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CEOからのご挨拶 

世界経済が依然として厳しい状況にある中、当社は 
引き続き経済的、環境的、社会的に責任ある事業 
運営に取り組み、将来に向けた投資を行っており
ます。

世界のエネルギー需要は伸び続けており、より過 
酷な環境下にある、または生産が困難なエネルギー 
資源の開発が求められています。当社は、いかな 
る場所で操業するときも、当社の従業員やコント 
ラクター、そして近隣住民を含むすべての人々の 
安全を確保するため絶えず努力を続けています。 
世界各地の過酷な環境下における作業には、ほか 
にはない物理的・技術的困難が伴うことを認識し、 
過去の経験から学び、操業の安全性と信頼性のさら 
なる向上に努めてまいります。

持続可能な発展は当社事業戦略の根幹です。地域コ 
ミュニティ、政府、非政府組織（NGO）をはじめと 
する各関係者との協力は、当社が安全で責任ある 
操業を行う助けとなります。厳しい手順を踏むこ 
とで操業による自然環境破壊を防ぎ、近隣地域コ 
ミュニティとの信頼関係を構築してまいります。

持続可能な将来を実現するためには、より環境に 
優しいエネルギーとエネルギー利用のさらなる効率 
性向上が必要です。都市部への人口集中が進み、 
世界人口が増え、生活水準が高まることに伴う将来 
のエネルギー需要を満たすためには、あらゆる種 
類のエネルギーを動員する必要があります。風力 
や太陽光などの再生可能エネルギーは今後も成長 
が続く一方、2050年時点においてもなお、エネル 
ギー需要の約3分の2は化石燃料が賄うものと予想
されます。

より環境に優しいエネルギーをより多く提供すると 
いう目標に対し、当社は先進的技術と革新的なアプ 
ローチを以て取り組んでいます。燃焼時の大気汚染 
の少ない天然ガスについては、生産量が石油にほぼ 
匹敵するレベルになりました。また、低炭素バイオ 
燃料の生産や二酸化炭素回収・貯蔵技術の開発に取 
り組むとともに、エネルギー効率向上のための施策 
を導入しています。

エネルギー、水、食料という相互に関連し合う必
需品に対する需要増加が世界にもたらす緊張の高
まりについても、より正確な理解が形成されるよ
う取り組んでいます。ほとんどのエネルギー生産
は水を必要とし、水の供給・処理のためにはエネ
ルギーを使わなければならず、食料生産にはエネ
ルギーと水が必要です。こうした緊張は気候変動
によってさらに高まると予想されます。当社は
2013年初頭に発表した新たな将来シナリオでは、
急激な都市化とそれに伴うエネルギー、水、食料
資源の逼迫を特徴とした、不安定な変動期におけ
る課題が焦点になっています。

最高経営責任者
ピーター・ヴォーサー

「CEOからのご挨拶」の全文は「シェル・サステイナビリティ・ 

レポート2012」（英文）に掲載しています。

「シェル・サステイナビリティ・サマリー
2012」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2012」（英文）
の要約版です。
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当社の取り組み

持続可能な発展と当社の事業 

高まるエネルギー需要を経済的、環境的、社会的に責任ある形で満�
たす手助けをすることが当社の目的です。これは、操業時の安全を�
確保し、自然環境への影響を最小限に抑え、近隣地域コミュニティ�
との信頼関係を構築することを意味します。

世界人口が増え、エネルギー需要が高まる中、当社には大きく変動
する経済情勢下で顧客やパートナー企業のニーズを満たすことが求
められています。エネルギー資源へのアクセスに対する競争は激し
くなる一方で、環境や社会に対する配慮を求める要請は強まってい
ます。当社の、持続可能な発展に向けた取り組みは、責任ある操業
を支える基盤となっています。

新規プロジェクトの開発や設備運営を行う際には、短期的利益と長
期的利益のバランスが必要です。当社では、計画の初期段階から、
経済的、環境的、社会的な影響を総合的に考慮した意思決定を行っ 
ています。これは事業を成功に導く上で極めて重要なアプローチです。 
このアプローチが、滞りなくプロジェクトの開発を進めながら、当社 
の操業が現地の自然環境や地域社会に与える影響を最小限にとどめ
ることに寄与しています。

操業場所の近隣コミュニティと緊密に協力することで、当社の事業 
活動がもたらす利益を適切に配分し、自然環境への影響を軽減する 
ことができます。近隣コミュニティの要望や懸念を理解し、それら 
に適切に対応することによって、プロジェクトの初期段階から雇用 
やビジネス機会を創出し、結果として地域経済の発展に寄与でき 
ます。これはプロジェクトの遅れを回避することにもつながるため、 
商業的にも理にかなっています。当社は、地域コミュニティの会合 
の場で、あるいは自宅に伺って、地域住民との交流を深めながら、 
いかにして彼らの生活様式を守ることができるのかを学びます。 
同時に、周辺地域の野生生物や生物多様性が地域住民の生活の糧と 
なっている可能性にも考慮し、これらの保護のあり方についても理 
解を深める努力をしています。

当社は、高まるエネルギー需要を満たす手助けをするため、引き続き、 
石油・ガスプロジェクトの開発に取り組んでいきます。先進的技術
を駆使し、採掘困難な資源にアクセスする創造的な方法を見いだす
ことで、より過酷な環境下での資源開発に進出しています。



安全性の確保は責任あるエネルギー供給の必須要
件です。

当社は、当社の従業員やコントラクター、近隣住 
民を巻きこむ死傷事故、あるいは当社の設備や自 
然環境を危険にさらす流出等の事故をゼロにする 
ことを目指しています。2012年も負傷率は過去最 
低レベルとなりましたが、負傷や事故が起こった 
際には、それがいかに軽微なものであっても、油断 
は許されないのだと再認識させられます。

当社は厳正な手続きを徹底させ、従業員の日常に 
安全重視の文化を深く根付かせることによって、 
安全性の確保を図っています。当社が単独もしく 
は合弁で行う事業に従事するすべての従業員と作 
業員は、当社の安全規則を守るとともに、危険な 
状況がある場合は適切に対処し、近隣住民と環境 
への配慮に努めなければなりません。当社では、 
世界中のいかなる事業活動を行う場合でも順守し 
なくてはならない「健康、安全、セキュリティ、 
環境、および社会貢献活動に関する基準」を設け、 
事故防止のために必要な運営管理方法や物理的な 
防御策を規定しています。 

「ライフ・セービング・ルール」や毎年設けられ
ている「セーフティ・デー」は、社員個々のリス
クに対する認識を高め、各自が安全性に責任を持
つ文化を育成しています。

安全性 当社の設備が適切に設計・運営・維持され、人々
や自然環境に被害を及ぼすことなく安全に操業で
きるよう、当社では厳格なプロセス安全管理を徹
底しています。当社が運営するあらゆる事業に適
用されるグローバル安全基準は、操業地域の規制
要件を満たすのみならず、多くの場合はこうした
要件を超える内容になっています。

当社は、潜在的事故に対し、2つの側面から取り組
んでいます。まず、事故につながる恐れのあるリ
スクの特定と評価を行い、そのリスクを軽減また
は解消すべく必要な措置を講じています。その一
方で、事故が起きてしまった場合でも即座に対処
できるよう、万端の準備を整えています。

当社のスタッフは、原油流出や火災などの事故が
発生した場合の緊急対応策を定め、訓練を積ん 
でいます。こうした取り組みを絶えず改善するため、 
現地の緊急隊員や政府組織との緊密な協力の下、
緊急対応計画や手続きを定期的に点検しています。 
万が一事故が発生した場合でも人々や自然環境へ 
の影響を最小限にとどめるため、複数の復旧対策 
を整備しています。
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á プラウブコムの製造現場でセーフティ・デーの訓練に参加するコントラクター（シンガポール）



当社は、地域コミュニティとの緊密な協力による
信頼構築を目指しています。

当社のプロジェクトや設備は、世界中の数々の地
域コミュニティの一部です。当社は各操業地域の
コミュニティにプラスの効果をもたらすことを目
指しています。操業を通じて雇用を生み出し、地
域経済の構築もしくは活性化に資するビジネス機
会を提供するとともに、地域の発展を支援してい
ます。また、近隣居住者に影響を及ぼす可能性の
ある意思決定を行う際は、彼らの見解も取り入れ
るようにしています。これは信頼構築のための責
任ある進め方であると同時に、商業的な利益にも
かなうものです。地域コミュニティの支援がない
まま進めると、プロジェクトの遅れや設備上の問
題が発生する恐れがあるからです。

当社では、当社の操業が影響を及ぼす可能性のあ 
る地域コミュニティとの協力について、全世界的 
に適用される運営基準および順守事項を定めてい 
ます。当社の大型プロジェクトや大規模設備はす 
べて、社会的な影響の最小化、地域コミュニティ 
への対応、及び利益共有のあり方を定めた社会貢献 
活動計画を策定することが義務付けられています。

地域コミュニティ 新規のプロジェクト開発や既存設備の改修を行う 
場合は、できる限り早い段階で地域コミュニティ 
と話し合い、期待や懸念を聞き取ります。プロジェ 
クトの開始から完了に至るまで一貫して、常に地
域コミュニティとの交流を図り、そのニーズや地
域発展の機会を見いだします。先住民の生活様式
や文化を守るべく協力し、彼らが継承してきた伝
統的知識を学ぶことで操業のあり方の向上につな
げています。こうした取り組みの一環として、地
域コミュニティの強制的な再定住を回避する方法
を示したガイドラインも設けています。

事業の利益を分かち合うという意味で、当社は、 
専門知識によって地域への持続的な貢献を行うこ 
とを目的に、地域社会プログラムに投資してい 
ます。こうした社会的投資は、現地企業の発展、 
道路安全、近隣地域コミュニティの安全かつ信頼 
性の高いエネルギー利用の確保という3つの世界 
共通の課題に重点を置いて実行しています。また、 
地域の発展、教育、生物多様性および自然保護と
いった分野では、各地域の状況に応じたプログラ
ムを実施しています。
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á 移動診療車による健康診断や医療の提供（イラク）



環境

á 国際湿地保全連合と連携して生態系マップを作成（ロシア北部）

当社は、事業活動が環境に及ぼす影響の軽減に取
り組んでいます。

事業活動が自然環境に及ぼす影響を軽減するには、 
綿密な計画を立てる必要があります。当社では、 
二酸化炭素排出量の管理、エネルギーや水の使用
抑制、流出事故の防止、石油生産時のガスのフレ
アリング（焼却処分）の削減、生物多様性保全な
どの重要分野における取り組みを進めています。

また、エネルギー効率の高い技術・プロセスの 
採用、操業時のフレアリング削減、二酸化炭素 
回収・貯蔵能力の開発に取り組んでいます。設備
の設計や運営については、厳格な管理と基準を徹
底し、流出事故の防止にも努めています。

タイトガスなど新たなエネルギー資源の開発には 
大量の水を要する場合があり、エネルギー業界 
にとって淡水の確保が大きな課題になりつつあり 
ます。水資源に乏しい地域での操業は、水の使用 

に関する規制の強化、水の調達コストの増加など、 
操業面でも採算面でも難しいものとなる可能性が 
あります。当社は、より適切な水資源の利用に向 
けた措置を講じております。当社設備に革新的な 
先端技術を導入することで、淡水資源使用量を減 
らし、水の再利用を進めています。

新規の大型プロジェクトや既存設備の拡張を計画 
する際は、環境影響評価を実施しています。その 
一環として、現地の生物多様性に与える潜在的な 
影響を考慮し、適切な措置を講じています。国際 
自然保護連合との連携し、生物多様性の豊かな地 
域において大規模操業をする際の行動計画をこれ 
までに8つ策定しました。現在、イラク、アイル 
ランド、カザフスタン、ナイジェリア、英国でも 
同様の計画を策定しています。

今後も引き続き、主要な環境団体との連携を通 
じて、環境面の課題に対する新たな解決策を見い
だし、プロジェクト開発のあり方の向上に努めて
まいります。
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気候変動

経済の動力源であるエネルギー。世界は今、エネ
ルギー使用に伴う二酸化炭素排出量を早急に削減
しながら、一方でエネルギー需要の増大に応えて
いく、という難しい課題に直面しています。

当社は、燃焼時の大気汚染が最も少ない化石燃料 
である天然ガスの生産拡大、二酸化炭素回収・貯蔵 
技術の開発、低炭素バイオ燃料の生産、当社の事業 
活動におけるエネルギー効率の向上という4つの分 
野でこの課題に取り組んでいます。

天然ガス
エネルギー起源の二酸化炭素排出量の3分の1超 
は発電によるもので、電力業界における温室効果 
ガス排出量削減が喫緊の課題となっています。 
天然ガスは、生産されてから発電用燃料として使用 
されるまでの間に排出する温室効果ガス排出量が 
石炭の約半分です。これは、様々な生産・加工・ 
輸送手段を使った場合にもあてはまります。当社 
は天然ガス生産量を増やしており、2012年には 
当社のエネルギー資源生産量のほぼ半分を占め 
ました。

二酸化炭素の回収・貯蔵
当社は、数々のプロジェクトへの支援を通じて、 
二酸化炭素回収・貯蔵技術の発展に努めています。 

二酸化炭素回収・貯蔵プロジェクトは現時点では 
実施企業に何ら収益をもたらしておらず、業界で
より幅広く導入されるためには、さらなる政府補
助と二酸化炭素排出権価格の上昇が必要です。 
当社は2012年に、カナダでオイルサンド操業から 
二酸化炭素を回収するクエスト・プロジェクトの 
建設に着手しました。2015年頃から年間100万トン 
を超える二酸化炭素を回収・貯蔵できるものと見 
込まれています。

バイオ燃料
世界中で化石燃料から排出される二酸化炭素の約 
17％は道路輸送によるものです。向こう20年間を 
考えた場合、低炭素バイオ燃料は、輸送用燃料から 
二酸化炭素排出量を削減する最も手っ取り早く 
現実的な方法の1つになると考えられます。当社は、 
合弁事業ライゼンを通じて低炭素バイオ燃料事業 
に乗り出し、ブラジルでサトウキビ由来のエタノール 
を生産しています。今後も引き続き、パートナー 
企業と協力して先進的なバイオ燃料の開発に取り 
組んでまいります。

エネルギー効率
当社は事業活動におけるエネルギー効率の向上を
図るため、数十億ドル規模の長期プログラムを、
石油・ガス生産プロジェクト、製油所、化学プラ
ントなどさまざまな事業拠点で実施しています。 
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á エネルギー効率が向上した当社パーニス製油所（オランダ、ロッテルダム）



天然ガス

将来世代のために地球環境を健全に保ち、同時に、経済発展を推進 
するために、より多くの、そしてより環境に優しいエネルギーが必 
要とされています。当社は、燃焼時の汚染物質排出が最も少ない化 
石燃料である天然ガスの生産を拡大しています。当社は、世界の天 
然ガス需要が2030年までに対2010年比で約60％増になると見込ん 
でおり、この需要を満たすべく数々の長期プロジェクトを開発して 
います。

現在の消費レベルで換算して約250年分の採取可能な天然ガス資源 
が存在しています。環境優位性、価格優位性に優れた化石燃料であ 
る天然ガスが経済発展の動力源となる可能性が大いに高まっています。 
当社が生産する天然ガスのほとんどは在来型のガス田で採取されます。 
当社の天然ガスプロジェクトは、世界各国に貴重なエネルギー資源
を提供するとともに、操業地域のコミュニティに多くの雇用を生み
出しています。

タイトガス
当社は、米国、カナダ、中国でタイトガスやシェールガスの生産プ 
ロジェクトを数々手掛けており、このほど、ウクライナでもタイト 
ガスの探鉱に乗り出しました。北米では、大量の天然ガスが採取可 
能になったことでガスや電力の価格が下がり、その結果、同地域の 
国際的な産業競争力が大きく高まりました。環境面でも好ましい効 
果をもたらしています。米国では、多くの発電所で発電用燃料が石 
炭から廉価なガスに切り替えられ、二酸化炭素排出量が減少しました。 
2012年には、当社が北米で展開している4つの大型プロジェクト 
を合わせ、石油換算で日量約23万バレルのタイトガスを生産しま 
した。

タイトガスは、人間の髪の約100分の1の細さしかない緻密な岩石孔
隙に閉じ込められた天然ガスです。タイトガスの採取は水圧破砕法 
またはフラッキングと呼ばれる技法を用いて行いますが、これは、 
大量の水（砂と少量の化学物質を加えたもの）を高圧で注入するこ
とで地中深くの岩石を破砕し、坑井内にガスを解放するものです。 
フラッキングは長十年にも亘り用いられてきた手法ですが、近年、 
その使用頻度が増したことから、一部の地域コミュニティでは、大気 
や水に対する影響、また地震を懸念する声が高まっています。

当社の事業活動



歳入の透明性
当社の事業は、税収やロイヤルティという形で世界各国の政府に歳入をもたらしています。こうした
資金は、その国の経済を支え、地域発展を促すために活用することが可能です。当社は、事業主体と
現地コミュニティとの間に確固たる信頼関係を構築するためには、こうした資金の支払いのあり方や
使途の透明性を高めることが重要であると信じています。

2012年に当社が全世界で支払った法人税は210億ドル、ロイヤルティは36億ドルでした。当社が販
売した燃料その他の製品にかかる消費税および売上税として851億ドルを各国政府に代わり徴収しま
した。

当社は、実証された先進的技術と手法を用いてフ 
ラッキングの安全性確保に努めるとともに、世界 
各地で陸上タイトオイルおよびタイトガス開発を 
行うにあたり順守すべき5つの作業原則を定めてい
ます。これらの原則は、安全性、環境保護対策、 
近隣地域コミュニティに向き合い彼らの懸念に対 
処すること、地域経済の発展に寄与することを主 
眼としています。当社は、各プロジェクトをそれ 
ぞれ個別のものと見なし、地質、周辺環境、近隣 
地域コミュニティなど様々な観点から、各地域の 
条件に最も適した最新技術と革新的手法を用いた 
事業活動を行っています。

液化天然ガス
当社は40年以上も前に、業界の草分けとして、天然 
ガスを埋蔵地から遠く離れた市場に輸送する手段と 
して液化天然ガス（LNG）事業に乗り出しました。 
天然ガスをマイナス162度まで冷却すると体積 
600分の1の液体になり、世界中に輸送できるよ 
うになります。LNGは仕向地で再びガス化され、 
顧客に届けられます。今日、当社は世界各地に供 
給設備を持つ世界有数のLNGサプライヤーです。 
北米には豊富な天然ガスが賦存しており、これを 
LNG化して需要国に輸出しようとする業界の動き 
が活発化しています。

当社は、陸地から遠く離れた沖合でより大量の天 
然ガスを生産することを目指し、画期的な方式を 
開発中です。現在、韓国で建設中の巨大な浮体式 
LNG設備は、生産・液化・貯蔵機能を兼ね備えて 
おり、陸上プラントの建設や海底パイプラインの 
敷設を必要としません。浮体式LNG設備によって、 

従来方式では費用が見合わない、または開発が 
困難だった海底ガス田の開発が可能になります。

LNGは数十年にわたりLNGタンカーの燃料として
利用されてきましたが、今日では環境に優しい燃
料として、その他の船舶や陸上輸送用にも利用さ
れはじめています。

当社は2012年、カナダのアルバータ州ジャンピ 
ング・パウンドに保有するプラント内で、陸上輸 
送用燃料としてのLNGを生産する小規模プラント 
の建設に着手しました。2013年初頭には、さらに 
2つの小規模LNG生産設備を、米国の五大湖地域と 
メキシコ湾岸地域に建設する計画を発表しました。 
また、将来的には、メキシコ湾の海上輸送用燃料 
としてLNGを供給する計画も有しています。

風力発電
風力は、現在そして将来の世界エネルギーミックス 
の重要な構成要素です。当社は10年以上前から風 
力発電に取り組んでおり、現在、北米と欧州合わ 
せて10カ所の風力発電プロジェクトに参画してい 
ます。これらのプロジェクトにおける風力発電量 
の当社取り分は507メガワットで、そのほとんどは、 
米国内の8つの風力発電プロジェクトが運営する合
計約720基の風力タービンによるものです。
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北極圏での資源開発はエネルギー会社に多くの難�
題を突き付けています。コストが高く作業環境も�
過酷です。この地域には手を出すべきでないと考�
える人々も少なくありません。シェルはなぜ、�
アラスカ沖で資源探査を行おうとしているのですか。
世界の人口が増え、人々の生活水準が上がり、 
経済成長のためにエネルギーが必要とされています。 
にもかかわらず、多くの地域で、容易に入手でき
るエネルギー資源が不足しています。増大する需
要を満たすためには、さまざまな方策を組み合わ
せる必要があり、従来型のエネルギーも再生可能
エネルギーも含めた、あらゆる種類のエネルギー
を開発していく必要があります。在来型石油・ 
ガス資源の減少を補うためには、新たにより困難
な地域での開発を進める必要があります。北極圏
諸国は、この地域における海上開発を認める意思
決定を行い、当社のような企業が責任を持って開
発に取り組むことを期待しています。

北極圏で石油を掘削するのはリスクが高すぎると
考える人々もいます。北極海域での操業に伴うリ
スクを業界が適切に管理できると自信を持って言
えますか。
はい、言えます。これまで何十年もの長きにわた 
りエネルギー業界が北極圏で安全に操業してきた 
ことを忘れてはなりません。業界がリスクを管理 
できることをこの事実が証明しています。効果的 

北極圏

なリスク管理とは、どのような問題が起こり得る 
かを分析し、その問題が起こる可能性を最小限に 
抑え、潜在的な被害を軽減することによって安全 
性の向上を図るものです。当社では、このアプロ
ーチを管理体制に組み入れ、継続的に安全性向上
に取り組んでいます。坑井作業を安全に進める 
には、優れた人材、厳重な安全作業手順、そして 
あらゆる設備について厳密な設計・建設・維持管
理基準が必要です。当社の最優先事項は安全です。 
当社の海洋掘削の手法そのものが、海洋汚染につ
ながる恐れのある事故を防止することを基にして
います。つまり、安全性と自然環境保全に重点を
置き、明確な責任意識を持って、最高水準の安全
基準で操業するということです。

今後アラスカ沖でどのような資源探査を行ってい
く計画ですか。
当社のアラスカ沖資源探査計画は複数年度にまた
がるプログラムです。2013年2月に当社は、同年
夏のアラスカ沖での掘削は行わないという決断を
下しました。この決定によって、設備や人材の準
備を入念に行う時間の余裕ができました。今後の
計画については現在精査しているところですが、
米国の沿岸警備隊および内務省と引き続き緊密に
連携してまいります。通常の事業準備作業の一環
として、当社は2012年に実施した項目の内部検証
を行いました。経験から学び、その教訓を踏まえ
て今後の計画を改善するためです。米国の規制当
局と緊密に協力しながら、当社が世界各地のプロ
ジェクトで適用している高い基準を満たし、関係
者すべての信頼を得られるような、アラスカ沖資
源探査プログラムを構築するべく引き続き取り組
んでまいります。

本インタビューにおける一問一答の全文は「シェル・サステイ

ナビリティ・レポート2012」（英文）に掲載しています。
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インタビュー

マーヴィン・ 
オダム（米州上流 
事業部門ディレク 
ター）との一問一答



当社は深海におけるエネルギー資源開発の草分け
的存在です。今日の深海資源開発現場で使われて
いる先進的技術、作業工程、安全手順の多くは、
当社が開発したものです。

2012年に世界中の深海から採掘された資源のうち、 
当社持分は石油換算で日量33万バレルでした。 
マレーシア、米国、ブラジル、ナイジェリア、 
仏領ギアナの沖合で、当社は引き続き、より深く、 
より困難な環境下での資源開発に取り組んでい 
ます。こうした資源開発の際には、自然環境への
影響を軽減し、操業現場に近い沿岸コミュニティ
との信頼関係を構築するなど、責任ある方法で 
行っています。

石油・ガス資源開発大手9社が共同で手掛ける  
「海底井対策プロジェクト」は、最大水深3,000
メートルで使用できる統合的なキャッピングシス
テムを設計・建設しました。同プロジェクトは、 
2010年にメキシコ湾で起きたBPのディープウォー
ター・ホライズン事故を受け、事故発生時に不可
欠な装置を世界中どこでも使用可能とする態勢を
整えるために立ち上げられたもので、当社がオペ
レータを務めています。掘削の安全性向上を図ると
ともに、重大な事故が発生した場合の環境への影
響を最小限にとどめることを目的としています。

深海 オイルサンド 

カナダのオイルサンドは今後何十年もの間、重要 
なエネルギー供給源となる可能性を秘めており、 
その開発は責任ある方法で行われなければなりま 
せん。エネルギーミックスの構成要素として受け 
入れられるためには、自然環境への影響の軽減に 
向けた継続的な取り組みが必要です。当社は、同業 
他社とともに、二酸化炭素排出量の管理や水・ 
土地管理のあり方の改善に取り組んでいます。

2012年に当社は、オイルサンド開発における初 
の二酸化炭素回収・貯蔵の試みとなるクエスト・
プロジェクトの実施を決定しました。2015年頃 
から、スコットフォード製油所の改質プラントか 
ら排出される年100万トン超の二酸化炭素が回収 
され、地中深くに封じ込められることになります。

当社は、アルバータ州政府の要請に基づき、オイ
ルサンド採掘に使用した土地を埋め立て、採掘前
と同等の状態に再生することを目指しています。
以前と全く同じ風景を再現することは不可能です
が、その土地の動植物の生息に適した状態には戻
せるものと考えています。今後も引き続き、現地
の先住民コミュニティと協力し、オイルサンド開
発が伝統的な土地利用や文化に与える影響の軽減
に努めてまいります。

á マースBプロジェクトで新たに建設された 
プラットフォームの船体

á スコットフォード製油所（カナダ、アルバータ州）
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今年は1つの話題に的を絞りたいと思います。 
ニジェール・デルタ地域で多発する原油の窃盗お 
よび違法精製という深刻な問題です。2009年に 
国連は、ニジェール・デルタ地域のパイプライン
から1日当たり約15万バレルの原油が盗まれてい
るという推計を示しました。これに対し、2012
年にナイジェリア政府は、国連推計よりもはるか
に大量の原油が日々盗まれているとの見解を示し 
ました。こうした犯罪行為により、ナイジェリア 
政府は毎年何十億ドルもの歳入を失っているのです。

実際に盗まれた原油の量を正確に把握するのは不
可能かもしれませんが、資金力があり高度に組織
化された犯罪集団が極めて大規模な犯行を繰り広 
げていることは間違いありません。こうした集団は、 
船積みや輸送など、原油輸出のために必要なサプ
ライチェーンを持ち、正規の業界に匹敵するよう
な存在となっていると思われます。盗まれた原油
のほとんどは海上輸送タンカーに積み込まれ、西
アフリカ諸国、欧州、あるいはさらに遠くの場所
にある製油所に輸送されます。ナイジェリア国内
外に広がる犯罪者が、自らの利益を守るために影
響力や賄賂のみならず暴力をも使ってこの巨額ビ
ジネスを陰で操っているのです。

国内販売用に質の低い燃料を生産する小規模な簡
易製油施設の存在も問題となっています。こうし
た原始的な施設では、重質原油は扱えないため廃
棄され、その結果、周辺のマングローブや河畔地
域の環境が破壊されるのです。

ナイジェリア

原油がひとたび当社施設から運び出されてしまえば、 
そのうちどの程度が自然環境に流出したか正確に 
把握することも不可能です。しかし、2012年には、 
合わせて2万6000バレルの原油が当社の保有する
パイプラインその他の設備の周辺に漏れ出たと推
定されます。うち約95％は破壊工作や窃盗による
ものです。

こうした脅威を食い止め、流れを変えるためには、 
ナイジェリア国内で国と地方が協力するのみならず、 
国境を越えて地域・世界レベルでも連携し、一致 
団結した行動を取ることが必要です。ナイジェリア 
政府および同国治安部隊、他国政府その他の組
織によるさらなる支援が緊急に必要とされてい
ます。

犯罪にかかわっている者が犯罪から手を切っても 
暮らしていけるよう、ニジェール・デルタ地域の 
経済発展促進に一層力を入れていかなければなり 
ません。さらに、ナイジェリア政府は電力部門へ 
の投資を促し、電力の安定供給を図ることによって、 
現地で販売されている違法精製ディーゼル燃料へ
の需要を減少させなければなりません。

当社は、ナイジェリア政府、国連をはじめとする
国際組織、市民社会、メディアの問題意識を喚起
するために多大な努力を行ってきました。原油の
窃盗とその背後にある問題に取り組むことは、 
業界、政府、環境、そして何よりもニジェール・
デルタ地域に住む人々の利益となります。持続可
能な解決策を見いだすため、今後も引き続き議論
の先頭に立っていく所存です。

本書間の全文は「シェル・サステイナビリティ・レポート

2012」（英文）に掲載しています。
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公開書簡

ムティウ・サンモヌ 
（シェルグループ 
ナイジェリア代表） 
からの公開書簡



自動車は人々の日々の暮らしに役立ち、トラック 
や船舶や航空機は経済発展に寄与します。しかし、 
道路を走る自動車の数が増え、世界貿易が拡大す
るにつれ、輸送部門が自然環境に及ぼす影響を軽
減する方法を見いだすことがますます重要になっ
ています。当社は、世界規模で増え続ける人やモ
ノの陸上・海上・航空輸送を支えるため、よりエ
ネルギー効率に優れた燃料や潤滑油の開発に取り
組んでいます。

当社は日々、何百万人ものドライバーに燃料を供 
給しています。当社製品の中で最も高いエネルギー 
効率を誇るShell FuelSaveブランドのガソリンと 
ディーゼル燃料は、エンジン内の燃焼効率を高め、 
エネルギーロスを低減することで燃料を節約します。

2012年には、どうすれば燃料を節約し、燃料費を 
削減できるのかを新たに100万人の方々に学んでい 
ただくことを目指し、Shell FuelSave Target One  
Millionと題したプログラムを世界的に立ち上げま 
した。このプログラムは、消費者の皆さまが、 
簡単なオンラインゲームを通じて、より効果的に
ギアを使う、車の推進力を一定に保つ、適切な潤
滑油でエンジンを守るなどの燃料節約技術を学ん
でいただける内容となっています。

当社は、自動車やトラックのエンジン効率を向上 
させ燃料節約につながる先進的な潤滑油の開発を 
行っています。より高性能の潤滑油の開発のために、 
200人を超える科学者・技術者を抱え、多額の研 
究開発費を投じています。また、主要エンジンメ 
ーカーなど、パートナー企業との連携も進めてい 
ます。例えば、Shell Helixブランドの潤滑油は、 
フェラーリとの技術提携によって開発されました。 
Shell Rimulaブランドの大型車両用エンジンオイル 
には、トラックやバスなどのエンジンを保護しな 
がら燃費効率を改善する効果のある製品も含まれ 
ています。

シェル・エコマラソンは、世界中の学生チームが 
画期的な超低燃費車の設計・製造・走行に挑戦す 
るイベントです。毎年、アメリカ、欧州、アジア 
で開催され、最も少ない燃料で最も長い距離を走 
行したチームが優勝します。このイベントは、 
エネルギーと道路輸送の未来についての議論のきっ 
かけとなり、また燃料効率の限界突破に向けて若
い技術者を奮い立たせています。

á シェル・エコマラソンで低燃料長距離走行を競う学生たち（マレーシア）

燃料およびその他の製品
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当社は、低炭素バイオ燃料の生産、世界各地での 
バイオ燃料の販売、将来に向けたより高度なバイ 
オ燃料の開発に取り組んでいます。現在、バイオ 
燃料が世界の輸送燃料に占める割合は3％ですが、 
2050年までに10％を超える可能性があると当社
は見込んでいます。 

当社は世界有数のバイオ燃料販売会社です。2012 
年には、ガソリンやディーゼル燃料と混合する 
ため、約77億リットルのバイオ燃料を世界各地で 
使用しました。合弁事業ライゼン（当社持分比率 
50％）は、低炭素バイオ燃料であるサトウキビ由 
来のエタノールをブラジルで生産しています。 
サトウキビ栽培からエタノール燃料として使用さ 
れるまでの過程を考えると、二酸化炭素排出量は 
石油に比べて約70％削減されることになります。 
ライゼンは、年間約22億リットルの生産能力を 
持ち、世界最大のエタノール生産会社の1つです。 

バイオ燃料の環境面での利点はまちまちです。 
ライフサイクルを通じた二酸化炭素排出量は、使用 
原料や生産・販売方法によって大きく異なり、その 
ほかにも土地利用の競合、生物多様性や地域コミュ 
ニティへの影響、水資源の使用など、さまざまな
課題があります。

バイオ燃料 生産プロセスをより効率的で持続可能なものとする 
ため、ライゼンはたゆまぬ努力を続けています。 
サトウキビ粉砕やエタノール蒸留の際に出る副産 
物を天然肥料として再利用するほか、サトウキビ 
の搾りかすを燃料として発電した電力を使って工 
場を動かし、余剰電力は国の送電網に供給してい 
ます。また、同じ土地面積でより多くのサトウキ 
ビが生産できるよう、収穫量向上に向けた取り組 
みも続けています。

サトウキビ由来のバイオ燃料の持続可能な生産に 
向け、Bonsucroという組織が世界初の認証基準を 
策定しました。ライゼンは、2011年に世界初の 
Bonsucro認証取得企業となりました。2012年末ま 
でにライゼンが運営する工場のうち7工場が認証を 
取得しています。すなわち、現時点では、同社が 
生産するエタノールの23％がBonsucroの基準に 
沿って生産されていることになります。

ブラジル政府は、土地の有効活用を推進するとと
もに、サトウキビ栽培によって他の作物が生物多
様性豊かな土地に押しやられることがないよう対
策を講じており、ライゼンはこうした政府の取り
組みを支持しています。また、土地に対する先住
民の権利を保護するための政府の取り組みについ
ても支援しています。
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á ライゼンはブラジルでサトウキビ由来の低炭素バイオ燃料を生産



当社のパフォーマンス

当社は2012年も引き続き、経済・環境・社会面 
における配慮のバランスを取りながら、責任ある
事業運営に努めてまいりました。今後数十年にわ
たってエネルギー資源を供給するプロジェクトに
積極的な投資を続け、安全操業の記録更新にも取
り組みました。また、当社が自然環境に及ぼす影
響の軽減、近隣地域コミュニティの要望や懸念へ

の透明性ある対応、地域経済のための雇用やビジ
ネス機会の創出といった取り組みも継続して行っ
ています。さらなる詳細については「シェル・ 
サステイナビリティ・レポート2012」（英文） 
をご覧ください。
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22
億ドル   
過去5年間における代替エネルギー、�
二酸化炭素回収・貯蔵、その他の�
二酸化炭素関連技術への研究開発投資

460
億ドル   
営業活動による�
キャッシュフロー

300
��億ドル   
純設備投資

13
億ドル    
研究開発投資

50%
当社生産量に占める
天然ガスの割合

2020
万トン   
LNG販売量の�
当社持分

2%
世界の石油生産�
に占める当社シェア

87,000人 
従業員数（年間平均）

140
��億ドル   
低所得国での支出

70+カ国
当社の事業展開先

330
万バレル   
1日当たりの生産量の�
当社持分（石油換算）

44隻 
当社運営のLNG船�
（世界最大級のLNG船団）

270
億ドル    
収益

77
億リットル   
バイオ燃料供給量

3%
世界のガス生産�
に占める当社シェア

8.4%
世界のLNG販売�
に占める当社シェア

本冊子「シェル・サステイナビリティ・サマリー2012」は「シェル・サステイ
ナビリティ・レポート2012」（英文）の要約版です。さらなる詳細については
「シェル・サステイナビリティ・レポート2012」をご参照ください。内容に矛
盾がある場合、「シェル・サステイナビリティ・レポート2012」が優先されます。
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