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「シェル・サステイナビリティ・サマリー 
2011」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2011」（英文）の 
要約版です。

CEOからのご挨拶 

経済の混乱が続いた2011年は、持続可能な発展 
を根幹に据えて事業決定を行うという当社方針
の正しさを改めて実証する1年となりました。
持続可能な発展を念頭に置いて事業決定を下 
すということは、大規模エネルギープロジェクト 
の計画、建設、操業の各段階で、安全性、環境、 
近隣地域コミュニティへの配慮を中心に据える
ということです。当社が提供するエネルギーは、 
正しい方法で生産され、届けられなければな
りません。

厳しい経済情勢が続き、一部の諸国では大きな
社会変革が起こりつつありますが、国際社会は
長期的な課題を見失ってはなりません。

世界の人口は現在70億人を数え、2050年には
90億人に達すると予想されています。今後数
十年、主要国はさらなる成長のためにエネル 
ギーを消費し続ける一方、途上国では多くの人
々が余裕のある生活を送れるようになり、生ま
れて初めてテレビや冷蔵庫や車を買うようにな
るでしょう。つまり、世界のエネルギー需要は
ますます増大するということです。

その需要の大部分は引き続き化石燃料によって
賄われ、とりわけ、燃焼時の大気汚染の少ない
天然ガスがこれまで以上に重要な役割を果たす
ことになるでしょう。輸送用低炭素バイオ燃料 
などの再生可能エネルギーの利用も着実に増 
えることでしょう。

持続可能なエネルギーシステムを構築するため
には、さらなるリーダーシップの下で連携を

深め、実行可能な政策と解決策を生み出す必要 
があります。ビジョンと行動が必要とされてい
るのです。官民や業界の垣根を越えた国際協力
が求められており、当社のような大企業はその
後押しをすることができます。

環境に優しく信頼性の高いエネルギーを妥当
な価格で責任ある方法によって提供すること 
こそ、世界の安定と各国の繁栄のために当社が 
今日なし得る最大の貢献であると信じています。
この責務を果たすために、当社は地域コミュニ 
ティ、他社、政府、顧客、非政府組織（NGO）
の皆さまと協力してまいります。

操業時の安全性確保は引き続き当社の最優先 
事項であり、厳格な安全基準を設けております。
作業が計画通りに進まない場合は、迅速かつ 
果断に対処するとともに、あらゆる問題を調べて 
今後の教訓とし、改善につなげてまいります。

持続可能性は、社会や生態系の回復力（変化に対
する対処能力）をいかに事業計画や操業方法に組
み入れられるかにかかっています。積極的な社会
貢献を続けられるよう、将来の課題に立ち向かう
能力を常に維持していかなければなりません。

最高経営責任者
ピーター・ヴォーサー
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当社の取り組み 

持続可能な発展と当社の事業

社会の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。

当社はこれまでの経験を通じて、操業地域の近隣 
コミュニティとの協力こそが、当社が手掛ける 
プロジェクトからより大きな恩恵を引き出し、
分かち合うことにつながると学びました。これ
はまた、ビジネスを成功させる上で理にかなっ
ています。計画の早い段階から近隣住民の意見
を組み入れることによって、プロジェクトをより 
効果的に計画・実施し、遅れを回避することが
できます。早い段階から地域コミュニティを巻
き込むことで、地域の生活や事業に支障を来す
事態を防ぎ、周辺地域の野生生物や生物多様性
に与える影響を軽減することができるのです。

当社は、地域コミュニティのみならず、政府や
環境専門家やNGOとも協力して、より適切な
プロジェクトの計画・実施に努めています。例
えば、近隣コミュニティや野生生物への影響を

最小限にとどめるためにパイプラインのルート
や地震探査のタイミングを変更した事例は、早
い段階で近隣住民を巻き込むことによっていか
にプロジェクトの進め方が改善されるかを示 
すものです。

新規プロジェクトの立ち上げや既存設備の拡張
にあたっては、定められたプロセスに沿って、
地元住民や自然環境に及ぼし得る影響を見極
め、対処します。さらに、プロジェクト続行
の可否を判断する重要な意思決定のポイントが
複数設けられており、その各ポイントで事業性
や技術に関する検討に加え、規制面、環境面、 
社会面での影響を評価しています。

プロジェクトがもたらすリスクと機会を見極め、
適切に管理するため、当社は、自然環境や社会、
人々の健康に及ぼす影響の評価を実施してい 
ます。こうした評価に基づく提言は、プロジェ
クトの全期間にわたって十分に考慮され、取り入 
れられます。また、投資決定を行う際は、その
プロジェクトによる潜在的な二酸化炭素排出 
コストも考慮します。
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 従業員とその幸せは責任あるエネルギー供給のための重要な要素.



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。

当社にとって安全性確保は最優先事項であり、 
事業運営の中核を成す価値観です。当社の従業
員やコントラクター、近隣住民を巻き込む死傷
事故や当社の設備を危険にさらす事故をゼロにす
ることを目指し、当社のプロジェクトにかかわる
人々（15ページ参照）や設備の安全性向上のため
の取り組みを続けております。しかし、2011年 
には、常に警戒を怠らずに操業の安全性確保に
努める必要があることを再認識させられるいくつ 
かの出来事がありました。

当社は、厳正な手続きを徹底させ、日常の中に
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 。 ま た 、 当 社 

安全性

事故防止と事故対応 
事故防止とリスク管理は、当社の事業運営にとっても、当社操業地域の近隣住民の安全を確保
するためにも、極めて重要な要素です。事故が発生した場合、被害は当社の従業員やコントラ
クターのみならず、近隣居住者や環境にも及ぶ可能性があります。当社はこうした事故を想定
し、2つの側面から取り組みを進めています。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、 
事故が起こっ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おり、人々や自然環境 
に及ぼす影響を最小限にとどめるための複数の復旧対策が整備されています。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。 
また、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、 
当社の緊急対応計画・手続きを定期的に点検しています。

では、いかなる事業活動を行う場合においても
順守しなければならない健康、安全、セキュ
リティ、環境、社会貢献活動に関する基準を設 
けております。

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。当社はまた、契約先企業や当社の 
管理下にない合弁事業に対しても、現場に安全
重視の文化を根付かせるよう働き掛けています。

当社は12項目から成る「ライフ・セービング・
ルール」を2009年に導入し、以来、安全面にお 
けるパフォーマンスは大幅に向上しています。この 
ルールは、高所作業における安全性の確保、過剰
速度での運転の禁止など、日常的な事業活動で最
もリスクの高い部分に焦点を当てたものです。
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 北海の設備での避難訓練（英国）



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。

当社の操業は、近隣地域コミュニティに雇用を
もたらすだけでなく、サプライチェーンを通じ
て地域経済の発展を促す可能性も有しています。
その一方で、当社は、自身の操業が懸念を生じ
させる存在となり得ることも承知しています。 
当社は近隣住民と協力してこうした懸念に対処
し、当社の事業活動がもたらす利益の共有を図
っています。

当社の大型プロジェクトや大規模施設はすべて、
社会的影響の評価および最小化のための計画を 
策定することが義務付けられています。新規 
プロジェクト開発や既存施設の拡張を行う場合
は、地域コミュニティと緊密に協力しながら、
双方に利益をもたらす方法を模索し、近隣住民
のニーズと期待に沿う形で進めています。こう
した努力が当社の意思決定や操業のあり方の 
改善につながっているのです。

地域コミュニティ 当社は、地域コミュニティと直接かかわるスタッフ 
の能力強化にも取り組み続けています。2011年 
には、社会的影響評価専門スタッフ向けの実践的 
なツールや指針を盛り込んだ社会貢献ハンドブ
ックを刊行しました。また、各専門スタッフが
互いの経験から学び合う場として、交流プログ
ラムも開催しています。

操業地域のコミュニティの一員になるということ
は、利益を共有するということです。当社は可能な 
限り地元住民を雇用し、サービスや製品を現地調
達しています。2011年には約120億ドルの製品・
サービスを低所得国の企業から調達しました。

当社は、専門知識によって地域への持続的な貢献 
を行うことを目指し、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、道路安全、 
現地企業の発展、近隣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に関する 
プロジェクトを対象に行っています。例えば、
シェル・ライブ・ワイヤー（Shell LiveWIRE）
をはじめとするプログラムは、若手起業家に事
業面での助言を提供することによって現地企業
の発展を後押ししています。
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 シェル・ライブ・ワイヤー・プログラムを通じた現地企業の発展（ナイジェリア、ポート・ハーコート）



気候変動

世界の人口が急増し、途上国が豊かになる中、 
長期的なエネルギー需要が増大しています。その
一方で、二酸化炭素排出量の大幅な削減も求めら
れています。当社はこうした課題の解決に貢献 
すべく、現在できることを着実に実行してい
ます。

当社は、天然ガス生産の拡大、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、 
当社事業活動のエネルギー効率向上という4つ
の分野に重点を置いて、二酸化炭素排出量の 
削減に取り組んでいます。また、エネルギー 
効率向上や二酸化炭素排出量削減に資する技術
の研究開発を含め、二酸化炭素に関する当社
の事業活動全般を監視する包括的なガバナンス 
体制も設けています。

天然ガス
エネルギー起源の二酸化炭素排出量の約3分の 
1は発電によるものです。石炭火力発電から燃焼
時の汚染物質排出が比較的少ない天然ガス火力発
電に切り替えることによって、エネルギー起源
の二酸化炭素排出量をおおむね半減させること
ができます。二酸化炭素排出量を削減しつつエ
ネルギー供給を増やすという困難な課題を克服 
するためには、天然ガス発電の拡大こそが、多く
の国々にとって最短かつ最も経済的な方法です。

二酸化炭素の回収・貯蔵
当社は、世界中のさまざまなプロジェクトに対
する支援を通じて、二酸化炭素回収・貯蔵技術
の発展に努めています。大型工業プラントに二酸
化炭素回収・貯蔵技術を導入すれば、世界の二酸
化炭素排出量を大幅に削減することができます。
 
当社は数多くのプロジェクトに携わっています。
例えば、西オーストラリア州沖合のゴーゴン 
液化天然ガスプロジェクト（当社権益比率25%） 
では、世界最大の二酸化炭素回収・貯蔵プロ
ジェクトが実施されることになっています。 

ゴ ー ゴ ン 天 然 ガ ス プ ロ ジ ェ ク ト が 操 業 開 始 
すれば、年間300万～400万トンの二酸化炭素が 
回収され、地下に貯蔵されることになります。
カナダではクエスト・プロジェクトを進めよ
うとしていますが、実現すれば、年間100万 
トンを超える二酸化炭素を貯蔵できる可能性 
があります。ノルウェーのモングスタッドでは、 
複数のパートナー企業とともに、二酸化炭素回
収技術の開発・実証試験施設に参画しています。 
これは計画中のものとしては最大規模で、2012
年に稼働開始予定です。

バイオ燃料
世界人口の増加に伴い、道路を走る車の数も増
え続けます。二酸化炭素排出量を抑えつつ、 
増え続ける燃料需要を満たすためには、あらゆる 
低炭素燃料を活用する必要があります。ガソリン 
やディーゼル燃料に持続可能なエネルギーである 
バイオ燃料を配合することで、輸送用燃料から
排出される二酸化炭素の量を削減できます。

当社は2011年にブラジルで、市販のバイオ 
燃料としては最も低炭素なサトウキビ由来の 
エタノールの生産を手掛ける合弁事業ライゼン
を立ち上げました。当社はまた、バイオ燃料の
持続可能性の向上や非食用原料を用いた先端的
バイオ燃料の開発にも取り組んでいます。

エネルギー効率
当社は事業運営の効率性向上に向け、絶えず努力 
を続けています。これは、二酸化炭素排出量 
削減に寄与するとともに、当社のコスト競争力
向上にもつながるものです。2005年からは、
数十億ドルを投じて既存事業のエネルギー効率
向上を進めています。新規のプロジェクトにつ
いては、設計段階からエネルギーを効率的に使用 
する仕組みを組み込んでいます。

また、先端的な燃料や潤滑油など、顧客のエネ
ルギー利用量削減に資する製品やサービスの提供 
も行っています。
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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
おり、こうした資金は、その国の経済を支
え、地域の発展を後押しするために役立 
てることが可能です。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。

2011年に当社が全世界で支払った法人税
は226億ドル、ロイヤルティは44億ドル
でした。また、当社の燃料その他の製品に
かかる消費税や売上税として881億ドルを
各国政府に代わり徴収しました。

環境

当社は、事業活動が環境にもたらす影響の最小化 
に取り組んでいます。

当社は、プロジェクトの計画や意思決定の早
い段階から、環境保全のための措置を組み入 
れています。具体的には、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、生物多様性保全のための措置を
講じています。

また、エネルギー効率の向上、二酸化炭素回収・
貯蔵技術の開発、操業時の連続フレアリングの 
削減、厳格な管理と基準の徹底による流出事故
防止のための取り組みも続けています。

人口増に伴い水資源不足が深刻化する中、主要
産業における淡水使用管理のあり方がますます 
重要になっています。当社は、新たな技術を活用 
し、水の再利用を進めることによって、淡水資
源への依存度低減を目指しています。水資源
に乏しい地域で事業を行う際には、水管理計画
を策定し、水の使用状況の監視や使用量の抑制 
方法を定めています。

生物多様性保護は、新規プロジェクトや既存施
設拡張を検討する上で極めて重要な要素です。
当社は、プロジェクト計画時に生物多様性評価
を実施し、プロジェクト実施に伴う潜在的な影
響を測定しています。

当社は、国際自然保護連合、国際湿地保全連合、
ザ・ネイチャー・コンサーバンシー、アースウ 
ォッチなど、数々の有力環境保護団体と緊密に
連携しています。こうした連携を通じて得られる 
専門的な知見や実務面での助言は、プロジェクト 
設計の早い段階で環境面の課題や改善すべき点
を特定し、適切に管理する上で大いに役立って 
います。2011年には、35を超えるプロジェクト 
でこうした環境保護団体と協力しました。
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 アースウォッチのビジネス・スキルズ・フォー・ 
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について学ぶ（ケニア）



当社は、燃焼時の汚染物質排出が比較的少ない
天然ガスの利用を増やし、特に発電用燃料とし
ての活用を進めることが、持続可能なエネルギー
システムの構築に不可欠であると信じています。

国際エネルギー機関 (IEA) によると、燃焼時の 
汚染物質排出が比較的少ない資源である天然 
ガスは埋蔵量が極めて豊富で、現在の生産レベル 
で換算して250年分の採取可能な天然ガス資源が
存在します。発電用燃料として天然ガスを利用 
した場合、二酸化炭素排出量は石炭の約半分
で、排出される大気汚染物質も大幅に少なく
なります。

2012年には、当社のガス生産量が石油生産量
を初めて上回る見込みです。当社は自社のガス
生産量増加に伴い、先端技術や新たな手法を 

天然ガス

当社の事業活動 

陸上タイトオイルおよびタイトガス開発作業原則

当社は、自身をはじめとする主要企業が天然ガス開発を進めるにあたり、一貫した責任ある業界
基準の策定が不可欠であると考えます。また、天然ガス開発によって影響を受ける人々と率直な
対話を行うことも極めて重要です。当社は、環境規制当局やNGOと協議の上、業界の先頭を切
って、陸上タイトオイルおよびタイトガス開発における5つの世界的な作業原則を策定し、公表
しました。これらの原則は、天然ガス開発を進めるにあたっての当社の姿勢を示すものです。

当社は、次に掲げる5つの原則を順守します。
  安全かつ責任ある方法で坑井および関連設備を設計、建設、運営すること

  合理的に実行可能な限り、地下水を守り、飲料水の使用を抑える方法で操業すること

  大気環境を守り、逸散排出を抑える方法で操業すること

  操業による影響の軽減に努めること

  操業に伴う社会経済的影響について地域コミュニティと向き合い協働すること

当社は、上記原則を全世界の操業現場で周知徹底することを目指します。また、今後発生する新
たな課題、技術、規制要件に対応すべく、これらの原則は定期的に見直し、更新していきます。

駆使した資源開発を進め、環境への影響の軽減
に努めています。

タイトガス
近年、岩石孔隙に閉じ込められた大量の天然ガス 
を採取できるようになったことで、北米のエネ
ルギー事情が大きく変わりました。タイトガス
を採取するには、水圧破砕法またはフラッキング 
と呼ばれる技術を用いて、岩石に閉じ込められ
たガスを解放する必要があります。この手法は
何十年にもわたって使われてきたものですが、
最近、新たな掘削技術が開発されたことで、 
掘削現場当たりのガス産出量が増え、操業が環境 
に及ぼす影響は減少しています。当社は2011年、 
水圧破砕法をはじめとする陸上タイトガス開発 
への懸念に対処すべく、全世界に適用する陸上作
業基準を定めました（囲み記事参照）。
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当社は、安全性確保と環境保護を事業運営にお
ける最優先課題と位置付けています。一般的
に、当社が採取するタイトガスは、淡水帯水層
より1キロメートル以上深い場所に貯留してい
ます。当社は、坑井の内側を地表から地下水面
よりはるかに深いところまで鋼鉄の防護層で何
重にも覆い、コンクリートで固めています。 
また、一度使った水を再利用することで淡水使
用量を抑制しています。

掘削現場の作業やトラックの往来による影響が、
近隣住民の懸念を招く場合もあります。米ワイオ
ミング州パインデールやルイジアナ州ヘインズ
ビルの当社採掘現場では、一地点から複数の坑
井を掘削することによって地上における影響を
できるかぎり軽減しています。ペンシルベニア 
州マーセラスでは、トラックの使用を抑えるた
め、水を鉄道輸送する計画です。

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
液化天然ガス（LNG）事業に乗り出しました。 
その後、LNGは、埋蔵地から遠く離れ、パイプ
ラインでは供給できない場所に位置する家庭や
企業に天然ガスを供給する重要な手段となりま
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。当社は今日、

世界中に供給設備を持つ世界有数のLNGサプラ
イヤーです。全世界のLNGの約30%は当社の 
合弁事業が供給しています。

現在、生産・液化・貯蔵機能を兼ね備えた浮
体式LNG設備の建設が進んでいます。浮体式
設備の場合、陸上プラントの建設や大規模な海
底パイプラインの敷設が不要となるため、環境 
への影響が大幅に軽減されます。

LNGは長年にわたりLNG船の燃料として利用 
されています。さらに当社は2012年から、 
カナダのアルバータ州北部からバンクーバーと
いう交通量の多いルートを走る特別仕様トラック 
の燃料としても、従来のディーゼル燃料に代え
てLNGを使えるようにしていきます。

風力発電
風力発電は世界のエネルギーミックスの一部と
して、成長が見込まれています。当社は、10年 
以上前から風力発電に取り組んでおり、現在、
欧州および北米で風力発電プロジェクトに参画
しています。現時点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。
さらなる風力発電プロジェクト（すべて北米）
についても検討中です。
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世界のエネルギー需要が長期的に増大するにつ
れ、北極圏の膨大なエネルギー資源が必要にな
ります。しかし、その開発は、自然環境および
近隣コミュニティの保護を計画の中心に据え、
責任ある方法で行わなければなりません。

米地質調査所によると、世界の未発見天然ガス 
資源の約30%と未発見石油資源の約13%が 
北極圏に賦存しており、その80%以上は海底に
堆積していると考えられています。

北極および亜北極地域における責任ある操業は、
当社にとって決して新しいことではありません。
当社はこれまでほぼ50年の長きにわたり、米ア
ラスカ州やカナダで、陸上・海上資源開発に携 
わってきました。近年では、ノルウェーならびに 
ロシアのサハリンやサリムでの大型共同開発 
プロジェクトにも参画しています。
 
当社は、北極圏エネルギー資源のさらなる開発
については反対の声もあることを認識しており、 
この地域における資源開発を安全かつ効率的に
行うため、技術・環境面の課題を厳正に評価 
した上で開発計画を策定しています。さらに、
先住民の方々をはじめとする地元住民の意見
を聞き、操業によってもたらされる恩恵を共有 

北極圏

アラスカ
2012年にはビューフォート海およびチュクチ海で石油探査に向けた準備に着手しますが、 
当社はこれに先立ち何年もかけて、この地域に賦存する資源の責任ある開発を行うための 
基盤づくりに取り組んできました。その過程で、当社の計画はさまざまな困難に直面し、現在 
も反対の声があります。試掘の開始を間近に控え、しっかりとした保護対策を講じるべく、 
当社は規制当局や地域コミュニティなどと緊密に協力しています。こうした協力作業によって、
より効果的な掘削計画を策定することができるのです。

アラスカ北部沖合の海域は、水深が浅いため海底油田の圧力も比較的低く、メキシコ湾の深海
底油田とは環境が大きく異なります。アラスカ沖での掘削作業開始に向けて、当社は、キャッ
ピングおよび封じ込め装置、油流出対応船の整備など、万一の原油流出事故に備えた万全の 
対策を講じました。

する最善策を見いだすとともに、地元の伝統を守
るべく、地域コミュニティと緊密な協力を図って
います。また、政府、科学者、学術機関、NGO
とも協力し、当社のプロジェクトに対するそれぞ
れの見解を理解し配慮するよう努めています。

2005年以降、当社は北極海およびアラスカ州沿
岸で大規模な環境調査を実施しています。先住民
の方々が継承してきた伝統的知識は、当社がこ
の地域における操業をいかに進めていくかを決
める上で貴重な示唆を与えてくれます。また、 
事業計画を策定する際には、村の長老や狩猟の
名手の助けを借りて、貴重種や特に影響を受け
やすい生息地、遺跡、カリブーの繁殖地や渡り鳥
の中継地のような特別な場所を見極めています。

当社は、北極圏という困難な海洋環境での責任
ある操業を可能にすべく、さまざまな革新的 
技術を開発し、数々の科学調査を実施してきま
した。無人飛行機や海洋音響記録装置の導入、
伝統的知識と科学的知見を組み合わせた生態系
調査などがその一例です。
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当社は、増大するエネルギー需要を満たす新た
な資源を供給するため、沖合深海のように、これ 
まで以上に困難な環境下で資源開発を行ってい 
ます。こうした開発を安全に実施するためには、
先端技術と厳しい作業基準が重要な役割を果たし
ます。当社が手掛ける大規模な深海資源探査・ 
開発プロジェクトは、サプライチェーンを通じて 
地域経済の発展を促すとともに、現地労働者が
職業能力を身につける機会も提供しています。

当社は、過去40年以上、深海資源探査・開発
事業の最前線に立ち、世界中で20を超える大規 
模深海プロジェクトを安全に操業してきました。 
水深3キロメートル近い深海から石油やガスを採
取するための先端技術、作業工程、安全手順の 
多くは、当社が開発したものです。当社は現在、 
マレーシア、ブラジルなどの沖合および米国領
海内の深海で資源開発を行っており、今後さら
なるプロジェクトに乗り出す予定です。

2010年に起きたBPのディープウォーター・ 
ホライズン事故は、世界に広がる当社深海現場
の安全性・信頼性維持の必要性を改めて強く認識 
させられる出来事でした。当社は同様の事故の
発生を防ぐため、すでに複数の現場安全対策を
講じております。

深海 オイルサンド

カナダのオイルサンドは残されているエネルギー 
資源の中でも最も重要な資源のひとつです。 
オイルサンドはエネルギーミックスで重要な役割 
を果たすことが出来ますが、責任ある形で開発
が行われなければなりません。当社は、地球温
暖化ガスの排出を管理する能力を高め、土地・ 
水資源をより効率的に使用すべく注力してい
ます。

当社は、エネルギー効率向上に向けた取り組みを 
続けるとともに、オイルサンド採掘現場での大
規模な二酸化炭素回収・貯蔵を計画しています。 
また、現場における水の再利用や地下水の使用
を増やすことによって、河川からの取水を抑制
しています。2012年には、オイルサンド関連
業界全体の環境パフォーマンス向上に向けて、
エネルギー企業間で知見を共有し、共同で革新
的技術の開発に取り組むための企業連合が発足 
しましたが、当社もその立ち上げに尽力しま
した。

当社は、ビチューメン分離後に残る尾鉱（水、
砂、粘土、残留炭化水素の混合物）管理技術の
改善努力も続けています。また、近隣の先住民
の協力を得て、伝統的知識を組み入れた土地の
管理と再生/埋め立ても進めています。

 ブラジル沖の深海石油・ガス開発現場  オイルサンド開発（カナダ・アルバータ州）
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ヘルス・イン・モーション
ニジェール・デルタ地帯における保健医療へのアクセスは限られており、SPDCはさまざまな 
方法でアクセスの改善に取り組んでいます。例えば、地帯に点在する27の医療クリニックで構成 
されるネットワークを支援し、人員を派遣しているほか、グローバル・メモランダム・オブ・ 
アンダースタンディング（GMOU）という地域主導の社会投資モデルの一環として、まだ数は
少ないものの徐々に増えつつある地域医療保険制度にも資金を提供しています。また、マラリア 
やHIV/AIDSなどの疾病を対象とした撲滅キャンペーンのスポンサーにもなっています。さらに、 
最も長く続いている取り組みのひとつに、毎年実施している「ヘルス・イン・モーション」 
という名の地域支援プログラムがあります。これは、SPDCの健康管理部門が医師、看護婦、
薬剤師、カウンセラーで構成される医療チームを遠方の各地に派遣し、医療サービスを提供 
するものです。2011年、こうした医療チームは8万7,000人を超える人々を対象に、助言の 
提供、治療や簡単な手術の実施、蚊帳や眼鏡の配布を行いました。

シェル・ペトロリアム・デベロップメント・ 
カンパニー (SPDC) は、2011年も引き続き、
事業の立て直しと事業活動の透明性向上に取り
組みました。

SPDCの生産量は2年連続上昇し、過半数を所有 
する政府にもその他の合弁事業パートナーにも、
より多くの利益をもたらしました。安定的な資金 
調達と安全性の改善が図られたことで、主要 
プロジェクトも進捗しました。2011年には、従
来燃焼させていた石油随伴ガスを回収するため
に新たな装置を設置するとともに、既存のガス 
回収装置についても修理改善を施しました。その 
結果、2011年のSPDC石油産出量は前年比で増加 
したにもかかわらず、同社施設におけるガスフ
レアリングは減少しました。

操業現場に立ち入りやすくなったおかげで、 
パイプラインその他の設備のメンテナンスに目が
行き届くようになり、SPDC施設における陸上作
業時の流出量も前年比で減少しました。一方、 
シェル・ナイジェリア・エクスプロレーション・ 

ナイジェリア アンド・プロダクション・カンパニー (SNEPCo) 
においては、残念ながら、ナイジェリアの120 
キロメートル沖合にあるボンガ油田での積み込
み作業中に流出事故が発生しました。事故が起
きたことは誠に残念ですが、事故発生後、ナイ
ジェリア政府との協力の下でSNEPCo社スタッフ 
が迅速に対応し、流出した油のほとんどが自然
に蒸発するか、すぐに海で消散したことは不幸中 
の幸いと考えております。

武装勢力による襲撃は収束したものの、流出事故 
の大半は依然として犯罪集団による石油の窃盗
や違法精製によって引き起こされており、早急
な対策が求められています。

国連環境計画が2011年8月に発表したニジ 
ェール・デルタ地帯のオゴニランド地域における 
石油汚染に関する報告書は、私たちが直面する
問題の複雑さを物語っています。SPDCは本報
告書を歓迎し、自らに対する提言を受け入れま
した。私は、この報告書が政府と業界と市民社
会間の協力を促すきっかけとなることを切に願
っています。

ナイジェリアはここ数年多くの困難を経験しま
した。しかし、私はナイジェリアの将来に希望
を持っています。 

ムティウ・サンモヌ
本書簡の全文は「シェル・サステイナビリティ・
レポート2011」（英文）に掲載しています。
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 エタノール原料用サトウキビの収穫（ブラジル）

当社は合弁事業ライゼンを通じ、初めて低炭素
バイオ燃料の生産に乗り出しました。 

輸送燃料の需要を満たす上で、バイオ燃料の 
役割は今後ますます重要になると予想されます。
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、2030年までに9%に上昇する
と当社は見込んでいます。

当社は2011年、初めて低炭素バイオ燃料の生産 
に乗り出しました。コーサンと共同で合弁事業
ライゼン（当社持分比率50%）をブラジルに 
設立し、現時点で市販されているバイオ燃料と
しては最も低炭素なサトウキビ由来のエタノール 
を年間20億リットル超、生産・販売しています。 
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。

年間降雨量の多いブラジルでは、サトウキビ栽培 
のために灌漑をする必要はほとんどありません。
さらに、ライゼンは24の自社工場のうち23工場
において、サトウキビからエタノールを生産する
際に使用する水の約90%を再利用しています。 
残る1工場についても、2012年末までに水の 
再利用を開始する予定です。

この合弁事業の契約書には、持続可能な生産の
ために守るべきいくつかの原則が盛り込まれ
ています。まず、ライゼンがバイオ燃料の原料
となる作物を栽培するために土地を開墾する
際は、直接的および間接的な影響を評価すると
ともに、生物多様性豊かな土地を避けることが 
義務付けられています。ライゼンはまた、自社
のサプライヤー、コントラクター、地主におい
ても水、労働者、土地の管理が適切に行われる
よう協力し、徹底します。

ライゼンが原料として使用するサトウキビは、
アマゾンの熱帯雨林から数百キロメートル離 

バイオ燃料

より持続可能な製品の提供 

れた土地で栽培されています。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のないよう対策を
講じており、ライゼンは政府のこうした取り組
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。

ライゼンは、サトウキビ由来のバイオ燃料の 
認証に関する業界基準を策定したBonsucroという 
組織のメンバーです。Bonsucroは別途、サトウ
キビからエタノールを生産する工場の認証も行
っています。2011年には、ライゼンが運営する 
工場のうち4工場が認証され、その中には同制
度初の認証工場も含まれています。ライゼンは
今後数年のうちに全工場でBonsucroの認証を 
取得することを目指しています。同社はまた、
自社栽培のサトウキビから生産するすべての 
エタノールだけでなく、外部サプライヤーの 
サトウキビを原料とするエタノールについても、
同様の認証取得を目指します。
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燃料およびその他の製品 当社はまた、一般消費者向けに省エネに役立つ 
日用品を提供するメーカーのために、その原料 
となる石油化学製品を生産しています。例えば、
建築用高性能断熱材、温水洗浄用洗剤、車両用 
軽量プラスチックなどが挙げられます。

消費者の省エネ努力の支援も続けています。 
当社は2009年以降、対面研修、運転シミュ 
レーター、オンライン指導を通じて、20万人
を超える方々に省燃費での運転方法を学ぶ機会
を提供してきました。

シェル・エコマラソンは、世界中の学生チーム
が自動車の設計・製造を競うイベントです。
自動車はさまざまな軽量材を駆使して造られ、
多くの場合は再利用可能な材料も使われます。 
使用できる燃料は、バイオ燃料、太陽エネル 
ギー、水素、ガソリン、またはディーゼル燃料
で、各燃料部門において最も少ない燃料で最
も長い距離を走行させることのできたチームが 
優勝です。2011年は、ドイツ、シンガポール、
米国で大会が開かれ、合わせて342チームが 
参加しました。

当社は、高性能な燃料や潤滑油を開発することで 
自動車の燃費節約に貢献しています。また、消費
者の省エネ努力の支援も行っています。

今後、自動車の数が増大するにつれ、環境への
影響をどう管理していくのかが重要な課題とな
ります。世界で排出される化石燃料起源の二酸
化炭素の約17%は道路輸送に伴うものです。
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、エンジンのエネルギーロスを低減する
ことにより燃料を節約します。当社はまた、 
アウディ、クライスラー、ダイムラー、ドゥカ
ティ、フェラーリ、フォルクスワーゲンなどの
メーカー各社との緊密な協力の下、さらに効率性
の高い燃料や潤滑油の開発に取り組んでいます。

より持続可能な輸送の実現に向けた当社の努力
は道路輸送にとどまりません。当社はこのほど、 
船舶の燃料効率改善に役立つ舶用潤滑油Alexia 
S4を新たに開発しました。
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 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）
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当社のパフォーマンス 

当社は2011年中に複数の大型プロジェクトを 
遂行し、この先何年もの間、より多くのエネル
ギーを顧客に供給できる体制を確立しました。 
環境面では、二酸化炭素排出、エネルギー利用、
水利用、フレアリング、原油流出などの分野 
における取り組みを続け、パフォーマンスの 
向上に努めました。安全面においては良好な 

パフォーマンスを維持するとともに、社会面に
おいてはパフォーマンス向上を目指してさま
ざまな対策を立案・実施しました。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2011」（英文）をご覧ください。

  www.shell.com/sustainabilityreport
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世界の石油の 2%
を生産

世界のガスの 3%
を生産 

生産量は石油換算で日量 320
万バレル

うち 48%
超は天然ガス

世界のLNGの 7.7%   
を販売

49  隻から成る
LNG船団は世界最大

収益 309  億ドル

  設備投資 310
億ドル

 研究開発投資 11 
億ドル

従業員数 90,000 人
世界 80+ 

カ国で事業展開

下記よりご入手いただけます。

  www.shell.com/sustainabilityreport

Annual Report and Form 
20-F for the year ended 
December 31, 2011
A comprehensive operational 
and financial report on our 
activities throughout 2011.

Investors’ Handbook 
2007–2011 
Five years’ detailed financial 
and operational information, 
including maps.

Shell apps 
Apps that provide company  
news, interactive stories about 
innovation, service-station  
locations and other information.
www.shell.com/mobile_and_apps

SUSTAINABILITY REPORT
RoyAl Dutch Shell plc SuStAINABIlIty RepoRt 2011

KEY ADvANTAgES

    optImISeD ScReeN ReADINg

    FIND-AS-you-type SeARch tool

    INteRActIve chARtINg

    excel DowNloADS oF All tABleS

    vIDeo eNhANcemeNtS

    SImple SwItch BetweeN RepoRtS

    pApeR AND coSt SAvINgS

All information from our reports is available for  
online reading and for downloading as a pDF file. 

http://RepoRtS.Shell.com

OTHER SHELL PUBLIcATIONS
本冊子「シェル・サステイナビリティ・サマリー2011」は
「シェル・サステイナビリティ・レポート2011」（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2011」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2011」が優先されます。

「シェル・サステイナビリティ・サマリー2011」の英文版 
と日本語翻訳版の内容に矛盾がある場合は英文版が優先
されます。

http://www.shell.com/sustainabilityreport

