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CEOからのご挨拶

「シェル・サステイナビリティ・サマリー
2013」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2013」
（英文）の要約版です。

サステイナビリティ（持続可能性）は、当社の事業において欠くことのできない要素で
す。当社は増大する世界のエネルギー需要を満たすとともに、将来に向けてより環境に
優しいエネルギーシステムを構築すべく投資を行い、責任ある事業運営に取り組んでい
ます。また、産業界、市民社会、政府間の主要な対話にも積極的に参加しています。
当社は、持続可能性という理念を社内に根付かせ
ながら、引き続き操業実績の向上に努めてまいり
ます。これは、操業現場で働く人々、近隣住民、自
然環境に危害が及ぶことのないよう、厳しい手順
を踏んで作業を行うことを意味します。安全で効
率的な事業運営は、操業実績向上の要です。
当社の社員は、常に適切に行動し、操業地の近隣
コミュニティと利益を分かち合えるような解決策
を見いだすよう努力を続けなければなりません。
それは地域に雇用を創出し、技能開発を進め、ま
た現地サプライヤーとの協業を通じて彼らの能力
を高め、ひいては地域経済を押し上げることにつ
ながります。その結果、近隣コミュニティとの信頼
関係が強まり、永続的な友好関係を構築すること
ができるのです。

当社のオイルサンド操業から排出される年100万
トンの二酸化炭素を回収する見込みです。このプ
ロジェクトは、CCS技術の利用拡大につながる貴
重な知見をもたらすことが期待されています。
ただし、世界が直面している地球規模の課題は、一
企業や一業界が単独で解決できるような易しいも
のではありません。世界のエネルギー需要は、人口
増加、生活水準の向上、都市化の進展とともに増大
しています。エネルギー、水、食料という必需品を
めぐる緊張は今後いっそう高まり、気候変動により
状況はさらに深刻化するものと考えられています。

こうした課題の解決に向けた迅速な方向転換のた
めには、政府、産業界、市民の間でのいっそうの協
力関係と信頼関係が必要になります。政府は、より
環境に優しいエネルギーの開発に向けて、経済的
当社は、長年の石油・ガス事業で培ってきた専門性 投資が促進される枠組みを提供する役割を担う一
と知識を活用し、さらなる技術開発やイノベーショ 方で、産業界は、技術、ノウハウ、透明性、現実的
ンに取り組んでいます。その中には、天然ガスや低 な長期的視野を提供することが可能です。
炭素バイオ燃料のような、今日すでに利用されて
いる環境性に優れたエネルギーに加え、先端バイ
オ燃料や輸送分野での液化天然ガス（LNG）利用
など、新たな事業機会を生み出すものも含まれて
います。当社は現在、石油とほぼ同量の天然ガスを 最高経営責任者
生産しています。ガスは、発電燃料として用いた場 ベン・ヴァン・ビューデン
合、二酸化炭素排出量が石炭利用の場合の約半分
であり、周辺地域への汚染も少なく、最も環境負荷 「CEOからのご挨拶」の全文は「シェル・サステイ
の小さい化石燃料です。カナダで開発中のクエス
ナビリティ・レポート2013」
（英文）に掲載してい
ト二酸化炭素回収・貯蔵（CCS）プロジェクトは、 ます。

当社の取り組み
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持続可能性と当社の事業
持続可能性の実現に向けて、当社は責任ある方法で世界のエネルギー需要を満たす手
助けをすると同時に、業界リーダーとしての地位強化に取り組んでいます。
この先数十年にわたり多くの人々の生活水準が向
上する中で、増大する人口を支え経済発展を促し
ていくためには、より多くのエネルギーが必要にな
ります。エネルギー資源へのアクセスや新たな顧
客市場をめぐる競争は激しさを増していますが、
当社が事業戦略を実行する上で持続可能性が重要
な要素であることに変わりはありません。当社は
広範囲にわたる主要なリスクを考慮した上で、短期
的利益と長期的利益をバランスよく組み入れた事
業ポートフォリオの構築に努めています。当社のポ
ートフォリオには、LNG、深海資源開発、タイトガ
スなどの分野において要となるようなプロジェク
トが含まれています。当社では、計画の初期段階か
ら、経済的、社会的、環境的な影響を総合的に考慮
した意思決定を行っています。

当社は、サステイナビリティの分野における専門家
たちをプロジェクトチームの一員として配置し、プ
ロジェクト初期段階から一貫して持続可能性に配
慮した開発を行っています。操業地の近隣地域コ
ミュニティとの対話もその一環であり、当社の事
業活動が環境に及ぼす影響を軽減する方法や、事
業活動がもたらす利益を地域コミュニティと分か
ち合う方法を検討します。早い段階で近隣住民の
意見を事業の意思決定に取り入れることにより、
プロジェクトの遅延を回避することもできるので
す。

当社は、新たな設備を計画・開発する場合、また既
存設備を改修する場合のいずれにおいても、世界
中で同一のプロジェクト開発プロセスを適用しま
す。このプロセスには、健康・安全・セキュリティに
関する潜在的リスクの分析及び、近隣地域コミュニ
技術とイノベーションの追求は今後も当社の戦略
ティや自然環境に及ぼす潜在的な影響の評価も含
の中心であり、エンジニアリング技術が事業拡大
の鍵を握っています。当社は先進的技術を駆使し、 まれています。プロジェクトの各検証段階では、規
採掘困難な資源にアクセスする創造的な方法を見 制要件や技術面・経済面における配慮を踏まえた
上で、当該プロジェクトを続行すべきか否か、ま
出すことにより、より過酷な環境下での操業に取
た、続行する場合にはいかなる手段を取るべきか
り組んでいます。これまで以上に大量のエネルギ
を判断をします。
ーを消費する作業が必要となる場合もあり、長期
的には当社の温室効果ガス排出量が押し上げられ
ることも想定されます。

ゴジェ造船所で建造中の浮体式天然ガス液化施設 - プレリュード・フローティングLNGの船体（韓国）
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安全性
安全な操業は顧客にエネルギーや製品を提供するための必須要件です。
当社は、すべての設備において、当社の従業員やコン
トラクター、近隣住民に重大な危害を及ぼす恐れのあ
る流出や事故等を起こさず、安全に操業を行うことを
目指しています。当社及び当社合弁会社における全て
の従業員とコントラクターは、当社の安全規則に従
い、危険な状況がある場合には適切に対処し、近隣住
民や環境への配慮に努めなければなりません。こうし
た規範や管理を礎として、当社には、従業員が積極的
に安全性を追求する文化が根付いています。
当社の「ライフ・セービング・ルール」や毎年全世界で
同日に実施している「セーフティ・デー」は、各自が安
全性に責任を持つ文化を推進するためのものです。全
員に順守が義務付けられている12カ条のライフ・セー
ビング・ルールは、最も重大な安全性リスクを管理す
るために取るべき行動を定めたもので、順守されない
と人命が失われる恐れがあります。2009年に制定さ
れて以来、操業時の死亡事故は大幅に減少しました。
毎年設けられているセーフティ・デーには、世界中で同
じ日に、全ての従業員やコントラクターが、安全性つ
いて意見交換をし、優れた慣行を共有し、一層の安全
性の確保に向けた計画の策定を行っています。

当社は、全ての設備で安全に操業が確保できるよう適
切な設計・運営・保守の徹底に努めています。これは
単に、人や自然環境に危害を及ぼす恐れのある有害物
質を流出させない、ということではありません。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。
2013年には、安全性リスクのより適切な管理を目指
して3年間実施してきた、エンジニアリング設計基準
の見直し作業が完了しました。これは、当社の基準を
最新でより効果的なものにするべく行われたもので
す。この見直し作業に続き、当該基準を新たな設備設
計に組み入れるための技術者向け研修プログラムを実
施しました。また2013年には、2006年から総額60
億ドルをかけて実施してきた石油・ガス生産設備の安
全性向上に係るプログラムが完了しました。同2013
年には、精製設備、化学プラント、流通設備の安全性
と信頼性確保のために約7億5000万ドルの投資も行
っています。

プラウブコムの製造現場で安全操業の計画を立てる当社従業員（シンガポール）

当社の取り組み
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地域コミュニティ
当社は操業地域における経済開発の支援、雇用創出、人材育成に努め、また投資プログ
ラムを通じた地域コミュニティへの援助を提供することで、地域コミュニティとの利益共
有を図っています。
地域コミュニティとの関係構築は、持続可能性に
向けた当社の取り組みの根幹を成すものです。地
域との良好な関係は、人々からの信頼を醸成し、
責任ある操業の基盤となります。当社の事業及び
操業は、地域の人々に事業機会をもたらし、生計
の一助にもなっています。
当社の大型プロジェクトや大規模設備の導入の際
には、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。これは、今後の事業活動の社会的
意味を明らかにし、地域コミュニティに何らかの悪
影響を及ぼす恐れがある場合には、どのような悪
影響があり得るかについても特定する役割を担っ
ています。この計画には、住民集会の開催など地
域コミュニティを交えた様々な活動も含まれてお
り、当社の事業活動による影響について継続的に
理解する一助にもなるとともに、当社がどのよう
に地域開発プログラムにできるかについても記載
しています。社会貢献活動を進める過程では、必
要に応じて事業計画や事業活動を変更する場合も
あります。世界共通の社会貢献基準を当社の事業
活動に一貫して適用することを目指し、2013年に
は社会貢献活動の評価に関する取り組みを強化し
ました。
当社は近隣住民と協力し、事業活動に伴う影響の
最小化と、懸念の払しょくに取り組んでいます（囲
み記事参照）。当社の社会貢献活動チームには、

先住民の権利、文化的遺産と土地の取得、再定住
と生活再建などの分野における専門家も参画して
います。また、地域住民の反応を理解し、適切に対
応するために、各地域コミュニティの渉外責任者も
置いています。多くの地域では、地元住民の方にこ
の役割を担っていだたいており、当社はそれに必
要な研修を提供しています。
こうした地域投資プロジェクトは、近隣住民との
協力を進めていく上で必要不可欠な要素です。当
社は、他の組織とのパートナーシップなども通じ
て、当社の事業活動で培ってきた専門知識を活用
できる3つの世界共通の戦略的重要課題に的を絞
って投資をしています。すなわち、現地企業の発
展、道路安全、エネルギー利用の確保です。2013
年には、全世界でおよそ1億5900万ドル近くを地
域投資プロジェクトに投じました。さらに、世界各
地で実施している地域投資活動の効果を長期的に
評価するための、全地域共通の新たな評価制度を
導入しています。
多くの場合、こうした投資プログラムは、非政府組
織や開発機関など現地で活動する他の組織との連
携を通じて実施されます。先に掲げた世界共通の
戦略的重要課題のほかにも、当社は地域の発展、
教育、生物多様性と自然保護といった分野で各地
域の状況に応じたプログラムを実施しています。

地域コミュニティからのフィードバックの仕組み
当社では、地域コミュニティの声を吸い上げる仕組みを設けており、近隣住民が当社の事業活動の影響に懸念を感じ
る場合には、この仕組みを通じて意見を伝えることができます。当社の米国アパラチア地方におけるタイトガス・オイ
ル開発事業では、この地域の近隣住民を対象とする試験的なフィードバック制度を18カ月かけて構築しました。
この取り組みは、当社の事業活動に伴い騒音をはじめとする様々な問題が生じ、近隣住民から予想を超える数の
問い合わせや苦情が寄せられたことをきっかけに行われたものです。当社は、問い合わせ窓口として近隣地域に
苦情受付センターを設置し、寄せられた問い合わせについては、各地域コミュニティを担当する渉外責任者が一
つ一つ内容を精査し追跡調査を行いました。さらに、当社が現地で実施する予定の事業活動について、事前に地
域コミュニティに伝える仕組みを整備しました。2012年初頭には月最大210件もあった問い合わせ件数は、こ
の2年間で月50件程度に減少しています。
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環境
当社は、増大する世界のエネルギー需要を満たす手助けをするとともに、当社の事業活
動が環境に及ぼす影響の軽減に取り組んでいます。
当社は、各プロジェクトの開始前及びその遂行期
間を通じて、当社の事業活動が環境にどのような
影響を及ぼす恐れがあるのか、また地域コミュニ
ティにどのような影響が波及するのかについて慎
重な検討を行っています。特に、淡水やエネルギー
の使用抑制、生物多様性の保全、廃棄物の最小
化、流出・漏出事故の防止、石油生産時のガスのフ
レアリング（焼却処分）の削減、温室効果ガス排出
量の管理といった重要分野に注力しています。

向けた措置を講じています。その一環として、イン
ド・バンガロールのシェル・テクノロジー・センター
内に、水関連技術に関する当社の技術と知識を結
集したグローバルセンターを開設しました。

廃棄物の最小化

当社では、全社共通の廃棄物管理プロセスを採用
しています。これには、排出される廃棄物の量を削
減する方法を検討したり、廃棄物の少ない代替素
材を特定するといった手順が含まれています。廃
当社では二酸化炭素排出量の管理に向け、エネル
棄物の再利用やリサイクルにも取り組んでいます。
ギー効率の高い技術・プロセスの採用、操業時の
例えば、すでに操業を終えた英国領北海インデフ
フレアリング削減、及び二酸化炭素回収・貯蔵技術 ァティガブルの当社現場から撤去した石油プラット
の向上に努めています。その一例が、現在カナダで フォームの部材は、リサイクルまたは再利用されて
建設を進めている、オイルサンド操業に伴う二酸化 います。
炭素排出量を削減するためのクエスト二酸化炭素
回収・貯蔵設備です。
環境への配慮
当社は世界の主要な科学・環境保護組織と協力
し、環境問題への新たな対処方法の探索、及びプ
水資源
一部の地域コミュニティや業界において、淡水の確 ロジェクト開発や設備運営のあり方の改善に取り
保はますます大きな課題になっています。水資源に 組んでいます。当社は、アースウォッチ、国際自然
保護連合、ザ・ネイチャー・コンサーバンシー、国際
乏しい地域での操業は、水に関する規制の強化や
水の調達コストの増加などにより、事業の操業面に 湿地保全連合と連携し、事業活動における環境面
の課題に取り組んでいます。
おいても採算面においても難しいものとなる可能
性があります。当社では水利用のより適切な管理に

当社のマジヌーン油田近隣のフワイザ湿原で、バッファローの餌にする乾燥アシを搬送する
家族（イラク）

当社の取り組み

当社スコットフォード製油
所の改質プラントで建設
が進むクエスト二酸化炭
素回収・貯蔵設備
（カナダ・アルバータ州）

フォーカス

二酸化炭素回収・貯蔵
二酸化炭素回収・貯蔵とは、大規模な産業排出源から出される二酸化炭素を回収し、
地中深くに貯蔵する技術です。
国際エネルギー機関（IEA）は、二酸化炭素回収・
貯蔵を、世界の二酸化炭素排出量を大幅に削減す
るために現時点で利用できる最も有望な技術の1
つとしています。当社は、カナダ・アルバータ州にお
いて自社オイルサンド操業から排出される二酸化
炭素を回収するクエスト二酸化炭素回収・貯蔵
（CCS）プロジェクトを進めています。
クエストCCS設備は、アサバスカ・オイルサンド・
プロジェクト（当社持分比率60％）のために建設
されているものです。稼働開始は2015年頃の予
定で、年間100万トン超の二酸化炭素を回収し、地
下2,000メートルに安全かつ永久に貯蔵すること
ができます。これは、約17万5,000台の車が排出
する二酸化炭素量に匹敵します。アルバータ州政
府とカナダ連邦政府は、二酸化炭素排出量削減計
画の一環として本プロジェクトを支援しており、計
8億6,500万カナダドルを拠出しています。
クエスト・プロジェクトでは、回収された二酸化炭
素が安全かつ確実に地下貯蔵されることを確認す
るため、厳格な監視プログラムを設けています。具
体的には、注入井のそばに複数の井戸を掘って監
視するとともに、既存の地下水井戸の水質を基準
値に設定し、プロジェクトによる影響がないことを
検証できるようにしています。

当社は、地域住民との会合を開いてプロジェクト
に関する情報を共有し、少しでも不安があればそ
の解消に努めるなど、地域コミュニティと幅広い交
流を図っています。土地の所有者たちとの協議の
結果、当初予定されていたパイプラインのルート
に多くの変更を加えたこともあります。また、収穫
期には農地を避けてパイプライン建設を行ってい
ます。
監視プログラムについての情報を共有するため
に、地域コミュニティ代表者10名で構成されるコ
ミュニティ諮問委員会を設置しています。同委員会
は監視プログラムの結果を審査し、クエスト・プロ
ジェクトの監視チームのアドバイザーとしての役割
を果たします。委員には、土地の所有者、州議会議
員、救急隊員、大学教授、学校長、政府の医療担当
者が含まれています。
当社は、この他にも複数のCCSプロジェクトに参
画しています。オーストラリアではゴーゴン海底天
然ガスプロジェクト（当社持分比率25％）に参加
しており、ノルウェーではCCSの開発・試験を手掛
けるモングスタッド二酸化炭素技術センターに出
資しています。また、2014年初めには、ピーター
ヘッドCCSプロジェクトの詳細設計を進めるべ
く、英国政府と合意文書を締結しました。
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気候変動
気候変動の主因となっている温室効果ガス。世界は、二酸化炭素の排出量を削減しなが
ら、増大するエネルギー需要を満たさなくてはならないという重大な課題に引き続き直
面しています。
当社はこの課題に対して、天然ガスの生産拡大、二
酸化炭素回収・貯蔵技術の推進、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つの分野に取り組んでいます。

バイオ燃料

世界の二酸化炭素排出量の3分の1超は発電によ
るものです。天然ガスから排出される温室効果ガ
スの量は、生産されてから発電用燃料として使用
されるまで、石炭と比較すると約半分です。このた
め、多くの国々にとって、発電用燃料を石炭から天
然ガスに切り替えることが、二酸化炭素排出量削
減目標を達成する最も迅速で経済性のある方法と
なっています。

世界の二酸化炭素排出量の約5分の1は道路輸送
によるものです。当社は、ブラジルの合弁事業ライ
ゼンを通じてサトウキビ由来のエタノールを生産し
ており、この分野で世界屈指の存在となっていま
す。サトウキビ由来のエタノールは、サトウキビ栽
培からエタノールが燃料として使用されるまでの二
酸化炭素排出量が石油に比べて約70％少なく、現
在利用できるバイオ燃料の中で最も二酸化炭素排
出量が小さいものの1つです。また、当社は、世界
の大手エネルギー企業の中でいち早く先端バイオ
燃料への本格的投資にも乗り出しました。これら
の高度バイオ燃料は、食物と競合しない、非食用
作物由来のバイオマスを原料としています。

二酸化炭素回収・貯蔵

エネルギー効率

天然ガス

二酸化炭素回収・貯蔵（CCS）は、二酸化炭素を
大気中に放出する代わりに地下で安全に貯蔵する
技術です。国際エネルギー機関（IEA）は、今後
CCS技術が急速に普及した場合、2050年までに
世界の二酸化炭素排出量を15％程度削減できる
と推定しています。CCS技術及び他の低炭素技術
を産業規模にまで拡大し、エネルギー部門全体の
排出量削減につなげるためには、政府の支援が不
可欠です。

当社は、自社の石油・ガス生産プロジェクト、製油
所、化学プラントにおけるエネルギー効率の改善
に引き続き取り組んでいます。設備のエネルギー
効率の随時監視をはじめとする二酸化炭素・エネ
ルギー管理プログラムを実施しており、エネルギ
ー節約のために必要な情報を即時に入手すること
が可能です。

オーメン・ランゲのガス加工プラントで作業する当社従業員（ノルウェー）

当社の事業活動
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当社の事業活動
天然ガス

技術進歩に伴い、世界の天然ガス資源の採掘可能量が拡大しています。天然ガス生産量
が石油生産量に匹敵する規模まで拡大している当社では、世界の天然ガス需要は
2030年までに対2010年比で60％増えると見込んでいます。
国内に豊富な天然ガス資源を有する国々は、発電
用燃料として石炭の代わりにガスを用いることに
より、環境への影響を最小限にとどめながら、経
済成長を加速し続けられる可能性があります。天
然ガスによる発電は、二酸化炭素排出量が石炭火
力発電の半分程度です。スモッグの原因となる汚
染物質の排出量も大幅に削減でき、さらに建設コ
ストも半分以下で済みます。石炭火力発電から天
然ガス火力発電への切り替えは、多くの国々にと
って自国の二酸化炭素排出量削減目標を達成する
ために、最も迅速で経済的な手段なのです。また、
天然ガスは、再生可能エネルギーのバックアップ
電源となることで、電力の安定供給に貢献できる
理想的な代替電源ともいえます。

タイトガス

極めて緻密な岩層に閉じ込められた炭化水素は、
タイトガス・タイトオイルと呼ばれます。これらは頁
岩層または砂岩層に存在しますが、人間の髪の
100分の1の細さしかない孔隙に貯留しており、採
取するには水圧破砕法という技法を用いる必要が
あります。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、坑井内にガスや油を解放します。水圧破砕法

は60年間以上も安全に用いられてきた技法です
が、近年、頁岩の掘削増加とともにその使用頻度が
増したことから、一部の地域コミュニティで排出量
や地元の水資源に与える影響を懸念する声が高ま
っています。
当社は、アルゼンチン、トルコ、ウクライナ等におけ
る探査を含め、数多くのタイトガス・タイトオイル
生産プロジェクトを手掛けています。2013年に
は、北米で石油換算日量約30万バレル、中国で同
3万バレル近くのタイトガス及びタイトオイルを生
産しました。
当社は、安全かつ責任あるタイトガス・タイトオイ
ル事業の推進において先駆的存在であり、陸上タ
イトガス・タイトオイル開発を行うにあたり順守す
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、大気環境、水資源の保護と利用、土地
利用、及び近隣地域コミュニティとの関係に焦点
を当てています。当社は各プロジェクトをそれぞれ
個別のものと見なし、地質から近隣地域コミュニ
ティとの関係性まで様々な観点から検討を実施
し、各地域の条件に最も適した方法で事業活動を
行っています。

韓国のゴジェ造船所で建造中の浮体式天然ガス液化設備“プレリュードFLNG”
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液化天然ガス
天然ガスは液化することにより、埋蔵地から遠く離れた市場へ容易に輸送することが可
能になります。
天然ガスは、マイナス162度まで冷却すると体積
が600分の1の液体になり、世界各地へ輸送でき
るようになります。こうした液化天然ガス（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、世界10カ所において、現在操業中のLNG
プラントに持分を有していますが、さらなるポート
フォリオの拡大を目指し、数多くのLNGプロジェ
クトに参画しています。
例えば、当社は、韓国ガス公社、三菱商事、中国石
油天然気集団との間で、カナダのブリティッシュ・
コロンビア州西岸におけるLNG輸出基地（当社持
分比率40％）の開発を検討しています。このプロ
ジェクトは、ガス液化プラント、及びLNGの貯蔵と
輸出設備の設計、建設、運営から成るものです。実
現すれば、カナダの豊富な天然ガス資源と、拡大
する世界各国の天然ガス需要を結ぶ存在となるこ
とが期待されます。

浮体式天然ガス液化施設
（Floating LNG）

当社は、洋上で天然ガスを生産、液化、貯蔵、輸送
できる設備を開発しています。浮体式天然ガス液
化施設（FLNG）の導入により、従来方式では費用
が見合わない、または開発が困難な海底ガス田の

開発が可能になります。FLNGの場合、パイプライ
ンや陸上プラントなどのインフラ設備を建設する
必要がありません。当社では初FLNGプロジェクト
となる、プレリュードFLNGの建設が韓国で進んで
おり、完成されると、オーストラリア西部沖合にあ
るプレリュード海底ガス田上での生産に配備され
ることになっています。

ガス・ツー・リキッド

当社のガス・ツー・リキッド（GTL）技術により、原
油ではなく天然ガスを原料とした様々な液体製品
を製造することが可能となりました。例えば、環境
に優しい輸送用燃料、化学製品や潤滑油の原料な
どです。GTL燃料は、既存の燃料と混ぜ合わせる
ことも単独で利用することもでき、従来型の燃料
に比べて燃焼時の有害物質の排出量が少ない低公
害燃料です。
カタールのパールGTLプラントは、世界最大の
GTLプラントです。プラントの工程で発生する排熱
を利用して水を蒸気に変え、その蒸気で圧縮機を
動かし発電する仕組みを用いています。この水リサ
イクル設備は同種のものでは世界最大で、プラント
の工程で発生する全ての排水は回収、処理、再利
用されています。

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。
2013年に当社が全世界で支払った法人税は203億ドル、ロイヤルティは41億ドルでした。当社が販売した燃料
その他の製品にかかる消費税及び売上税として809億ドルを各国政府に代わり徴収しました。

当社の事業活動
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アラスカ：アン・ピカードとの一問一答

アン・ピカード

（エグゼクティブ・バイ
スプレジデント、北極
圏担当）
アラスカでの操業はコストが高く、大きなリスクも伴い
ます。シェルはなぜ、アラスカでの石油・ガス資源探査
に向けて準備を続けているのですか。
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。米連邦政府の推定
によると、アラスカ沖には石油換算で600億バレル
の資源が賦存し、その約半分が石油、残り半分がガス
と見込まれています。当社は、アラスカのチュクチ海
及びボーフォート海は、米国で最も有望な未開発の炭
化水素堆積盆だと考えています。
アラスカの石油とガスは、世界にとって極めて重要で
巨大なエネルギー資源になる可能性があります。在来
型石油・ガス資源が減少するなか、増大する世界のエ
ネルギー需要を満たすためには、これまで手がつけら
れていない、より厳しい環境下にある場所での資源開
発に乗り出していかなければなりません。

その場で対応できる仕組みを構築している企業はほ
かにはありません。さらに当社では、事故発生時に海
底油井の噴出口で炭化水素を捕捉・回収できる、キャ
ッピングと封じ込めシステムの準備ができています。
当社は、業界全体が協力して事故防止と対策に取り組
むことができると信じています。2012年には、当社
は他の国際的な石油・ガス関連企業とともに、米国石
油協会が調整役となり進める業界横断プロジェクトに
参画しました。このプロジェクトは、北極圏で原油流
出事故が発生した場合の対応について、業界全体の知
識と能力の向上を図るべく、国際的な研究プログラム
を立ち上げようとするものです。

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。
2014年1月、米連邦第9巡回区控訴裁判所における
米内務省の敗訴は、当社のアラスカ沖掘削計画に障壁
をもたらしました。その結果を受けて、2014年に予
シェルは安全重視の文化が強く根付いている企業との 定していたアラスカ沖での資源探査を一時中断してい
ことですが、アラスカのような過酷な環境下において、 ます。当社としては、未決着の法律問題が関係当局と
例えば原油流出事故等の最悪の事態が発生した場合
裁判所の間で早急に解決されることを期待するととも
に対する備えはどのようになっているのでしょうか。
に、引き続き状況を精査しつつ計画策定を進めてまい
当社では、事故防止のための投資と安全操業の徹底に ります。
より、事故リスク低減に尽力していますが、最悪の事
態に備えておくことも必要です。原油流出事故を想定 本インタビューにおける一問一答の全文は「シェル・
（英文）に掲載し
した当社の緊急時対応計画は、アラスカ州の関係機関 サステイナビリティ・レポート2013」
の助言も取り入れた極めて実効性の高い内容になって ています。
おり、米連邦政府諸機関の承認も受けています。この
計画は当社のウェブサイトでご覧いただくことができ
ます。当社は、世界の企業の中で最も堅固な流出事故
対策を備えています。当社のように事故発生時にすぐ
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インタビュー

ナイジェリア：ムティウ・サンモヌとの一問一答

ムティウ・サンモヌ
（シェルグループナ
イジェリア代表）

シェルは、ナイジェリアを「厳しい操業環境」と位置付
けています。2013年には、ニジェール・デルタ地域の
石油・ガス生産プロジェクトやリース資産の一部を売
却するという発表もなされました。シェルのナイジェリ
アにおける事業姿勢に揺るぎはないのでしょうか。
2013年も大変厳しい1年となりました。しかし、たび
たび申し上げているように、当社はナイジェリアの長
期的な将来性に確信を持っています。2013年6月に
発表した通り、当社はニジェール・デルタ地域での事
業縮小を決定しましたが、深海及び陸上ガス開発など
ナイジェリアのその他の地域における事業を引き続き
進めていくと繰り返し言明しています。今回の決定は、
ナイジェリアにおける当社の位置付けをより強固なも
のにするための事業整理の一環です。結果として、石
油・ガス産業の上流部門において、現地企業が事業を
拡大する余地が生まれることが期待されます。これ
は、現地企業による石油・ガス産業へ投資促進を目指
すナイジェリア政府の政策に沿うものです。
貴方はパイプラインをはじめとするシェル・ペトロリア
ム・デベロップメント・カンパニー・オブ・ナイジェリア
（SPDC）の設備に対する破壊行為や原油の窃盗に対
して、政府も市民社会と一緒になり立ち向かってほしい
と訴えられてきました。これまでにどのような措置が講
じられたのでしょうか。
原油の窃盗は依然としてニジェール・デルタ地域にお
ける油汚染の主な原因となっていますが、SPDCはこ
の問題に対処するために数々の対策を講じています。
例えば運営面では、パイプラインの監視を強化すると
ともに、パイプライン破壊工作に対抗すべく修理要員
を倍増させ、地域コミュニティとの連携も強化してい
ます。また、進捗状況が社外からも分かるよう情報開
示も向上させました。

こうした犯罪行為を撲滅するには、さらに幅広く組織
的な取り組みが必要だと考えています。関係各国政府
は主導的な役割を担う必要があり、SPDCも自身の役
割を果たしていきます。盗まれた原油の取引を行って
いる国際的ネットワークを突き止め、追跡し、犯罪者
を逮捕するための国際的な取り組みが求められる一
方、現地においては治安強化を図り、証拠を収集し、
法執行を確保する必要があります。
原油流出が起きた場合、どのような汚染除去措置を実
施していますか。
SPDCは、原因の如何にかかわらず、当社のパイプラ
イン及びその他設備の近辺で起きたすべての原油流出
に対処しています。まず、生産を中止し、流出を食い止
めます。さらに、原油流出が発生するたびに、規制当
局、石油会社の代表者、地域コミュニティの代表者、
現地自治体及び州政府の職員による合同調査が行わ
れます。現地までの安全な経路の確保は、参加者全員
の安全のためにも重要です。
2013年から、合同調査団による原油流出個所の現場
検証の際には、オブザーバーとして非政府組織の方々
にも参加していただいています。また、当社ウェブサイ
トの原油流出関連ページでは、汚染除去活動の進捗
に関する週次報告、調査報告、流出現場の写真を公開
しています。SPDCは、ウェブサイト上にこのようなペ
ージを設けている唯一の国際石油会社です。

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2013」
（英文）に掲載し
ています。

当社の事業活動
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深海

オイルサンド

当社は35年以上にわたり深海資源の探査・生産で
世界をリードしてきました。最大水深2,500メー
トルの海底から石油・ガスを安全に生産するため
の先進的技術、作業工程、安全手順の多くは、当
社が開発したものです。

オイルサンドは世界の主要なエネルギー資源の1つ
であり、北米の重要なエネルギー源です。その採掘
には大量のエネルギーと水を要するため、責任あ
る開発が求められています。オイルサンドは、カナ
ダのアルバータ州からサスカチュワン州の一部に
かかる3つの鉱床において、存在が確認されてい
ます。

当社は、ブラジル、マレーシア、ナイジェリア、ノルウ
ェー、及び米国メキシコ湾の大水深海域で石油・ガ
ス生産を行っています。当社は、責任ある深海資源 当社は2013年、アルバータ州でカーモン・クリー
開発に徹するとともに、操業現場に近い沿岸コミュ ク・プロジェクトに着手することを発表しました。
このプロジェクトでは、地層内回収法により最大日
ニティの良き隣人であることを心掛けています。
量8万バレルの石油生産が見込まれており、ビチュ
世界各地の深海資源開発で当社が適用している独 ーメンとともに発生するガスと水も効率よく利用さ
自の安全基準は、現地の規制要件を満たしている れる仕組みになっています。また、ジャックパイン
だけでなく、時としてこれらを超えるほど厳格なも 採掘場の拡張については、規制当局から環境及び
のです。当社は、米国メキシコ湾で操業している他 地域コミュニティに関する諸条件が付された上で
承認が下り、共同出資者とともに事業の見直しに
の石油・ガス資源開発会社とともに、マリン・ウェ
着手しました。
ル・コンテインメント・カンパニー（MWCC）を設
立しました。2013年にMWCCと当社は、掘削・
当社はオイルサンド操業における環境への影響を
生産プラットフォームの直下等の密閉空間におい
軽減すべく、引き続き二酸化炭素排出量の管理や
て、深海流出を封じ込めるための小型キャップの
水・土地管理のあり方の改善に注力し、責任ある操
共同実験を行い、実際にこれを採用しました。
業に取り組んでいます。また、カナダ政府の支援の
石油・ガス開発の大手9社が共同で立ち上げた「海 下、スコットフォード製油所の改質プラントから排
底井対策プロジェクト」(SWRP)は、当社がオペレ 出される二酸化炭素を回収・貯蔵設備するクエス
ーターを務めています。同プロジェクトは、深海井 トの建設も進めています。さらに、環境への影響
事故が世界中のいかなる地域で発生しても対応で を軽減するための技術開発にも他社と共同で取り
きるように、様々な油井キャッピングシステムの設 組んでいます。
計・建設を進めてきました。

マースB開発プロジェクトで建設中のオ
リンパスプラットフォーム（米国）

マスケグリバー採掘場で作業開始準備を
する作業員（カナダ・アルバータ州）
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燃料及びその他の製品

バイオ燃料

当社は、輸送部門における燃料消費を抑え、エンジ
ン効率を高める燃料や潤滑油を開発しています。
自動車などの車両数は今後大幅に増えるものと予
想されますが、こうした燃料や潤滑油は、環境への
影響軽減に寄与することができます。

低炭素バイオ燃料を利用することで、輸送用燃料
を起源とした二酸化炭素排出量を削減することが
可能です。当社がブラジルで手掛ける合弁事業ラ
イゼンは、低炭素バイオ燃料であるサトウキビ由来
のエタノールの生産で世界屈指の存在です。当社
はこのほか、先端バイオ燃料の開発にも大規模な
投資を行っています。

当社は、Shell FuelSaveDieselとShell
FuelSave Unleadedという2つのブランドで、エ
ネルギー効率に優れたレギュラー価格の燃料を提
供しています。これらの製品は、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によっ
て燃料節約につなげるもので、現在、アジア、アフ
リカ、欧州の20カ国で販売しています。また、輸
送用ガス燃料やバイオ燃料の開発にも引き続き取
り組んでいます。
エネルギー効率向上に向けた取り組みの一環とし
て、当社は、ドライバーの皆さまが運転方法を改善
するお手伝いもしています。Shell FuelSaveグロ
ーバルキャンペーンでは、100万人の方々を対象
に、効率の良い運転方法を学んでいただき、燃料
の節約と、コスト削減の一助となることを目指しま
した。また、2012年に開始したShell FuelSave
Target One Millionプログラムは、双方向のオン
ラインゲームを通じて、新たな運転技術や自動車
の手入れに関するヒントを提供しています。2013
年末までに、世界18カ国で合わせて40万人を超え
る方々がこのプログラムに参加しました。

自動車の運転方法の改善を目指す
Shell FuelSave Target One Million
プログラム

2013年には、ガソリンやディーゼル燃料と混合す
るため、約90億リットルのバイオ燃料を世界各地
で使用しました。当社が混合用バイオ燃料の購入
契約を新たに締結または更新する際には、環境・
社会面での要件を詳述した条文を盛り込んでいま
す。
ライゼンは2013年、ブラジル産サトウキビを原料
に20億リットル超の低炭素バイオ燃料を生産しま
した。このバイオ燃料は、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。同じく2013年、ライゼ
ンは国際自然保護連合と協力して、Bonsucro認
証制度が現地の生物多様性保護にどの程度貢献し
ているか、その効果を評価しました。またライゼン
の工場の1つでは、アイオジェン・エナジーの技術
を用いて、サトウキビの搾りかす、葉、皮等の廃棄
物から先端的な低炭素バイオ燃料を製造する設備
の建設も始まりました。

合弁事業ライゼンはサトウキビを原
料とする低炭素バイオ燃料を製造
（ブラジル）

当社のパフォーマンス
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当社のパフォーマンス
当社は2013年も引き続き、環境に対する影響の
軽減を図り、操業地の近隣地域コミュニティと緊
密に協力し、地域経済のための雇用と事業機会を
創出といった取り組みにも尽力してまいりました。
また、年間を通して、この先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に投
資しました。当社の経済・環境・社会活動の実績詳
細については「シェル・サステイナビリティ・レポー
ト2013」
（英文）をご覧ください。
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主な実績

320

8%

1日当たりの生産量の当社持分（石油換算）

世界のLNG販売に占める当社シェア

52%

120

当社生産量に占める天然ガスの割合

低所得国での支出

万バレル

億ドル

1960

13

LNG販売量の当社持分

研究開発投資

165

90

億ドル

万トン

億ドル

億リットル

収益

バイオ燃料供給量

443

7 5000

億ドル

億

純設備投資

404

1 5900
億

億ドル

営業活動によるキャッシュフロー

203

万ドル

精製設備、化学プラント、流通設備の安全性と信頼性確保
のための投資

70+

億ドル

法人税支払額

万ドル

全世界で行った自主的な社会投資

カ国

当社の事業展開先

本冊子について

本冊子「シェル・サステイナビリティ・サマリー2013」は「シェル・サステ
イナビリティ・レポート2013」
（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2013」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2013」が
優先されます。
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