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「シェル・サステイナビリティ・レビュー」
をお手に取っていただきありがとうございま
す。本冊子は、「シェル・サステイナビリテ
ィ・レポート2009」の要約版であり、地域
コミュニティと環境に配慮した適切な方法で
エネルギー需要に応えるために当社が行っ
ている取り組みについて紹介するものです。
気候変動は依然として大きな世界的課題と
なっています。世界の主要二酸化炭素排出国
は、先般コペンハーゲンで開催された国連気
候変動会議で、新たな低炭素エネルギー社会
の実現に向けて一致協力する必要があること
を初めて認めました。エネルギー効率の改
善、低炭素製品の開発、二酸化炭素回収・
貯蔵（CCS）のための投資を民間企業が行え
るように二酸化炭素の価格を設定すること
が非常に重要であり、当社は引き続き、各
国政府と協力のもと規制枠組みの構築に向
けて取り組んでまいります。しかし、この目
標に向かって着実に努力を積み重ねるととも

持続可能な発展に向けた当社
の取り組み
持続可能な発展に向けた当社の取り組み
は、当社の経営理念、環境・社会基準、
企業統治によって支えられています。
当社は、「シェル経営理念」の1つとして
持続可能な発展への貢献を掲げています。
これは、経済的、環境的、社会的に責任
ある方法で高まる世界のエネルギー需要
に応えることを意味します。
投資プロジェクトを厳選し、事業運営の
あり方を改善し、より良い製品を生み出
すことを通して、その恩恵を分かち合い、
環境等への影響を軽減することを目指
しています。そのためには、短期的な利益
と長期的な利益のバランスを図るととも
に、経済的、環境的、社会的配慮を経営
意思決定の一環として組み入れる必要が
あります。
当社では、経営理念の裏付けとなる一連
の義務的基準を定めています。その多くは
持続可能な発展に関するもので、たと

に、今この時点でできることをしっかり見据
えることも必要です。
クリーン燃料でかつ費用効率の高い天然ガス
は、低炭素エネルギー社会への橋渡しとなる
ばかりでなく、将来のエネルギーミックスの
主要な構成要素としても重要な役割を果たす
可能性があります。当社の天然ガス生産は長
年増加傾向にあり、2012年頃には当社のエ
ネルギー生産全体の過半を占めることになる
でしょう。二酸化炭素の回収・貯蔵は低炭素
エネルギー社会実現に向けて必要不可欠な技
術であり、当社は、その開発を目指す数々の
プロジェクトに関わっています。
当社は、より先進的な燃料や潤滑油の開発を
通してお客様のエネルギー使用量抑制にも貢
献しています。低炭素バイオ燃料は、輸送用
燃料からの二酸化炭素排出量を削減する手段
として最善かつ比較的早い時期に商業化が可
能な選択肢の1つです。当社はCosan社との

えば、健康・安全・セキュリティ・環境
（HSSE）基準や社会貢献活動（SP）といっ
たものがあります。2009年に「HSSEの
誓約と方針」を更新した際に社会貢献活動
を盛り込み、HSSE & SPコントロールフ
レームワークを発足させました。このフ
レームワークは、当社が事業展開するに
あたり、近隣地域コミュニティとの協力
も含め、遵守すべき要件を明確に示した
ものです。

間で、サトウキビからエタノールを生産する
合弁企業をブラジルに設立することで基本合
意し、法的拘束力のない覚書を2010年初頭
に締結しました。サトウキビを原料とするエ
タノールは、現時点で二酸化炭素排出量が最
も少ないバイオ燃料です。
持続可能な発展は、企業における意思決定の
最も早い段階でその考え方がしっかりと組み
こまれたときに、最も大きな効果を発揮する
と私は考えています。安全、環境、社会面に
おけるパフォーマンスは今や、当社の事業計
画および意思決定の中核に近い位置を占める
要素となっています。
これこそが、今後直面する複雑な課題に最
も効果的に、かつ責任ある姿勢で取り組む
上での、あるべき姿なのです。

最高経営責任者
ピーター・ヴォーサー

持続可能な発展に関する当社の方針と取
り組みは、ロイヤル・ダッチ・シェルplc
の企業及び社会的責任委員会が評価を行
い、最高経営責任者と経営幹部会が説明
責任を負います。持続可能な発展は、当社
が総合的業績評価及び社員査定を行う際
の評価項目となっており、ボーナスを
決定する際に用いるシェル・スコアカード
では、全体の20%に相当する点数（スコア）
がこの項目に配分されています。

2009年における当社のパフォーマンス
2009年は、複数の大規模石油・ガスプロジ
ェクトで生産が始まり、その他のプロジェ
クトでも順調な進展が見られました。また、
環境・社会貢献活動においてもパフォーマ
ンス向上に取り組んでまいりました。

経済活動
	収益は127億ドルでした。事業の持続可能
性確保に向けて純額290億ドルの設備投資
を実施しました。

環境・社会貢献活動

2 009年の当社の死傷率は対前年比で22%
減少し、過去最低を記録しました。
カ
ナ ダ に お け る オ イ ル サ ン ド 拡 張 開 発
プロジェクトは連続無休業災害4,300万時
間（当社最長記録）を達成しました。ま
た、シンガポールのシェル・イースタン・
ペトロケミカルズ・コンプレックスは同
3,800万時間を達成しました。

研
究開発に11億ドル（年次報告書ベース
で石油業界最大）を投資しました。
ロ
 シア極東におけるサハリンI I プロジェ
クト（当社権益27.5％）で液化天然ガス
（LNG）の生産が開始されました。

2
0 0 9 年 に 当 社 施 設 か ら 直 接 排 出 さ れ た
温室効果ガス（GHG）は対前年比11%減の
6,700万トン（二酸化炭素換算）となりま
した。これは、比較可能ベースで1990年
の排出量を約35％下回る水準です。

ブ
ラジル沖のパルケ・ダス・コンチャス
深海油田プロジェクト（当社権益50％）
における石油生産量が2 0 0 9 年末までに
100万バレルを突破しました。
シ
ンガポールに新設されたモノエチレング
リコール（MEG）生産施設が操業を開始、
2010年半ば頃に予定されるシェル・イー
スタン・ペトロケミカルズ・コンプレックス
（当社権益100％）の本格稼働に向けて大
きな一歩を踏み出しました。

長
期エネルギー管理プログラムを継続実施
し、自社のエネルギー効率向上に努めま
した。
数
々の実証プロジェクトへの関与を通して
二酸化炭素の回収及び地中貯蔵のための
技術開発に引き続き貢献しました。

世
界最大のガス・ツー・リキッド（GTL）
プラントとなるパールGT L （当社権益
100%）及び大規模LNG事業カタールガス
4（当社権益30％）の建設工事が引き続き
行われました。

オ
ランダに開設されたシェル・テクノロ
ジー・センター・アムステルダム（前ページ
写真）は、ほぼカーボン・ニュートラル
（二酸化炭素の排出量と吸収量が同一）
です。
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シェルとエネルギーの将来
世界は新たな低炭素エネルギー社会への転換に
向けて舵を切り始めました。しかし、その達成
には数十年を要するでしょう。当社は、明日の
エネルギーシステムの構築に貢献するために、
今日、さまざまな措置を講じています。
2050年までに世界人口は20億人以上増え、
エネルギー需要は現在の2倍に増加すると予想
されます。一方で、大規模な気候変動の影響を
避けるためには、世界の温室効果ガス排出量を
この間に少なくとも半減しなければなりません。
将来、私たちの経済社会は、かつてない多様
な燃料とエネルギー源によって支えられること
になるでしょう。当社のエネルギーシナリオで
は、2050年までにバイオ燃料、風力、太陽光等
の再生可能エネルギーが世界のエネルギーの30%
を供給するようになるかもしれないと想定してい
ます。天然ガスはますます重要な役割を果たす
ようになるでしょう。石油は、この先何十年もの
間、重要なエネルギー源であり続けると思われま
す。石炭も同様です。しかし、産業も、車や電気
製品も、今日に比べはるかに高いエネルギー効率
を達成しているだろうと思われます。
今後何年かの間に当社のいくつかの大型プロジ
ェクトが操業を開始しますが、これに伴い当社
の事業ポートフォリオの構成も変わり、2012
年頃までに天然ガスが当社のエネルギー生産の
過半を占めるようになるでしょう。ガスは石炭
に比べてクリーンでエネルギー効率の高い燃料
で、同量の電力を発電する際に発生する二酸化
炭素排出量は、石炭を使った場合に比べて最大
70%低く抑えることができます。
低炭素バイオ燃料は、輸送用燃料として二酸化
炭素排出量削減に向けた取り組みにおいてます
ます重要な役割を果たすことになるでしょう。
当社は、Shell FuelSaveブランドのガソリンや
ディーゼル燃料のように、お客様の二酸化炭素
排出量削減に役立つ製品の開発にも取り組んで
います。2009年は、次世代燃料・潤滑油の開
発と排出削減技術の改良に引き続き投資しまし
た。過去5年間に、二酸化炭素回収・貯蔵技術
ならびにバイオ燃料等の代替エネルギーの開発
に総額20億ドルを投資してきました。当社の
製油所及び化学プラントのエネルギー効率向上
への取り組みも引き続き実施しました。
新たな低炭素エネルギー社会の構築は長い年月
を要する作業であり、その達成に向けてあらゆる
問題を解決できるような万能策はありません。
しかし、思い切った積極的な措置を今日講じる
ことによって、将来、より早く低炭素エネルギー
社会を実現し、環境への影響をより小さく抑
えることができるでしょう。

www.shell.com/scenarios

気候変動

気候変動は人類社会全体が直面する最も大きな課題の1つです。景気後退で企業や消費者の
エネルギー使用量が下がったことから、世界の温室効果ガス排出量の増加のペースは緩んで
います。景気が持ち直し、エネルギー需要が高まるにつれて、継続してエネルギー使用のさ
らなる効率化に努め、二酸化炭素の排出を適切に管理することが課題となります。国際的
な規制枠組を整備することが絶対不可欠であることに変わりはありませんが、その実現には
何年もかかりそうです。それまでに、今この時点でできることがたくさんあります。
二酸化炭素排出量削減のための6つの方法

当社は2008年に、二酸化炭素排出量の削減と低炭素エネルギー社会の構築に向けた取
り組みにおいて、目標達成のために実行すべき6つの方法を示しました。2009年におけ
る取り組み状況は下記の通りです。
1. 当社事業活動の効率化を推し進める
複数の長期プログラムを立ち上げ、あらゆる事業活動及びプロジェクトのエネルギー効率を
向上させるための投資を行っています。2009年は、一部の事業部門でエネルギー効率が改善
しましたが、悪化した部門もありました。新しいオフィスビルはすべて、国際的に認められた
厳しいエネルギー効率基準を満たすことが義務付けられています。
2. 二酸化炭素回収・貯蔵（CCS）において相当程度の処理能力を確立する
二酸化炭素回収・貯蔵に関する理解を深め、関連技術の開発を進めるため、引き続き数々の
実証プロジェクトに参加しました。その中には、ノルウェーのモングスタッドで進行中の
最先端技術を使った世界最大の実証プロジェクトも含まれますが、このプロジェクトでは、
2011年から年間最大10万トンの二酸化炭素が回収される予定です。当社はまた、オースト
ラリアで実施予定のゴーゴン液化天然ガス（LNG）プロジェクト（当社権益25％）への参加
も正式に決定しました。このプロジェクトでは、年間最大400万トンの二酸化炭素を回収
できるCCS技術が使われることになっています。カナダでは、アルバータ州でクエスト・
プロジェクトの実施を提案していますが、これがうまくいけば、年間100万トン超の二酸化
炭素が回収・貯蔵されます。
3. 炭化水素生産の効率性を高め有害物質の排出を削減する技術の研究開発を継続する
研究開発に総額11億ドルを投じました。ウェールズの石炭火力発電所にCansolvという新た
な排ガス処理技術を導入する契約を締結しました。これは、蒸気と化学物質を使って燃焼後
の排ガスから二酸化炭素と二酸化硫黄ガスを回収するもので、2011年までに設置される予定
です。
4. 天然ガスや低炭素燃料をはじめとする低炭素エネルギー源を開発する
当社の天然ガス生産は長年増加傾向にあり、2012年以降はガスの生産量が石油の生産量を
上回ることになるでしょう。液化天然ガス（LNG）は、電力供給や、ガス田から地理的に遠
く離れた都市の企業や家庭で活用されていますが、当社は世界最大のLNGサプライヤーのひ
とつです。輸送用バイオ燃料の販売においても世界最大で、2009年は90億リットルを販売
しました。新技術や次世代バイオ燃料の研究開発への投資も行っています。
5. 顧客のエネルギー使用量と二酸化炭素排出量の削減につながる製品やサービスの市場を
拡大することでエネルギー需要を管理する
これまでに当社製品のなかで最もエネルギー効率の高い燃料Shell FuelSaveの販売を2009年に
開始しました。この燃料を使えば50リットルにつき最大1リットル分が節約できます。エネ
ルギー効率のさらなる改善のためにより先進的な潤滑油の開発と提供にも引き続き取り組
みました。
6. 各国政府と協力してより効果的な二酸化炭素規制の必要性を訴える
コペンハーゲンで開催された国連気候変動枠組み条約締約国会議への働きかけにおいて、
当社は各国政府に対し、二酸化炭素排出問題に対処する上で必要な技術の開発を企業が行
えるような政策枠組みを採用するよう要請しました。二酸化炭素回収・貯蔵技術（CCS）や
効果的なエネルギー効率向上策への産業界の投資を促すような二酸化炭素の国際価格の設定
等、市場メカニズムの導入を引き続き働きかけていきます。

当社の重点的な取り組み
安全性
安全性は当社の最重要課題です。2 0 0 9 年は
安全面における当社のパフォーマンスが大きく
改善しました。いくつかの主要建設プロジェ
クトで記録的な安全水準が達成され、会社全体
でも死傷率が過去最低を記録しました。死亡交
通事故件数も2008年に比べて55％減となりま
した。しかし、さらなる取り組みが必要です。
2009年は、当社事業の業務遂行中に20名（当社
従業員1名、請負業者19名）が死亡、うち2名
は労災事故の犠牲者でした。重傷事故や死亡
事故の防止に向けた取り組みを強化するため、

当社は12カ条の “ライフ・セービング・ルール”
を定めました。ロシア、アフリカ、ラテンアメリ
カ、アジアの各国及び中東の一部地域において
2万人を超えるドライバーが運送業務に携わっ
ておりますが、当社は、車載モニターを使って
その運転状況を監視しています。引き続き事業
の安全性への投資を行い、上流部門の設備改
善と下流部門の各施設の信頼性向上に努めま
した。

環境への影響
当社の温室効果ガス排出量は、1990年の水準
から比較可能ベースで約35％減少しました。
2009年に当社施設から排出された温室効果ガ
スは6,700万トン（二酸化炭素換算）で、前年
比11％減となりました。操業の効率化、景気悪
化に伴う当社製品への需要の減少、ナイジェリ
アの一部生産施設の操業停止、一部生産施設の
売却が減少要因となりました。2009年の温室効
果ガス排出量の約11％は、上流部門におけるガ
スのフレアリング（焼却処分）によるものです。
ナイジェリアにおける連続フレアリングの停止

に向けた取り組みは、治安悪化と事業パートナ
ーである現地政府からの資金提供不足によって
進捗が妨げられています。当社はいくつか環
境保全上重要な地域で操業しています。生物多
様性に富んだ地域におけるプロジェクトについ
ては、新規・既存を問わずすべて、生物多様性
アクション・プランを導入しております。

近隣地域コミュニティ
当社のプロジェクトや施設は、地域住民の居住
地域に近い場所で操業する場合があります。
当社では、近隣地域コミュニティの意見を聞
き、これに応えるため、全社的なアプローチを
設定しています。当社の社会貢献活動規定は、
この分野におけるパフォーマンスを向上させる
ためにすべての事業活動において実施しなけれ
ばならないことを明示しています。社会貢献
プランの早期策定、適切な再定住策の実施、
苦情処理手続きの整備等です。当社は地域
コミュニティと協力して、さまざまな恩恵を分

かち合っています。現地で当社が生み出す雇用
やサービス需要もその一部です。2009年に当社
は、総額130億ドルの財とサービスを中低所
得国の現地企業から調達しました。また、約
1億3,200万ドルの自主的な社会貢献投資を行
いました。独立組織であるシェル基金（Shell
Foundation）を通しては間接的に、さらに、
当社事業の一環として実施される現地プログラム
を通しては直接的に、地域コミュニティの開発
プロジェクトを支援しています。

ナイジェリア
当社は50年以上に渡りナイジェリアで、他の
どの国際的なエネルギー企業より長く操業して
います。2009年には、当社の全世界における
生産量の約9％が同国で生産されました。ニジ
ェールデルタにおいては近年、武装勢力による
破壊、妨害工作、石油や天然ガス・コンデンセ
ートの大がかりな組織的窃盗が発生し、石油・
ガス生産に深刻な混乱をもたらしています。
その結果、環境被害が生じ、プロジェクトが遅
れ、人々の生活が脅かされ、石油・ガス生産
現場で働く作業員は大きな脅威にさらされてい

ます。しかし、こうした深刻な治安状況にもか
かわらず、主要プロジェクトは操業を続けてい
ます。新設のAfam VI発電所（650メガワット）
は2 0 0 9 年に出力増強を図り、現在建設中の
ナイジェリア最大のガス開発プロジェクト
Gbaran-Ubieが間もなく完成します。この2つの
プロジェクトはともに、電力供給の拡大を目指
すナイジェリア政府の取り組みを支援するもの
です。

エネルギー需要に応える
よりクリーンな発電用燃料
当社は、欧州の約2億世帯に電力供給するのに
十分な天然ガスを生産しています。2012年ま
でに、天然ガス生産が当社のエネルギー生産全
体の過半を占めることになるでしょう。当社は
世界最大のLNGサプライヤーのひとつであり、
パイプラインが届いていない遠隔の都市や街に、
天然ガスをLNGに変換することによって輸送を
可能にすることができます。2009年にはロシア
のサハリンI I の操業が開始され、当社のL N G
生産量が大幅に増加しました。また、オースト
ラリアのゴーゴン液化天然ガス開発プロジェ

クト（当社権益25%）への投資を正式決定しま
した。同プロジェクトは、今後約40年間にわた
り年間約1,500万トンのペースでLNGを生産しま
す。当社が17%の権益を保有し、オペレーターを
務めているノルウェー海のオーメンランゲ天然
ガス田は、英国のガス需要のほぼ20%を供給して
います。北米では、硬質地層（タイト・フォーメ
ーション）ガスの生産が2009年に60%以上増えま
した。カタールのLNGプロジェクトならびにアイ
ルランドとナイジェリアの主要なガス田プロジェ
クトでは建設作業が続いています。

供給拡大
拡大する石油需要に応えるため、当社は、技術
的により難易度の高い状況下での生産を拡大し
ています。メキシコ湾ならびにブラジル、マレ
ーシア、ノルウェーの沖合で深海掘削プロジェク
トを実施しております。カナダのオイルサンド
からの石油生産は、2 0 0 9 年における当社の
石油・ガス生産量の2.5%を占めました。2011年
以降、アサバスカ・オイルサンド・プロジェクト
（当社権益60％）が拡張され、合成原油の生産
量が日量最大10万バレル増える予定です。既存
油田の産出量拡大は生産量を増やす効果的な

方法です。当社では、石油の回収率を高める原
油増産回収技術やShell Smart Fields®技術を開発
して、産出量の拡大に努めています。北極は資
源開発の新たな機会を提供しています。アラス
カ、カナダ、ノルウェー、ロシアでの５０年に
わたる経験から得た当社の幅広い知識が、北極
圏・亜北極圏で安全に、かつ責任をもって開発
をする上で活かされることと確信しています。

より持続可能な輸送
道路輸送は大きな二酸化炭素排出源となって
います。当社は、より先進的な燃料や潤滑油
を提供し、効率的な運転を奨励することで、
お客様のエネルギー使用量の抑制に貢献してい
ます。Shell FuelSaveブランドの製品の販売を
2 0 0 9 年にオランダ、トルコ、マレーシア、
シンガポール、香港で開始、2010年にはより
多くの国々で販売する予定です。同ブランドの
ガソリンやディーゼル燃料を使用すると、50
リットルにつき最大1リットル燃料を節約でき
ます。当社はオンラインで効率的な運転の

ヒントを提供していますが、これまでに世界
1 3 カ国の1 5 万人を超えるドライバーがこの
サービスに登録しています。今後20年間にお
いては、低炭素バイオ燃料が輸送用燃料の二酸
化炭素排出量を削減する最も現実的かつ商業的
に実現可能な方法のひとつになると当社は考え
ています。また、サプライヤーと契約を締結・
更新する際に持続可能性に関する条項を盛り込
む等して、現在利用可能なバイオ燃料の持続可
能性の向上に努めています。このほか、次世代
バイオ燃料の開発にも取り組んでいます。

より優れた製品を開発するための技術革新
当社は、二酸化炭素排出量の少ない製品の開発
と廃棄物の再製品化という2つの方法で、法人
及び個人のお客様のエネルギー利用の改善を
図っています。当社は、道路舗装用アスファルト
の結合・防水処理に用いるビチュメンの世界最大
のサプライヤーです。Shell Warm Asphalt Mixture
(WAM) Foam Technology™は、従来の方法に
比べて最大50度低い温度で撹拌・敷設が可能
で、エネルギー使用量と二酸化炭素排出量を
30％程度削減できます。Shell Instapave Systems™
は、特製ビチュメンと現地で調達可能な砂利を

常温で混ぜ合わせることによって、途上国におけ
る全天候型道路建設のコストを比較的手の届き
やすい水準に引き下げました。また、ガソリン
やディーゼル燃料から取り除いた硫黄分を
使ってさまざまな工業製品を作っています。従来
の製法に比べてセメント生産におけるエネル
ギー使用量を低く抑えることのできるS h e l l
Thiocrete™は、その一例です。

持続可能性に向けた取り組み

安全の重要性を伝える
当社にとって過去最大の石油化学事業投資
であるシンガポールのシェル・イースタン・
ペトロケミカルズ・コンプレックス（SEPC）
は、2 0 0 9 年1 1 月までに連続無休業災害
3,800万時間を記録しました。このプロジェ
クトは、ブコム島に2つの新プラントを建設
するとともに既存の製油所の改修を行うもの
ですが、ピーク時には1万5,000人を超える
さまざまな国籍と文化を有する作業員が建設
作業に従事していました。同コンプレックス
はアジア太平洋地域に石油化学製品を供給
します。

SEPCでは、ポスターを使った多言語キャン
ペーンや、音楽とパントマイムと動作を織り交
ぜた観客参加型の劇をはじめ、創意工夫に富
んだ安全研修が行われました。作業員のほと
んどが家族から遠く離れて働く出稼ぎ労働者
であるため、無事に故郷に帰るというテーマ
は、安全に働くことに対する各自の責任意識
を高めるのに役立ちました。また、現場での
経験や受講を通して安全アドバイザーを養成
するプログラムも立ち上げました。

当社のジーロング製油所は、干ばつに苦
しむオーストラリアのビクトリア州に
立地し、同州の輸送用燃料の半分を供給
しています。数年間にわたり雨が降らず、
当社の製油所にとっても現地水道局
Barwon Waterにとっても水の供給が大きな
問題となっています。

アラスカの地域住民との協力
アラスカ沖の広大な石油・ガス資源の開発
は、各地域コミュニティとアラスカ州と米国
に経済・エネルギー両面において確実に利益
をもたらします。しかし、ボーフォート海と
チュクチ海における炭化水素資源開発につい
ては、技術、環境、社会いずれの面におい
ても、解決すべき大きな問題があります。
地域コミュニティと定期的に会合を開いて交流
を図ることによって、住民の懸念やニーズに
対する当社の理解が深まるとともに、当社の
活動がどのような利益をもたらすことができ
るか理解してもらう機会を設けています。

水をつくる

当社は、先住民が何千年もかけて築き上げて
きた現地の自然環境に関する知識から学び、
その知恵を生かしています。一方で、最先端
技術を活用して、海洋哺乳類の動きを監視
するために開発された低騒音・低燃費の無人
飛行機の試験があります。
2010年にアラスカ沖で実施する石油・ガス
試掘について、当社の修正計画が米国鉱物資
源管理局（MMS）に承認され、米国環境保
護庁（EPA）から試掘の実施に必要な大気質
許可（AQP: air quality permit）が与えられ
ました。

当社とBarwon Waterは、新たな水処理
プラントを建設して、製油所で石油精製に
使用する水を上水から同プラントで処理
された再生水に切り替えるという解決策を
打ち出しました。製油所の排水や近隣地域
の下水はこの施設で再生処理された後、
製油所で使用する産業用水として、また、
近隣地域の競技場等で使用する灌漑用水
として活用されることになります。これに
より、現在、石油精製に使われている年間
20億リットルの水を飲用水として転用し、
地域の実際に飲用に使用できる水が5%増え
ます。これは、1万世帯分に相当します。
水処理プラントは2012年に稼働開始予定
です。プラントは当社製油所近くに立地
し、Barwon Waterが建設、所有、運営し
ます。建設費用9,000万豪ドルの半分を
当社が負担し、残額は政府とBarwon Water
が負担します。

当社のパフォーマンス
温室効果ガス排出量 [A]

フレアリング―上流部門
実績
目標

二酸化炭素換算（単位：100万トン）
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エネルギー消費原単位―上流部門（オイルサンド以外）
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The baseline and target moves again in 2009 now that
2009年に当社施設から直接排出された温室効果
the French reﬁnery impact has been completely removed
(1 quarter of data was included in 2008 number)
ガスは前年に比べて11％減少しました。操業
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全体としてフレアリングは2001年に比べて70%
以上削減されました。削減分の過半は連続フレ
アリングの停止に向けたプログラムの成果で、
残りはナイジェリアにおける生産減が主な要因
です。

2009年は、上流部門のエネルギー効率が改善
しました。当社はエネルギー使用の効率性向上
に取り組んでいますが、老朽化の進んだガス・
油田や掘削が困難な個所からの採掘に多くの
エネルギーを要したため、効率化の効果は部分的
に相殺されました。

エネルギー消費原単位―オイルサンド

エネルギー消費原単位―製油所

エネルギー消費原単位―化学プラント

生産量（単位：ギガジュール／トン）

エネルギー消費原単位指数（EIITM）

化学品工場エネルギー指数（CEI）
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の効率化、製油所及び化学プラントの稼働低下
に加え、ナイジェリアで一部生産施設が操業停止
に追い込まれたことが減少要因となりました。
[A] 事業ポートフォリオの変更反映後の目標および基準。
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カナダのオイルサンド事業におけるエネルギー
効率は2008年と変わらず横ばいでした。操業
面におけるエネルギー効率は改善したものの、
採掘されたオイルサンドを精製プラントに運ぶ
トラックの走行距離が伸びてディーゼル消費が
増えた結果、その効果は相殺されました。

2 0 0 9 年は製油所におけるエネルギー効率が
低下しました。景気後退で当社製品に対する
需要が減少したことで、精製所の稼働率が大
きく落ち込み、その分、効率性が低下しました。

2009年は、化学プラントにおけるエネルギー
効率が年間通して改善しました。当社製品に対
する需要が回復し始め、年末に向けてプラント
の稼働率が改善しました。

流出量

流出量

死傷率（全労働災害度数率）

体積（単位：千トン）

ナイジェリア破壊工作

体積（単位：千トン）
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2 0 0 9 年は、ナイジェリアにおける破壊工作
や窃盗に起因する油流出が大幅に増えました。
流出量のほとんどは、2 件の大規模流出事故
によるものでした。オディディ油田では窃盗
を原因とする事故で約1万500トンが流出し、
トランス・エスクラボス油田では破壊工作によ
って約2,500トンが流出しました。
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2009年における操業中の油流出量は過去最低
を記録しました。2008年の推定流出量につい
ては、2009年に終了したいくつかの事故調査
の結果を踏まえて再計算しました。うち1件は
2008年11月の事故に関するものです。同事故
による油流出量は6,000トンでした。
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2009年における死傷率は対前年比22％減少し、
過去最低を記録しました。2000年の水準から
55％以上低下したことになります。当社は、
重大事故や死亡事故を防ぐためにすべての従業
員と請負業者が知っていなければならないこと
や、やらなければならないことについて周知徹
底を図るため、12カ条のライフ・セービング・
ルールを定めました。

下記URLよりダウンロードいただけます。 本冊子は、「シェル・サステイナビリティ・レポート2009」の要約版です。内容に矛盾がある場合、
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「シェル・サステイナビリティ・レポート 2009」が優先されます。また、投資に関する決定をされる
場合は、必ず事前に、ロイヤル・ダッチ・シェルplcの2009年度（2009年1月1日～12月31日）の
年次報告書（2009 Annual Report）ならびに米証券取引委員会（SEC）提出の財務報告書（Form 20-F）
で当社への投資に伴うリスクをご確認の上、ご判断ください。

