つまり、この先
何年も輸送燃料を主に石油に依存する状態が続く
ということになります。その間輸送分野において
は、ガソリンや軽油へのバイオ燃料の混合、在来
型の燃料や自動車の燃費性能を高める技術の開
発、一般市民の交通手段の利用形態の調整などを
通じて温室効果ガス排出量削減に取り組まなけれ
ばなりません。
シェルは今日、輸送用バイオ燃料を世界でも数多
く販売しており、他組織と連携して次世代型の低
CO2 輸送燃料の開発を進めています (p.15)。製油
所では常に新しい機能を取り入れ、低硫黄のガソ
リンや軽油の生産に努めています。これらの燃料
は各地域の大気汚染の緩和に役立つだけでなく
(p.16)、自動車会社による、燃費性能の高い（つ
まり CO2 排出量が少ない）エンジンの導入を促
進しています。

非在来型石油資源と CO2
石油の「安い」時代の終焉とともに、石油生産に
は今後更なるエネルギー消費、そして CO2 排出
をともなうでしょう。オイルサンド、将来的には
オイルシェールといった非在来型資源の開発に
は、消費地の近くで長期的かつ安定した供給が得
られるというメリットがあるため、現在石油業界
では各地域でこれらの資源による石油生産が増加
傾向にあります。それにはしかしながらエネル
ギー消費の拡大は避けられず、 CO 2 排出量の増
加につながります。生産から使用までの総合的な
観点では、オイルサンド原料のガソリンでは、従
来の石油原料のものと比較して CO2 の総排出量
がほぼ 10% 以上増加します。オイルシェール原
料のガソリンとなればエネルギー消費量はさらに
いっそう拡大しかねません。そのためそうした資
源による CO2 排出量を削減あるいは相殺するこ
とが何よりも先決なのです。

室効果ガスの自主削減目標を定めており、 2010
年をめどに、現在は輸入でまかなっているガソリ
ン製造用の石油をオイルサンドでの生産に切り替
え、さらにそのオイルサンド原料のガソリンの生
産および使用による CO2 の総排出量を、石油原
料のガソリンの総排出量よりも低く抑えることを
目指しています。この削減計画には、シェル・カ
ナダの外部気候変動パネル (Climate Change Panel)
からの、独立したアドバイスを頂いています。ま
た我々は、オイルサンド技術の向上にも引き続き
取り組んでいます。2006 年に発表されたアサバ
スカの第一次拡張工事では、シェルの新しい生産
増進技術 (Shell Enhance) が採用される予定であ
り、この技術では、生産プロセスにおいて原油が
砂から分離される段階でのエネルギー消費量と
CO 2 排出量とを、それまでの技術と比較して
10% 削減することが可能です。

シェルは非在来型石油資源の開発を積極的に推進
しています。エネルギー資源の多様化を図るとい
う事業戦略の一部として、責任ある開発に注力し
ています。例えば、シェル・カナダ初のオイルサ
ンド開発事業、アサバスカ・オイルサンドプロ
ジェクト（シェル・カナダ 60% 出資）では、温

プロジェクトの拡張は、温室効果ガスの自主管理
計画に新たな展開をもたらすでしょう。我々はす
でに、政府その他ステークホルダーの方々と連携
し、 CO 2 回収・貯留など新技術の開発に力を入
れています。
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例えば、現在 19 カ国で実施している我々の新し
い燃費改善方式では、ドライバーにコスト面での
負担をかけない省燃費を実現しています。 2006
年には、
「燃料節約チャレンジ (Shell Fuel Economy
World Record Challenge)」の優勝者が、それら環
境に優しい燃料と燃費性能に優れた運転技術とに
よって、燃費性能の世界記録を樹立しました。
また我々は、学生がそれぞれに燃費効率を最大
限に引き上げた自動車の設計、製造に挑む「エ
コマラソン (Shell Eco-marathon) 」を毎年欧州で
（2007 年には米国でも）開催していますが、
2006 年度優勝車は平均燃費 2,885 km/1 を実現し
ました。2005 〜 2006 年には 19 カ国で「省エネ
ルギー運転活動 (Fuel Stretch Campaign)」を実施
して省エネ運転技術の普及に努め、ドライバー
の低燃費走行と CO2 排出削減の促進に寄与して
います。

詳しくは下記ウェブページで：
•
•
•
•
•

製品に含まれる炭素の行方

CO2 を分離、回収する取り組み
気候変動政策討議への参加
投資決定に炭素排出コストを盛り込むには
顧客の排出削減を支援する

www.shell.com/climate

代替エネルギー

気候変動とエネルギー・セキュリティへの懸念が
高まる中、化石燃料に代わる燃料への関心が急速
に拡大しています。シェルは、代替エネルギー事
業のうち少なくとも一つを軌道に乗せることを目
標としています。

エネルギー未来を担う技術として、我々は、先進の
バイオ燃料と水素エネルギーの輸送分野への応用、
および風力と薄膜太陽電池の電力分野への応用に注
目し、化石燃料と十分競合できるよう低コスト化を
図っています。

輸送燃料の拡大に期待
輸送用バイオ燃料はガソリンや軽油と比べ高価であ
ることが一般的です。とは言え、石油依存度の軽減
に加え、生育の際に CO 2 を吸収する植物の働きに
よって原料となる植物の収穫および加工への消費エ
ネルギー増加を考慮しても、全体として炭素排出量
が削減されるというメリットを無視することはでき
ません。助成金の交付、導入目標の設定、導入の義
務化などを通じてバイオ燃料の普及を強力に推進す
る政府も増えてきましたが、この技術を一歩前進さ
せ原料に農業廃棄物を利用することが可能になるよ
う、一層の努力が望まれます。
限られた耕地面積で第一世代バイオ燃料の原料と食
用作物との栽培を両立させることは難しいため、上
述したようなバイオ燃料では、普及したとしても大
幅な CO 2 削減にはつながらないでしょう。そこで
我々は、第二世代バイオ燃料の開発へ投資を継続し、
ショーレン 社やアイオジェン社（囲み参照）との合
弁事業、持続可能な形での原料確保に努める倫理規
定の整備を推進しています (p.18)。

発電規模 1,000 MW の London Array プロジェクトで
も、海上での建設計画にゴーサインが出る等、我々
の参画するプロジェクトの進展が相次いでありまし
た。今後、関連地区での公開調査の結果を待ち、陸
上での送電設備網の建設をすることとなります。完
成後には世界最大の風力発電所となると言われる
London Array プロジェクトは、王立鳥類および野生
生物保護基金 (Royal Society for the Preservation of Birds
and the World Wildlife Fund) から活発な支援を受けて
います。米国においても 2006 年にはウェストバー
ジニア州で、マウントストームプロジェクト（シェ
ル出資比率 50%、それによる発電規模は 164 MW）
が着工しており、また中国での風力発電開発プロ
ジェクトについても検討作業が進められています。
一方、昨今では、ベンチャー・キャピタリストらに
よる太陽光技術への投資の波も高まっています。
我々は太陽光から電気への変換コスト削減につなが
るとの確信のもと、2006 年薄膜太陽電池の技術開発
において、ガラス製造企業のセントゴベイン社との
事業提携を図り、見事合意に達しました。この合弁
事業で開発を推進する次世代型 CIS、薄膜系太陽電
池は、製造に要する原料が従来の結晶シリコン系モ
ジュールの 100 分の 1、そして比較的単純な製造工
程であるというメリットから、低コストでの大量製
造が期待できます。また同年 11 月にはドイツでの
合弁事業、アバンシス社による、20 MW のモジュー
ル製造プラントの建設も始まりました。
詳しくは下記ウェブページで：
• 風力、太陽光、水素エネルギーの事業化への取り組み
• 責任あるバイオ燃料開発へのアプローチ
• 第二世代バイオ燃料への投資（ショーレン社とアイ
オジェン社）

www.shell.com/alternativeenergy

NOORDZEE WIND: 予算以内で、
計画通りに
2006 年 10 月、オランダの各家庭に、風力エネ
ルギーによるクリーンな電力が初めて届けられ
ました。シェル・ウィンドエネルギーと現地の
電力企業ヌオン社が手を組み実現したこの北海
におけるプロジェクト、 Egmond aan Zee オフ
ショアウィンドファームは、108 MW の発電規
模でオランダの 10 万世帯以上に電力を供給し
ます。しかも発電にともなう炭素発生率はゼロ。
年間で 14 万トンもの CO2 排出量が削減される
のです。
注目すべきは、このプロジェクの完成に、予算
超過や計画遅延が一切発生していないことで
す。シェルが石油／天然ガス事業で培ってきた
海上施設での経験がここで大いに役立ったので
す。今後の焦点は海上での操業パフォーマンス
向上、つまりメンテナンス費用の削減とタービ
ンの稼働性拡大へと移ります。海上での風力発
電は陸上の場合と比べ 2 倍のコストがかかるた
め、従来型の発電システムに代わるエネルギー
となるには、政府の支援が引き続き不可欠とな
ります。

また、長期的には水素エネルギーにも期待が持てま
す。ただし新しい種類の燃料であることから、流通
インフラの整備や車両エンジンの改造がまず必要で
あるため、普及までにはまだ相当な時間と費用がか
かることでしょう。我々はエネルギー企業として初
めてアジア、欧州、米国で水素ステーションの実験
運用を行っています。さらにシェル・ハイドロジェ
ンは、水素燃料自動車が、燃料補給地点に制限され
ることなく至る所を自由に運行できるよう、常時水
素燃料を補給できる複数の一般的給油施設の「ミ
ニ・ネットワーク」作りを進めています。

さらなる電力資源開発
シェル・ウィンド (Shell Wind) は、風力発電に携わる
大手企業として数々のプロジェクトに資本参加してお
り、これらプロジェクトの発電規模は総計で 850 メ
ガワットに達します（シェルによる割合は 415 MW）
。
2007 年末までにおよそ 1,000 MW（シェルによる割合
は 500MW）に拡大される見通しで、実現後には 50
万を超える世帯への電力供給が可能になります。また、
欧州では海上でのプロジェクト開発に取り組んでいま
す。海上発電施設には、コストが高く陸上の送電設備
網への接続が困難といった不安要素はあるものの、風
が強く大型のタービンが利用でき、また景観を損なわ
ないといった利点があります。2006 年にはオフショ
アウィンドファーム、Noordzee Wind が操業を開始し、

アイオジェン：麦わらで燃料生産
バイオ燃料の当面の課題は、生産コストの低
減、生産時の CO2 排出量の削減、そして食用
作物の生産を妨げない耕地利用です。これら
の課題に取り組むために、アイオジェン社へ
の投資は始まりました。アイオジェン社では、
酵素を利用した、麦わらからエタノールを生
産する技術で特許を取得しています。この技
術が生み出す「セルロース系バイオエタノー
ル」は、従来のガソリンと比較して、生産か
ら使用までのライフサイクルにおいて GHG 排
出量を 90% 削減するだけでなく、その生産用
に耕地を確保する必要がありません。アイオ

ジェン社の実証プラントでは 2004 年から麦わら
原料の燃料生産を行っており、このエタノール
には、今日普及しているほとんどのバイオ燃料
と比べて、生産時の低コスト化が期待されてい
ます。アイオジェン社には 2006 年、投資銀行の
ゴールドマン・サックスが資金を提供したほか、
2007 年初頭には米国エネルギー省が推進する、
3 億 8500 万ドル規模のセルロース系バイオエタ
ノールプログラムで資金提供の行われる企業 6
社のうちの 1 社に選ばれました。この画期的な
技術の商業規模での実用化を期待して、さらな
る 1 票が投じられたわけです。
2006 年度 シェル・サステイナビリティレポート
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大気汚染

新聞、雑誌は気候変動の話題で持ちきりです
が、化石燃料による大気汚染の問題も未解決
のままです。過去 20 年を通して、企業は政府
の規制に技術革新という形で応え、状況は大
きく改善されました。それでも開発途上国の
巨大都市では、さらなる努力が求められてい
ます。

シェルは 100 年の年月の間に、各地域の大気汚
染への対策に役立つ、革新的な燃料やクリーンな
エネルギー技術の開発ノウハウを蓄積してきまし
た。

事業活動による排気
我々はまず、スモッグや酸性雨の原因となる窒素
酸化物 (NOX)、二酸化硫黄 (SO2)、揮発性有機化
合物 (VOC) 等の、自社操業施設から排出される
物質量の削減に取り組みました。その結果、
VOC については、主に石油生産に伴う天然ガス
の放散抑止効果により、1998 年比で 50 ％の排出
削減を達成しました。また、よりクリーンな燃料
の生産のためエネルギー消費が拡大したにもかか
わらず、NOX 排出量の削減も同時に成されてい
ます。これは、特にシンガポールや米国において、
精製所や化学プラントで汚染防止装置の整備に投
資を行ったことが主な理由であるとされていま
す。さらに SO2 についても、2001 年以降、精製
所や化学プラントで約 10 ％が削減されていま
す。しかし上流部門では、主にカナダやオマーン
の辺境地域における、硫化水素ガスのフレアリン
グ量増加が SO 2 の排出量増加につながり、その
結果 2001 年以降、シェルの総 SO2 排出量は 8 ％
増加しました。我々は現在、操業施設周辺の住民
の方々が地域の大気環境のモニタリングに参加で
きるよう取り計らっています。

発電による大気汚染
電力需要の伸びは加速しています。中国では、ほ
ぼ 1 週間おきに新規の石炭火力発電所が建設さ

れる状況であります。最近ではクリーン度の高い
発電所もかなり増えたにも関わらず、世界で広が
る人為的な NOX 排出の 4 分の 1 弱、またすすや
煙など粒子状排出物の 15 ％は、未だに発電所か
ら排出されているのです。先進技術を利用した天
然ガス発電所からは、微々たる量の SO 2 や粒子
状物質しか排出されません。そこで我々は、大気
汚染の緩和のため、これら発電所のエネルギーと
して、天然ガスを増産しています。さらに同じ効
果を発揮するのが、独自に開発した石炭ガス化技
術です。この技術で石炭から合成されるガスは、
天然ガスと同じくらいクリーン度が高いため、燃
焼の際に大気中に排出される汚染物資の量が驚く
ほどに低下します。同時に、風力／太陽光発電の
低コスト化を推進させれば、ゼロエミッション発
電所は、さらに急成長することになります。

交通機関による大気汚染
2050 年までに、世界の道路は 20 億の車両で埋め
尽くされると言われており、これは現在の 2 倍
以上の数字です。今後自動車数の集中的な増加が
見込まれるのは開発途上国の巨大都市ですが、そ
れらの地域ではすでに大気汚染が進んでいるのが
現状です。
ただし、交通量が増加しても、大気の質を向上さ
せることは可能です。先進国の各地域ではクリー
ンな燃料やエンジンの開発に資金が投じられ、さ
らに政府が厳しい規制をしくことで、大気汚染の
緩和が成し遂げられました。欧州連合を例にとる
と、交通機関による VOC と NO X の排出量は、
自動車の利用率が上昇しているにも関わらず、過
去 10 年間で半分以下に低下しています。
汚染対策の第一歩として、鉛を含まない低硫黄燃
料を普及させることで、触媒コンバーターと粒子
トラップを採用した近代的なエンジンの導入につ
なげられます。このタイプのエンジンでは汚染物
質の排出を 90 ％削減できます。シェルはもう有
鉛ガソリンの生産は行っておらず（囲み参照）、

鉛のゼロ化に向けて
鉛のガソリンへの混合は、エンジン性能の向上を目
的に長年行われてきましたが、人々の健康への悪影
響が指摘され、また近代的なエンジンでは鉛が触媒
コンバーターの詰まりの原因となることから、多く
の国においては現在では行われなくなっています。
しかしながら、開発途上国において、有鉛ガソリン
の撤廃は難しい課題です。こうした国々の政府は、
それ以上に緊急度の高い開発案件を数多く抱えてい
るため資金不足がネックとなり、政府系の製油所で
は最新設備が導入されにくいのです。シェルが資本
参加している製油所については、2005 年に、南ア
フリカ共和国とケニアの合弁施設で鉛が使用停止と
なったのを最後に、鉛は姿を消しています。我々は、
燃料と自動車の世界的環境改善活動である国連の
「UN Partnership for Clean Fuels and Vehicles」と、世界
銀行によるアフリカでの大気汚染防止イニシアティ
ブ（Clean Air Initiative in Africa）を通じて、有鉛ガソ
リンの一掃に尽力しています。
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また競合他社に先駆けて、硫黄分ゼロの軽油の商
業生産にも乗り出しています。
液化石油ガス (LPG) の供給においても、我々は他
社をリードしている企業のうちの一つであると言
えます。オートガスとも呼ばれる LPG も排出ガ
ス低減に役立つとされ、特に、近代的な車両設備
や低硫黄燃料があまり普及していない開発途上国
において多く利用されています。
エンジンと燃料の近代化が進めば、次に期待され
るのは燃費向上と排出ガス削減を実現する技術開
発のさらなる進展です。これには、燃料生産企業
と自動車会社とが、より歩調を合わせ取り組むこ
とが求められます。我々は一層の排出削減を可能
にする、エンジンと燃料の新技術開発が同時進行
で進められるよう、アウディ、デュカティ、フェ
ラーリといった企業と緊密に協力して作業をして
います。こうしたパートナーシップを通して、次
世代のクリーン燃料供給のトップランナーとなる
ことを目指しているのです。
長期的には、水素で走る燃料電池自動車の普及で、
交通機関による大気汚染は大幅に緩和されるで
しょう。なぜならこの自動車が排出するのは水だ
けだからです。シェル・ハイドロジェンは各自動
車メーカーと手を組み、水素燃料電池自動車の商
業ベースでの実用化を図っています。

詳しくは下記ウェブページで：
• 一歩進んだクリーン燃料の開発
• 独自の石炭ガス化技術
• アフリカ、アジアでのクリーン燃料普及に向けた、
国際的な合弁事業

www.shell.com/airpollution

パフォーマンス UP ＋大気汚染 DOWN
＝ GTL 燃料
GTL 燃料は無色無臭で、硫黄分をほとんど含み
ません。シェルの斬新な技術と天然ガスとが生
み出すこの燃料は、軽油と混合し、既存の近代
型エンジンに使用することが可能です。

GTL 燃料の排出する煤塵、窒素酸化物、硫黄、
一酸化炭素の量は、従来の軽油と比べはるかに
少ないものです。そのため現在では、バンコク
や上海など、世界でも最も渋滞の激しい地域で
タクシーやバスの燃料としての利用が進んでお
り、環境や人体への負荷の軽減に大いに役立っ
ています。GTL 燃料はまた、燃費の向上にも一
役買っています

流出事故

シェルの操業施設や船舶における石油等の流
出事故を防ぐには、明確な作業手順、作業規
則の厳守、効果的な作業モニタリングが求め
られます。

流出事故
単位：千トン
19.3

18.7
17.8

操業関連
サボタージュ
ハリケーン

「コメント」
今日、クリーンで燃費性能の高いエンジンと
ハイクオリティな燃料とは、切っても切れな
い関係にあります。今後、排出ガスと燃料消
費をさらに削減して行くには、エンジン、燃
料ともに最先端技術の開発が求められるで
しょう。
我々フォルクスワーゲンは、シェルとの緊
密な協力のもとに、第二世代バイオ燃料や合
成燃料など先進の燃料技術に取り組んでいま
す。2005 年のフェルディナンド・ポルシェ賞
(Professor Ferdinand Porsche Prize) 受賞や、ル
マン 2004 時間レースの長い歴史で軽油車と
して初の快挙である、シェルの GTL 燃料を搭
載したアウディ R10 の 2006 年の総合優勝は、
両者の協力関係が功を奏した好例と言えるで
しょう。
我々は現在の方向性を堅持し、これからもお
求めやすく持続可能なモビリティを顧客の皆
様に提供してまいります。フォルクスワーゲ
ン AG のこの決意をともに支えてくれる革新
的なパートナーとして、我々はシェルに期待
しています。
フォルクスワーゲン取締役会長、
マルチン・ヴィンターコルン
（Professor Dr Martin Winterkorn）

13.2

操業施設においては、設備装置の老朽化や作業
ミスによって石油および石油製品の流出事故が
発生することがあります。こうした事故は我々
が直接防止できるものであるため、1997 年から
2005 年にかけてその件数は次第に減少していき
ました。一方、サボタージュや、ハリケーンな
どの極端な天候による流出事故の件数について
の変化は見られません。
ナイジェリアにおける 2 度の大事故が引き金と
なり、2006 年は設備装置の老朽化や作業ミスに
よる石油流出事故件数がやや上昇しました。最
初の事故の原因はパイプラインの敷設の際に起
きた地中のパイプラインの破損、次の事故は装
置の老朽化でした。これらによる石油の損失量
は、2006 年の流出量全体の４分の１近くを占め
ます。同じくナイジェリアにおいて、地域の治
安情勢の悪化を理由に操業を停止した施設につ
いては、流出原因の解明のための情報収集を行
うため、現場での設備の修理、および操業の再
開が待たれている状態です。ナイジェリア内で
も操業可能であったその他の地域では、設備の
点検／修理が順調に進められているおかげでパ
フォーマンスが向上し、設備の老朽化や作業ミ
スによる流出事故件数が過去７年間で最低値を
記録しました。

9.9
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5.7
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2005 2006

流出規模（単位：千トン）

2006

目標値

少しています。これらは、我々が精製所および化学
プラントにおいて、小規模の漏れであってもより慎
重に追跡調査を行い、その根本原因を早い段階で突
き止めようとした取り組みの成果と言えるでしょ
う。さらに流通ネットワークにおいても、積極的に
流出事故を防止するためのプログラムを導入し、パ
イプラインや備蓄基地の貯蔵タンクの保守点検作業
を強化しています。特にアフリカでは、輸送トラッ
クからの流出防止に注力しています。

2006 年、我々の運転管理する船舶で輸送した石油
は 2,200 万トン、うち流出したのは 2 トン以下でし
た。ここでも作業手順の強化が反映されています。
詳しくは下記ウェブページで：

ナイジェリア以外でも、防止可能な流出事故は、
規模、件数ともに減少を続けています。上流部門
では、パイプラインの十分かつ適切な保守点検作
業が徹底されており、オマーンを例にとると、
2000 年以降、防止可能な石油流出事故件数がお
よそ 60 ％も減少しています。また下流部門でも、
2006 年に同様の事故は件数および規模ともに減

• 資産保全状況を改善する取り組み（流出事故防止策
など）

• ナイジェリアの環境と社会についてのリポート
(Shell in Nigeria Environment and Society Report) から
読み取る、ナイジェリアでの流出事故防止パフォー
マンス

www.shell.com/spills
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生物多様性

世界の人口および富の拡大によって、繊細かつ生物多様性に富む多くの
エコシステムが危機に瀕しています。エネルギー資源の増産、そして資
源の一層の多様化など、要求は複雑さを極めるとともにそのリスクを呈
してきています。ここで大切なのは、技術、他組織との連携、そして取
り組み方それぞれを新しく切り替えることです。この状況を打開するた
め、シェルのコミットメントを行動に移し、時間はかかっても着実に前
進して行かなくてはなりません。

2005 年に発表されたミレニアムエコシステムアセスメント (Millennium
Ecosystem Assessment) では、各国政府は、社会の求める環境開発と自然保護
とを調和させる方策を早急に探るべきであると明言しています。一番の問
題は農業および住宅用地の拡大ですが、エネルギーの生産もこれに深く関
わっているのです。困難を極める地域での石油／天然ガス探鉱から、エネ
ルギーインフラの建設向け用地、また近年増加の目立つエネルギー作物
の栽培向け用地の拡大まで、生態系への影響は見過ごせるものではありま
せん。
シェルは、エネルギー企業として初めてグループ全社を対象にした生物多様
性基準 (biodiversity standard) を制定しました。これに基づいて我々は、指定
保護地区に配慮し、エコシステム維持のために外部団体と共に働き、生物多
様性の保全に向けた他組織との連携を模索すべく取り組んでいます。具体的
には、ユネスコ（国際連合教育化学文化機関）の世界自然遺産登録地 170 カ
所以上の周辺地域では、石油／天然ガスの探鉱あるいは開発を行っておりま
せん。また国際自然保護連合 (World Conservation Union/IUCN) のカテゴ
リー I 〜 IV の指定保護地区、およびその他生物多様性の極めて豊かな地域
では、より厳しい操業手続を徹底しています。現在は特に、交通分野向けバ
イオ燃料の資源開発を、持続可能な形で行うべく、この基準に沿って作業を
進めています（囲み参照）。

コミットメントを実践する
我々は、プロジェクト初期の段階で社会／環境負荷の評価テストを実施し
ており、現在ではこのチェック項目に生物多様性を盛り込んでいます。ま

「コメント」

た HSE マネジメントシステムには、生物多様性の極めて豊かな地域におけ
る操業規則も加わりました。
国際自然保護連合 (IUCN) の、カテゴリー I 〜 IV の指定保護地区付近での
操業については、生物多様性保全のためのアクションプランを立てることも
グループ全社に要請しています。このプランには、各地域で生物多様性の保
全および拡大に努め、そうした活動の実施状況および有効性を常に確認する
ことも含まれます。ブルネイ、オランダ、ナイジェリア（ページ下参照）、
米国における、該当する全操業施設および地域では、このアクションプラン
が 2006 年初頭までに成立しており、その他生物多様性の豊かな地域での操
業についても、2007 年の末までには同様のプランの成立を目指しています。
しかしながら、せっかくのプランも優れた実行力なしでは活かすことが出
来ません。それにはまず、生物多様性マネジメントに必要な知識とスキル
を、各プロジェクトの責任者に習得させることが必要となります。そこで
役に立つのが様々なケーススタディが集められたライブラリーであり、
2006 年にはデータが更新、拡充されました。また生物多様性ネットワーク
を利用しても、各プロジェクトのチームが、互いの強みや成功例に学ぶこ
とが出来ます。アクションプランの効果的な実践を目指したトレーニング
プログラムも現在開発中です。

外部団体との恊働
世界の生物多様性保全を支援し、操業施設や周辺地域の生物多様性への負
荷を軽減するために、我々は 40 カ国の 100 を超える調査研究団体や保護団
体とともに働き、またその中で多くを学んでいます。これらの団体との作
業について、詳しくはウェブサイトで公開しています。
詳しくは下記ウェブページで：
• 生物多様性へのアプローチ（ケーススタディ）
• 保全推進に向けた外部団体との取り組み
• IUCN 指定保護地区周辺の操業施設での生物多様性保全活動

www.shell.com/biodiversity

ナイジェリアの原生林における、生物多様性支援アクションプラン
ニジェール・デルタ地域で我々が採掘権を有する油田／ガス田は、
IUCN の指定保護地区である 2 カ所の原生林にありますが、これら 2 カ
所ではもう何年も石油／天然ガス生産を行っていません。しかし一方に
は休止状態の油田があり、もう一方には現在も稼動中のパイプラインが
あります。我々が生産活動を行っていた頃に建設した進入路は、外部の
人々にも利用されているようであり、結果として森林の不法伐採や密猟
を助長することになってしまっています。
2005 年、我々の合弁事業である SPDC は、2 つの生物多様性支援アク
ションプランをスタートさせ、森林保護と現地住民の新たな収入源の開
発に乗り出しました。
これらのプランはともに、農業経営者、現地の活動団体、[編集注：連
邦]政府らの協力を得て成立しており、現地における生物多様性への関
心育成プログラムと、森林に代わる収入源の開発プロジェクトが盛り込
まれています。またこのプランに基づき、森林伐採の規制が政府から各
地域の森林管理委員会の手に委ねられることになりました。こうして、
森林と共生する地域社会自体でこのプランを管理、実践する仕組みが出
来上がったのです。

シェル・ナイジェリア、環境アドバイザー主任

ジョナサン・アマキリ (Jonathan Amakiri)
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カナダ、北極海沿岸地域で進むシェル・カナダの Niglintgak
ガスプロジェクト。マッケンジー・デルタ上空から撮影

バイオ燃料と生物多様性

アラスカ北部沿岸海域での資源探鉱活動

エネルギーセキュリティと気候変動の問題の打開策として、各国政府は植物や
有機廃棄物から作られる燃料（バイオ燃料）への関心をますます強めています。
2005 年に可決した米国のエネルギー法案では、バイオ燃料の導入について強
気ともとれる目標値が新たに設定された他、欧州連合では、交通分野でのバイ
オ燃料導入率を、2010 年までに 5.75 ％にするという目標を掲げています。

シェルは、アラスカ北部沿岸のボーフォート海およびチャクチ海で、石
油／天然ガスの探鉱を行っています。共に国定あるいは IUCN 指定の保
護地区ではなく、これまでも長い間、石油／天然ガス資源を求めて様々な
活動が行われてきました。ただし辺境地とは言えども、厳しく変化の激し
い気候条件のもとで、クジラ、セイウチ、アザラシが数多く生息し、また
現地の住民が自給自足の狩猟生活を営んでいます。我々は探鉱活動を進め
る上で、生物多様性と健康、安全、環境 (HSE) との管理基準に従うと同
時に、北極圏での操業を経験したシェルの他プロジェクトの例に学びなが
ら、慎重に慎重を重ねて行動しています。また現地の地域社会との対話や
協働作業を通じて、我々の活動による周辺環境への負荷をモニタリングし、
その低減を引続き図っています。2005 年には弾性波探査準備のための影
響評価作業が終了し、この海域で夏を過ごすセミクジラへの影響を最小限
に留める必要性が強調される結果となりました。我々は対応策として、経
験豊かな現地の人材を活用した、海洋ほ乳生物のモニタリングとそれらへ
の負荷を低減させるプログラムを導入しています。2006 年はチャクチ海
で弾性波探査探査がある程度終了したものの、ボーフォート海では分厚い
海氷に阻まれて作業が不可能だったため、2007 年にはチャクチ海での弾
性波探査をさらに進めるとともに、状況が許せばボーフォート海でも作業
を行って行きたいと考えています。また政府の示す開発許可条件をクリア
し、シェル内部で出されたこの活動への要求事項に沿って影響評価作業を
終えたのち、2007 年にはボーフォート海での試掘をスタートさせる予定
です。

しかし、バイオ燃料の導入にはリスクも存在します。水資源と農地の不足をめ
ぐり、農産物を利用した燃料生産と食料生産との両立がますます難しくなって
きているのです。このままでは、熱帯雨林が伐採されたりデリケートな野生生
物の生態系が危機にさらされたりする事態に発展しかねません。米国の新たな
目標値は、家畜の飼料となるはずであったトウモロコシをエタノール生産にま
わすことで達成される見通しですが、その分のトウモロコシを余分に栽培する
ためには、推定 160 万ヘクタールにおよぶ農地をどこかで新たに確保する必要
がでてきます。欧州連合の目標達成には、欧州全域で 10 〜 30 ％の農地をエネ
ルギー作物の栽培用地に転換しなくてはならないでしょう。
そこでシェルは、持続可能なパーム油のための円卓会議 (Roundtable on
Sustainable Palm Oil) といった例を参考に、NGO、各国政府、農作物の供給業
者や産業消費者らとともにエネルギー作物の持続可能な生産に向けた基準の策
定作業を進めています。その一方で、我々のバイオ燃料の原料供給業者に対し、
生物多様性基準とシェル経営基本原則 (Shell General Business Principles) に矛盾し
た行動が行われないようモニタリングを行っています。さらに、木屑や麦わら
を原料とすることから食料生産との競合が避けられ (p.15)、かつトウモロコシ
やパーム油の需要縮小が期待できる、先進の第二世代バイオ燃料技術の開発に
も投資しています。

2006 年度 シェル・サステイナビリティレポート
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責任あるエネルギー開発

原則を生きる

シェル経営基本原則は、誕生して以来 30 年、
シェルの社員として表すべきものや行動のあ
り方を定義する役割を今でも立派に果たして
います。2006 年は、我々の原則に沿った行動
についての詳しい手引きとなる、グループ全
社共通の行動原則を発行しました。

誠実な行動
誠実であること。それはシェルの経営原則の根本
をなすもので、最も大事な価値観の一つです。こ
の価値観を行動で示す際の簡潔で明瞭なポリシー
が、賄賂や不正を断固として許さない「ゼロ・ト
レランス」です。
世界には、賄賂を禁じるこのポリシーが一般的な
慣習に逆行するという地域もあります。そのため、
全社員にこのポリシーを徹底させるには、様々な
トレーニングやモニタリングを実施しなければな
りません。
各国のシェル・グループ企業の最高責任者らを対
象とした社内アンケートによれば、2006 年には、
100 ヶ国以上のシェル・グループの社員が、ビジ
ネス取引における仲介者との適切な関係について
のセッションに参加しています。（詳しい内容は
p.37 を参照）。

かのキーポイントについて、オンラインと対面式
でトレーニングが行われました。

2005 年には、それまで何年も使われてきた各地
域ごとのヘルプラインが世界共通のグローバルヘ
ルプラインに統一され、各国で利用が開始されま
した。世界共通の新しいヘルプラインは、24 時
間体制で社員やビジネスパートナーらにアドバイ
スを提供するとともに、賄賂や不正、その他我々
の倫理規定および経営原則への違反が疑われる事
例についての報告を（匿名も可）受け付けていま
す。報告された事件は、その後ロイヤル・ダッ
チ／シェルグループ取締役会所属の監査委員会で
検証されます。2006 年には 96 の違反事例が報告
され、その結果社員および外注先企業を含め 143
名が解雇あるいは解約処分となりました。

2 年ごとに行われる社員意識調査（Shell People
Survey）には、所属部門の社員が外部の組織や社
会に誠実に接しているか、という質問があります。

2006 年の調査結果では、この質問に対し、社員
の 81 ％が肯定的な回答を行い、4 ％が否定的な
回答をしています。この結果は、1999 年の調査
開始以来、石油／天然ガスの確認埋蔵量の下方修
正があった 2004 年の結果も含め、ほとんど変化
していません。

外注先企業との関係
経営原則の徹底を目的に行われたこのセッション
では、賄賂の授受や不正行為の防止を含むいくつ

外注先企業の方々が我々と作業を行う場合には
シェルの経営原則またはそれと同等のものを遵守

競争法について
2006 年 6 月、シェル・イタリア (Shell Italia) と
シェル・アビエーション (Shell Aviation) は、空港
建設の合弁事業を通じて情報交換をしていた疑い
で、イタリアの競争当局から 5,600 万ユーロの罰
金刑を言い渡されました。（その後、同年中に総
額 3,764 万ユーロまで減額されています。）また
同じ 2006 年の 10 月には、アルゼンチンで、液
化石油ガスのマーケットシェアについて疑惑が持
たれ、およそ 8 万 3,000 ドルの支払を命じられま
した。我々はこれらの申し立てを不服として控訴
しています。
さらに 2006 年には、オランダのアスファルト市
場でカルテルに参加したとして 1 億 800 万ユー
ロの制裁金を科されました。欧州委員会
(European Commission/EC) の調査で、シェルを含
む 14 の企業が 1990 年代半ばから 2002 年初めに
かけてオランダのアスファルト市場で製品価格の
固定、維持を図ったことが明らかになりました。
この件に関与していた社員は、調査開始以前に
シェルを退職しています。

1996 〜 1999 年にシェルが加わっていた合成ゴム
カルテルについても、昨年 EC は、1 億 6,100 万
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することを求めています。我々は多くの操業施設
や地域で、それら外注先企業によるこの原則の理
解、遵守に努めています。我々の要請に応じられ
ない企業については、契約の解除も視野に入れ関
係を見直しています。各国のシェル・グループ企
業の最高責任者を対象に行われる年次社内アン
ケートによれば、2006 年にそうした理由で契約
（p.37
が解除されたのは 40 件以上にのぼります。
参照）
。契約の解除が複数に上った国は、ブラジ
ル、カナダ、ナイジェリア、トリニダード・トバ
ゴ、米国です。

政治活動と支援運動
シェルの経営原則は、ビジネス、社員、私たちが
操業している地域社会に影響するような重要なポ
リシーについての私たちの積極的な議論を奨励し
ています。
（囲み参照）
。さらに経営原則は、シェ
ルが政策買収を行うことあるいは行っていると第
三者に受け取られることを防ぐため、グループ企
業による政党、政治団体への献金を禁じています。
年次社内アンケート（p.37 参照）によれば、
2006 年は、グループ全体で政党あるいは政治活
動への献金が一度も行われませんでした。
大多数の米国企業と同様、シェル・オイル・カン
パニー（Shell Oil Company）も、シェル・オイ
ル・カンパニー社員による政治意識向上のための
政治活動委員会（Shell Oil Company Employees'
Political Awareness Committee）を運営しています。
これは社員自ら設立、運営、資金調達を行う団体

ユーロの制裁金を科しています。EC の調査が始
まったのは 2003 年ですが、我々はこの関連事業
を 1999 年に既に売却してしまっていました。
下流部門の総責任者であるロブ・ルーツ (Rob
Routs) は、昨年、これらアスファルトと合成ゴム
のカルテルに対する裁定が公表された後、彼の統
括する全社員 73,000 名に向かって、次のように
強調しています。「シェルでは競争法に抵触する
行為は断じて許されない。この機会に私の姿勢を
明確にしておく。競合他社との違法な取り決めに
関与した者は、解雇も含めた懲戒処分とする。
」

1990 年代の半ばから、我々は社員が競争法を遵守
することを促すため、本格的なトレーニングプロ
グラムを実施するとともに、企業文化におけるコ
ンプライアンスの強化に向けて懸命に努力してい
ます。競争法に従うことは我々の新しい倫理規定
の根幹です。グローバルを対象とする反トラスト
法コンプライアンスプログラム（Global Antitrust
Compliance Programme）も、さらに充実していま
す。競合他社、仕入先企業、ビジネス顧客と関わ
りを持つ社員はみな、これらのトレーニングを受
けることになっています。

で、政党、行政官庁への立候補者、あるいは彼ら
の支援団体に寄付金の供与を行っており、例えば
2005 〜 2006 年には 10 万 9,000 ドルが寄付され
ています。この委員会の行った寄付についての情
報は、すべて米国政府の連邦選挙委員会に公開さ
れることになっています。シェル・オイル・カン
パニーはこの委員会の活動を支援する一方で、彼
らの寄付金への資金提供はせず、また自ら政治献
金を行うこともありません。

競争法の遵守
我々の経営原則は、独禁法および関連法令に則り、
公正で倫理的な競争を求めています。2006 年は、
社員が原則にそむいた過去の事例を痛切に思い知
らされることになりました。我々は、今後そのよ
うな事態を起こさないための努力をいっそう強化
しています。（囲み参照）。

詳しくは下記ウェブページで:
• 賄賂や不正に対処する我々のアプローチ（マネジメ
ント入門など）

• 高潔なビジネスを推進するための、シェルと外部組
織との取り組み（資源採掘産業透明性イニシアティ
ブ (Extractive Industries Transparency Initiative) など）
• シェルの新しい行動原則

責任ある支援運動
2006 年に社員へ配布された、シェルの「責任あ
るロビー活動のガイドライン」 (Guidance Note
on Responsible Lobbying) は、我々の声を外部の
人々へ届けるためにすべきこととそうでないこ
ととを示しています。経営原則では、各地域の
慣例に配慮し、状況の許す限り、様々なステー
クホルダーと一致した取り組みを行うよう規定
していますが、ガイドラインには現実にあった
事例として、例えば 90 年代末に、それまで参加
していた地球気候連合 (Global Climate Coalition)
から脱退を決定したことを引用しています。そ
の当時、地球気候連合の活動内容は、我々が考
える気候変動へのアクションへの呼びかけとは
相容れないものだったのです。
我々は政府に直接働きかけます。それは業界団
体を通じてのこともあれば、特殊な問題につい
ては他の企業や NGO と協力して行うこともあ
ります。業界団体を通じて何らかの支援運動を
行う場合、我々の声は多数の中に埋もれてしま
いがちです。従って、団体全体に影響を与えよ
うと我々が必死に努力しても、必然的に、彼ら
の主張に我々の意見が一つとして正確に反映さ
れなくなってしまいます。そこで、 2006 年、
我々のメッセージを世界へ伝えうる商工団体、
シンクタンクその他組織の名前をシェルのウェ
ブサイトで公開することにしました。

www.shell.com/integrity
最近我々が力を入れている支援活動は、英国で
の気候変動に関する企業リーダーグループ
(Corporate Leaders Group on Climate Change) です。
このグループは 19 の企業で構成され、プリン

シェルの行動原則
2006 年の終わりに、シェル・グループ全社で統
一した行動原則が発足しました。長い間、米国
を含め各国のグループ企業がそれぞれに行動原
則を整備していましたが、今回の全社統一版の
発行は初の試みです。この規定はシェル・グ
ループ各企業、およびシェルがコントロールし
ている合弁事業で働くすべての社員に適用され
ます。

スオブウェールズ・ビジネスと環境プログラム

(His Royal Highness the Prince of Wales’ Cambridge
Business and Environment Programme) の一端を
担っています。英国政府が国内の GHG 排出
に対応するためにマーケットベースの政策を導
入し、気候変動という課題に関して国際的な
リーダーシップを発揮しているのは頼もしい限
りです。
米国のシェル・オイル・カンパニーの社長は、
シェルを代表して、 GHG 排出量の上限設定を
義務化することや企業が自社排出枠の取引を行
える政策を策定するよう、米国政府に対し公式
に求めています。

2006 年には、エネルギーセキュリティの強化の
ために、メキシコ湾における石油／天然ガス探
鉱、開発の許可海域を広げるべきであると訴え
ました。環境に責任ある開発は十分可能だと
我々は確信しているのです。
2006 年 12 月には、シェル・オランダ（ Shell
Nederland BV）の社長を含む業界リーダーが、
それぞれの企業を代表して、オランダ政府に公
開書簡を送り、環境問題によりいっそう配慮す
ることを求めています。
そして 2007 年 1 月、シェルの最高経営責任者
による、気候変動に関する政府の効果的な規
制の導入を呼びかけた公開書簡が、英紙フィナ
ンシャル・タイムス (Financial Times) 公開されま
した。

企業倫理および法務部門最高責任者
(Chief Ethics and Compliance Offcer) による、
シェル行動原則の発表

この規定では、社員が経営原則の定めを実際に
行動に落とし込めることを意図して作られてお
り、社員が従わなければならない基本的なルー
ルや基準、要求されるふるまいについて定義す
るとともに、反トラスト法から薬物乱用まで、
20 を超える項目について実践的なアドバイスを
提供しています。何よりも重要なのは、「わから
ないことは聞く」という姿勢です。

2006 年にこの行動原則は全社員の手に渡りまし
た。社員に規定の理解を促し、行動への反映を
推進するための各種プログラムやオンライント
レーニングの義務化に向けて目下作業が進行中
です。
2006 年度 シェル・サステイナビリティレポート
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人員と手順の安全性

「コメント」
「思考と感情」
以前は、同僚達の危険な行為に対し、それ
を制止する事には気が進まなかったので
すが、「企業文化の理解 (Understanding Your
Culture)」にある、ハート＆マインド・プロ
グラム (Hearts and Minds exercise) に参加し
てからは、ためらわずに自分のミスを報告
したり同僚の危険行為を指摘できるように
なりました。我々の作業現場では、今では
互いに注意しあって作業するのが当たり前
ですし、またそれを励行する雰囲気があり
ます。他人のミスも反面教師的にとらえて、
そこから積極的に学んでおり、今では、過
去にあった安全性に関わる事故の教訓が、
施設内全体で活かされて、同様の事故の発
生防止に役立っています。また、危険事態
を回避するための作業中止ポリシー (STOP
WORK policy) も取り入れています。ただ、
この進歩を現場全体の変革につなげるには、
特に外注作業員らの意識改革に努めるなど、
今後も辛抱強く取組んでいく必要があるで
しょう。
マレーシアで技術者として特殊作業を担当、

デイナ・エンペーディング (Dana Empading)

シェルは常に安全性を第一に、社員、隣人、
施設を危険にさらすような石油流出、火災そ
の他の事故防止に尽力しています。

ようになってきました。例えば、2006 年の暴行、
水難、交通事故による死亡者数は、それぞれ増加
しています。昨年の死亡事故原因の、実に 75%
以上が、これら 3 項目で占められていたのです。

シェルは、操業施設で働く 10 万 8,000 名の社員、
そして約 30 万名の外注作業員が、毎日無事に仕
事を終えられるよう望んでいます。「死亡事故数
ゼロ」が我々の目標です。

これら 3 つの要因での死亡者数の増加が大きく
影響して、1997 年以降 50% 以上も改善していた
我々の死亡事故発生率（労働時間 1 億時間あた
りの死亡事故数）に、昨年は大きな変化が見られ
ませんでした。これを受けて我々は、ナイジェリ
アでの社員および作業員の保護措置だけでなく、
自らの行動を見直し、安全第一の企業文化を一層
強化する事の重要性を再認識したのです。

この目標の達成は、手順の安全性と安全を重視す
る企業文化にかかっています。それにはまず基準
とシステムを社内で共有することから始めなくて
はなりません。我々の経営原則では、グループ全
社、および外注先企業や支配権を有する合弁事業
において、我々の HSE 基準に沿って操業を行う
よう定めています。つまり、事故発生時の被害縮
小を目的とした、健康、安全、環境それぞれにつ
いての危機管理システムを構築することが求めら
れ て い る の で す 。 主 な 操 業 施 設 に お い て ISO
14001 のような外部の環境基準認証を取得する、
緊急時の対応プランを整備し定期的にそのテスト
を行うなどがその具体例です。我々は、重大事故
やニアミスを調査し、そこから学んだことをグ
ループ全社に伝え、同様の事故が繰り返されるこ
とのないよう努めています。

発生し、独自の社内調査で、目標とすべき安全基
準に達していない管理体制の不備が明らかにされ
ました。シェルは、英国安全衛生庁の調査による
起訴事実を認め、2005 年に 90 万ポンドの罰金支
払いに応じました。
この悲劇の後、我々は北海にある洋上施設すべて
の総点検を行いました。2004 年には 10 億ドルを
投じて、これら操業施設の改修プログラムを敢行
しました。
シェルは、行動変革への取り組みを今も懸命に続
けています。その一つが、責任遂行に関するワー
クショップ (Taking Responsibility) です。これは現
在、社員と外注作業員を対象に実施しており、作
業中の危険行為のもたらす悲劇的な結末がより強
2006 年度 シェル・サステイナビリティレポート

行動を見直す
2004 年にグループ全社で導入され、表彰を受けた
シェルのハート＆マインド・プログラム (Hearts
and Minds programme) が功を奏し、社員の間で

危険な行為を制止しあう意識改革が進みました。
翌年には、社員として求められる姿勢を明確に
するため、また自分自身だけでなく同僚の行動
安全パフォーマンス
の安全性にも責任を自覚できる感覚の育成に向
2006 年、シェルで働く 37 名（社員 2 名、外注作
けて、新たに HSE ゴールデン・ルールを追加し
業員 35 名）の方の命が失われたことに、我々は
ました。それは、「法律、基準、手順の遵守」、
大変心を痛めました。このうち、誘拐や襲撃の被 「危険あるいは規則に矛盾する状況への介入」、
害者となられた 9 名を含む 17 名の方は、政治、 「隣人への配慮」の 3 つです。 2006 年には我々
さらには犯罪目的の暴力行為が急激に増加するナ
の HSE 能力強化プログラムにも進展が見られ、
上級管理職など、重要な HSE 危機管理業務を担
イジェリアで不幸に見舞われています。
当する 20 万名以上の社員が必要なトレーニング
を受け、スキルを獲得しています。
最近では、操業施設外や労働時間外など、我々の
管理が届きにくい状況における死亡事故が目立つ

ブレント・ブラボー事故
2003 年、北海にあるプラットフォーム、ブレン
ト・ブラボー (Brent Bravo) の脚部の一つで、外
注作業員 2 名が死亡するという痛ましい事故が
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我々の努力は、負傷事故件数の低下につながって
いるようです。1997 年以降、社員および外注作
業員の負傷率は、全体でおよそ 45% 減少してい
ます。作業中に限った負傷事故数も 2006 年は低
下し、目標達成に至りました。

く認識されるよう、ドラマを取り入れて構成した
ものです。その一方で、新しく導入された学習推
進プログラム (“Deep Learning” programme) は、事
故発生の根底にある、企業文化、あるいは企業構
造に由来する原因の理解に役立ち、主な意思決定
者らの意識改革を促しています。このプログラム
に基づいて、ブレント・ブラボーで働く社員、作
業員、そして欧州の探鉱･開発部門に所属する
400 名の社員を対象に様々なセッションが開催さ
れています。また下流製造部門でも、このプログ
ラムの導入、活用が進んでいます。

2003 年のブレント・ブラボー事故を検証する死
亡事故査問会 (Fatal Accident Inquiry) は、2006 年
に調査を終了しました。シェルは、システムの機
能不全を指摘した調査結果を受け入れ、これらの
問題の是正に取り組みました。査問会からは、そ
の後さらなる対応の勧告を受けていません。

さらに、2006 年は、安全な行動についてのオン
ライン学習パッケージが利用開始となりました。
シェルは社員とのより活発なコミュニケーショ
ンに努め、特に各職場でリーダー的な立場にあ
る社員への働きかけを強めました。2006 年、下
流部門における安全週間では、安全は社員の一
人一人の責任であり、マネジメントが最優先に
取り組むべき課題であることを強く訴えていま
す。探鉱･開発部門では現在、「他人から見た自
分とは (Seeing Yourself As Others See You)」という
ツールを使用した評価テストを 2 年ごとに行っ
ています。これは、社員が各リーダーの安全に
関する指導力を評価するもので、各リーダーは
その後、フイードバックに基づいたフォロー
アップを行うことが求められます。

安全運転のためのプログラム
シェルの社員および外注作業員の、社用による年
間の運転距離は 19 億 km で、一日あたりでは赤
道を 130 周する距離に相当します。我々の取り組
む交通安全強化策が成果をあげているのは、世界
でも運転が最も危険とされる地域です。シェル・
オイル・プロダクツ・アフリカ (Shell Oil Products
Africa) がケニアで実施した「Drive to Live」キャ
ンペーンは、昨年エチオピア、ガーナ、モロッコ、
南アフリカ共和国にまで広がりました。上流部門
全体では 2006 年の交通事故死亡者数が増加した
ものの、はっきりと改善の見られた地域もありま
す。ロシアのサハリン島で操業している合弁事業、
サハリン・エナジー社 (Sakhalin Energy) でシート
ベルト・プログラムを実施したところ、2004 年
には社員と外注作業員合わせて 4 名だった交通事
故死亡者数が減少し、2006 年にはついにゼロと
なりました。地域社会へも好影響となったこのプ
ログラムは、島全体で今も実施されています。

修復後の Mars プラットフォーム（2006 年 4 月）

安全な手順

死亡者数 ‒ 死亡事故発生率

安全な手順とは、我々の施設について、安全に配
慮した設計、稼働能力の範囲内での操業、定期的
な整備実行の 3 点を厳守することを意味します。
最近公開された、BP のテキサスシティー製油所
(BP Texas City reﬁnery) で 2005 年に起きた事故に
ついてのベーカー報告書 (Baker Report) では、こ
の手順を常に徹底させることが、大事故の防止に
不可欠であると強調しています。

社員および外注作業員数（労働時間 1 億時間あたり）
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シェルは、手順の安全性の向上を常に模索して
います。探鉱･開発部門では、施設整備のための
資本支出を拡大する予定です。また、過去 3 年
間、下流部門における投資の 3 分の 2 が、既存
施設の信頼性および安全性の維持に充当されて
いましたが、この投資配分は今後も続くと予想
されます。設計基準も厳しく設定し、操業限界
や整備作業の見直しも行っています。さらに現
在、学ぶべき教訓を見つけるために、我々は前
述のベーカー報告書での勧告や調査結果の詳し
い分析を進めています。

社員の保護のために
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負傷者数 – 総報告可能事故頻度 (TRCF)
危険への暴露時間数 100 万時間あたり（社員および外注作業員）
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ナイジェリアにおける、昨年の暴力行為による死
亡者数の急激な増加は、改めて社員と外注作業員
を保護するための安全対策の重要性を示すことに
なりました。2006 年、我々のセキュリティアド
バイザーの地域ネットワークは、操業施設での実
践的かつ迅速な支援を目的に拡大されました。同
年、シェルは 19 カ国で、武装強盗、誘拐、破壊
行為などの安全に関わる深刻な事件に遭遇してい
ます。武装警備隊の出動事態も 19 カ国で発生し
ています。このデータはシェル・グループ各国の
最高責任者を対象とした、社内アンケートで得ら
。
れたものです。
（詳しくは p.37 参照）
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詳しくは下記ウェブページで:
• HSE コミットメント、基準など安全へのアプローチ
• 安全重視の企業文化へ、ハート＆マインド
• プログラムがもたらした影響社員の安全確保へのア
プローチ（安全基準など）

www.shell.com/safety

メキシコ湾でハリケーンに備える
2005 年、ハリケーン「カトリーナ」で大きな被害を受けたメキシコ湾の巨
大プラットフォーム、Mars が、2006 年 5 月に操業を再開しました。シェル
の技術の粋の結集が、
「カトリーナ」後の復興作業に有終の美 を飾ることに
なりました。Mars の修復作業で得られた知識を活かし、今後は被害の度合
いを最小限にくい止められるよう、オフショアの設備装置のハリケーン耐久
力強化に努めています。Mars の水面上の部分では、掘削装置の構造の一部
を支える巨大なクランプが、風速毎時 270 km の強風に持ちこたえられな
かったことによる破損が多く、水中部分では、他社の移動式掘削ユニットの
固定装置が漂流、衝突したことによるパイプラインの損傷が目立ちました。

2006 年、シェルは予防措置として、強度をこれまでの 4 倍に高めたクラン
プ装置を、 Mars の他、メキシコ湾にある全操業施設に設置し直しました。
また、ハリケーンシーズン中の、移動式掘削ユニットの固定装置の仕様を
強化する、業界での合同プロジェクトに参加しています。今後の嵐を想定
して、通信システムの拡充、および要請に応じてすぐに派遣できるヘリコ
プター、船舶、交換部品数の拡大を行うとともに、他組織との協力のもと、
パイプラインのネットワークに障害が発生しても原油を安全に製油所まで
届けられる方法の構築に取り組んでいます。

2006 年度 シェル・サステイナビリティレポート
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人権の尊重

基本的人権の尊重は、シェルの経営原則、そ
して我々の操業において欠くことの出来ない
位置を占めています。

人権保障の概念を事業活動において実践し、かつ
政府の人権パフォーマンス向上を支援することは、
企業の役割の一部であるとシェルは考えます。

安全と人権
シェル・グループの安全基準 (Group Security
Standard) は、地域住民など他者の人権を尊重し
ながら、いかに社員および操業施設の安全を確保
するかについて定めています。また、法に基づい
た場合、あるいはそれ以外に危機を回避する方法
がないとされる場合を除いて、武装警備隊の要請
を認めていません。万が一武装警備隊の出動が必
要となった場合も、武力行使に関する国連の指針
や条約に基づいた、我々のガイドラインに従うよ
う要求しています。ガイドラインの定めにより、
各隊員には、適切な武力行使のあり方を記した、
ポケットに入る大きさのカードが渡されます。ま
ずは武力に頼らないで事件の解決を図るよう依頼
し、それがかなわない場合に限って最小限の武力
行使を認めるのが我々の姿勢です。また、それに
よる負傷者は、加害者であっても救護の対象とし
ています。各隊員に、このルールが正しく理解さ
れているかチェックすることも忘れません。

2006 年には、ナイジェリアやパキスタンなど、
治安に関するリスクの高いとされる国において、
企業と政府、そして有力な NGO との共同作業で
生まれたエネルギー業界への原則、「安全と人権
に関する自主原則 (Voluntary Principles on Security
and Human Rights)」の実施も進みました。

再定住について
どこの国であっても、エネルギーインフラなどの
新しい施設や設備の建設の際、その地域の住民が
移住の必要に迫られることがあり、この再定住は
通常、政府の指揮のもとで行われます。シェルの

プロジェクトでこうした事態が発生した場合、
我々は、移住計画の策定には地域住民の合意を得
る、移住後もそれまでの生活水準を維持できる最
低限の補償を提供するなどの国際基準が適用され
るよう支援しています。例えば中国での南海石油
化学コンプレックス建設時には、中国および世界
銀行の定める基準に基づいて 2700 世帯以上の再
定住が行われました。シェルの合弁事業はこの一
連の作業において、移住する村民のために質の高
い住居を提供する政府のプログラムを推進してお
り、現在も彼らの雇用促進、能力開発、中小規模
での起業支援に取り組んでいます。

各国でのリスク管理
エネルギー企業は、人権擁護の十分でない地域
で石油／天然ガスの探鉱を行うことがしばしば
あり、そこでジレンマを突きつけられます。操
業を断念すれば、人権意識の低い競合他社によ
る開発に道を開くことになりますが、かと言っ
て、そのような国で操業すれば、人権意識に乏
しいその政府のやり方に迎合したと見なされか
ねません。こうした場合、シェルの経営原則に
従うことを前提に、その都度開発実施の可能性
を判断しています。また、我々が特にデンマー
ク人権研究所 (Danish Institute for Human Rights)
の協力を得て、人権擁護に関して直面するリ
スクを把握し、対応している国もあります。同
研究所の行った国別リスク評価 (Country Risk
Assessment) では、各国の法令やその実施状況
を世界人権宣言 (Universal Declaration of Human
Rights) その他 80 を超える国際規約と比較し、外
国人労働者の権利や治安部隊の行動など、国別に
リスクが大きいとされる分野を指摘しています。
我々はそこに示された権利をシェルの作業手順、
実施状況と照らし合わせ、少しでも矛盾する点が
あればその改善に努めます。2006 年、この初め
ての評価作業が、ウクライナとカザフスタンで行
われました。
我々は今も優先事項の一つとして、社員の間での
人権意識の高揚、およびその実践に必要なスキル

活動および責任範囲
人権擁護の分野について、過去 20 年
の間に社会は企業にますます期待を
寄せるようになっています。その
一方で、政府が人権擁護の義務
を十分果たさないことがあり、
企業には自らの役割と責任の所
在が不明確であるという問題が
クローズアップされています。 5
そこで、政府と企業との間で責
任範囲を明確にするための、
国連によるイニシアティブの策定
が現在進められており、シェルも
この作業に参加しています。
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の開発に取り組んでいます。ナイジェリアにおけ
る人権意識向上トレーニングの成果を検討する際
にも、デンマーク人権研究所に協力を依頼してい
ます。 2005 年に行われた同トレーニングでも
500 名の現地スタッフが参加し、地域社会におけ
る対立への対応など、困難な状況に対処するスキ
ルを身につけました。

社員の権利
シェルは社員に対して、社員集会、信頼できるア
ドバイザー、 24 時間利用可能なグローバルヘル
プラインなど、苦情連絡についての方法や手順を
提供しています。社員は各国の法律の許す範囲で、
労働組合へも自由に加入することが出来ます。各
国のグループ企業の最高責任者を対象とした年次
社内アンケートによれば（法的にこうした情報の
入手が可能な国に限定されますが）、2006 年現在
の労働組合加入率は推定で 12 ％（詳しいデータ
は p.37 を参照）とされています。
児童労働の撲滅は、我々のコミットメントです。
直接の雇用はもちろん、合弁事業、外注先企業、
仕入先を通じた間接的な搾取も認めません。
2006 年 末 に 行 わ れ た 同 ア ン ケ ー ト に よ る と 、
我々が操業している国では、グループ企業の
95 ％において児童労働の防止手順が定められて
います。そうした手順のない 5 ％の企業につい
ても、ほぼすべてが、児童労働を防止する法律の
適切に整備、施行されている国で操業しているこ
とがわかっています。さらに、各国のグループ企
業の約 90 ％で、強制労働の防止手順を定めてい
ることも明らかになっています。
詳しいことは下記ウェブページで：
• 国別リスク評価から学んだこと
• シェルの人権擁護関連ツール、ガイドライン、
トレーニング

•「安全と人権に関する自主原則」利用の背景

www.shell.com/humanrights

人権擁護について担うべき役割を定義するものとして、2000 年以降、我々は下の図を採用し
ています。

1. 社員 直接責任を負う。具体例：安全と健康に配慮した職場環境（p. 22 参照）の提供および差別
行為の防止など、労働者の権利と労働環境に関連するもの。

2. 仕入先、外注先企業（警備員も含む）審査、契約基準の設定、トレーニングの提供などを通じ、
深く関与する。具体例：安全管理、第三国の国民への配慮、現地での雇用など
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3. 地域社会 政府による取り組みの支援 具体例：住民の移住、事業活動あるいは社会的投資を通
じた現地企業の育成支援について国際基準を適用（p. 26 参照）
4. 政府 その国の経済発展に寄与し、EITI（p. 28 参照）の利用など支出の透明化を推進して政府の
取り組みを支援

5. 国際努力

国際的な人権宣言および自主的なイニシアティブの支援、国際規定への意見提供、
企業のコンプライアンス支援ツール開発を通じた、取り組みへの参加

働く人びと

給油スタッフの幅広い採用
シェルは、インドでサービスステーションの建
設、運営の許可を得た、ただ一つのエネルギー
企業です。ダイバーシティとインクルーシブネ
ス（多様性と包括性）へのコミットメントを含
めた独自の環境、社会基準を実践するべく、
次々に建設される SS のネットワークでは、特
に女性、身体障害者、また社会的に不利な立場
にある方々の採用を推進しています。
我々はまず、住民の皆様の声に耳を傾け、この
地域社会固有のニーズを理解することから作業
を始めました。
具体的には、例えば女性を雇用する場合、専用
更衣室と化粧室の設置や、また夜間の勤務や夜
道の帰宅を避けられるよう、勤務シフトを日中
に限定する配慮を行っています。こうした中で、
現地の NGO が、女性にふさわしい職場として
我々の SS を家族にアピールしてくれたことも
あり、2006 年末までに各 SS に勤務する女性の
数は平均で 17 名になりました。
身体障害者の方々の雇用にあたっては、車いす
用の傾斜路を設置するなど、バリアフリーの職
場作りを心がけました。またサービスステー
ションにはそれぞれ、手話を学んだスーパーバ
イザーも常駐しています。 2006 年末までに、
各 SS に勤務する障害者の方の数は平均 4 名と
なっています。

ビジネス要求が拡大する中で、シェルの戦略
が実を結ぶには、それを実践する有能な人材
の確保、そして彼らのコミットメントの強化
が不可欠です。

社員への安全な職場環境の提供 (p.22)、社員の人
権の尊重 (p.24)、職能開発の推進、そして互いの
差異を認めて排除しない包括性に富む職場環境の
創造は、シェルの経営原則の基本命題です。

採用活動
2006 年の採用実績は、およそ 6,000 名に及びま
す。これは、 2005 年度採用者数の 1.5 倍以上、
さらに 1990 年代後半の採用レベルの 2 倍以上に
あたり、まさにこれまでの採用活動の努力の賜
物です。新規採用者数の半数以上が技術分野を
専門としており、また今回初めて、アジア地域
での採用者数がその他の地域と比べて最大とな
りました。
我々は、地域の事情に配慮した、地域に根付いた
採用活動を行っています。例えばアルジェリアで
は、国営のエネルギー企業からの転職者ではなく、
現地の新卒者を採用してトレーニングしていま
す。インドでは 2006 年、シェル・テクノロ
ジー・インディア (Shell Technology India) 設立に
向けて 200 名弱の新卒者を地元の大学から受け
入れるとともに、インド人の実務経験者を 75 名
採用しました。さらにナイジェリアでは、新卒者、
経験者合わせて 350 名以上を採用しており、現
地労働者の受入れについて、長期海外生活からの
帰国者などのカテゴリーでは、記録的な人数と
なっています。

社員意識調査 (The Shell People Survey)
シェルでは 2 年ごとに、全社員を対象に、会社
についての意識や職場で経験した事例などの調査
を行っています。これは問題の発見や社員のモラ
ルの評価に役立っており、2006 年度の調査結果
からは、原油と天然ガスの確認埋蔵量修正直後に
行われた 2004 年度の調査結果と比べて、全体的
に社内の雰囲気が好転し社員の意識もポジティブ
になっていることがわかりました。
我々は 2006 年度の調査結果を詳細にわたって社
員に公開しています。それにより、地域、部門、
グループ全社の各レベルで低迷する分野が認識さ
れ、対策の整備が進められています、

ダイバーシティとインクルーシブネス
我々は、個々人の違いに価値を認める職場環境の
創造を目指しています。様々な個性やバックグラ
ウンドを持つ社員がそろえば、顧客やステークホ
ルダーの様々な意見やニーズをより深く理解でき
るようになります。また社員が互いの差異を尊重
し合うことで、それぞれにモチベーションを高め
られ、才能を発揮できるようになります。我々が
この分野で掲げる目標は次の３つです。

• 経営の中枢に携わる女性社員の割合を、最低で
も 20 ％にまで拡大します。2006 年はこの取り
組みが進展し、女性の上級職への登用率は、
2005 年の 9.9 ％から 11.6 ％に拡大しました。
我々は、女性の上級職候補者の支援強化に努め
ると同時に、女性社員を対象にした能力開発お
よびメンタープログラムを実施して、職務に関
するスキルの構築、また助言や指導の提供を
行っています。また 2006 年の新入社員数で、
女性の占める割合は約 30 ％です。

実務スキルの習得
こうした多くの新入社員が、我々の価値観を理解
した上でシェルでの仕事をスタートできるよう、
教育プログラムのさらなる充実が図られました。
新規採用者は誰もが、経営原則について学ぶコー
スを含めた一連のトレーニングセッションやワー
クショップに参加できます。

• 操業を行う国すべてにおいて、上級経営陣の半
数以上を現地出身者とします。2006 年にこれが
達成された国の割合は 25 ％で、前年度の 36 ％

一方で社員全体については、実務スキル習得の機
会を職場の内外で幅広く提供しています。 2006
年には、社員約 10,000 名が、グループ全社挙げ
てのリーダーシップ開発コースに参加しました。
また、米国、アジア、欧州の一流ビジネススクー
ルと提携して、持続可能な開発に関わるテーマを
総合的に学べるコースの運営も行っています。さ
らに一つの職能に着目した例としては、2005 年
にスタートしたプロジェクトアカデミー (Project
Academy) では、各プロジェクトマネージャーが
シェルや外部の専門家から学び、シェルの基準や
アプローチを身に付け技術を継続的に構築できる
よう、評価テストやサポートを取り入れたプログ
ラムを提供しています。2006 年には営業／販売
担当の社員を対象としたコマーシャルアカデミー
(Commercial Academy) も開設しました。

• 各職場において、社員のインクルーシブネスに
対するさらなる理解の促進をを図ります。2006
年の意識調査では、64 ％の社員が、自らの職場

から縮小される結果となってしまいました。こ
れは主に、上級経営陣のポストの数が少ない国
で人事交代があまり進まなかったためです。

においてインクルーシブネスの意識が向上して
いると考えていることが明らかになっています。
採用、職能開発、昇進、トレーニング、報酬それ
ぞれにおいて、障害を持つ者も含めてすべての社
員に同等の機会が与えられるよう、我々は懸命に
取り組んでいます。社員、採用志望者は常に明確
かつ客観的な条件にて審査されます。
詳しくは下記ウェブページで：
• 平等と多様性への我々の取組み
• インドの例に見る、多様性を重視した採用活動
• シェルでのキャリア開発

www.shell.com/ourpeople
2006 年度 シェル・サステイナビリティレポート
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責任あるエネルギー開発

隣人への配慮

操業地域において、現地に住む人々の良き隣人となることが我々の目
指すことです。そのためには、汚染や安全の問題をクリアするだけで
なく、彼らとともに不安要素の解消に取り組み、事業活動の利益を彼
らに還元していかなくてはなりません。

アイルランド、コリブ
概要
• 天然ガスを沿岸 80km の沖合からアイルランド西岸へ運び、加工して国有

隣人の方々の信頼を得るには、まず地域社会の様々な観点からの意見に耳
を傾けることが必要です。我々は、住民委員会、オープンデー、各種調査、
地方自治体などを通じて得られた情報を利用して、我々の操業が与える大
きな負荷要因、また地域で発生している問題についての理解に努めていま
す。そして地域社会と一体となって問題解決に取り組み、事業活動と社会
的投資を行うことにより地域社会の経済的発展につなげていくことを目指
しています (p.28)）。
過去には、隣人との素晴らしい協力体制を構築した地域もありましたが、
逆に信頼を失った地域もあります。この成否は、各地域の経営陣の意識、
そしてそれを実行に移すスキルの高さにかかっているのです。そこで我々
はより構造的なアプローチを用いて、各操業地域が互いの成功例に学ぶ仕
組みを作りました。

2006 年の末までに、60 を超える地域で社会パフォーマンスプランが整備
されましたが、その地域には社会的負荷の大きいとされる、大型生産施設
や化学プラント、および上流部門の操業地域がすべて含まれています。こ
のプランは、我々の社会パフォーマンスアドバイザーが提供するガイドラ
インに基づいたもので、導入の際は対象施設を決め、現地の主なステーク
ホルダーらとの協働のもと、施設での操業が地域社会にもたらす負荷を系
統的に評価、管理することになります。
作業はこれだけではありません。上に述べたようなコミットメントを具体
的に行動で示すスキルを、特に新規大型プロジェクトの開発チームでまず
普及させることが先決です。これには、我々の社会パフォーマンスアドバ
イザーが外部の専門家と協力して、既存の操業地域および今後のプロジェ
クトに対してコーチングなどの支援を行っています。社会パフォーマンス
のスキルはリーダーシップトレーニングのプログラムにも組み込まれてお
り、コマーシャルアカデミー・プロジェクトアカデミー (p.25) のカリ
キュラムの一部にもなっています。
ここからは、我々の隣人との協働事例を 3 件ご紹介します。また、ナイ
ジェリアとサハリンにおける地域社会との取り組みについては p.32 〜 35
を、その他の地域での近況はウェブサイトでご覧下さい。
詳しくは下記ウェブページで：
• 地域社会との取り組み
• このリポートでの掲載地域について
• 過去のシェル・サステイナビリティリポート掲載地域の近況

www.shell.com/neighbours

のガス供給網に送るプロジェクト

• 最大で国内の天然ガス需要の 60 ％を生産（アイルランドでは現在天然ガ
ス消費の 85 ％以上を輸入に依存）
• メイヨ地方 (County Mayo) への投資としては過去最大で、建設時には 700
名、操業時には 100 名の雇用を創出
• シェル 45 ％出資事業

コリブ天然ガスプロジェクト (Corrib natural gas project) に計画許可と政府の
同意が得られたのは 2004 年のことですが、パイプラインの安全性およびそ
の地域社会への経済効果を疑問視する住民の方々の声はその後も止みませ
んでした。そして残念なことに、2005 年には、プロジェクトの建設作業を
不法に妨害した 5 名の住民が拘置所へ送られる事態にまで発展してしまっ
たのです。その後間もなく、第三者組織による安全性調査のために建設作
業は一時中止されることになり、その間に住民との対話が継続されました。
調査は 2006 年 5 月に終了し、我々は全ての指摘点を受け入れ、陸上パイプ
ラインの最大輸送能力を縮小することで合意しました。
政府指定の調停人らの勧告に従い、我々は住民の家屋にあまりにも近接し
ているとされた、陸上パイプラインの敷設ルートの見直しに合意しました。
これを受けてまとめられたルートの変更手順では、土地所有者および地域
住民の方々と幅広く協議を行うことが求められています。
地域社会への配慮の表明、そしてご迷惑をかけた住民の方々への謝罪の後、
我々は 2006 年 10 月にターミナル地点での作業を再開しました。一部に現
場までの道路を封鎖しようとする抗議の動きが見られたものの、警察が対
応し、作業は無事継続されたのです。
このプロジェクトが地域社会の発展に役立つことほど、我々にとってうれ
しいことはありません。現在は 200 名以上の住民の方々が現場での作業に
従事され、2007 年末までにはさらに 500 名の方々がそこに加わる見通しで
す。最近では天然ガス配給事業を行う国有企業が、メイヨ地方の 11 の町へ
新たにガス供給を開始すると公表しており、このプロジェクトによりいず
れはアイルランド西部にある町のすべて、そして最終的には国中へ拡大さ
れるでしょう。2006 年 11 月の独立機関の調査によれば、現地住民の大多数
がこのプロジェクトに賛同しているそうです。
過去の事実を変えることは出来なくても、それに学ぶことで、我々はこの
プロジェクト完遂へ駒を進めることが出来ました。これからも地域社会と
のパートナーシップを大切に育て、プロジェクトの成功へとつなげていき
ます。

「コメント」

シェルがそれまでのやり方を見直し、新たな姿勢
でターミナル建設に取り組んでくれて安心してい
ます。どんな場合でも、地域社会の理解と支援な
しでは、プロジェクトに成功はありえません。彼
らの姿勢は地域住民の不安解消につながり、住民
の間にプロジェクトの一員としての意識を芽生え
させただけでなく、プロジェクトの波及効果とし
ての地域のインフラ改善や経済効果を期待する雰
囲気を生み出しています。
プロジェクト監視委員会、地域住民代表

ニコラス・ホワイト、ジェラルド・マクドネル

(Nicholas Whyte and Gerard McDonnell)
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米国、パインデール

オーストラリア、ジーロング

概要
• 米国、ロッキー山脈での天然ガス開発プロジェクト
• 最大生産能力は、推定で、シェルの 2006 年度天然ガス生産量の 3.5 ％に

概要
• オーストラリア、ビクトリア州で、52 年にわたり、同州の交通燃料需

相当
• 必要とされる坑井数 1,000 のうち、2006 年末までに 175 を掘削
• 正社員、契約作業員合わせて 300 の雇用を創出、うち 40 ％を現地で採用
• シェル 33 ％出資事業

• 納税、資材調達、また直接および間接雇用などの面で年間 8 億 6,000 万

ワイオミング州にある風光明媚な町、パインデール（人口 1,600 人）のそば
には、パインデール・アンティクライン天然ガス田 (Pinedale Anticline natural
gas ﬁeld) が広がっています。シェルは 2001 年にこのプロジェクトへ出資し
て以来開発の一端を担っており、多くの技術的な難題に取り組んできました。
またで我々は、開発当初から地域の規制当局に従い、住民とのコミュニケー
ションを大切にしながら、地域社会への貢献と、事業活動による環境負荷の
縮小に努めてきました。

ジーロングにある我々の製油所で、安全と環境パフォーマンスへの懸念が
高まり、ついには地域の規制当局と住民の一部の信頼を失ってしまったこ
とから、2004 年、我々は彼らとともに環境改善プランに取り組むことに
応じました。しかしながらその直後に、そのプランで約束した目標は到底
期限以内で達成され得ないものであることが判明し、いっそうの信頼低下
を招いてしまいました。

地域社会との対話では、環境汚染と野生生物保護への対応を特に求められた
ほか、教育水準が伸び悩み、ドラッグやアルコールがまん延する町の一面が
伝えられました。そこで我々は、低排気エンジンの採用、および採掘時のフ
レアリング量を少なくても 95 ％減少させる、新しい坑井仕上技術の導入を
決めました。また土地への影響を縮小するため、少数の地点からより多くの
ガスを採取する方法も開発しました。さらに、100 万ドルを出資し、野生生
物の保護と、薬物使用・教育といった社会問題に関しての 2 つの独立チャリ
ティー組織を誕生させ、現在は地域住民の手で運営が行われています。

2005 年に、グループ全社で蓄積された経験を活用してこのプロジェクトの
社会パフォーマンス調査を行い、住民にとっての環境保全の意義を改めて
実感しました。野生生物の保護を目的に、政府は 11 月中旬から 5 月までの
間、アンティクラインにおける掘削作業を禁止しています。しかし実状で
は、これが社会および環境問題の引き金となってしまっただけでなく、ガ
ス田開発を妨げる結果となっています。短い掘削期間の間に、各操業企業
が一斉により多くの作業を行おうとして、かえって様々な混乱が生じてい
るのです。もともと年間を通じての作業が認められていれば、このような
事態にはならなかったでしょう。また地域住民は季節ごとに集中的に作業
にかり出されることになり、雇用が年間を通じて安定しません。
こうした現状を改善するべく、我々はステークホルダーやこの地域の各操
業企業とともに、一年を通じて責任ある操業を行うためのアプローチを開
発し、2005 年末から 2006 年初頭の冬期の間にその実証プロジェクトを成
功させました。2007 年の夏には、政府が通年作業の是非を決定することに
なっています。

「コメント」

私はもう 40 年近くパインデールにすんでおり、
1996 年からは町長を 10 年務めました。ガス田
の開発については、そのメリットを最大に、デメ
リットを最小にするために、住民やエネルギー企
業と一丸となって取り組みました。この急速に発
展する町で、シェルは経済的および社会的プログ
ラムを支援すると同時に、積極的に野生生物を保
護してくれています。私は、彼らが最良の方法か
つ最新の技術を用いてガス採掘を行っていると確
信しています。
ワイオミング州パインズデール、前町長

要の半分をまかなう製油所
ドル相当を地域に還元

• 信頼および環境パフォーマンス改善におよそ 1 億ドルを投入
（2003 〜 2011 年）
• シェル 100 ％出資事業

そこで、シェルの社会パフォーマンス管理ユニット (Social Performance
Management Unit / SPMU) が援助にのり出しました。我々は共同で、グ
ループ全社の経験や優れた事例を集め、問題のありかとその解決法を探る
社会パフォーマンス調査を行いました。
調査の結果、当時の我々のコミュニティ・フォーラムがもはやその地域の
状況を正しく代弁していないことがわかったため、現地組織の協力を得て、
我々は新しい地域諮問委員会 (Community Advisory Panel) を立ち上げました。
この委員会は現在定期的に会合を開き、地域との関わり、環境改善、社会
的投資プログラムのあり方について、我々に助言を与えてくれています。
委員会が最優先に取り組んだのは、我々の環境改善プランへのアドバイス
の提供でした。各委員と独立監査人 1 名が、現在も改善状況をモニタリ
ングしています。2006 年末までには、プランで定められた作業の 85 ％が
完了しました。我々は地域住民との信頼関係を修復すべく努力を重ね、委
員会のサポートのもと、残りのタスクを適切にこなし、法の規制よりもさ
らに厳しい基準値を定めた新しいプランの実施を目指していきます。
その一方で、我々は、コミュニケーション方法の改善についても委員会の
アドバイスを求めました。隣人の考えの的確な把握に努めると同時に、逆
に我々の操業、そして改善プランについて理解を深めてもらうにはどうす
べきなのか、という問いに対する委員会の勧めに基づいて、我々はニュー
スレターや月刊誌のコラムに加え、移動式のインフォメーション・ブース
を開設しました。製油所の社員はこれを利用して住民の懸念を尋ね、情報
の提供や質問への回答を行っています。

「コメント」

製油所の地域諮問委員会の委員長として、また
ジーロング市の市議として、私は常に地域住民と
接し、彼らの率直な意見を聞いています。彼らの
多くが、今ではシェルが汚染対策に尽力している
ことを理解し、口にしたことを実行できる企業で
あると信じられるようになっています。特に、製
油所での作業に法律よりも厳しい基準を適用して
いることには感心させられます。ジーロングの住
民すべてにとって、歓迎すべき姿勢です。
地域諮問委員会、委員長

ルー・ブレージアー (Lou Brazier)

ローズ・スキナー (Rose Skinner)
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責任あるエネルギー開発

地域社会の発展

シェルがアフリカ地域
で操業する国々

シェルが行っている最も大きな社会への貢献
は、現代の経済活動に欠かせないエネルギー
と石油化学製品の提供です。また、シェルは、
操業国の社会に対して、別の形での貢献を
行っています。国家歳入を創出してその賢明
な使用を政府に促す、仕入先あるいは労働力
としての現地の企業あるいは住民を採用する、
独立運営のシェル基金 (Shell Foundation) を始
めとした社会的投資プログラムを支援すると
いった取り組みがその中心です。

現地政府への支払いを社会に還元
採掘権料は、多くのエネルギー産出国で主な歳入
源となっています。その資金が適切に運用されれ
ば、国の経済および社会に幅広い利益がもたらさ
れますが、そうでない場合は、かえって不正、社
会的不平等、争いの元となってしまいます。

アフリカへ
の援助

それら資金を社会の利益に還元していくことはも
ちろん現地政府の責任ですが、シェルもその取り
組みに一役買っています。

[A]

賄賂の授受を断固として認めないシェルのポリ
シーに従って、手本を示すことが一つ (p.20)、そ
してもう一つは、資源採掘産業の透明性イニシア
ティブ (EITI) を強力に推進することです。EITI
は、エネルギー会社や採掘を行っている企業に対
し、現地政府への支払い内容について公表するこ
とを求め、かつ政府には資金の使い道を公表し、
説明責任を持つよう促すものです。アフリカや中
央アジアでのビジネスチャンスを追及する企業が
ますます増えて競争がし烈さを極めるなかで、
EITI の存在意義もますます重要度を増していま
す。2006 年、我々はナイジェリア政府への支払
い内容の詳細を再び公開しただけでなく、 EITI
の普及をさらに推進すべく、理事会のメンバーと
なって、アゼルバイジャン、カメルーン、ガボン、
カザフスタンでのプログラムを引き続き支援して
いくことを決定しました。

5 億ドル

アフリカの現地社員 8,000 名へ
の給与として

[B]

20 億ドル

アフリカの仕入先企業に対して

60 億ドル

アフリカの政府に支払われた

2006 年にシェルは、法人税として 170 億ドル以
上、採掘権料として 16 億ドル以上を現地政府に
支払っています。また政府に代わって、消費税お
よび売上税で 710 億ドルを徴収しています。

法人税、売上税、
ロイヤリティとして
[B]

2 億 2000 万ドル
社会的投資を通じた寄付金として

[A] シェルがコントロールする企業による
[B] 年次社内調査より（詳しいデータは p.37 参照）
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を結び、2006 年末までに落札されたこの契約は、
その 80 ％（価額面で）をロシア企業で占められ
ることになりました。
シェルへ物品やサービス提供を目的としたビジネ
スの、現地の人々による立ち上げを支援すること
もあります。アサバスカ・オイルサンドプロジェ
クトの例では、シェル・カナダが、周辺に住むア
ボリジニのコミュニティで、運送、メンテナンス、
ケータリング、警備といったビジネスの立ち上げ
を支援しました。現在彼らは、このプロジェクト
だけでなく、オイルサンド事業を展開するその他
の企業にもサービスを提供しています。
各国のシェルグループ最高責任者を対象とした年
次社内調査によれば、2006 年には、シェルが操
業する低・中所得国の 90 ％以上において、現地
企業からの調達を推進するプログラムの整備が行
われています（詳しいデータは p.37 を参照）。そ
うしたプログラムのもと、現地資本の企業からの
物品やサービスの購入にあてられた費用は、推定
でおよそ 100 億ドルに上ります。こうした取り
組みは、さらに女性や少数民族出身者の機会拡大
へと発展しました。南アフリカの例では、シェル
の支出の 60 ％以上が、政府の黒人主体の経済発
展政策で誕生した企業との取引で発生していま
す。また米国においても、少数民族出身者や女性
が経営する企業を支援しています。
その一方で、現地政府が、現地での採用や調達に
ついての要求を定めることもあります。2006 年、
サハリン・エナジー社 (Sakhalin Energy) は、サハ
リン 2 プロジェクトで必要な資材やサービスの
70 ％を現地企業から調達するという厳しい目標
を再びクリアすることに成功しました。

社会への投資
地域社会を発展させるプロジェクトのサポート
も、小規模ながら操業国の発展に寄与する活動
の一つと言えます。前述の調査では、2006 年の
社会投資活動に充てられた費用は推定でおよそ 1
億 4,000 万ドルとなっています。中でも最大の
地域プログラムが実施されたのはナイジェリア
とアメリカでした。なお、この金額は、独立運
営のシェル基金での活動とは関係ありません
（囲み参照）。

現地で調達する
仕入先として現地企業を採用することは、シェル
が操業する国の社会発展を促すためには最も有効
な方法です。雇用の創出や新たなスキルの形成な
ど、その国の経済を直接活気づけるため、シェル
は積極的に仕入先および外注先に現地の企業を採
用しています。また、シェルの基準が的確に把握
されるよう各企業でトレーニングを行い、契約獲
得のための競争に参加できる下地を提供していま
す。例えばシベリアのサリム石油生産プロジェク
トでは、大規模な建設工事への入札にロシア企業
を指名しました。そして彼らが、我々の求める入
札および契約条件だけでなく、電子入札の仕組み
についても問題なく理解できるよう、一連のミー
ティングを開催しました。これら様々な努力が実

詳しくは下記ウェブページで：
• 政府への支払の透明性向上を推進する我々の取り組み
• 主な社会投資プログラムの例
• 国連ミレニアム開発目標
(UN Millennium Development Goals) への貢献策

www.shell.com/development

ミレニアム
開発目標
2000 年、国連はミレニアム開発目標 (MDG) とし
て、極端な貧困を半減させる、HIV/エイズのまん
延をくい止める、環境の持続可能性を確保するなど
の 8 項目を、2015 年までの達成目標として掲げま
した。貧困の解消には、企業活動による富や雇用の
創出を効果的に促進できる法制度が不可欠であり、
その意味で各国政府は目標達成の中心的役割を担っ
ていると言えます。
シェルも MDG を支援しています。経済と社会の
発展に向けて近代的なエネルギーを提供することで
これまでも最大限の貢献を行ってきましたが、その
恩恵を受けていない人々が今もおよそ 16 億人存在
し、彼らへの電力供給はとりわけ重要な課題です。
シェルの事業活動は、世界最貧国 50 カ国のうち約半
分の国々で雇用を生み出し、外注企業を採用し、政
府の歳入を拡大しています。また独立運営のシェル
基金（囲み参照）や社会投資プログラムによる援助
活動も実施されています。その具体例が、世界経済
人会議 (Global Business Coalition) とともに取り組む、
社員とその家族および現地社会を対象とした HIV/エ
イズの啓蒙活動や、フィリピンの操業施設周辺地域
でのマラリア撲滅運動などです（下記参照）
。

シェル基金が運営を支援するメトロバス

シェル基金：貧困へのエンタープライズ・
ソリューション
シェル基金は、2000 年にシェルの 2 億 5,000 万
ドルに及ぶ基金をもとに設立された、慈善活動の
ための独立組織で、貧困、エネルギー、環境につ
いての問題への、持続可能な解決策を開発するこ
とを目標としています。

アフリカの起業家を優先
2004 年、この基金はウガンダの小さなドライフ
ルーツの製造会社立ち上げのため、コンピュータ
購入や職業訓練などの費用としてシードキャピタ
ルを提供し、現地の銀行から新規工場建設に必要
な融資を受けられるよう援助しました。それから
2 年の間にこの会社は何百という雇用を生み出
し、今では英国のスーパーマーケット 700 店舗
以上で商品が販売されるまでに成長しています。

「コメント」
害虫を撃退：フィリピンでのマラリア対策
我々が操業するマランパヤ天然ガスプロジェクト
(Malampaya gas project) の周辺は、フィリピン
でもマラリア発生率が最も高い地域の一つです。
シェル・フィリピン (Shell Philippines) とシェルの
ピリピナス助成基金 (Pilipinas Shell Foundation)
は、現地の自治体および住民らと協力してこの地
域からマラリアを根絶するプログラムに取り組ん
でおり、2000 〜 2006 年の 7 年間でこの病によ
る死亡者数を 85 人から 20 人にまで減少させま
した。この見事な成果の要因となったのが、我々
が常に作業に活用している問題解決のスキルで
す。例えば、ガスの掘削に際しては、通常足を踏
み入れない場所を把握した上で掘削地点を決めま
す。これをマラリア対策に応用し、蚊を駆除する
のではなく、特に夜間、蚊を人間から遠ざけると
同時に、マラリアを発症した患者に迅速な治療を
行ったのです。またこのプログラムでは、特に危
険度が高いエリアの居住世帯に蚊帳を配布し、さ
らにすべての村に顕微鏡を提供し、その使用訓練
を受けた保健衛生スタッフを配備しました。それ
まで確実な診断と治療のために長い距離を移動し
ていた現地の人々は、その必要から開放されるこ
とになったのです。
シェル・フィリピン

ディング・ロコ (Ding Roco)

ほかにも、この基金ではアフリカでの起業家支援
に 5,000 万ドルを投じ、彼らが収益を上げられる
だけでなく、雇用を渇望する社会の声に応えられ
るようサポートしています。
これらの例は、シェル基金が提唱する、「企業」
ベースのアプローチの意義を示しています。必要
な資本が短期間で入手でき、かつあらゆる場面に
応用が利いて普及しやすい手法の開発を後押しす
るのです。
シェル基金が提唱するこのアプローチは、発展途
上国で実施されるプログラムのほとんどが、定期
的な資金援助なしでは立ち行かない長期的なもの
であるにもかかわらず、そうした援助がほとんど
の場合継続されずに終わるという状況分析に基づ
いています。この基金では、多くの事業系の基金
とは一線を画し、立派な志に対してもただ資金を
与えるということはしません。そうではなく、例
えるなら投資家のように、経済と社会の両面で成
果を獲得できる方策を練る手助けをするのです。

和に取り組んでいます。メキシコシティーでは、

97 台の大型バスを運行させる画期的な路線、メ
トロバスの導入をサポートしました。メトロバス
は、運行開始からわずか 18 ヶ月で乗客数 1 億人
を記録しただけでなく、小型バス 350 台に取っ
て代わり、目的地までの所要時間を半分に短縮し、
さらに大気汚染の緩和にも役立っています。

台所の危険分子
世界の人口の半数以上が、今でも調理に薪や蓄糞
その他のバイオマスを燃料にしています。それに
よって発生するばい煙による死者の数は年間 160
万人と推定され、途上国における死亡原因の第４
位を占めています。基金は商業的アプローチを用
いてこの問題の解決にあたっており、有害な噴煙
の発生を抑え、燃料消費を減らすため、2,000 万
台を目標に今後５年間で調理用コンロを提供して
いく予定です。

「オーガニック」を推進する
開発途上国の農業生産には、殺虫剤等の化学系の
農薬が大量に使用されます。有機農法で農業生産
を行うには、3 〜５年という気の遠くなるような
移行期間が必要です。しかしそれにも関わらず、
シェル基金はその実現例を示してみせました。彼
らは、途上国の農家に有機肥料と農業経営のサ
ポートを提供したのです。有機農法への転換は、
土壌の肥沃さと保水性とを向上させると同時に化
学物質による汚染の緩和につながります。さらに、
農家にとっては、生産物の公正な価格付けが約束
されるのです、現在有機農法を行っている生産者
はこう話してくれました。「土壌は豊かになるし、
環境にもいいし、輪作で健康にいい作物が穫れる
ので、私たちだけでなく消費者の人達にもメリッ
トがあると思います。
」
インドでは、この基金のプログラムによって、

900 人以上の農業生産者がこれまでに有機農法の
また、資金面での自立を目指して努力している会
社に対しては、シェル基金ではビジネスのノウハ
ウや規律、さらに必要なスキルについてのトレー
ニングを提供します。これを行うのは、シェルの
社員を含めたビジネスの専門家です。

交通渋滞と環境汚染
シェル基金では、イスタンブールやハノイ、上海
などの巨大都市を悩ます交通渋滞や環境汚染の緩

証明書を取得しました。現在数千エーカーの農地
で有機作物が栽培されており、有機農法は急速に
浸透しています。

詳しくは下記ウェブページで：

www.shellfoundation.org
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責任あるエネルギー開発

基準、統制、
管理、評価制度
基準、統制、管理、そして評価制度を適切に
整備することで、我々は持続可能な発展を目
指しています。ウェブサイトで詳しくご説明
していますが、ここでは概略をご紹介します。

社員に対しては、期待される事柄を明確に伝え、
スキルを向上させ、必要な知識が社内で共有され
るよう、我々は常に努力しています。2006 年は、
この取り組みがさらなる前進を見せました。

基準
大株主あるいは操業企業として、シェルがコント
ロールするあらゆる企業および合弁事業では、
シェル経営基本原則、行動原則、その他シェル・
コ ン ト ロ ー ル フ レ ー ム ワ ー ク (Shell Control
Framework) が適用されます。
そこで求められているのは、、あらゆる関連法令
を遵守し人権を擁護すると同時に、贈収賄、不正
行為、競争阻害行為を禁じ、かつ外部のステーク
ホルダーらとの関係構築を含めて持続可能な発展
に貢献することです。
シェルグループで実施されている環境および社会
基準の導入もまた必須条件です。具体的には、グ
ループ全体での HSE ポリシーや、動物実験、生
物多様性、気候変動、環境および保健衛生管理、
安全、船舶の性能、さらには社員だけでなく関連
する人々すべてとの関わり合いについての基準や
コミットメントなどです。

外注作業員についても HSE に関し我々の基準と
一致している必要があります。また作業にあたっ
て我々の経営原則あるいはそれに相当するものに
従うことが求められます。その一方で、シェルが
コントロールしていない合弁事業者や仕入先に対
しても、同様の原則や HSE 基準の導入を提案し
ています。これに賛同する様子の見られない外注
企業、仕入先、合弁パートナーについては、関係
の見直しが必要とされ、場合によっては提携関係
の解消に至ることもあります。
我々の原則と基準は、ともにビジネスプロセスに
反映されており、投資案件の評価基準や、新規の
大型プロジェクトの計画および設計に組み込まれ
ています。例えば、大規模な投資決定を下す際に
は、いつも CO2 排出による将来的なコスト予測
が盛り込まれています。さらに、新プロジェクト
や既存の操業施設における大規模プロジェクトの
開始にあたっては、事前の影響評価テストの実施
が要求されており、必要とされる活動が、プロ
ジェクトの設計、運営の一環として実行されなく
てはなりません。我々の主な製油所および化学プ
ラントのすべて、また社会的影響が大きいと考え
られる上流部門の操業施設については、社会パ
フォーマンスプランの策定も必ず行うことになっ
ています。
このプランでは、各施設がその社会に及ぼす影響
をどう抑え、地域社会へのメリットをどう創出す
るのか (p.26) を定めることになっています。

2006 年、探鉱・開発部門では、設計段階の初期
にある新規プロジェクトについて、この社会パ

2006 年の
新規導入事例
• シェル初の、全社共通の行動原則
がスタート。
• 上流部門の新規プロジェクトに関するガイ
ドラインの書き換え。主な決定事項に環境
および社会への配慮を含めること。
• 責任ある支援活動に関するガイドライン発表。
• プロジェクト・アカデミーにおいて、初の学
習イベント開催。プロジェクトマネジメント
のスキル強化および優秀な実践例の紹介。
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フォーマンス関連の要求事項をさらに厳しく設定
しました。石油／天然ガスの新たな最重要試掘地
70 カ所について、同部門に加えシェルの中枢部
門からも専門家を招いて環境および社会的影響に
関する調査を実施したのです。プロジェクトに
よっては探鉱段階、あるいは初期設計段階により
時間を割くことになったものもあり、その進行に
はいっそうの配慮がなされています。
我々は、こうした要求事項を、例えば国連の世界
人権宣言 (Universal Declaration on Human Rights) や
グ ロ ー バ ル ・ コ ン パ ク ト (Global Compact)、
OECD（経済協力開発機構）の多国籍企業ガイド
ライン (Guidelines for Multinational Enterprises)、さ
らに資源採掘産業透明性イニシアティブ
(Extractive Industries Transparency Initiative) (p 28) な
ど、その他外部組織の原則や基準とも一致させて
います。

統制
シェルの取締役会に所属する社会責任委員会
(Social Responsibility Committee) は、我々の持続
可能な発展に関わるポリシーとパフォーマンスを
チェックする機関です（囲み参照）。最高経営責
任者がこの持続可能な発展を統括していますが、
彼に代わって経営企画責任者 (Corporate Affairs
Director) が、グループ全体の持続可能な発
展および HSE の管理責任者 (Group Sustainable
Development and HSE Executive) を務め、パフォー
マンスの状況を検討しつつ、優先事項、重要業績
評価指標、達成目標を設定します。さらに社内中
枢部の社会パフォーマンスマネジメントユニット
(Social Performance Management Unit)、グループ

全体の HSE 管理組織 (Group HSE Function) およ
び問題管理組織 (Group Issues Management) が、
我々の事業体質を強化し、また社員へは必要な
スキルの形成、知識の共有、環境および社会問
題への継続的な取り組みができるよう支援を
行っています。
管理職は職務の一環として、HSE、社会パフォー
マンス、安全、人事、財務の専門家の助言を得
ながら、持続可能な発展に向けて取り組んでい
ます。要求事項を満たし、決められた目標の達
成を目指すことは、各事業部門の果たすべき責
任なのです。

管理の強化と、評価制度の整備
我々は毎年、コンプライアンス状況のモニタリン
グを誓約書の提出を通じて行っています。これは、
経営原則やグループの各基準の遵守について、各
事業の責任者らが各部門のパフォーマンス状況を
最高経営責任者に報告するもので、その結果は取
締役会の監査委員会に提出されます。
操業施設においても、 HSE マネジメントシステ
ムの監査を定期的に行っています。すべての大
規模施設における、ISO 14001 などの国際的な環
境規格の認証取得のほか、行動原則において、
経営原則が作業員に求めている行動の詳細な手
引を掲載しています (p.21)。
それに加えて、外部の委員会やオブザーバーに
よる環境および社会パフォーマンスのモニタリ
ングも受けています。例えば、専門の科学者グ
ループは、我々の動物実験基準のコンプライア
ンスについての評価を行っています。
下流部門の施設の多くでは、周辺地域の委員会
が社会パフォーマンスの追跡調査とそれに基づ
くアドバイスを我々に提供しています（ p.26 〜
27 ）。独立系の専門家チームはサハリン・エナ
ジー社のパイプライン建設、およびニシコクク
ジラへの危害を回避する努力のモニタリングを
続けています (p.34 〜 35)。
持続可能な発展への取り組みは、人事評価や報
酬にも反映されています。 2006 年は再び、グ
ループ全社のスコアカードの 20% がこの分野で
占められました。

スキルを形成し、優秀な実践例を
学び合うプロジェクトアカデミー

社会責任委員会
社会責任委員会 (Social Responsibility Committee) はロイヤル・ダッチ／シェルピーエルシーの取締役
会所属の 4 つの委員会の一つで、経営原則、行動原則、HSE ポリシー、さらにその他の社会および
環境関連基準や一般の関心を集める主要課題に関わる我々のポリシーやパフォーマンスの状況を評
価し、助言を提供する役割を担っています。その構成は非常勤役員 3 名で、ヴィム・コック (Wim
Kok) 前オランダ首相が委員長を務めています。
委員会は取締役会を代表して、関連分野における我々の活動について、様々な評価と助言を行いま
す。年に４回の会合が持たれ、報告や経営陣へのインタビューを通じて、HSE および社会パフォー
マンス全体、また主要なプロジェクトや操業施設における環境および社会負荷の管理状況を調査し
ています。その他、外部評価委員会 (External Review Committee) と直接会談するなどして、この報告
へのコメント提供や草稿の確認などを行っています。その一方で、各地域のシェル・グループ企業
を訪れ、現地の社員や外部のステークホルダーと直接話し合い、現地施設の操業パフォーマンスや
社会との交流、シェルの基準の実施状況などについてより具体的に理解を深めています。例えば
2006 年には、アイルランドのコリブ、および米国ワイオミング州のパインデールにおける天然ガス
プロジェクトや、同テキサス州ポートアーサーの合弁事業によるモティバ製油所を訪れたほか、
2005 年のハリケーン後には米国ルイジアナ州のニュー・オーリンズで町の復興状況とそこでのシェ
ルの貢献度を視察しました。2007 年初頭にはサハリン島の操業地域へ赴き、ナイジェリアへもヴィ
ム・コックが取締役会の議長を伴って出かけています。各訪問の終了時には、視察プロジェクトお
よび現地施設の統括責任者 (Executive Director) を含む取締役会と委員会との間で、視察結果の検討会
が行われます。

「

現地コミュニティとの関係など、環境および社会パフォーマンスを直接把握す
ることを、我々委員会は真剣に取り組んでいます。それを実現するためには、
現地に出向き社員や外部のステークホルダーと対面して話をすることが不可欠
なのです。

」

詳しくは下記ウェブページで：
• 全社で取り組む、環境と社会へのコミットメントと
基準。

• HSE に関するインパクトの評価方法。
• 社内統制に関するその他（社会責任委員会への業務
指示書など）
。

www.shell.com/makingithappen
マーテン・ヴァン・デン・バーグ
(Maarten van den Bergh)

ヴィム・コック

(Wim Kok)

ニナ・ヘンダソン
(Nina Henderson)
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厳しい作業条件の克服
最も重要かつ困難を極める地域 2 カ所
における、環境、社会問題を克服する
取り組みをご覧下さい。

ナイジェリア
ロジャー・ハモンド氏の質問に
バジル・オミイが答えます。

バジル・オミイ

(Basil Omiyi)
在ナイジェリア、シェルグループ代表、SPDC 社社長

ロジャー・ハモンド

(Roger Hammond)
リビングアース (LIVING EARTH) 開発部長

各武装集団の政治要求は今もなお続いています。
とりわけ、国家反逆罪の容疑で拘束されている前
州知事や、武装集団の指導者を解放する事、そし
てデルタ地域への石油利潤の配分を拡大する事等
を強く主張しています。これら暴動は、デルタ地
域、ひいてはナイジェリア全体の情勢を悪化させ
ています。
ニジェール・デルタ地域西部にある我々の施設は
ほとんどが閉鎖に追い込まれ、2006 年の生産高
は 50% も落ち込みました。武装集団はフロース
テーションやパイプラインを破壊しただけでな
く、修復作業や通常のメンテナンス作業のための、
我々の施設への接近も妨害しているのです。財務
省 (Finance Ministry) の試算では、今回の危機的
状況で政府が被った損失額は 44 億ドルに上って
います。
また昨年、我々の社員や外注作業員で誘拐の被害
に遭った者は 54 名におよびます。特に誘拐や襲
撃の結果、不幸にして 9 名の命が失われたこと
は実に耐え難いものです。

政府による武力行使が人権侵害につながる
危険性はないのでしょうか？
2006 年はニジェール・デルタ地域
の暴動がエスカレートしましたが、
何が問題となっているのですか？
問題は 3 つあります。第一にデルタ地域の貧困。
この対策は遅々として進みません。第ニに、デル
タの地域社会を軽視した国政のあり方。第三に、
大規模な原油盗難事件を初めとする組織犯罪の増
加です。これら 3 つの問題の相関が大きいほど、
危機の深刻度が高まっています。
大統領選挙の行われ方 [ 編集注： 2007 年 4 月 ]
も、現在の危機をさらに悪化させました。
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それはないと思います。高圧的なことをすれば事
態がさらに悪化して、国民の支持も得られなくな
ることは政府もわかっているでしょう。事態の進
展に向けて対話を続け、最終的な法と秩序の回復
を目指して彼らは努力しています。
こうした取り組みを支援することはもちろん、
我々は企業として、政府に人権尊重を働きかけて
います。現在 2 つのグループと協力してデルタ
地域の安全確保を図っていますが、これはぜひ自
信をもってお知らせしたいと思います。一つはナ
イジェリア予備警察 (Supernumerary Police) です。
彼らはナイジェリア警察の援助を受けて我々の施

設の警護にあたっていますが、通常は非武装です。
彼らとは、我々の安全ガイドラインとの矛盾がな
いかを確認した上で協力関係を結んでいますし、
人権意識の育成プログラムも受けてもらっていま
す。さらに、我々の安全基準に違反する行為の報
告体制も整っています。
もう一つは統合機動部隊 (Joint Task Force) で、国
の戦略的資産として位置づけられた我々のごく
一部の施設を、軍の兵士がガードしています。
我々はこの部隊に対して人権擁護の立場を明確
に示しており、安全と人権についての自主原則

(Voluntary Principles on Security and Human Rights)
ならびに武器の使用に関するガイドラインと
いった我々のルールの遵守を要請しています。
人権意識の育成については、我々の手順の遵守
や施設の警備員のモニタリングに役立てるため、
最前線のスタッフたちもみなトレーニングを受
けています。

オゴニ族の人々との和解の
見込みはありますか？
慎重ながらも、全体的にはあると言えると思いま
す。我々がオゴニランド (Ogoniland) を後にした
のは 1993 年で、以来そこでは石油生産を行って
いません。油井などの利権は引き続き保持してい
ますが、破壊行為や放火の被害に遭うことは今で
もあります。
これまで一貫して述べてきたとおり、我々は現地
社会の支持が得られるまでは戻りません。その時
が来るまで、我々は、オゴニランドに安定した和
平状態をもたらすための、大統領による率先的な
和解折衝をサポートしていきます。
政府や伝統的な指導者らはともに、我々のオゴニ
ランドへの復帰を望んでいるのです。オゴニの指
導者と我々の間での何度かの会談の中では、彼ら

概要
在ナイジェリア シェル・ペトロリアム・
ディベロップメント社 (SPDC)：
• ナイジェリア最大の合弁石油／天然ガス事業者
（株主構成はナイジェリア石油公社 (Nigerian
National Petroleum Company) 55%、
シェル 30%、EPNL 10%、Agip 5%）
• ニジェール・デルタ地域の 1,000 を超える油井
で産出する石油量は、年間で通常、国全体の約

40% を占める。
• 石油価格を 1 バレルで 50 ドルとした場合、
政府へは生産量 1 バレルにつき 40 ドル以上
（シェル自体へは 1.46 ドル）の利益を創出。
シェル・ナイジェリア・エクスプロレーション＆
プロダクション社 (SNEPCo)
• ナイジェリア初の深海プロジェクト、ボンガ海
上油田の開発事業者。株式保有率は 55 ％。
ナイジェリア液化天然ガス会社 (NLNG)：
• シェル出資率 26% の合弁事業で、液化天然ガ
スの生産量は世界全体の 8% を占める。
ナイジェリアにおけるシェルの参画事業は、

2006 年に税金およびロイヤリティーとして 35 億
ドルを政府に支払う。

は過去を水に流して話し合いの席につきたいと
言っています。辛抱強く相手への理解を持った取
り組みが今後も必要ですが、でも決して無理なこ
とではないと信じています。

在ナイジェリアのシェルにおける腐敗撲滅を
最優先のタスクに掲げておられますが、
実現の可能性はありますか？
2006 年には先のような治安の悪化がありました
が、SPDC やその他ナイジェリア国内の操業施設
にはびこるこの問題への対応をストップさせたこ
とはありません。高潔な社員を評価するシステム
も整っています。SPDC は、度を過ぎた行為の結
果がきちんと把握されるよう、報告された腐敗事
例をウェブサイトで公開しています。

シェルはナイジェリアで、環境基準を低
く設定していると非難されていますが、
本当ですか？
事実無根です。シェルは世界中で同一基準を採用
しており、ナイジェリア国内にある我々の資産は
すべて外部の審査担当者らから ISO 14001 規格
の認証を取得しているのです。ただし、流出事故
やフレアリングの防止のための資産保全作業が山
積みになっていることは事実です。これは何年も
合弁パートナーらからの資金が不足していたこと
や作業上の問題、さらに最近では施設での安全な
作業が不可能だったことによるものです。
先ほどもお話したとおり、2006 年の治安悪化状
況下でも、我々は資産保全作業を進めました。例
えば、2006 年内の実施を目処とした、過去の流
出事故現場 253 ヶ所のうち、立ち入りが可能
だった 179 ヶ所についての清掃作業作業を完了
することができたのです。また同年に計画されて
いたパイプラインの点検作業も、立ち入り可能な
地域での作業、つまり当初の予定の半分近くを完
了させています。加えて、作業が停滞する事がな

いよう、資金確保の道を広げるため、我々は政府
と話し合いを継続しています。

フレアリングのお話が出ましたが、
フレアリングゼロ化への決意は実現
されるおつもりですか？

受け取っているにもかかわらず、政治腐敗や、現
地の投資活動が不十分なために、せっかくの資金
も有効利用されないままなのです。

ではそれはシェルというよりも、
政府の問題なのですね？

今日ではもう既に、我々の海上施設や NLNG で
はフレアリングを行っていません。また、1,000
を超える SPDC の合弁事業の坑井で、2009 年中
にフレアリングをなくすというコミットメントに
も変化はありませんし、実現は可能だと確信して
います。とは言え、それも一日も早い各施設での
安全回復と作業資金の確保ができるかどうかによ
ります。残念ながら、これ以上明確には申し上げ
られませんが、今の治安状況では復帰の目処が立
たないのです。しかしながら、立ち入りが可能に
なり次第、 操業再開に必要な閉鎖施設の修復作
業と平行させて残りのガス回収プロジェクトを急
ピッチで進める予定です。フレアリングをなくす
ためにはとてつもない努力が必要です。2000 年
以降で既に 30 億ドル以上を費やしてきました
が、そのおかげで 2005 年までにフレアリング量
が 30% 低下しました。2006 年には 1 ヶ所の現場
でガス回収装置の設置にもこぎ着けました。

そうです。我々もデルタ地域、そしてナイジェリ
アに生活する一員である以上、この土地の安定と
繁栄なくして我々の成功はありえません。ですか
ら現地の発展を支えることは最も重要な任務なの
です。そのために我々が政府に行っている支援は、
石油／天然ガスによる歳入の創出にとどまらず、
資源採掘産業透明性イニシアティブの推進や我々
の国際開発専門家らとの関係の活用による公的機
関の強化にまでおよんでいます。また独自の開発
プログラムも実施しており、2006 年には、シェル
が操業を担当する事業で 590 万ドル（シェル出資
分は 180 万ドル）を上回る費用がこれらプログラ
ムに投じられているほか、さらに政府のニジェー
ル・デルタ開発委員会 (Niger Delta Development
Commission) にも 1 億 1,400 万ドル（シェル出資分
は 6,150 万ドル）の援助が提供されています。

治安状態に左右されるものがあまりにも多
いようですが、現在の危機を乗り越える術
はあるのですか？
相関する 3 つの問題を、一つ一つ分けて捉える

すべてのナイジェリア国民にとって、今は辛い時
期だと思います。そんな中で我々の海上施設と合
弁事業の NLNG が見事に成長を遂げられたのは
喜ばしいことですが、社員や外注作業員、それに
現地住民の安全が今後どうなるのかが大いに気が
かりです。我々はこれからも、デルタ地域に平和
と安全を根付かせるために政府とともに全力を尽
くし、発展を渇望するこの地域への貢献を続けて
いく決意を固めております。

ことです。社会の発展は最重要課題ですが、それ
が進めば暴力への対処もしやすくなります。犯罪
者らがのさばり続けていられるのは、彼らが被抑
圧者を代弁するかのようにふるまっているからで
すが、社会の富を拡大すれば、その彼らへの支持
を弱めることが出来るのです。地域の発展に必要
な資金は、今やデルタ地域のどこの州政府へも行
き渡っています。我々の操業するデルタ地域 4
州は、年間で通常 35 億ドル以上を連邦政府から

総合的に、デルタ地域およびこの地域での
シェルの事業についてどうお考えですか？

詳しくは下記ウェブページで：

www.shell.com/nigeria
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厳しい作業条件の克服

サハリン
サハリン 2 は 2006 年の混乱を経て、ガスプロ
ム社 (Gazprom) という新たな株主を得るととも
に、フェーズ 2 の予算修正についてロシア政府
との原則的合意を果たしました。これによりプ
ロジェクト建設完了および 2008 年に予定され
る第一回目の LNG 供給に道が開かれ、環境に配
慮しつつ周辺地域への継続的なメリットを提供
するというコミットメントが実現されることに
なったのです。

エネルギー課題解決の一端を担うプロジェクトは、
大規模かつ複雑で、環境の脆弱な辺境地で計画され
ることが多いものですが、サハリン 2 はまさにその
典型例と言えるでしょう。このプロジェクトが完成
すれば、世界の LNG 生産高が現在の 6 ％増加し、
日本、韓国、北米で急速に拡大する天然ガス需要を
まかなうことが出来るとされています。またロシア
にとっても、諸外国のパートナーらの調整役として、
世界規模のエネルギープロジェクトを成功へ導く手
腕を披露する格好の機会となります。石油価格を 1
バレル 34 ドルとすると，サハリン 2 の連邦および
各州政府への収益は、操業期間全体を通して推定で
500 億ドルに達すると見られています。
サハリン 2 へのガスプロム社参入は歓迎すべき展開
です。これにより、このプロジェクトが長期的に
我々のステークホルダーに提供する価値は、今後も
さらに拡大するでしょう。今回交わされた議定書に
基づき、サハリン 2 は、シェルの石油／天然ガス生
産高をピーク時で一日あたりほぼ 10 万バレル（う
ち 2/3 は天然ガス）増加させるほか、サハリン島に
おけるガスプロム社との提携規模拡大の可能性を生
み出すものと期待されます。

概要
• 最も大きく複雑な石油・ LNG 開発プロジェ
クトが現在建設中。

• サハリン 2 のフェーズ 1 ではロシア初の海上
プラットフォームにて 1999 年から石油生産
開始。

• 200 億ドル規模のフェーズ 2 では、海上プ
ラットフォームをさらに 2 基 追加するととも
に、全長 1,800 km 以上に及ぶパイプライン
を敷設し、ロシア初の LNG プラントを建設。
• 2006 年末までに建設作業の 80% が完了。
LNG 生産開始は 2008 年を予定。
• サハリン・エナジー投資会社 (Sakhalin Energy
Investment Company Ltd / SEIC) が運営する合
弁事業。

• 2006 年 12 月に締結した議定書に従い、ガス
プロム社はサハリン 2 の株式 50%+1 株を
74.5 億ドルで取得。これにより各既存株主の
SEIC 株式保有率は、シェルが 55% から
27.5% へ、三井物産が 25% から 12.5% へ、
三菱商事が 20% から 10% へとそれぞれ減少。
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建設作業がほぼ 80% 完了した現在、予定通り、安
全に、責任ある形でこのプロジェクトを操業開始へ
と導くことに優先課題が移りました。環境および社
会パフォーマンスなども含め、あらゆる面で世界
トップレベルのプロジェクトの実現を目指し、すべ
ての関係者が全力を挙げて取り組んでいます。

パイプラインの河川横断
このプロジェクトの陸上パイプライン敷設にあ
たっては、野生のサケを保護するために、ざん新
かつ外部の人々の目の届きやすい方法がとられて
います。パイプラインが横断する 180 の河川では、
サケが産卵するためいっそうの配慮が必要になり
ます。そこで、サハリン・エナジー社では外注企
業に、これらの河川を横断する際に環境負荷の抑
えられる技術を採用するよう指導しており、河川
が凍結したり水量の低下する冬期に作業を行うな
どの措置がとられています。2004/05 年冬期に一部
の外注企業がそうした配慮を怠った際には、サハ
リン・エナジー社は工事を中断させ、管理体制を
強化する一方で外部の専門家に支援を仰ぎました。
この時、独立機関の監視員らや環境庁の代表者ら
が招かれ、2005/06 年および 2006/07 年の冬期の間
に行われた各河川の横断におけるパイプライン敷
設工事の様子が実際にモニタリングされています
が、これは業界でも初の試みです。監視員らによ
る調査結果はサハリン・エナジー社のウェブサイ
トで公開されています。
このような慎重に取り掛かる必要のあるほとんどの
河川の横断工事は、2005/06 年冬期に行われました。
工事期間中はいっそうの注意が払われたことに加
え、パイプラインに仮の腐食防止が施され、春に
なって河川を覆う氷が解けることで発生する、河川

への土砂流出を防ぐために、パイプラインの敷設
ルートに沿って川岸の急斜面に芝生の移植も行われ
ました。ごく一部の河川では予想以上の土砂堆積が
ありましたが、サケの産卵場所への予想される影響
は限られ、かつ一時的なものであり、2 〜 3 年後に
は河川の状態も元通りになると考えられています。
慎重に取り掛かる必要のある河川の横断工事はすべ
て、2007 年 4 月に完了しました。

ニシコククジラ
サハリン島沖ではニシコククジラの一群が夏を過ご
します。このコククジラは現在絶滅の危機に瀕して
おり、サハリン・エナジー社とエクソン・ネフテガ
ス社 (Exxon Neftegas Ltd) からの長年のスポンサー協
力によって実現した、科学者らによる 100 万ドルの
リサーチおよびモニタリングプログラムが 1 年間実
施された結果、その生態について多くのことが知ら
れるようになりました。
クジラの行動を極力妨げないため、海上設備の建設
に際して外部の専門家チームにアドバイスの提供を
依頼することが決まりました。サハリン・エナジー
社はそのアドバイスに従って、海底パイプラインの
敷設ルートをクジラの採食場から今よりもさらに
20 km 離れた場所へ変更し、先進の技術で船舶の騒
音軽減を図り、スピード制限を設けました。そして
クジラへの影響が注意深くモニタリングされた結
果、その個体数が増加の兆しを見せていることがわ
かっています。

2006 年、長期的な活動を視野に入れた、ニシコク
クジラに関する諮問機関が発足しました。プロジェ
クトの最終建設段階および操業期間中は、国際自然
保護連合 (IUCN) の科学者らがクジラの生態を研究

し、プロジェクトによる影響をモニタリングするこ
とになっています。

環境へのダメージを未然に防ぐ
2006 年 10 月、ロシア天然資源省は環境上の許可条件
違反を理由に、プロジェクトの事業ライセンス停止
の可能性を示唆しました。違反行為との主張を受け
た事例は、いずれも環境に長期的なダメージを与え
るものではありませんでしたが、事態収拾のために
サハリン・エナジー社は環境行動計画 (Environmental
Action Plan) の設定を決めました。この計画はその後
のさらなる改善を経て、関係当局の再検討を要請す
るために 2007 年 3 月に再度提出されています。

現地住民への持続的な利益提供
サハリン・エナジー社は、石油／天然ガス開発の利
益を島民に還元する取り組みを精力的に展開してい
ます。州政府によるサハリン開発基金 (Sakhalin
Development Fund) へ 1 億ドルを拠出したほか、島
のインフラ設備の建設あるいは改修費用として 3 億
9,000 万ドルを提供しています。
サハリン 2 の現場で働く社員および外注作業員の数
は、2006 年の終わりまでで 17,000 名を数え、うち
7,000 名近くは現地の住民です。いったん建設作業
が終了すれば、プロジェクト関連の雇用や事業活動
の規模は縮小するものと見られています。
それにもかかわらず、サハリン 2 では、正社員約
2,400 名を新たに採用し、外注および仕入先として
現地企業からおよそ 7,000 名を受け入れる計画を立
てています。建設終了から操業開始まで、作業の移
行を適切に管理することが、島とサハリン・エナ
ジー社の現在の優先課題となっています。

先住民族の人々
大規模なエネルギー開発は、サハリン島に暮らす
3,500 人の先住民族の人々に課題を生むことになり
ます。 サハリン・エナジー社は、開発に携わる企
業として初めて彼らと手を組み、2005 年には民主
的に選ばれた代表者によるサハリン先住民委員会
(Sakhalin Indigenous Minorities Council) の発足を支援
しました。その後 2006 年には、同委員会、州政府、
サハリン・エナジー社が共同で「先住民開発 5 ヶ年
計画 (ﬁve-year Indigenous Minorities Development
Plan)」もスタートさせています。この計画は世界銀
行の助言を得て策定されたもので、石油／天然ガス
開発による先住民族の人々への影響を実際的な方法
で緩和して彼らの暮らしの伝統を支えるとともに、
持続的な事業運営を図ることを目指しています。サ
ハリン・エナジー社はこの計画に 150 万ドルの資金
援助を行っており、また計画の確実な実行を促す管
理チームの一員としての役割も果たしています。

プロジェクトの資金確保
ガスプロム社の参入と、それにともなう株主構成の
変更は、プロジェクトの資金調達に変化をもたらす
との見方もあります。その結果欧州復興開発銀行

(European Bank for Reconstruction and Development /
EBRD) は、それまで進めていた融資提案の検討作
業を 2007 年初頭に終了させました。
［編集注：本文最終稿は、合弁企業とガスプロム社
との交渉が継続中であった 2007 年時点のもの。
］

「コメント」
河川横断部分の監視役
過去 2 度の冬期の間、サハリン・エナジー
社が横断河川で作業を行うプログラムを監視
する独立監視グループに参加しました。その
時行ったのは、環境的に繊細な河川を横断す
るパイプライン敷設工事のモニタリングや、
建設作業の状況の一般市民への報告、それか
らプロジェクトのパイプライン技術者らへの
アドバイス提供です。作業のモニタリングが
行われた横断部分への立ち入りが制限された
ことはありませんし、そこで見たことは何で
も自由に報告できました。私に言わせれば、
サハリン・エナジー社は自社の基準を外注作
業員に守らせるという難しい課題に真剣に対
応していたと思います。コンプライアンスの
状況は着実に改善され、環境負荷も低下して
いました。
ゴルダー・アソシエーツ社 (GOLDER ASSOCIATES LTD) 水生生物学者

詳しくは下記ウェブページで:

マーク・ダニガン (MARK DUNNIGAN)

www.sakhalinenergy.com
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パフォーマンスデータ
環境および社会関連データの報告には、財務データの報告にはない、重要
な特徴が数多くあります。正確さ、緻密さ、信頼度の面で、環境および社
会関連データには固有の限界が生じます。そしてこの限界はこれらのデー
タの性質に由来するものです。人間の行動との関連で文化または個人の認
識に影響されたり、測定法の複雑さから常に調整が必要となったり、さら
には推測やモデルに依存したりと、そのパラメータも様々です。シェルは、
公表するデータがこうした固有の限界に影響されやすいことを認識し、内
部管理体制を強化してデータの信頼度の向上を図っており、その結果とし
て CO2 レベルの測定技術が、自社基準レベルを設定した 1990 年から格段
に進歩しました。最近では、1990 年の測定作業時の管理体制に現在のシェ
ルの基準と矛盾する点があったことを内部監査グループが突き止めており、

ENVIRONMENTAL

K

K

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

温室効果ガス排出量（単位： CO2 換算で 100 万トン）

109

103

99

101

103

106

112

112

105

98

メタン (CH4)（単位： 1000 トン）

N/C

522

456

398

315

241

234

243

211

154

95

92

90

92

95

100

106

106

100

94

8.9

9.1

8.1

9.3

10.3

7.6

9.3

9.2

8.0

5.7

二酸化硫黄 (SO2)（単位： 1,000 トン）

343

337

304

277

274

270

292

304

300

296

窒素酸化物 (NOX)（単位： 1,000 トン）

230

252

218

202

213

213

219

197

184

クロロフルオロカーボン (CFC) ／ハロン／トリクロロエタン（単位：トン）

N/C

11

12

6.0

5.0

8.0

3.3

2.6

1.0

0.6

揮発性有機化合物 (VOC)（単位：トン）

N/C

584

499

538

372

379

294

265

244

224

19.3

13.2

18.7

9.9

17.8

7.4

6.7

6.1

9.0

5.7

5.6

5.2

3.3

2.8

2.9

2.5

2.4

2.3

2.5

2.1

N/C

N/C

N/C

681
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679

667

657

638

560

N/C
N/C

240
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761

272
468
740

400
490
890

445
452
897

504
524
1,028

554
510
1,064

455
470
925

451
668
1,119

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

0.8

0.8

100
0.7

101.4
0.7

86.5
99.7
0.8

85.9
98.3
1.0

85.0
93.3
0.9

83.9
95.8
1.0

84.0
92.5
1.1

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

31
19

39
31

31
24

32
28

28
25

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

25
17

26
17

24
14

26
18

20
16

フレアリング量（採掘及び生産時のみ）（単位： 100 万トン）

製品の流出量（単位： 1,000 トン）
表層環境への原油流出（単位： 1,000 トン）
淡水の使用量 （単位： 100 万立方メートル）
[C]

廃棄物（単位： 1,000 トン）
有害廃棄物
無害廃棄物
合計
K
K
K
K

安全および環境関連データは、シェルが支配権を有する企業および合弁事
業、また操業関連のサービスを提供している一部の企業から集計したもの
であり、各企業あるいは合弁事業における我々の株式保有率に関係なく、
各データのすべてが提供されています。年度の途中で買収あるいは売却し
た事業に関わるデータについては、シェルの所有であった期間についての
みを集計に含めています。その他にも外部の情報源や、社員意識調査など
内部の情報源から集計されたデータもあります。

1997

二酸化炭素 (CO2)（単位： 100 万トン）
K

これに対応して、我々は 1990 年のベースライン設定だけでなくすべての
CO2 測定について管理体制を強化させています。

N/C

エネルギー消費原単位
自社製油所：エネルギー消費原単位
自社化学プラント: 化学製品エネルギー指数
採掘及び生産時（単位：ギガジュール、生産量 1 トンあたり）

[A]

[B]

[B]

[B]

[B]

180

522
1,060
1,582

[D]

[E]

環境パフォーマンスに対する外部の反応
最も優秀あるいは優秀と回答した専門的な市民団体の割合（単位： %）
シェル
最も近似した競合企業
最も優秀あるいは優秀と回答した一般市民数（単位： %）
シェル
最も近似した競合企業
K

N/C
[A]
[B]
[C]
[D]

[E]
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= 重要業績評価指標
= 集計せず
ナイジェリアの操業施設一カ所における集計ミスにより、32 万 3,000 トンから 30 万トンに下方修正。
2005 年度レポートでのデータは誤り。
プラントを一度のみ通過し、元の環境へと戻された冷却水量を差し引いた数値に、全ての年度について修正。
2006 年度の上昇は、主に 2005 年にメキシコ湾で発生したハリケーン後の、非危険性廃棄物処理に起因する
もの。また、下流部門の一部操業施設における、汚染土壌（有害土壌を含む）をこれらのカテゴリーに含め
たことも一因。
「環境への責任履行」の分野では、英国の調査会社イプソス・モリ社 (Ipsos MORI) が我々に代わり 13 の主要
マーケットにおいて実施している評価追跡調査で、業界第一位のスコアを継続して獲得。しかしながら、最
も近似する国際的な競合企業と共有する 7 つのマーケットでは、専門的な市民団体からのスコアはそれら企
業よりもややスコアがわずかに低く（3% 程度）、また一般市民からのスコアは平均値である。
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[[F]
[G]
[H]
[I]
[J]
[K]

2005 年の、責任者および管理職の範囲変更を反映したデータ。それ以前のデータについては修正済み。
2003 年以前は、「手順の積極的な実施の有無」ではなく、
「手順そのものの有無」を尋ねている。
国家歳入のレベルについては、国連開発計画 (UNDP) の人間開発指数での定義を参考とした。
賄賂の授受や不正行為の事例を内部監査システムで集めたもの。
前回発生した賄賂の授受と不正行為の事例の二重計算を防止するため、軽度の誤データを訂正。
評価追跡調査の開始以来、一般市民によるスコアは競合他社よりも高い。この状態は 2006 年も維持された
が、最も近似する競合企業との差は大幅に狭められた。これは同年の、すべての石油企業に対する一般感情
の悪化が原因と考えられる。我々はデータ測定を実施した国々でマーケットリーダーとして認知されている
ため、一部競合他社と比較して一般市民の否定的感情にさらされやすい立場にあると考えられる。

社会関連データ表で s と表示されたものは、各国のシェル・グループ企業
の最高責任者を対象とする社内調査で得られたものであり、財務管理シ
ステムのデータと比較して極めて正確さに欠けています。そこで今年度
は、その調査で得られた数字を再検証し、データの信頼性を高めると同
時に、そのクオリティ向上を目指して内部管理体制の一層の強化を図り
ました。

別段に注記がある場合を除き、本レポートにある我々の事業活動による製
品／サービスの供給世帯数は、欧州地域における一世帯あたりの電力消費
量の平均値、およびフォード社のフィエスタ (Ford Fiesta) をモデルとした通
常の小型車の燃費やガソリンタンクの大きさをもとに推定されたものです。
詳 し い 情 報 に つ い て は グ ル ー プ パ フ ォ ー マ ン ス モ ニ タ リ ン グ ( Gro u p
Performance Monitoring) およびレポートガイド (Reporting Guide) をご覧下

我々は、主要な安全および環境パラメータについて社内改善目標を定め、
かつ化学プラントでのエネルギー効率の改善、フレアリングによる天然ガ
ス処理の削減、自社操業施設からの GHG 排出削減についてそれぞれ長期
目標を公に掲げています。
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44
47
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60

3
37
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8
45
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47
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35
37

3
33
36
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35
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死亡事故率
実労働時間 1 億時間あたりの死亡者数（社員及び外注スタッフ）

9.0

8.6

6.9

8.2

5.2

6.3

5.6

4.4

4.4

4.6

負傷者数 - 総報告可能事故頻度 (TRCF)
実労働時間 100 万時間あたりの負傷者数（社員、外注作業員とも）

4.1

4.4

3.7

3.2

2.9

2.6

2.6

2.6

2.5

2.3

無休業災害頻度 (LTIF)
実労働時間 100 万時間あたりの災害時間（社員、外注作業員とも）

1.6

1.6

1.4

1.3

1.2

1.1

1.0

1.0

0.9

0.8

N/C

3.2

3.5
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2.0
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2.0

1.8

N/C
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2
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2
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2
12

16
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22
2
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18
2
11

19
2
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15
2
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N/C

N/C

15.4

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

17.1
8.9
7.2

17.7
9.3
7.9

18.9
9.2
8.8

19.5
11.3
9.6

20.7
12.2
9.6

21.8
12.9
9.9

23.2
16.2
11.6

総報告可能職業性疾病頻度
実労働時間 100 万時間あたりの職業性疾病発症数（社員のみ）
S

www.shell.com/performancedata

1998

死亡者
社員
外注スタッフ
合計

K

詳しくは下記ウェブページで：

1997

社会パフォーマンス

K

さい。

武力行使が発生した国の割合（単位 %）
武力行使をしたケース
シェルの社員が武力行使をしたケース
外注先社員が武力行使をしたケース

N/C

女性登用率（単位 %）
主任／専門職
管理職
上級幹部
[F]

K
S

労働組合及びスタッフ・フォーラム
労働組合に加入している社員の割合（単位： %、推定）

N/C

N/C

N/C

N/C

19

19

13

12

13

12

S

社員フォーラムと苦情処理手続
社員フォーラム、苦情処理手続、その他支援体制を利用した社員の割合（単位： %） N/C

N/C

N/C

N/C

99.9

99.9

99.9

100

100

99.2

S

児童労働防止措置の整備を確認する国の割合（単位： %）
シェルの事業会社
外注企業
仕入先企業
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31
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41

86
56
42

78
57
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83
61
53

88
69
62

95
89
82

[G]

N/C

64
39
21

契約とプロキュアメント
低・中所得国における、現地企業からの製品およびサー
ビス調達による支出額（単位： 10 億ドル、推定）

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

5.2

6.3

9.2

10

S

経営基本原則の違反による契約解除件数

N/C

69

62
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100

54

49

64

63

41

S

経営基本原則からの逸脱による合弁企業の解散件数

N/C

N/C

1

2

0

0

1

0

0

0

S

[H]

誠実なビジネス

[I]

S

株式による社会投資（単位： 100 万ドル）

K

好感度
専門的な市民団体
シェル
最も近似した競合企業

N/C
N/C
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123
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96
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140
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N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C
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43
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N/C
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N/C
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N/C

44
40
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37

44
35
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33

29
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[J]

[J]

[K]

一般市民
シェル
最も近似した競合企業
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レポートの
あり方

ステークホルダーが求める、
誠実で透明性の高い環境およ
び社会パフォーマンスのレ
ポートの作成は、どう実現さ
れたのでしょうか。

外部評価委員会の
果たす役割とは

トランスペアレンシー・インターナショナル、
プライベートセクタープログラム代表

ジャーミン・ブルックス

(Jermyn Brooks)

初参加：ビジネス・フォー・ソーシャル・
レスポンシビリティ、プレジデント兼 CEO
評価委員会委員長

ロジャー・ハモンド

アーロン・クレーマー (Aron Cramer)

取り組みの内容
シェルの依頼に基づいて、サステイナビリティ・
レポートの内容を吟味する外部評価委員会が、昨
年に引き続き今年も結成されました。今回重点を
おいた事項は以下の 3 点です。

1. レポートにふさわしい最も重要なトピックが
選ばれているか。

2. ステークホルダーの期待に応え、それらのト

リビングアース (LIVING EARTH)
開発部長

(Roger Hammond)

シェルから謝礼を受け取っています。移動と宿泊
にかかった費用も別途精算しています。

レポートの内容
この分野でのシェルのレポートは相変わらず優秀
です。持続可能性についてのテーマが十分に論じ
られているという点で、彼らの 2006 年版サステ
イナビリティ・レポートには大きな社会的価値が
あると言えるでしょう。

ピックが十分掘り下げられているか。

3. 検討に必要な情報がすべて提供され、かつ作
業が効率良く進むよう便宜が図られているか。

作業の進め方
各委員は 2006 年にレポートで扱うトピックの選
定について意見を具申し、同年末にその大まかな
内容に検討を加え、2006 年 12 月から 2007 年 3
月の間に草稿をチェックしました。2 回の委員会
では、最高経営責任者やエクスプロレーション＆
プロダクション部門の責任者など上級役員らへの
インタビュー、また最高経営責任者と取締役会の
社会責任委員会 (Social Responsibility Committee)
へ直接フィードバックを行いました。この委員会
とシェル中枢の意思決定者たちとの間の意思疎通
は完璧であり、評価委員会の質問や懸念に対して
も、シェルは満足に対応してくれました。
外部評価委員会が検討を行ったのは書面レポート
のみです。ウェブサイトに詳しい情報を追加公開
するという配慮がなされていますが、そのチェッ
クには関与していません。
ここでの 2006 年版シェル・サステイナビリ
ティ・レポートの評価は、各委員がそれぞれ個人
として行うもので、所属する組織団体を代表して
いるわけではありません。今回このようにレポー
トの姿勢についてコメントする以前にも、企業が
持続可能性に関する重要課題に取り組む様子につ
いて、各委員はシェルの社員たちと討議を行い、
意見を述べています。
委員会で提供した時間と専門的知識に対して、
各委員、または委員が各自指定した組織団体は、
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このレポートには、シェルのステークホルダーが
最も関心を持っていること、そしてシェル自体に
きわめて大きい影響のある事柄が確実にカバーさ
れています。「エネルギーの課題」を気候変動と
関連づけて全体の柱とし、シェルが直面する持続
可能性についての最大の疑問を優先的に論じてい
ます。

2005 年版のサステイナビリティ・レポートにつ
いて委員会としての報告をシェルに送っています
が、今回のレポートに、その中で指摘した事柄の
ほとんどが反映されているのは喜ばしいことで
す。エネルギーの課題への対応の重要性、また
シェルがどう対応しようとしているのかが より
強く打ち出された記述に、特に良く表れています。
その一方で各プロジェクト間での学びの共有、ま
た再生可能な資源への投資については期待したほ
どの対応がなく、この点については今年も再度触
れておきたいと思います。
エネルギーの課題を論じる
シェルのレポートではエネルギーの課題がきわ
めて詳しく説明されており、気候変動に歯止め
をかけるための一致した取り組みが必要である
こともはっきりと認識されています。
気候変動の科学的な議論の時期は過ぎた、とい
うシェルの主張に委員会も賛成です。彼らは最
近数年間の自社の事業活動による排出ガスの削
減状況だけでなく、今後の課題についても包み
隠さず報告しています。さらに、気候変動に有
効な活動を支援するための政策の枠組みを策定
するには、政府がどう行動すべきかについても

初参加：アングロ・アメリカン社、マーケットと経済の
持続的な開発部門主任

カリン・アイルトン

(Karin Ireton)

中国環境開発推進部、
国家計画担当部長
北京環境開発研究所、所長

世界資源研究所、
所長

ジョナサン・ラッシュ

リー・ライライ博士 (Dr Li Lailai)

言及しています。これらは非常に重要な発言と
言えます。
しかしながら、委員会の見解としては、シェル
は気候変動を緊急課題として正しく解説してい
るものの、その課題に実際に迅速に行動出来て
いるかどうかについては、レポートの中にある
情報だけでは 読者は判断できないだろうと言わ
ざるを得ません。その根拠を下に述べます。
• シェルの事業活動による年間排出量の絶対値
は今後上昇すると推測されているが、これは
気候変動に取り組む姿勢と矛盾する。それに
ついての説明が不十分である。
• 2010 年以降の排出量削減目標が公表されてい
ない。
• 現在までの排出削減の大部分がフレアリング
の削減努力によるものであるとしながら、こ
のフレアリングゼロ化が完全に達成された後
の排出削減案が読者に十分示されていない。
• オイルシェールやオイルサンドなどの非在来
型エネルギー資源への依存度が高くなってい
るが、これらの資源利用には大幅な CO2 排出
量拡大を伴う。これをどう管理するのかにつ
いての説明が不十分である。
• 再生可能なエネルギー資源や温室効果ガスの
排出削減策を開発するというシェルのコミッ
トメントの評価材料となる、研究開発費用に
ついての情報が十分に提供されていない。
• 1 つの代替エネルギー事業を軌道に乗せると言
うが、期日目標を設定するべきである。また、
次回以降のレポートではシェルが開発目標を
掲げるバイオ燃料、風力、薄膜太陽電池の 3
つの技術についての進展状況が記載されるこ
とを期待したい。
• 最後に、シェルは気候変動に対する各国政府
の取り組みの強化を呼びかけているが、それ
による政策の枠組みを適切な方向へ導くため
の支援策が十分明確に述べられていない。

困難な状況を切り抜ける
シェルの操業地域は今後複雑化を極め、それに
ともなってかつてない斬新な技術、その他企業
との事業提携、そして厳しい社会状況に置かれ

(Jonathan Lash)

る機会が増加するだろうとレポートで報告され
ています。その傾向が特に強いサハリンとナイ
ジェリアに焦点が当てられている点は評価され
るべきでしょう。レポートが完成に近づく頃に
は、両地域での状況が急速な変化を遂げていた
ことをここで特に触れておきます。
その一方で、シェルの各操業施設で、社会およ
び環境パフォーマンスの向上がモットーとされ
ているのは素晴らしいですが、複雑かつ状況変
化の激しい環境にあってそれを具体的にどう実
現するのかについての十分な示唆が、レポート
からは読み取ることができません。
サハリンでの事業のように、出資企業が発言力
を発揮する合弁事業については、シェルが自ら
の基準をどのように活用しているのかを言及し
た部分が、手短ながら見られます。しかしなが
ら、社会および環境パフォーマンス意識がシェ
ルに及ぶとは限らない、他の出資企業とのプロ
ジェクトに、少数株主として参画する場合にこ
そ、シェルが自らのコミットメントをどう形に
するのかが重要味を帯びてくるのです。そうし
た状況をも克服できると、シェルが自信を持て
るガバナンスの構造と操業管理について、もっ
と議論を掘り下げてくれていたらという感じが
します。
また、操業地域の至るところで、各プロジェク
トが互いに社会および環境関連の原則の適用例
をどのように交換・共有化しているのかについ
ての全体像も、もう少し明らかにされても良
かったという印象を受けます。
シェルは、好感の持てる真摯な態度で、人権、
開発、統治という要素の絡み合う課題をさらに
複雑にする様々な安全上の懸念について語って
います。これらの問題はニジェール・デルタ地
域での操業に引き続き深刻な影響を与えていま
す。シェルの報告では、治安問題の解決の遅れ
と資金調達の不備によって 2009 年を目処とした
ナイジェリアでのフレアリングゼロ化目標は達
成されない可能性が出てきているようです。こ

こで、資金問題の解消策、そして紛争によって
計画に支障が出たときの対応策がもっと明らか
に示されるべきでしょう。

安全性
操業中の事故による死傷者数が昨年増加したこ
とをふまえて、安全戦略がどう練り直されるの
か、もう一歩踏み込んだ説明が欲しいところで
す。レポートにある最高経営責任者のインタ
ビューで、彼自身、翌年の最優先事項として安
全を挙げており特にそう感じられます。

人権意識
評価委員会のフィードバックに応じて、シェル
は人権問題の中心的話題をステークホルダーの
最大の関心事にうまくシフトさせています。こ
の重要な変更は評価できるものです。さらに読
者は、シェルが人権問題のガイドラインをどこ
に求めるのか、特に再定住の問題への取り組み
について関心を持つと考えられます。

まとめ
シェルのレポートにかける熱意、さらにそれに
ついて外部評価委員会の意見を積極的に求める
という立派な姿勢は評価に値します。シェルは
確固とした目的意識を持ち、委員会の質問や疑
問に隠しだてせずに答えることで、この 2006 年
度のレポートを完成させました。委員会は批判
的な意見も報告しましたが、すべてこのシェル
のレポートの訴求力をさらに強めたいと願って
のことです。私たちはシェルのこの分野での先
進性に寄与する機会を得たことを嬉しく思って
おります。

詳しくは下記ウェブページで：
• 環境と社会について報告する取り組み
• 外部評価委員会の委員とは（委員会規約
(Committee Terms of Reference) など）

www.shell.com/reviewcommittee
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レポートのあり方

レポートのアプローチ
多くのステークホルダーの要望は、量も種類も
拡大を続けています。その一つ一つに確実に応
えられるよう、レポートも改良を重ねています。
シェルが自社の環境および社会パフォーマンスの
レポートを自主的に始めたのは 1997 年のこと
です。
このレポートは、透明性を重んじ、誠実であるこ
とへのコミットメントを具現化するため、また環
境および社会パフォーマンスが我々のステークホ
ルダーだけでなく経営パフォーマンスに関わるも
のでもあるという認識に基づいて行われています。

多様なニーズの認識
レポートの話題として何を希望するかは、ステー
クホルダーによって大きく異なります。投資家の
方々へは、環境および社会関連のリスクやビジ
ネスチャンスをどう扱うかという我々のアプ
ローチを 2006 年の年次報告書 (2006 Annual
Report/Form20-F) で解説しています。この報告書
作成にあたっては、企業の環境および社会関連パ
フォーマンスについて情報や分析を投資家に提供
する多くの組織団体、例えば、ダウ・ジョーンズ
社のサステイナビリティ・インデックス (Dow
Jones Sustainability Index) 、 FTSE 社の 4Good
（ FTSE4Good）、ゴールドマン・サックス社のグ
ローバル・エネルギー分野における環境、社会、
ガバナンスのインデックス (Goldman Sachs Global
Energy Environmental, Social and Governance Index)、
そしてカーボン・ディスクロージャー・プロジェ
クト (Carbon Disclosure Project) などの提供あるい
は主催者らに協力を依頼しています。社員へは、
別途サステイナビリティ・レビュー (Sustainability
Review) を配布しています。これは内部のコミュ
ニケーションを活性化する幅広い取り組みの一
環で、企業として掲げる持続可能性へのコミッ
トメントを日常の業務からの観点で説明したもの
です。

2006 年の新規実施例
外部評価委員会の提案をもとに新たに実施し
た事柄は次の通りです：
• 委員会の拡大およびレポート評価作業の
再構成
• レポート内容の選別プロセスの改良
• 人権、支援団体、および我々の
ミレニアム開発ゴール貢献活動に関する
話題の拡大採用
専門家や読者からのフィードバックをもとに
実施した事柄は次の通りです：
• 書面としてのレポートと、
ウェブサイト上の詳細情報との
関連性の強化
• グローバル・レポーティング・
イニシアティブの新しい
G3 ガイドラインへの準拠
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シェルのサステイナビリティ・レポートは、外部
のステークホルダーを対象としています。その多
くを占める各分野の専門家の方々が関心を抱く環
境や社会関連の問題への我々の対応策は、独自の
環境と社会のウェブサイト (Environment and
Society website) で詳細にわたって掲載していま
す。そこではまた、一般の方々へも我々の持続可
能性へのアプローチについてご紹介しています。

信憑性の保証
持続可能性についてのレポートの信憑性を保証す
るプロセスや手法については、今も研究段階です。
グローバル・リポーティング・イニシアティブ
(Global Reporting Initiative) 発表した、保証プロセ
スの選択を各企業に一任している新しい G3 ガイ
ドラインによって、我々もこの作業に独自性をも
たらすことができるようなりました。多様なス
テークホルダーのニーズに対するレポートの内容
の関連性、対応度、バランスのチェックを目的に、
専門家らによる外部評価委員会を設けるという試
みを 2005 年から実施しており、その改良も続け
ています。2005 年の委員会の作業は読者にきわ
めて好評でした。委員会は、問題の一つ一つにつ
いての深い見識や、我々と直接対面して作業する
という経験をもとに、多くの貴重な批判や忠告を
提供してくれました。このメリットをさらに拡大
するため、2006 年は委員の数を増やし、レポー
トで扱う話題選別の早い段階からの参加を依頼
し、各部門の責任者とより多くコンタクトの機会
が得られるよう図りました。

1998 から 2004 年の間には、外部の監査担当者ら
の勧めで、サステイナビリティ・レポートに掲載
する事実の正確性が保証されるよう一連の内部管
理体制を構築しました。その中には各マネー
ジャーが承認し、レポートや内部監査への利用を
目的としたあらゆるデータやステートメントの監
査記録システムもあります。さらに 2006 年には、
この内部管理体制の強化が一段と進展しました。

例えば、現在は、上級リーダー職の社員による担
当部門あるいは部署の HSE データの承認が行わ
れています。これらのデータのミスを検出するた
めに、広範囲にわたるデータチェックが実施され
ており、ナイジェリアでは、 HSE および社会的
投資関連のデータの正確性を保証する外部組織と
して KPMG 社に作業を依頼しました。さらに、
各国のシェル・グループ企業の最高責任者を対象
とする社内アンケートから得られた情報の管理を
強化する取り組みも現在進行中です。

新規ガイドラインとの調整
グローバル・レポーティング・イニシアティブ
(Global Reporting Initiative) が、2006 年後期に持続
可能性についてのレポートを対象に新しく G3 ガ
イドラインを発表しました。これを受けて、我々
はそれらガイドラインとの一致を図るべく、ウェ
ブサイトを中心に様々な修正を加えました。独自
に評価したところでは、それらガイドラインの実
施について A+ のレベルを獲得できています。ま
た、レポートに関しては国際石油産業環境保護協
会 (International Petroleum Industry Environmental
Conservation Association) のガイドラインにも準拠
しており、国連が提唱するグローバル・コンパク
ト (UN Global Compact) やミレニアム開発ゴール
に貢献する我々の活動もウェブサイトで紹介して
います。

詳しくは下記ウェブページで：
• グローバル・レポーティング・イニシアティブに
•
•
•
•

沿ったレポートとは
レポートの信憑性を保証する取り組み
レポートの内容選別プロセス
過去のサステイナビリティ・レポート
各国グループ企業のサステイナビリティ・レポート

www.shell.com/sdreporting

2006 年、ロンドンで開かれた、
専門家らとのワークショップ

重要トピックを優先に
持続可能性についてのレポートは、企業とそのステークホルダーが最も必要と
する情報をカバーしていなくてはなりません。この原則に基づいて、我々は今
回のレポートのテーマに再度「エネルギー課題への取り組み」を選びました。
また、環境および社会にもたらす最大の負荷要因の解説にステークホルダーら
とともに策定した重要業績評価指標を用い、扱う問題の選別に効果が立証済み
で監査可能なプロセスを採用しています。
高

世界の
メディアでの報道

読者への調査

社会への影響度

ウェブサイトの
ヒット数

サステイナビリティ・
レポートに掲載

ウェブサイト
に掲載

社会的責任投資に
ついての報告や指標

レポートせず

シェルのパブリック
ポリシーへの採用
低

シェルの戦略への影響度

シェルの戦略

ステップ 1.
ステップ 2.
ステップ 3.

ステップ 4.

シェルのリスク
マネジメント
プロセス

高

シェルに対する
外部評価のマネ
ジメントプロセス

調査、インタビュー、メディアでのカバー状況、専門家との
ワークショップを利用し、読者の最大の関心事を調べる。
内部のリスクマネジメントシステムを利用し、シェルのビジネ
ス戦略を最も左右する環境および社会関連の問題を洗い出す。
1 と 2 の結果を統合する（図を参照）。法の許す限り、重要度
の最も高いとされる話題はすべてレポートで、
それよりも重要度が低いとされるものはウェブサイトで扱う。
話題の採用に過不足がなく、バランスが取れているかどうか、
ステークホルダー、外部評価委員会とともにチェックする。

2006 年に、評価委員会の協力を得て上記のプロセスを改良しました。ステッ
プ 1 では現在、社会への影響度が高いにも関わらずメディアの注目度が低い
話題に重点をおいています。

免責事項
ロイヤル・ダッチ／シェルグループピーエルシーが直接あるいは
間接出資する企業群は、それぞれに独立した事業体です。このレ
ポートでは「シェル」
、
「グループ（企業／会社）
」
、
「シェルグルー
プ（企業／会社）
」
、さらにシェルを一つの会社として捉えた「彼
ら」といった表現がグループ企業一般を指し示すものとして便宜
的に使用されています。これと同様に、「我々は」、「我々に」、
「我々の」といった表現もグループ企業一般またはそれら企業の従
業員をさして使われています。ただし、これらの表現は何ら企業
を特定しない場合でも使用されています。
「シェル・トレーディン
グ」
、
「シェル・ハイドロジェン」
、
「シェル・ウィンドエナジー」 、
「シェル・ソーラー」といった名称は、それぞれ、エネルギー取引、
水素エネルギー、風力エネルギー、太陽光エネルギー事業に携わ
るシェルグループの各企業を指します。
本レポートでは、経営状態、また操業面および経営面での成績に
ついて将来の見通しに関する記述が見られます。過去の事実に言
及したものでない限り、すべての記述は、将来の見通しに関する
記述である、あるいはそう見なしうるものとします。ここで「将
来の見通しに関する記述」とは、経営陣による現時点での予測あ
るいは仮定に基づいたものであり、明示的あるいは暗示的に記述
された事柄と矛盾する結果、パフォーマンス、および事象を実際
に引き起こす可能性のある既知あるいは未知のリスクおよび不確
実性を伴います。将来の見通しに関する記述には、とりわけロイ
ヤルダッチ／シェルをマーケット・リスクにさらす可能性のある
もの、また経営陣の期待、信条、推定、予測、計画、仮定が含ま
れます。将来の見通しに関するそのような記述は、「予想する」、
「考える」
、
「推定する」
、
「期待する」
、
「意図する」
、
「〜かもしれな
い」
、
「計画するする」
、
「指針」
、
「見通し」
、
「恐らく」
、
「プロジェ
クト」、「〜であろう」、「目指す」、「目標とする」、「リスク」、
「ゴール」、「〜べきである」およびこれらに類似した用語や文に
よって特定されます。ロイヤルダッチ／シェルの将来の事業に影
響し、また本レポート中の将来を予測した記述と著しく異なる結
果をもたらす様々な要因には、例示すれば、(a) 原油および天然ガ
スの価格変動、(b) シェル製品の需要の変化、(c) 為替の変動、(d)
採掘および生産成績、(e) 埋蔵量の推定、(f) マーケットの喪失およ
び業界での競争、(g) 環境および身体リスク、(h) 買収対象として
妥当な資産や企業の識別、およびそのような取引の成功裡の交渉
や締結にともなうリスク、(i) 開発途上国および国際的な制裁を受
ける国での事業リスク、(j) 埋蔵量の修正に起因する、訴訟や規制
の対象となりうる事態を含めた、法律、会計、および規制面での
事例展開、(k) 様々な国や地域で経済および金融マーケットの状況、
(l) 政治的リスク、プロジェクトの遅延あるいは進展、承認と費用
の見積り、(m) 取引条件の変更などがあります。本レポートにあ
る将来を予測した記述は、その全体がすべて、本項目にある注釈
の制限を受けるものとします。そのため読者は将来の見通しに関
する記述を過度に信用しないよう願います。将来の結果に影響し
うるその他の要因は、ロイヤルダッチ／シェルの、2006 年 12 月
31 日を期末とする年度の 20-F フォーム（www.shell.com/investor お
よび www.sec.gov でダウンロード可）にある通りです。読者はそれ
らの要因も考慮するよう願います。将来の見通しに関する各記述
は、本レポートの日付である 2007 年 5 月 8 日現在のものです。
ロイヤルダッチ／シェルあるいはそのいかなる関連企業も、新た
な情報、将来の事象、あるいはその他の情報がもたらされた結果、
将来の見通しに関するいかなる記述も公に更新あるいは訂正する
義務を一切負わないものとします。これまでに述べたリスクに照
らして、実際の結果は本レポートにある将来の見通しに関する記
述に基づいて述べられた、示唆された、あるいは推測された事柄
とは著しく相違しかねないものです。
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ご意見をお寄せ下さい。
このレポート、またはレポートで取り上げた問題について、ご意見、ご感
想をお待ちしています。e メールで sustainabilityreport@shell.com までお送
り下さい。
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刊行物のお問い合わせ

公開情報のご紹介

シェル・グループによる刊行物のお問い合わせ
は下記までご連絡ください。

2006 年 12 月 31 日を期末とする年度の年次レ
ポートおよび 20-F フォーム
シェル・グループの全般的状況についてのウェ
ブページです。
www.shell.com/annualreport

Royal Dutch Shell plc
c/o Bankside
Tel: +44 (0)1635 232700
E-mail: bbs@shellbankside.co.uk
シェル・グループに関する詳しい情報は下記
ウェブサイトでご覧になれます。
www.shell.com

2006 年度年次評価および決算総括表
シェル・グループの事業／財務パフォーマンス
がまとめられたウェブページです。
www.shell.com/annualreport
Jaaroverzicht en verkorte jaarrekening 2006
上記年次レポートのオランダ語版を掲載した
ウェブページです。
www.shell.com/annualreport
2002-2006 年度の財務および事業情報
探鉱および生産活動の拠点マップなど、過去 5 年
間の財務および事業情報についてのウェブページ
が、2007 年 5 月からご利用開始となります。
www.shell.com/faoi

2006 年度シェル・サステイナビリティレポート
持続可能な発展に貢献する取り組みについての
レポートです。
www.shell.com/envandsociety
シェル・テクノロジーレポート
27 の先進技術をご紹介しています。
www.shell.com/technology
シェル経営基本原則
シェル・グループ各企業の経営のあり方につい
て規定した基本原則です。
www.shell.com/sgbp
シェル行動原則
シェル・グループ各企業の社員に求められる行
動規範です。
www.shell.com/codeofconduct

