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客観性を求めて｜｜｜｜｜｜｜｜
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員会が、AA1000保証基準に沿って、この報告
書のバランス、完成度、社会的責任達成度を評
価しています（p.38〜p.39）。
ロイヤル・ダッチ・シェル ピーエルシー（以下
「シェル」）の操業の影響を受ける地域の皆様よ
り、いくつかの地域における当社のパフォーマ
ンスについてご意見をいただきました。また、
一部の環境・社会問題について、外部専門家の
見解なども掲載しました。
第三者の率直な評価については、以下のよう
な青枠のコラム「コメント」にて紹介しています。
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当社ウェブサイトにて、この報告書における環
境・社会関連のデータ及び持続可能な発展とその
関連問題に対する当社のアプローチについて公
開しています。当該サイトのアドレスは、それぞれ
の関連ページや裏表紙などに掲載しています。
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『年次報告書2005』
と同様にシェルの経済、環境、
社会面におけるパフォーマンスをバランスよく論理
的に報告しています。
」
CEO イェルーン・ヴァン・デル・ヴェール
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なお、この冊子はオリジナル英語版の和訳です。
記述内容に違いのある場合は英語版における記
述を優先します。

我々は持続可能な発展に貢献する。そのためには短期的及び長期的利益をバ
ランスよく追求し、経済・環境・社会面への影響を総合的に経営に反映させる
ことが求められる。
シェル経営基本原則（2005年改訂）

「シェルの事業を短期的及び長期的に成功させ
るためには、環境・社会面における責任を果た
しながら世界の今後のエネルギー需要に応え
ていかなければならないということを、以前に
も増して実感しています。」

はじめに｜
CEOからのメッセージ
「 シ ェ ル・サ スティナ ビ リ ティー・レ ポ ート
2005」をご覧いただき、誠にありがとうござい
ます。この報告書は、ステークホルダーの皆様
との継続的な対話の一環として作成され、2005
年におけるシェルの環境・社会面におけるパフ
ォーマンスと、今後のエネルギー需要に応える
ための様々な取り組みについてまとめています。
ここには、環境と社会に対する責任を果たすと
いうシェルの一貫した姿勢が示されています。
2005年はシェルにとって回復の年となりまし
た。世界中で石油とガスの需要が急増し、それ
に伴う価格上昇が記録的な利益につながりまし
た。利益の大半はこれまでと同様に事業に還元
しました。投資レベルは2002年比で２倍以上に
増え、拡大するエネルギー需要への対応をはじ
め、石油・ガス供給の多様化、化石燃料による
環境負荷の軽減、代替エネルギーの開発などに
活用されています。
昨年、時に難しい状況下において、ステーク
ホルダーの皆様の言葉に耳を傾けながら、とも
に学び、働く社員諸君の真剣な姿を目にしまし
た。例えばナイジェリアでは、ガスフレアリング
のゼロ化へ向けたプログラムを大きく前進させ
たほか、地域住民や開発専門家とのより緊密な
協働を通して地域の発展に貢献することができ
ました。しかし残念ながら治安の悪化により、
2006年には前年ほどの進展は望めないかもしれ

ません。また、ロシアで進行中の大プロジェクト、
「サハリン2」では独立系の鯨専門家や先住民と
の協働が進んでいます。ここでも、環境負荷を
軽減し、ステークホルダーの皆様の懸念にお応
えするための取り組みが大きく前進しました。
こうした中で、私がとくに誇りに思うのは、ア
ジアで起きた大津波をはじめ、パキスタンやイン
ドで起きた大地震、米メキシコ湾を襲ったハリケ
ーンなどの直後に、シェルの社員がいち早く被災
地に駆けつけて重要なエネルギーインフラの修
理に取り組んだことです。ハリケーン通過後のニ
ューオリンズで、大企業として真っ先に営業を再
開したのもシェルでした。まさにこれは、シェル
が地域社会と密接に関わって社会的責任を果た
していることの現れであると考えます。
しかしながら、私たちが為すべきことはまだ
あります。今後も引き続きパフォーマンスを高
めていくには、昨年導入した3つの「ゴールデ
ン・ルール」に沿って、安全重視の企業文化をさ
らに強化していかなければなりません。2005年
は大変残念なことに社員3名と作業員33名が不
幸にも就業中に亡くなりました。このうちの10
件は、徹底した交通安全プログラムの実施にも
かかわらず、交通事故によるものでした。また、
新しいプロジェクトにおいても、例えばアイル
ランドのコリブ・プロジェクトなど、地域との関
係が不穏な状況となっている事例もあります。

2006年の課題は、地域社会の信頼回復に努め
ること、安全面でのパフォーマンスを改善するこ
と、そして温室効果ガス
（GHG）の排出抑制プロ
ジェクトを前進させることです。その一環として
二酸化炭素（CO2）
の回収・貯留、環境にやさしい
化石燃料の開発などにも取り組んでいきます。
2005年に遂げた大きな進歩、そしてシェルで
働く人々の真摯な姿勢、プロ意識、誠実さなど
を思うにつけ、私はあらためて、
「実行と成長」
を2006年の優先課題として掲げたことは正しか
ったと確信しました。
p.4のインタビューでもお話していますが、私
は、シェルの事業を短期的にも長期的にも成功
させるためには、環境・社会面の責任を果たし
ながら世界の今後のエネルギー需要に応えてい
かなければならないということを、以前にも増
して実感しています。
この報告書を通じて皆様に、我々のエネルギ
ー・チャレンジへの取り組みをお伝えできれば
幸いです。

イェルーン・ヴァン・デル・ヴェール
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世界のエネルギー需要の上昇

エネルギー・ミックスの変化
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エネルギー・システムの重要課題であ
る持続可能性へのチャレンジとシェル
の取り組み

エネルギー
チャレンジ
www.shell.com/energychallenge
政府及びエネルギー消費者・供給者に
は、今後半世紀にわたり、急増するエネ
ルギー需要への対応、安定供給の確保、
エネルギーが環境と社会に与える影響
の軽減という3つの課題に同時に取り
組む必要があります。
世界が必要とするエネルギーの量は、今後ます
ます膨れ上がるものと見られています。国際エネ
ルギー機関（IEA）やシェルのシミュレーションに
おいても、エネルギー消費量は今後25年間で現在
の1.5倍以上、2050年までには2倍になるものと
予想されています（上記グラフを参照）。2025年
までの増加分は、北米とEUの現在のエネルギー
消費量の合計を上回るもので、その大半が発展途
上国、とくに中国・インドの需要であると見られ
ています。工業化を推進して何十億もの国民を貧
困から抜け出させるためには、それだけのエネル
ギーが彼らには必要です。発展途上国を貧困から
救い、先進国にみる今日の工業化による経済繁栄
を維持していくという命題の解決には、使いやす
く安全な新エネルギーの供給拡大が不可欠です。
これと並行して、エネルギーの安定供給を確保
する必要があります。そのためには、代替エネル
ギーをはじめ多様なエネルギー供給システムを
構築し、一つの地域・エネルギー資源への過度の
依存を回避しなければなりません。
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対策の一つとして省エネルギーが挙げられま
す。省エネルギー活動を推進すれば、確かに大幅
な効率アップを迅速かつ経済的に実現できます
が、しかし、これだけでは発展に必要な大量のエ
ネルギーを供給することはできません。
風力や太陽光エネルギー、バイオ燃料といった代
替エネルギーなども、増大するエネルギー需要の一
部をまかなうことができるでしょう。現在、こうした代
替エネルギーは世界のエネルギー需要の1%にも満
たないものですが、政府支援及びシェルや他社が進
めている代替エネルギーのコスト削減努力により、
今後急激に普及することも考えられます。シェルのシ
ミュレーションでは、代替エネルギーの利用率は化
石燃料の数倍のスピードで伸長し、エネルギー・ミッ
クスに占める割合は大幅に増加するものと予想して
います。しかしこれらの代替エネルギーをもってして
も、2025年までに必要とされる膨大なエネルギーの
10%以下を補填するに止まるものと思われます。
このような状況を考えると、今後もエネルギー
需要の相当の部分を化石燃料が支えることになる
でしょう。しかし、現在は世界のエネルギーの
50%以上が石油と天然ガスによって供給されてい
ますが、新しい油田やガス田の発見は次第に困難
になっています。これは世界の化石燃料が枯渇し
つつあるというのではなく、未発見または未開発
の埋蔵資源はまだ十分にあるものの、地理的に困
難な採掘現場であったり、オイルサンドやオイル
シェールといった「従来とは違う油層」に残存して
いるケースが増えているからです。したがって、
これらの埋蔵資源を経済的かつ確実に開発するに

は、さらなる投資と先進技術の投入、そして新し
い生産方式の適用などが必要となるでしょう。
化石燃料に対する需要の拡大は、環境や社会に
少なからず影響を及ぼします。こうした影響を抑える
ことが不可欠ですが、しかし容易なことではありませ
ん。最大の問題が気候変動です
（p.8）
。今世紀末ま
でに大気中の温室効果ガス
（GHG）
濃度の安定化を
図るには、たとえ化石燃料の消費量の増大があって
も、2050年まで、世界のGHG排出量を現在の水準
以下に止めておかねばなりません。そのためには、
科学技術や政策はもとより、行動様式における変革
などあらゆる努力の結集が必要となります。また、生
物の多様性をはじめ、大気や水など環境に対する影
響を排して地域社会に恩恵をもたらすためにも、科
学技術や生産方式の変革が必要となるでしょう。

シェルの役割と貢献
世界の今後のエネルギー需要に応えるべく、私
たちは環境面・社会面における責任を十分認識し
つつ、自らの役割を果たしていきます。シェルは、
140以上の国や地域で事業を展開する世界最大級
の独立系石油・天然ガス企業であり、世界の石油の
約2.5%、天然ガスの約3%を産出しています。また、
47ヶ所の製油所と4万5000店あまりのサービスス
テーション
（以下「SS」
）
網を擁する世界有数の化学
企業であり、水素、バイオ燃料、風力、太陽光エネ
ルギーなど、エネルギー業界でも最も幅広い事業
領域を誇ります。
本レポートでは、エネルギー・チャレンジに対する
シェルの取り組みを説明します。シェルのウェブサイ

発展に必要なエネルギーを、人類や地球を傷つけることなく安全に供給するには
どうしたらよいでしょうか？

> シ ェ ル の 風 力 発 電 事 業（ ア メ リ カ 、ホ ワ イ ト ウ ォ ー タ ー・ヒ ル ）

ト
「環境と社会」
（www.shell.com/envandsociety）
も
併せてご覧ください。
エネルギー・チャレンジに対するシェルの取
り組みには、次のようなものがあります。
生産及び精製プロセスへの投資拡大
IEAによると、今後30年間の石油及び天然ガスの需
要拡大に対応するには6兆ドルの投資が必要と見ら
れています。シェルはこれまで、収益の大半を事業に
再投資してきました。その結果、2005年の投資額は
2000年の約2倍の156億ドルに達しています。シェル
はまた、今後2009年までに9〜14%、2014年までに
30〜40%の生産増加を目指し、エネルギー需要へ
の対応と安定供給の確保に取り組んでいます。
石油に代わる輸送用燃料の開発
シェルが特許を取得しているGTL
（ガス･トゥ･リキッ
ド）
技術を適用すると、天然ガスや石炭、あるいは農
作物などを、クリーンな輸送用燃料に変えることが
できます
（p.11〜p.12）
。この技術は、輸送用燃料の
選択肢を広げてエネルギーの安定供給に役立つだ
けでなく、地域の大気環境の改善や燃費の低減に
も効果を発揮するものです。シェルは植物性の輸送
用燃料
（バイオ燃料）
の供給におけるリーディングカ
ンパニーですが、低コスト・高パフォーマンスで、二
酸化炭素
（CO2）
の排出を抑える次世代の輸送用バ
イオ燃料開発にも投資を行っています。また、5カ国
で水素ステーションを運営すると同時に、燃料電池
メーカーや主要自動車メーカーとの協働でこの方面
の技術開発と実用化を推進しています
（P.12）
。

> 海 上 油 田 基 地（ 北 海 ）

代替電力の開発
シェルでは、複数の代替エネルギー事業を軌道に乗
せることを目標に、風力や太陽光エネルギーの研究
開発への投資を積極的に行っています
（p.12〜p.13）
。
シェルでは、風力及び太陽光エネルギーに関す
る研究開発への投資を継続して行い、少なくとも
いずれかの代替エネルギー技術については実際の
事業ベースに乗せることを目指しています。
化石燃料の使用によるGHG排出量の低減
シェルは1997年以降、温室効果ガスの主役とも言
えるCO2の排出を事業活動の中で積極的に抑制し
てきました。その一環として、化石燃料の生産及び
利用により発生するCO2を回収して貯留する技術の
研究に投資を続けています（p.10〜p.11）
。また、
CO2排出権取引についても積極的に推進
（p.10）
して
いるほか、石炭よりもはるかに炭素の含有量の少な
い天然ガスの利用拡大に向けて、天然ガス及び液
化天然ガス
（LNG）
生産向け投資を増強しています。
現在、シェルは民間企業としては世界最大のLNG供
給会社ですが、今後は、2009年までにLNG生産量
を2004年の約2倍に増加することを目指しています。
化石燃料の使用がその他環境や社会に与える影響を抑制
これは、生物の多様性
（p.14〜p.15）
や大気
（p.20〜
p.21）
など地域環境に悪影響を及ぼさないよう、シェ
ルの経営基本原則に則って事業活動を展開するとい
うことを意味しています。また、天然ガスや輸送用の
プレミアム燃料などのクリーンな燃料を社会に提供
していくこと、シェルが事業活動を行う地域社会及び

社会一般に対して利益を還元していくための新たな
方法を模索することを意味しています
（p.22〜p.23）
。
世界各地の多種な石油・天然ガス資源を管理
シェルは、LNG事業への投資を通じて天然ガスの
入手を容易にし、消費者に提供するエネルギー資
源の多様化を実現することで、石炭の使用を低減
することに取り組んでいます。また、新技術を導
入して、北海やメキシコ湾などの枯渇しつつある
既存の油田・天然ガス田の寿命の延長を図った
り、あるいはロシアの辺境などにおける新しい資
源の開発を進めたりしています（P.24）
。さらにシ
ェルは、アサバスカ地域のオイルサンド事業とい
った従来とは異なる石油採掘事業を、コスト削減
と環境保護に留意しながら進めています（P.28）
。
政府、
自動車メーカー、
顧客との連携を強化
シェルは、社外の皆様と協力して、インセンティブ
の付与、意識の向上、新エネルギーの選択肢拡大
に努めています。例えば、各国の政府に対しては、
効果的な排出権取引についての効果的な政策の策
定と実施を積極的に推進しています。アフリカでは、
国連の「クリーン燃料と自動車のパートナーシップ
（Partnership for Clean Fuels and Vehicles：
PCFV）
」
と、世界銀行の「クリーンエア・イニシアチ
ブ」
（CAI）
のメンバーとして活動し、クリーンな燃料
の提供と開発途上国における大気環境の改善を推
進しています。省エネルギーに関しても、様々なプ
ログラムを実施して、エネルギー効率の高い技術
の普及と省エネ運転の促進に取り組んでいます。
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持続可能な発展と事業戦略
イェルーン・ヴァン・デル・ヴェールCEOのインタビュー
www.shell.com/sdstrategy
シェルの事業戦略、
そしてその策定と実
現へ向けて持続可能な発展がどのよう
な役割を担っているのかを、
サスティナ
ビリティー・レポートの外部評価委員会
議長ジャーミン・ブルックス氏が、シェ
ルのCEOイェルーン・ヴァン・デル・ヴ
ェールに話を聞きました。

ジャーミン・ブルックス：エネルギー需要の拡大
に対応するために、
今以上に化石燃料を消費して
もこの地球に害を与えることはないとお考えで
すか。つまり、持続可能（かつ達成可能）なエネル
ギーの未来についてどうお考えか、
ご意見をお聞
かせください。
イェルーン・ヴァン・デル・ヴェール：私は、こうし
た問題は、技術力や投資、共同事業、政府による
効果的な政策などを適切に連携させることで必
ず克服できるものと、確信しています。
また、今後の需要増にも十分対応できるエネ
ルギーが供給されるものと考えています。その一
部は、輸送用バイオ燃料、風力・太陽光エネルギ
ーといった代替エネルギーの成長によってまか
なわれるでしょう。今はまだ開発途上ですが、代
替エネルギーは今後数十年で実用化が急速に進
むことと思います。しかし現段階ではどの方法に
もコストの壁があり、この時点で代替エネルギー
の最終的な「勝者」を予測することはできません。
そのためシェルでは、可能性が高いと思われる
技術に投資を行っています。
このような現状を考えると、需要増に対応す
るには化石燃料に頼らざるを得ないようです。
石油はもちろん、特に天然ガスは、今後数十年に
わたってエネルギー・ミックスの中心的な役割を
担い続けることになるでしょう。なぜなら、これ
らは利便性とコスト競争力においてじつに優れ
ているからです。そして何より、これら以外に現
在の需要に見合うだけの大量のエネルギー資源
が市場に供給されるとは思えないからです。また
私には、今以上の化石燃料を使用せずに、現在の
繁栄を維持しながら貧困を克服していくことは
不可能としか思えません。
しかし、化石燃料の消費の増加による環境へ
の影響が抑制できなければ、持続可能な発展も
期待できないでしょう。それは決して不可能なこ
とではなく、また我々の次の世代のためにも成し
遂げねばなりません。
これについても、やはり、技術や投資、共同事
業などの組み合わせと、政府の適切な施策による
サポートが鍵となるでしょう。しかしながら、地
域の大気環境をひとつ例にとっても、このような

連携による現実の成果がほとんど認識されてい
ないことにいつも驚かされます。例えばEUでは、
よりクリーンなエンジンや燃料の使用により、こ
の10年間で、自動車の排気ガスを50%以上削減
しています。これは1台当たりではなく全体の数
値で、しかもこの間、自動車台数は増えているわ
けです。こうした技術は今後世界中に普及し、ま
た新しい技術も開発されるでしょう。最新型エン
ジンや、我々のGTL燃料のような新しい輸送用燃
料により排気ガスや燃費の問題はさらに改善さ
れ、同様に、ガス化技術の発達により石炭火力発
電にも大きな進展が見られることでしょう。
今より多くの化石燃料を使用しながらCO 2 排
出量を抑制していくというのは、じつに大いなる
挑戦です。これはけっして容易なことではありま
せんが、しかし私は、かりに発展のためにより多
くの化石燃料が使われたとしても、今世紀中に大
気中の温室効果ガス濃度を、言われるところの
500〜550ppmという水準に維持していくことは
可能だと思います。天然ガスは炭酸ガスの排出
量が石炭の2分の1なので、まずはこれを大いに
利用すべきです。また、化石燃料から排出される
CO 2 の大半を回収し貯留することでグリーン化
を図る技術にも大きな可能性があると思います。
技術面や資金面の問題をクリアしてこれが実現
できれば、じつにエキサイティングなビッグ・ビ
ジネスとなるでしょう。
エネルギー価格の高騰は持続可能なエネルギー
の未来にどのような影響をもたらすとお考えで
すか。良い影響でしょうか、悪い影響でしょうか。
石油及び天然ガスの価格高騰は、供給量が不足
していること、そして全体の需要を満たすにはあ
らゆる種類のエネルギーが必要であることを示す
市場のサインです。その影響については両方ある
と思います。例えば、一方では省エネルギーの促
進につながるでしょうし、もう一方では再生可能
なエネルギーの価格を押し上げることにもなるで
しょう。政府が原子力エネルギーの利用を再検討
するきっかけとなるかもしれないし、石炭がより
魅力的な資源となって、より条件が厳しい、より
遠隔地の資源開発が進むかもしれませんが、とき

大量の化石燃料を使用せずに今後の繁栄を支え貧困を削減するというのは、
不可能としか思えません。
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それは、企業というものは、短期的にも長期的にも、地域や一般社会の価値感や規
範と調和していく必要があるということ。もし企業がこれを怠れば、いずれ必ず問
題が生じるだろうということです。

にはそれが環境的に脆弱な地域にまで及ぶかもし
れません。さらに、価格高騰が続けば経済成長の
鈍化や、貧困解消の遅延を招くことにもなります。
シェルは現在、地球温暖化の原因となっている有
限の化石燃料の採掘を中心に事業を展開してい
ますが、
「上流事業の拡大と下流事業の収益向上」
という現行の経営戦略は、おおむね従来と同様の
路線であるように感じられます。シェルは、今、貴
方がおっしゃられたような持続可能なエネルギ
ーの未来の実現に本気で貢献していくつもりな
のでしょうか。
環境面や社会面における責任を果たしながら、
大量の石油及び天然ガスを供給していくことは、
エネルギーの未来を左右する重要な課題です。ま
た、採算に見合う代替エネルギーの開発も重要
です。我々は真剣に、いずれの課題にも意欲的に
取り組んでいます。
「上流事業の拡大と下流事業の収益向上」とい
う経営戦略では、今後も長く社会の持続可能な
発展に貢献し、優れた投資効果を株主に提供し
続けていくための優先事項が定められます。つま
り、この戦略において言わんとしているのは、
「我々は成長を目指す」ということです。エネルギ
ー需要の増大に応え、かつ競争力を保っていくた
めに、シェルでは今、10件の大規模プロジェクト
を同時に進行できるような体制をつくろうとして
います。現在のキャパシティでは3件が限度です
が、シェルでは今後、投資の4分の3を石油・ガス
開発に投入するとともに、クリーン燃料のLNG供
給における最大手としての地位をさらに強化し
ていく予定です。また下流部門への投資について
は、特にアジアなどの急成長市場におけるエネ
ルギーや石油化学製品へのニーズに対する積極
的な投資を通じて、事業的な優位性の確立と、そ
の後の展開の支援が可能になるものと考えられ
ています。先進的な輸送用クリーン燃料を提供す
る「プレミアム燃料戦略」はこの一環です。また、
代替エネルギーについては、少なくとも一つは事
業を軌道に乗せるという目標の実現を急ぐ一方
で、二酸化炭素回収技術の研究への投資を行い、

シェル独自のクリーンな石炭ガス化技術の取り
引きを続けてまいります。
この戦略は、正しい選択です。しかし、プロ意識
を持って、またこのレポートにおいてこれからご説
明するような責任ある態度で、この戦略を正しく
行われなければ成功は覚つかないでしょう。それ
はまさに、常にシェルの経営理念に忠実に行動す
ることだと思います。事業においては健全な環境
パフォーマンスを実現し、地域社会にとって良き隣
人となり、人権を守り、地域社会や社会一般に利
益をもたらすこと。今後、いかにして事業を成功に
導いていくべきかということを語るとき、真っ先に
私の脳裏に浮かぶのはこうした事柄なのです。
しかし、この戦略で実際に、今言われたようなバ
ランスをとることは可能ですか？シェルは過去
最高の収益を上げていますが、持続可能なエネル
ギーのプロジェクトにはどの程度の再投資を行
うお考えですか？

「増産」や「備蓄増」に向けてあらゆるプレッシャ
ーがかかるエネルギー業界では、
「近道をする」と
いう誘惑もあるでしょう。環境や社会に対して責
任を持って誠実に取り組まれるというお話です
が、どのくらい真剣にお考えですか。
私には、この30年間変わらない、あるシンプル
な信念があります。それは、企業というものは、
短期的にも長期的にも、地域や一般社会の価値
観や規範と調和していく必要があるということ。
もし企業がこれを怠れば、いずれ必ず問題が生
じるだろうということです。
持続可能な発展への取り組みにおいて、これま
で私に、この信念よりも複雑な「ビジネス理論」
が必要になったことはありませんでした。
それは、
この信念そのものがまさにこの社会における価
値観の一部だからです。そして昨年、シェルの経
営基本原則を改定する際にも、私たちはこの信
念をシェルの重要な価値観の一つとして残す事
を確認しました。

シェルは、今後も財務的に持続可能だと思わ
れる事業に投資していきます。それは、すなわち、
継続的に適正なリターンが確保でき、かつエネル
ギー需要の拡大に応えることができるような事
業です。環境面・社会面における責任を果たしな
がら、こうした事業に取り組んでいきます。
また、代替エネルギーへの投資と石油・ガスへ
の投資のバランスについては、少なくとも今後数
年間はこのままで良いのではないかと思っていま
す。もっと先になれば変わることもあるでしょう。
ただ、代替エネルギーに関する現在の最優先課題
は、いかに補助金なしでそのコスト競争力を高め
るかということです。これには技術革新と努力が必
要ですが、しかし石油・ガス事業における大規模プ
ロジェクトの時のような、大がかりな設備投資の必
要はありません。我々はこの5年間で再生可能なエ
ネルギーに10億ドルの投資を行いましたが、シェ
ルはすでに世界をリードするバイオ燃料供給会社
となり、供給できる代替エネルギーの種類
（ポー
トフォリオ）
については、大手エネルギー供給
会社の中でも最多を誇っています。

この戦略は、
じつに的を得た戦略です。
しかし、
プロ意識を持って、
またこの
レポートにおいてこれからご説明するような責任ある態度で、この戦略を
正しく行われなければ成功は覚つかないでしょう。
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> キ ャ ロ ラ イ ン 天 然 ガ ス プ ラ ン ト（ カ ナ ダ ）

持続可能な発展への取り組みは、
あらゆる日常業務に組み込まれています。

持続可能な発展
の実現
www.shell.com/makingithappen

独自基準とコミットメント

持続可能な発展をすべての業務に反映
させるための基盤が整いました。その
概略をここに記します。詳細は上記ウ
ェブサイトでご覧ください。現在の大
きな目標は、社員のスキルを向上させ、
会得した知識をグループ全体で共有
し、外部ステークホルダーとの関係を
さらに充実させていくことです。

シェル経営基本原則は、シェルグループ各社と
シェルが経営を管理するすべての合弁事業に適
用されます。この原則は、あらゆる関連法の遵守
と人権保護を義務づけ、賄賂や詐欺、及び反競争
的な行為を禁じるものです。また外部ステークホ
ルダーと協力すること、地域社会にとって良き隣
人になることを含めて、持続可能な発展に貢献す
ることを求めています。シェルグループ各社と合
弁事業は、環境面及び社会面でシェルグループが
定めた基準を満たさなければなりません。シェル
は健康・安全・環境（HSE）、セキュリティ、生物
の多様性、動物実験、出荷品質、健康管理、ダイ
バーシティとインクルーシブネス（D&I）などに関
して、それぞれ基準を定めています。
外注先の作業員に対しては、HSEに関してシェ
ルの基準を満たすこと、経営に関してシェルの経
営基本原則あるいはそれと同等の原則に従うこと
を求めています。また仕入先やシェルが経営を管
理しない合弁事業に対しても、シェルと同等の経
営基本原則及びHSE基準を定め、それに従うよう
促しています。もしこの条件が適切な期限内に満
たされなかった場合、契約関係の見直しが行われ
ます。
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我々は各分野の課題に取り組んできました。例
えば生物の多様性を守るため、世界自然遺産の
周辺地域での操業は行っていません。
（p.14）。気
候変動については、事業活動を原因とするGHG
の排出削減に向けて自主目標を定めました
（p.8）。
こういった独自の基準とそれを満たすための取
り組みは、投資案件の評価や、大規模プロジェクト
の立案・設計などのビジネスプロセスにしっかりと
反映されています。新プロジェクトや既存施設にお
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（IA）
が義務づけられています。評価を
通じて求められる活動を明らかにし、プロジェクト
の設計・運営の一環として位置づけることが必要な
のです。主な石油精製・化学プラント、社会に大き
な影響を及ぼす可能性のある上流プロセスはすべ
て、社会パフォーマンスを考慮した計画書の作成
が義務付けられています。この計画書では、社会に
及ぼす影響を抑え、地域社会にメリットをもたらす
道筋を体系的に定義しなくてはなりません
（p.20）
。
シェルはこうした社内基準を、世界人権宣言、
国連グローバル・コンパクト、OECDの多国籍企
業行動指針、資源採掘産業の透明性拡大イニシ
アチブ（EITI）を含む外部の原則及び基準に一致
させています。

2005年のハイライト
> シェル経営基本原則（改訂版）
> シェルグループの新しいスコアカード（持続可能な発展に関連した評価基準
は全体の20%）
> 新規の投資、買収、資本引き揚げについて、持続可能な発展の要件を強化
> FTSE4Good及びダウ・ジョーンズ・サスティナビリティ指数でシェルが再
び1位を獲得

> 高 校 に ソ ー ラ ー パ ネ ル と コ ン ピ ュ ー タ を 寄 付（ フ ィ リ ピ ン・ベ ル デ 島 ）

> ロッキー山脈のシェル掘削現場付近のアンテロープ
（アメリカパインデール）

> フ ィ リ ピ ー ナ ズ・シ ェ ル 基 金 に よ る 支 援 は 街 角 の 商 店 に も（ フ ィ リ ピ ン ）

企業統治と組織体制

管理強化とインセンティブの導入

コンピテンスの確立

ロイヤル・ダッチ・シェル ピーエルシー社会的
責任委員会は、シェルの事業政策とパフォーマン
スを経営基本原則、HSE基準、及び主な社会問題
と照らし合わせて評価する機能を持っています。
オランダのウィム・コック前首相が委員長を、3人
の非常勤取締役が委員を務めます。
最高経営責任者（CEO）は、持続可能な発展に
ついての責任者でもあります。CEOが率いる持続
可 能 な 発 展 及 び H S E 立 案 委 員 会（ G r o u p
Sustainable Development and HSE Planning
Committee）は、社会パフォーマンス、HSE、セキ
ュリティを担当する各事業部門の責任者及び全社
的な統括責任者で構成され、活動実績の検討と、
優先事項、重要な業績指標（KPI）及び目標の設定
を行います。さらにシェルグループの社会パフォ
ーマンス及びHSE統括責任者が、各事業部門が必
要なスキルを備え、知識を共有し、継続的に問題
に取り組めるようバックアップします。
各部室長も職務の一環として、HSE、セキュリテ
ィ、人事、社会パフォーマンスについて専門家の助
言を受け、持続可能な発展に取り組んでいます。す
べての事業部門は定められた義務を果たし、それぞ
れの課題について目標を達成しなくてはなりません。

シェルは年に一度、誓約書の提出を通してコン
持続可能な発展は、求人活動やリーダー育成プ
プライアンスを監視しています。各事業の責任者
ログラムの中でも重視されます（p.19）。人権
はこの誓約書で、経営基本原則及び各基準の達成 （p.16）
、安全面と社会面のパフォーマンス（p.20）
度をCEOに報告する義務があります。報告結果は
などの分野では専門トレーニングを実施していま
取締役会に設置された監査委員会に提出されま
す。シェルはこういったプログラムを通じ、HSE
す。また、各施設のHSE管理システムは定期的な
リスクが高い業務部門（社員2万人以上）の責任者
監査を受けるほか、主な工場はすべてISO 14001
がもれなく必要なトレーニングを受け、十分なス
などの国際環境基準の認定取得を義務づけられ
キルを習得できるよう注意を払っています。
ています。
2005年には、知識の共有とプロジェクト管理能力
シェルの活動を外部から見守るアドバイザーや
の向上をめざすシェル・プロジェクト・アカデミー
オブザーバーも増えました。例えば、動物実験基準
が設立されました。
「地域社会との協働」
「ステーク
のコンプライアンスは、専門の科学者グループが評
ホルダーとの関係作り」
「環境と社会問題への取り
価を行っています
（www.shell.com/animaltesting）
。 組み」などのカリキュラムが提供されています。
また下流プロセスの多くの施設では地域のアドバ
イザーが社会面への影響を追跡しています
（p.20）
。
サハリン・エナジー社のパイプライン建設を監視す
る独立系オブザーバーやコククジラへの影響を排
除する合弁事業の取り組みを評価する国際的な鯨
研究グループもあります
（p.20〜p.25）
。
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。2005年には、こうした
評価基準がシェルグループの新しいスコアカード
の20%を占めました。
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※シェルの事業活動

> 国 連 気 候 変 動 会 議 に て 地 球 温 暖 化 対 策 を 訴 え る（ 2 0 0 5 年 1 2 月 、モ ン ト リ オ ー ル ）

発展に必要なエネルギーの提供と、
気候変動の回避に取り組む社会への支援

気候変動
www.shell.com/climate
今世紀に大気中のGHG濃度を安定化さ
せることは、
急発展するこの世界が直面
している最大の課題のひとつです。
2050年には現在の2倍以上のエネル
ギーが必要になりますが、GHG排出量
は現在のレベルに抑えなければならな
※
いのです。
シェルは、
必要な変革を支援しながら、
与えられたビジネスチャンスを逃さな
いよう努めています。
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。
シェルは、事業活動におけるGHG排出量の削
減について最初の自主目標を設定し、2002年にこ
れを達成しました。現在は、2010年の達成を目指
して次の目標に取り組んでいます。また、排出権
取引（ケーススタディを参照）を積極的に支援し、
再生可能なエネルギーや水素の研究に10億ドルを
超える投資を行っています（p.12）
。さらに、燃料
効率を向上するプレミアム燃料を世界40カ国以上

で提供しているほか、
「省エネルギー運転活動
（FuelStretch）」、
「シェル燃料節約チャレンジ
（Shell Fuel Economy Record Challenge）
」
、
「シェ
ル・エコマラソン（Shell Eco-Marathon）
」
、
「シェ
ル・スプ リン グ ボ ード 賞（ Shell Springboard
Award）
」など、革新技術の普及と燃料効率向上を
促進するための社会活動も展開しています。
2005年には、京都議定書の発効と欧州排出権取
引制度
（EU ETS）
の開始という2つの動きがあり、G8
加盟国をはじめとする多数の国が気候変動に対応
する必要性を強調しました。このような状況の下、シ
ェルは炭素回収・貯留の研究強化や代替エネルギ
ー戦略の刷新など様々な活動に取り組みました。

シェルの事業活動によるGHG排出の削減
シェルは、事業活動における排出ガスの積極的削
減を足がかりに、GHG排出の抑制に取り組んでいます。
自主目標
2005年は年間を通して、シェルは2010年の自主
削減目標に向けて順調に進んできました。この目
標は、シェルの事業活動によるGHG排出を1990
年のレベルの5%減に抑えるというものです。これ
に対し、2005年のシェル施設のGHG排出量は、前
年を700万トン下回る1億500万トンで、1990年に
比べ15%減となっています
（グラフを参照）
。

※ 気候変動に関する政府間パネル（IPCC）より。
「二酸化炭素濃度は550ppmに維持しなければならない」
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シェルは、2010年の目標達成に向けて今後も
排出量の管理を続けます。枯渇しつつある油田や
ガス田からの生産量拡大、オイルサンド及びLNG
事業の強化、重質化の進む石油からの低硫黄輸送
用燃料の精製といった事業を展開していくと、さ
らにエネルギーが必要になります。シェルは、数
十億ドルを費やして、ナイジェリアをはじめとする
石油生産施設で天然ガスのフレアリングをゼロ化
する計画を進めており、これが成功すれば、排出
量を大幅に削減できると考えています（p.26）
。ま
た、シェルの製油所と化学プラントでは、エネル
ギー効率向上を図っているため、今後も大きな効
果が期待できます（ケーススタディを参照）
。
欧州排出権取引制度
（EU ETS）
シェルは、EU ETSに従って排出量を管理して
います。現在、この制度を導入しているシェル施
設は30ヶ所にのぼり、世界中のシェルの排出量の
5分の1以上を管理していることになります。
この制度では、各施設に取引可能なCO2排出枠
が割り当てられます。排出量を低コストで削減で
きる施設では、実際の排出量が排出枠を下回るこ
とになるため、余った排出枠を供与及び売却する
ことができます。
シェルでは、エネルギー効率化プログラムの継
続的実施や、シェル・トレーディングにおける排出
権取引に関するノウハウの蓄積といったこれまで

シェルは、人間の活動による温室効果ガス（GHG）排出が世界的な気候変動をもた
らしているとの懸念の広がりを無視することはできません。大気中のGHG濃度の
安定化に向けて、
しっかりとした対策をすぐにも講じるべきです。

CO 2 排出権取引
www.shell.com/garth
2005年に
『Environmental Finance』誌の調査
で
「ベスト・トレーダー」
に選ばれたシェル・トレーデ
ィングは、シェルの各施設と自社のCO 2排出権を
取引しています。同社は、CO2削減技術に投資して
いる発展途上国のために資金を集めているクリー
ン開発メカニズム
（CDM）
の認定を受けた最初の
機関であり、CDMを通じて発行された排出権の取
引を行っていますが、シェルではCO 2 排出権を取
引するための世界市場の誕生に備え、またその誕
生に向けた働きかけを行っています。このような市
場がCO 2削減に関して真価を発揮するには、シェ
ルがノルウェーで発表したような
（P.10）
、化石燃
料使用時にGHGを回収する大規模プロジェクト
が信頼をかち得る必要があります。これらの事業
が今後、EU ETSやCDMから承認を得ることがで
きれば、シェル・トレーディングの技術及び市場に
関するノウハウを活かし、GHG排出量削減に効果
のある技術的なソリューションと排出権取引制度
とを組み合わせて使用することが可能になります。

シェルの製油所でのエネルギー効率向上
シェルの製油所が2005年に排出したCO2は約
4,000万トンでした。この数字は、精製プロセス
を改善してエネルギー効率を向上するための
様々な取り組みの成果と言えます。この取り組
みは以前は「EnergiseTM計画」の一環でしたが、
2005年に「新しい業務改善レビュー（BIR）
プロ
セス」に統合されました。これによりシェルの製
油所は必要な資源を現場で確保し、改善に注力
し進捗を追跡できるようになりました。シェル
の製油所の半数以上が2005年中にBIRプロセス
を実施し、残りの製油所も2006年に実施を予定
しています。26ヶ所ある製油所のうち13ヶ所で、
統合前の「EnergiseTM計画」に基づく対策が完了
しています。またシェルでは、主に石油精製時
のエネルギー効率向上を目的とする3年間の設
備投資計画も進めています。
「Energise TM計画」
に基づく対策により、シェルは、年間約6,000万
ドルのコスト削減と年間52万トンのCO 2削減を
達成しています。

の施策が功を奏して、EU ETSの規制については
では各国の政府に対して、この制度の導入を強く
完全にクリアしています（ケーススタディを参照）
。 働きかけましたが、今後も排出権取引に関するノ
EUのこの制度によって取引相場が明確化した
ウハウを培いながら、クリーン開発メカニズム
ことで、企業にとってもGHG削減に向けた投資効 （CDM）
のような柔軟な取引方法も含めて、世界中
果を図ることが容易になりました。今年、シェル
でこうした取引制度の活用を支援していきます。

コメント
「非現実的なアイデアを実現するには、解決不可
能にも思える難問にも果敢に挑戦する、パイオ
ニアとも言える発明家や革新者が必要です。
『シェル・スプリングボード賞
（Shell Springboard
Award）
』
は、気候変動への影響を効果的に抑える
新しいアイデアを積極的に支援するものです。気候
変動の問題解決に実際に役立つ革新的な技術に
対して贈られます。
最終候補の6社は、気候変動を引き起こすガス
を削減する革新的な技術をそれぞれ
披露しました。いずれも、管理面や
資金面でも大きなインパクトのあ
る技術でした。
私は、シェルが今後もこの
賞 を 成 功 さ せ 、新 技 術 を
毎年発掘し続けることを
切に願っています。」

ジ ュ リ エ ッ ト・ダ ベ ン ポ ー ト
グッド・エネルギー社CEO
スプリングボード賞審査委員
（JUDGE ON THE SPRINGBOARD FINALIST PANEL）
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発電に伴うCO2排出量
gCO2/kWh
石炭
石油
石炭ガス化
天然ガス
原子力
水力
風力および
太陽エネルギー
0

> 1リットルのガソリンで3,836KM走行して優勝したヨーロッパ車
（ シ ェ ル・エ コ マ ラ ソ ン 2 0 0 5 ）

「シェルでは、化石燃料の生産及び利用
によって排出されるCO 2の回収・貯留
に関する費用効果の高い事業を模索し
ています。」
グ レ ア ム・ス ウ ィ ー ニ ー
再生可能エネルギー、水素、CO 2 担当上級副社長
（EXECUTIVE VICE PRESIDENT,
RENEWABLES, HYDROGEN AND CO 2 ）

CO2回収技術
大気中に放出されるCO 2 を除去または削減し
ながら、化石燃料を使う方法はたくさんあります。
燃料を水素に変換すればCO 2 を前もって除去
することができます。また、燃料を純酸素で燃焼
させて高濃度のCO2を回収したり、あるいは通常
通りに燃焼させて排出ガスから低濃度のCO 2 を
回収したりすることも可能です。回収したCO2は、
地下の帯水層に貯留したり、成熟した油田に注
入して原油生産量を増加したりするほか、紙の
漂白をはじめとした産業利用が可能です。
これらの技術にはいくつかの問題が残されて
います。
コストの問題を解決する必要があるほか、
CO 2 の排出源の近くに適切な貯留場所を見つけ
なければならないのです。さらには、CO2を地下
に貯留しても安全であることを実証する必要も
あるため、場合によっては、貯留技術の不安点を
見直さなくてはなりません。
しかし、これらの障害を克服できれば、世界中
で化石燃料の利用が拡大しても、CO2の回収と貯
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CO2を貯留して原油生産量を増大（ノルウェー）

製油所のCO2でトマト栽培

シェルはスタトイル社と共同で、CO2を貯留
して原油生産量を増やすという世界最大の事
業をノルウェー沖で展開しています。設計案に
よると、新しいガス火力発電所やメタノール施
設から排出されるCO2は、沖合にある2ヶ所の
油田にほぼすべて注入され永久に貯留されま
す。CO2の注入による圧力の増加で原油の回収
率が向上します。その結果、地域の電力供給不
足の緩和やエネルギーの安定供給に貢献する
ことができます。1年間で最大250万トンのCO2
の削減が期待されており、これは自動車50万
台のCO2排出量に相当します。

CO 2は、気候変動の原因の一つですが、果物
や野菜の成長を促進する効果を持っています。
例えば、温室内のCO2濃度を2倍にするとトマトの
生産量が25%増加します。オランダでは、温室の
CO2濃度を高めるには夏の暑い時期でも天然ガ
ス・ストーブを使用しなければなりません。パー
ニス製油所はこのような農家向けに、自社の水
素生産プラントから発生する純CO 2 の供給を
2005年に開始しました。植物のCO2吸収を促進
するコンソーシアム
（Organic CO2 Assimilation
for Plants）
が配給しているこのガスは、温室農家
とパーニス製油所の両方に大きなメリットをもた
らしています。温室農家では、ガス・ストーブの燃
料代よりもパーニス製油所のCO2の方が安く、作
業効率もアップするというメリットを生かし、コス
ト削減と省エネルギーを実現しています。一方パ
ーニス製油所も、回収したCO 2の市場の創出に
成功するとともに、年間約32万5,000トンのCO2
排出量削減を達成しています。

留によってGHG排出量を大幅に削減できること
になります。
シェルは、このような炭素管理技術の研究を
支援しており、CO2を地下に永久に貯留するため
の一連のプロジェクトにも参加しています。
2005年には、オランダのパーニス製油所が地
方の温室農家向けに純CO 2 の供給を開始しまし
た（ケーススタディを参照）。シェル・カナダも、
オイルサンド・アップグレーダーから排出される
CO 2を、成熟した油田に年間100万トン貯留する
計画に着手しました。シェルはまた、中東でCO2
回収事業の機会を探るために三菱重工業株式会
社と戦略的な提携を結んだほか、スコットランド
のミラー油田を念頭に置いた水素発電とCO 2 貯

留の統合事業にも参加しています。さらに、シェ
ルの特許取得済みの石炭ガス化技術をオースト
ラリアのスタンウェル社に供与し、CO2の回収・
貯蔵が可能な世界初の石炭火力発電所の実現に
重要な役割を果たしました。2006年初めには、
スタトイル社と協力してノルウェー沖で大規模な
CO 2貯留事業を開始することを発表しました（ケ
ーススタディを参照）。

シェルの目標：
> GHG排出量を削減する（目標：2010年の排出レベルを1990年のレベルの5%減に
抑える）。
> 天然ガスと最新の輸送用燃料を増産し、顧客の排出量削減を支援する。
> 化石燃料から排出されるCO2を回収する技術に積極的に投資する。
> 最低でも１つ大規模な代替エネルギー事業を軌道に乗せる。
> GHG削減の機運を市場に高める政策を支援する。

シェルのエネルギー製品から排出され
るCO2の削減
シェルのエネルギー製品は使用にともない、
生産時の6〜7倍のCO2を排出します。これは年間
7億5,000万トン以上にのぼります。

一方シェルは、石炭ガス化技術を通じて石炭
火力発電所の効率向上と地域汚染の大幅な低減
にも貢献しています。オーストラリアで進行中の
スタンウェル社の事業では、ガス化技術により、
比較的高濃度で回収もずっと容易なCO 2の高圧
流を作り出して、貯蔵コストの大幅な削減を実
現しています。

クリーンな発電
シェルは、排出ガスの少ないクリーンな天然ガ
スを提供することで、電力部門におけるGHG排出
量増加の抑制に大きく貢献しています。天然ガス
は、輸送できるように液化する必要がありますが、 持続可能な輸送エネルギーを提供
輸送部門では当分の間、石油が重要な役割を
このガスを使用する火力発電所は、現在の石炭火
担い続けることになるでしょう。したがって輸送
力発電所の約半分のCO2しか排出しないため、環
部門では、GHG排出量削減が重要な課題となっ
境に優しいクリーンなエネルギーと言えます。
ています。シェルは、燃料の差別化戦略を通じて
シェルは、民間の株式会社としては世界最大
GHG排出量の削減を支援しています。その一環
のLNG生産機関であり、1,000万世帯以上の家庭
として、ピ ュー ラ（ P u r a ）、オ プ ティ マ ッ クス
に電力を供給しています。シェルでは、
「サハリ
といった高品質
ン2」
（p.24）や「カタールガス4」といった事業を （Optimax）、Vパワー（V-Power）
の輸送用燃料を提供し、地域の大気汚染の低減
展開するとともに、オーストラリア、ナイジェリ
ア、オ マ ー ン の L N G 施 設 を 大 幅 に 拡 張 して 、 と燃料消費の削減に貢献しています。
プレミアム燃料のなかには、シェルが開発した
2004年から2009年の間に生産能力を約2倍に増
極めてクリーンなGTL燃料が混合されているもの
強する計画を立てています。
もあります。フォルクスワーゲン社やダイムラーク
LNGの増産による電力生産が普及すれば、石
ライスラー社をはじめとする自動車メーカーでは、
炭火力発電所から排出されるCO2を年間で2,500
このGTL燃料を効率の高い新世代のディーゼル・
万トン削減できることになります。
エンジンに利用できるかどうか試験を実施してい
また、LNGは代替エネルギーとしてガスの安
ます。自動車耐久レースに初めて参戦したディー
定供給に大きく貢献しています。

ゼル・エンジン車（アウディ・スポーツ開発）
は、シ
ェルGTL燃料を混合した燃料で2006年3月のデビ
ュー戦で見事勝利を飾りました。6月にはルマン
24時間レースに参戦する予定です。シェルは、こ
のGTL技術とバイオマス液化燃料（BTL）技術によ
って自動車業界に貢献した功績が認められ、2005
年に「フェルディナンド・ポルシェ賞（Professor
Ferdinand Porsche Prize）
」を受賞しています。
シェルはまた、輸送部門で利用されている化
石燃料に代わる新エネルギーの開発にも取り組
んでいます（p.12）。
植物由来の輸送用燃料（バイオ燃料）に関して
は、既に大手供給会社の一つとなっており、現在
では水素を輸送用燃料として利用する研究も進
めています。
2005年には、ガソリン中の鉛の段階的廃止を
推進しているアフリカを支援するために、南アフ
リカやケニアと合弁で運営している製油所を拡
張しました。無鉛燃料の増産により、大気中の鉛
濃度の低下や、燃費性能が高い近代的なエンジ
ンの利用率が向上するでしょう。シェルはまた、
国連の「クリーン燃料と自動車のパートナーシッ
プ（PCFV）」と、世界銀行の「クリーンエア・イニ
シアチブ（CAI）」のメンバーとしてアフリカを支
援し続けています。
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代替電力のコスト
$セント/kWh（電力）
太陽光発電
波力発電
バイオマス発電
地熱発電
海上風力発電
陸上風力発電
0
電力卸売価格

www.shell.com/alternative

食用植物油と大差なく、エンジン性能の低下につな
がる恐れがあります。また、バイオ燃料の生産には
再生不可能なエネルギーが大量に必要であること
が多いため、CO2排出量の削減には限りがあります。

長期的に見ると、太陽光エネルギー、風力、バイ
オ燃料といった代替エネルギーは、気候変動への
対応やエネルギーの安定供給を図る上で重要な役
シェルは2002年以降、高品質なバイオ燃料の開
割を果たすと思われますが、現時点では、世界のエ
発に積極的に投資してきました。2004年には、シェ
ネルギー需要の1%も満たしていません。シェルは、 ルのパートナーであるアイオジェン社と協力して、ワ
代替エネルギーが世界のエネルギー・ミックスの重
ラを原料とするエタノールの商業生産を世界で初め
要な一部となるよう、コストをはじめとする実用面
て開始しました。このエタノールのCO2排出量は、ラ
での様々な問題の解決に取り組んでいます。その
イフサイクル・ベースで従来のガソリンの10分の1で
一環として、少なくとも一つの代替エネルギー事業
す。シェルはアイオジェン社の他にも、カナダとアメ
を軌道に乗せるという目標を立てており、この目標
リカの企業やドイツのフォルクスワーゲン社などと提
の達成に向けて最も見込みのある技術、すなわち
携して、商業規模のプラント建設にも取り組んでい
2種類の輸送用燃料
（バイオ燃料、水素燃料）
と2種
ます。2005年には、コーレン・インダストリーズ社
類の電力源
（風力、薄膜太陽電池）
に焦点を絞って （CHOREN Industries GmbH）
に対してBTL技術
（バ
代替エネルギー戦略を進めています。
イオマス液化技術）
を供与し、ディーゼル燃料と混合
できる燃料を木材から製造する研究に取り組みまし
輸送用バイオ燃料
た。同社が特許を持つバイオマス・ガス化技術とシ
砂糖やオイルシード
（脂肪種子）
などの穀物やワラ
ェルのGTL技術の両方を利用した製造プロセスを
などの植物を原料とする「バイオ燃料」を輸送用燃
確立しました。同社では業界初となるBTLのパイロ
料として利用すれば、GHG排出量を大幅に削減し
ット・プラントの建設準備が進んでいます。シェルは、
石油への依存を低減することができます。成長する
小売販売網を通じてバイオ燃料の普及に努めてい
ときにCO 2を吸収する植物を利用したバイオ燃料
ます。昨年販売されたバイオ燃料は、CO2排出の削
は、通常の燃料と混合できるため、自動車の燃料と
減量に換算して、自動車約60万台の排出量に相当
してSSで取り扱うことができます。したがって、他の
する300万トン以上を削減したことになります。
輸送用代替燃料よりも迅速かつ大規模に普及させ
ることができます。しかし、品質を高める必要があり
水素燃料電池エンジン
ます。現在のバイオ燃料は従来のガソリンやディー
水素燃料電池エンジンは、大気汚染の大幅な低
ゼル燃料よりも値段がかなり高い一方、品質的には
減とエネルギーの安定供給を実現すると期待されて
12 The Shell Sustainability Report 2005
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出典：
「Shell, IEA, Europa, Wind Power Monthly」

> ワ ラ で エ タ ノ ー ル を 生 産（ ア イ オ ジ ェ ン 社 ）

代替エネルギー

10

います。また、再生可能なエネルギーやCO 2回収技
術を利用して水素を生産すれば、GHG排出量の大
幅な削減も期待できます。しかし、燃料電池はコスト
が高く、新しい燃料インフラを構築する必要もあるた
め、バイオ燃料よりも普及が遅れています。このよう
な状況の下、シェル・ハイドロジェンでは、水素ステ
ーションの整備をパイロット的に進めるとともに、水
素技術や燃料電池技術を持つ企業に積極的に投資
しています。さらに、地方自治体や主要自動車メーカ
ーの協力を得ながら、アイスランドを皮切りに、日本、
ルクセンブルク、オランダ、アメリカ
（ワシントンDC）
で
水素ステーションを建設しました。現在は、上海初の
水素ステーションの建設にも協力しており、2006年
にはカリフォルニアとニューヨークにも水素ステーシ
ョンを整備する予定です。
風力
風力タービンによる発電は費用効率が高まりつつ
あります。しかし、地域の不安を緩和する工業的規模
での開発用地を確保し、また風力という断続的な電
力源から大量の電力を供給できる送電網を整備する
という問題が残されています。このような状況の下、5
年間で世界最大級の風力発電会社に成長したシェ
ル・ウインドエナジーは、アメリカで大規模な新規事業
を開始すると同時に、中国でも地域の主要エネルギ
ー供給会社と協力して事業機会を探っています。
また、
海上の石油・ガス生産で得たノウハウを生かして運営
とコストの問題に取り組みながら、大規模な海上風
力発電事業を展開しています
（ケーススタディを参照）
。

代替エネルギー事業を推進するシェル：
> 2000年以降、
10億ドルを投資
> 主要エネルギー会社の中で代替エネルギー製品の品揃えが最も豊富
> バイオ燃料の供給で世界をリード
> 5カ国で水素ステーションを展開
> 世界最大級の風力発電開発会社（パートナーの発電能力は750MW、そのうち
350MWがシェル）
> 次世代の太陽光エネルギー技術の開発をリード
> ブ ラ イ ズ 事 業（ 北 海 ）

> シ ェ ル の C I S 太 陽 電 池 パ ネ ル（ イ ギ リ ス 、セ ン ト・ア サ フ ）

北海での風力発電事業

CIS薄膜太陽電池技術

風力発電の拡大には、事業の現場を、風力が
強く、巨大なタービンを利用できる見通しのよ
い海上へと移す必要があります。2000年にイギ
リスのブライズ沖合に建設されたイギリス初の
海上風力発電地帯を支援しているシェルは、
2006年3月に建設が始まった沖合10kmに位置
するオランダ初の海上風力発電地帯にも協力し
ています。この事業は、10万世帯以上への電力
供給と年間14万5,000トンのCO 2排出削減が期
待されています。また、海水侵食の問題への対
応など、今後の海上開発への貴重な前例とも見
られています。一方シェルは、ロンドン・アレ
イ社との1,000MWの共同発電事業
（シェル33%）
の認可を申請中です。これは、ロンドンで必要
な電気の25%をカバーする世界最大級の風力発
電事業です。

先進的なCIS
（銅、インジウム、セレン）
薄膜技術
は、太陽光エネルギー発電の大幅なコスト削減を
実現すると期待されています。この技術は、シリコ
ンに使われる素材の1%程度しか使用しません。
また製造プロセスもシンプルで破損の可能性が低
く、高価なシリコンも不要です。CISを含む金属溶
液を、窓のコーティング剤のように層状のガラスシ
ートに塗布するだけで、複雑な配線や組み立てを
行う必要がないということも大きな魅力となってい
ます。CISパネルは、光沢のある外観を有し建物
の壁や屋根などになじむため、特に都市部に適し
ています。シリコン・パネルと異なり、曇天でも太
陽光エネルギーを電力に変換する効率が低下し
ません。第1世代のCIS技術のマーケティングと製
造において4年の実績を持つシェル・ソーラーは、
2006年初めにガラスなどの建築材のトップ・メー
カーであるサンゴバン社と協力体制を築き、次世
代のCIS技術の開発機会を探っています。

太陽光エネルギー
太陽光エネルギーは豊富で各地にあり、しかも
CO2を排出しません。しかし太陽光エネルギーを電
力に変換して大量に利用しようとすると、コストがか
かりすぎるという問題があります
（グラフを参照）
。
現在のところ、シリコンと極めて複雑な製造プロセ
スを利用した太陽電池パネルが最も一般的ですが、
コスト削減を実現する次世代の薄膜太陽電池技術
（ケーススタディを参照）
が登場する日もそう遠くな
いでしょう。シェルは、2006年初めにシリコン太陽

電池事業を売却し、薄膜技術事業を展開するため
に新たなパートナーシップ交渉を開始しました。そ
の一方で、電力網が未整備の農村に太陽電池パネ
ルを使って電力を供給する小規模な事業を立ち上
げました。目下急成長中のこの事業では、独立型の
ディーゼル発電機に匹敵する電力を供給することが
できます。シェルは今後もこの事業を支援し、その一
環として2006年初めにはグッド・エネルギー社と協
力して事業の拡大に乗り出しています。

コメント
「ベローナ財団（Bellona Foundation）では、地球
の気候変動や災害に対して脆弱な、未開拓地域に
おける石油流出に大きな懸念を抱いています。し
かし幸いにも、シェルをはじめとする石油会社数
社が、再生可能かつ持続可能なエネルギーの未来
に貢献する重要性を認識し、問題解決への協力を
惜しまない姿勢を示しています。その中の1社で
あるシェル・リニューワブルズと当財団は、とも
に排出量ゼロの化石燃料発電所に関するヨーロ
ッパ技術基盤諮問委員会（Advisory Council of the
European Technology Platform on Zero Emission
Fossil Fuel Power Plants）のメンバーとして生産
的な対話を通じて協力し合っています。
国連気候変動に関する政府間パネル（IPCC）で
は、CO2の回収と貯留によってCO2排出量を20〜
40%削減できると発表しています。そのため、シ
ェルとスタトイル社のノルウェー沖における共同
事業（CO2の回収と石油増産への利用）の発表は、
当財団にとって非常に大きな意味があります。
このプロジェクトが、CO2排出量の
削減を実現する非常に有効な手段
であるということが証明されると
信じて、進展を楽しみにしています。
」

フ レ デ リ ッ ク・ハ ウ ゲ
ベローナ財団会長
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シェルのステークホルダーの関心が
高く、またシェルの評判と事業に影
響を及ぼすその他の環境・社会的問
題に対するシェルの取り組みを紹介
します。

その他の問題
生物の多様性
www.shell.com/biodiversity
生物の多様性を保護しながら、世界の
エネルギー需要の拡大に対応するには、
新たなパートナーシップを構築すると
ともに、新しい技術や運営方法を導入
する必要があります。
世界中の科学者1,300人により2005年に実施さ
れた「ミレニアム生態系評価」は、世界の生態系の
急速な悪化に警鐘を鳴らしています。人口が増え、
資源とエネルギーの消費が拡大し続ける現在、各
国政府は開発と自然保護のバランスを正しく維持
する方法を早急に見つけ出すべきです。
自然保護に取り組むシェルは、エネルギー会社
として初めて生物多様性基準を採用しました。ま
た 企 業 としては 唯 一 、国 連 教 育 科 学 文 化 機 関
（UNESCO）
が認定している170ヶ所以上の世界遺
産地域で事業を展開しないことを表明しています。
シェルはまた、一連の厳格な行動指針に従い、
国際自然保護連合（IUCN）の指定保護地域（カテ
ゴリーI〜IV）
への影響の最小化に努めるとともに、
該当地域での活動を逐次報告しています。
持続可能な社会とともに生きる
シェルでは、前文であげた取り組みを事業要件
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の中に具体的に組み込んでいます。新規事業や事
います（p.24）。
業の拡大に際しては、事前にIAの実施を義務付け、
シェルは、これまでに得たノウハウや教訓をグ
生物の多様性をチェックしてから設計や投資に関
ループ内で共有する体制を一刻も早く築く必要が
する重要な意思決定を行っています。また、生物
あると考えています。社員のスキルと意識を高め、
の多様性の高い地域では、シェルのHSEマネジメ
今あるベストな取り組みを世界中のシェルの日常
ント・システムのガイダンスに従って事業を遂行
業務に組み込んでいく必要があります。
しています。
この課題に対してシェルは、2005年に「プロジ
シェルがブルネイ、オランダ、ナイジェリア、ア
ェクト・アカデミー（Project Academy）」を、そし
メリカで運営している各企業は、IUCNの指定保
て 2 0 0 6 年 に は「 生 物 多 様 性 情 報 管 理 システム
護地域（カテゴリーI〜IV）で事業活動を行ってい （Biodiversity Knowledge Management System）」
ますが、いずれも2006年3月末までに「生物の多
をそれぞれ立ち上げ、取り組んでいます。
様性に関する行動計画」
（BAP）の策定を完了して
います。BAPには、地域の生物多様性の保護と向
外部機関との協力
上のための施策のほか、各施策の効果を確認する
シェルは、世界各国の100以上の自然科学保護
ための基準が盛り込まれています。シェルでは、 機関と協力し、シェルの事業が生物の多様性に与
その他の事業地についても生物多様性の高い地
える影響を低減しながら世界中で生物多様性の
域を確認し、BAPを2007年末までに策定したい
保護に努めています。その一環として、世界保護
と考えています。
地域委員会の専門調査委員会などの外部機関が
シェルでは、オンラインの地図情報システムを
推進しているIUCN保護地域カテゴリー・システ
利用して生物の多様性が脅かされている地域を特
ムを支援しています。またUNESCOとともに、世
定し、迅速な対応と影響の低減に努めています。 界自然遺産地域の保全の強化にシェルの業務技
例えばマレーシア沖でボーリング作業を行ってい
術を活用する試験プログラムを実施しています。
ましたが、2005年に傷つきやすいサンゴ礁の生
息が判明したため事業地を移転しました。
シェルはまた生物多様性の保護について様々
な実地経験を積み重ねています。例えばサハリ
ン・エナジー社は、鯨や鮭の産卵への影響を緩和
する活動を外部の専門家と協力しながら行って

シェルは生物多様性の保護の大切さを認識しています。
シェルの目標：
> 保護地域の基本概念を尊重する。
> 世界自然遺産地域内で事業を行わない。
> 外部機関とも協力して生態系を維持する。
> 様々なパートナーシップを通じて、
世界の生物多様性の保護に積極的に貢献する。
「2001年シェル生物多様性基準」
− 保護地域における2003年の取り組み

コメント
「シェルは生物多様性戦略（2005〜2010年）
を推進
していますが、やるべきことがたくさんあるのでは
ないでしょうか。例えば、
『理想と現実のギャップ
を埋める
（closing the implementation gap）
』
とい
う取り組みでは、
『生物の多様性の高い地域（High
Biodiversity Value Areas）
』を明確に定義する必要
があります。また『目標の達成度（demonstrating
delivery）
』についてはGRIと自主基準に沿って完璧
な報告書を提出しなければなりません。さらに、
『 実 証 に よ る リ ー ダ ー シ ッ プ（ leading by
demonstration）
』については、環境保護に積極的
に貢献するために関連事業をどのように実施及び
評価していくのかを明確に示す必要があります。
このような課題を解決しビジネスケースを確立す
るには、個人そして職業人としての成長を通じて洞
察力を高める必要があります。これに関しては、2005
年の『プロジェクト・ベター・ワールド
（Project Better
World）
』
によって、一定の成果を収めることができた
のではないでしょうか。この共同パート
ナーシップでは、シェルの社員37名
が世界12カ国で14件のアースウォッ
チ・プロジェクトに参加して3,000時間
近くを環境保護調査に費やしました。
このプロジェクトとその参加者は、シェ
ルの持続可能な未来への取り組み
の一環として、非常に重要な役割
を果たしたと思います。
」

光の色を変える

ボーフォート海での慎重な行動

時には、簡単なことが非常に大きな効果を発揮
することがあります。シェルは外部の専門家と協
力して、海上の施設から放射される光が北海の渡
り鳥に与える影響を調査しました。その結果、夜
間の白い光によって鳥が混乱し、海上の施設を旋
回し続けて体内の脂肪と水分を大量に失い渡り
先の餌場に辿り着けなくなる危険があることが分
かりました。海上の施設の光を大幅に抑えればこ
の問題は簡単に解決できますが、社員の安全が脅
かされるという別の問題が発生してしまいます。
そこで、フィリップス社に支援を求め、海上の施
設から放射される光を鳥に無害な色に変更する
ための研究を行っています。

シェルは、アラスカ北部沖のボーフォート海
の試掘権を2005年に獲得しました。石油・ガス
採掘地域として数十年にわたる歴史を持つボー
フォート海は、国有地でもIUCNの保護地域でも
ありませんが、生物多様性に富んだ貴重な地域
であり、またアラスカ北部の先住民は捕鯨で生
計を立てています。したがってシェルでは、ア
ラスカや他の北極圏の事業で得た経験を生かし
ながら、シェルの生物多様性基準やHSE基準に
従ってこの事業を慎重に進めています。地域住
民、専門家、政府と協力して、各段階で社会や
環境に影響が及ばないように細心の注意を払っ
ています。
シェルは2005年にこの事業のIAのうち地震に
関する評価を完了しました。その中で、この地
域を回遊し地域社会に不可欠な存在となってい
るコククジラへの影響を最小限に抑える必要が
あることが分かりました。このため、地域のス
テークホルダーと協力して鯨の回遊を監視する
とともに、周辺海域での船の航行速度を制限し
ています。シェルでは試掘についてもIAを行う
予定で、地域社会や科学の専門家と相談しなが
ら、考えられる影響を十分に検討してその管理
に努めていきます。その一環として石油流出の
防止や万一流出した場合の対策も整えます。ま
た地域社会との協力をスムーズに進めるため、
地元住民がシェルの社員として本事業の主要ポ
ストに就いています。

ニ ー ゲ ル・ウ ィ ン ザ ー
アースウォッチ事務局（ヨーロッパ）事務局長

その他の問題 15

その他の問題
社会の中のシェル

> 年 1 回 の シ ェ ル 経 営 基 本 原 則 ア シ ュ ア ラ ン ス 会 議（ A n n u a l B U S I N E S S P R I N C I P L E S A S S U R A N C E M E E T I N G ）、シ ェ ル 中 国

社会におけるシェル：
経営基本原則を守るために
シェル経営基本原則に沿って行動する
ことは、シェルの企業文化を支える重
要な側面です。特に、石油や天然ガスの
探索が複雑で難しい問題を抱える国や
地域に及ぶ時には、協調努力は欠かせ
ません。

16 The Shell Sustainability Report 2005

人権
www.shell.com/humanrights
シェルは様々な取り組みの中で人権重視の姿
勢を明確にしています。その一環として、社員に
対し、安全で健康的な職場を提供し、労働組合、
苦情処理システム、スタッフ委員会などへのアク
セスを保証しています。また児童労働をなくすと
ともに（p.19）
、地域住民の権利を侵害しないセキ
ュリティ対策を講じています（p.18）。
新規操業地域では、独立系の国際人権擁護団体
による国別リスク評価
（Country Risk Assessment）
を利用して人権リスクを事前に把握します。そし
て、その国の法律や慣習を国連の世界人権宣言及
び80カ国以上の国際人権条約と比較します。
特に出稼ぎ労働者の権利や治安部隊の活動に
関連するリスクには気を配り、人権侵害を回避す
るための対策を立てます。2005年にはリビアとア
ルジェリアで国別リスク評価を利用しました。
シェルは操業中の国でも人権コンプライアンス
評価（Human Rights Compliance Assessment）を
用いて人権リスクを管理しています。シェルのポ
リシー、手順、実践をそれぞれの指標に照らし合
わせて評価し、差異を明らかにして対応を決めま
す。2005年には、シェルグループの基準の検討を
含めて2つの評価を行いました。

ナイジェリアにおける事業と人権トレーニング
ナイジェリアで人権問題に取り組む著名な法
律家、オリサ・アグバコバ氏は2005年、シェル・
ペトローリアム・デベロップメント社のシニアマ
ネージャー100人を対象にワークショップを実
施しました。参加者は、人権に対するシェルの
取り組みとその意義を改めて学んだと同時に、
デモへの対応や政府治安部隊との交渉など、窮
境における最適な対応（ベストプラクティス）や
そのスキルを学習しました。
また、地域社会との連絡責任者やエンジニア、
セキュリティ・アドバイザーなど120人を対象
に、5日間のトレーニングセッションを開催しま
した。このセッションでは、地域社会の対立や
社員への暴力行為などの困難な状況への対処方
法を中心に実践的な学習が行われました。
2006年には、さらに500人の社員が現場でト
レーニングを受ける予定です。

シェルは
> 基本的人権を尊重します。
> 従業員の人権を尊重します。
> 賄賂、何らかの便宜のための金銭の支払い、詐欺と反競争的行為を含む違法行為
を一切許しません。
> 政治団体や政治的キャンペーンに対し献金をしません。
シェル経営基本原則
（2005年改訂）

> ベ ー ル 製 油 所（ フ ラ ン ス ）の 救 助 訓 練

> シェル経営基本原則の詳細はwww.shell.com/sgbpをご覧ください

外注先の作業員
コメント
「シェルは2005年、経営基本原則に高い目標を
掲げただけでなく、事業全般にわたって人権を保
証する体系的かつ広範な取り組みを行いました。
私は思うに、
『人権コンプライアンス評価』と『国
別リスク評価』を通じて、社員と地域住民の人権
への影響（の可能性）を把握することができます。
しかし、理論と実践との溝を埋めるのは簡単な
ことではありません。最も難しいのは、人権と地
域特有の価値とのバランス
をとること、そして 企 業
ポリシーを各地域に適
用することです。
しかし、
クリエイティブ な か た
ちで積極的に社会環境
に 貢 献 し 、メリットをも
たらすことは、決して不
可能ではありません。

マ リ ー ナ・デ ン ジ ェ ル ブ ロ ナ ー・コ ル フ 博 士
人権に関するヒューマニスト委員会
（HOM：HUMANIST COMMITTEE ON HUMAN RIGHTS）
人権とビジネス・プロジェクト
ザ・オランダ

員が秘密裏に、そして必要に応じて匿名で、賄賂
外注先の作業員は、シェルの基準に沿ってHSE
や便宜目的での金銭の授受、その他の詐欺行為の
を管理し、同時にシェルの経営基本原則あるいは
懸念についてアドバイスを受けたり報告したりで
それと同等の原則に従う義務があります。シェル
きるようにしています。各種言語に対応しており、
は多くの国で、現地の作業員と協力しながらそう
24時間利用可能です。
した条件の理解と遵守を支援しています。またこ
この取り組みの成果は、社員への匿名アンケー
の条件が満たされない場合、外注先との契約関係
トと、社内の報告システムに基づく追跡調査（賄
の見直しを行います。
賂及び詐欺行為の確認）によって測定されます
2005年中、条件の不満足による外注契約の解
。
除は63件にのぼりました。
地域の内訳はブラジル、 （p.34）
シェルグループが受理した誓約書によると、シ
カメルーン、ギリシャ、ホンジュラス、ハンガリ
ェルは2005年中、いかなる政治団体・政治運動に
ー、インドネシア、ケニア、ナイジェリア、ポーラ
も献金を行っていません。
ンド、イギリス、アメリカです。
競争に関する法律を守るための取り組みも続い
ており、ここでも内部告発のグローバル・ヘルプラ
誠実な行動
インとウェブサイトが活用されています。2005年は
www.shell.com/integrity
競争に関してシェルに不利な判決が3件ありまし
た。まず、スウェーデンの市場裁判所がシェルに対
賄賂、便宜を得るための金銭の授受、詐欺行為
を一切許さないというシェルの規則を守るには、 し、1999年に石油小売価格の価格つり上げと市場
（約250万ドル）
継続的なトレーニングと監視が欠かせません。 協定を行ったとして2,000万クローネ
の罰金を命じました。これに関連してシェルの社
2005年には126カ国で、仲介者の利用に関するト
員1人が解雇されています。また、ブルガリアの競
レーニングセッションが行われました。またシェ
争保護委員会はシェルが不正な小売広告を行った
ル関連各社は100カ国以上で、社員、外注先、仕
という理由で8万レバ（約5万ドル）
の罰金を命じま
入先による、便宜目的での金銭の授受を禁止する
した。さらに、昭和シェル石油（株）
が2004年に談
規則を定めています。
合で有罪判決（罰金）
を受け控訴していましたが、
シェルは内部告発に関するグローバル・ヘルプ
日本の最高裁はこれを棄却しました。
ラインとサポート用ウェブサイトを立ち上げ、社
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その他の問題
社会の中のシェル

2005年HSEゴールデン・ルール：
> 法律、基準、手順に従う。
> 安全やコンプライアンスを十分に確保する。
> 地域住民を尊重する。
シェル経営基本原則
（2005年改訂）

社会におけるシェル：
シェルで働く人々
シェルは、
その事業戦略に沿って、
自らの
能力を拡大してより大規模で複雑な事業
を構築・推進しつつ、
全施設で業務の質を
向上する必要があります。
そのため、
社員
のプロ意識の向上と意欲の維持を図るこ
とが最優先課題となっています。
安全な施設運営
www.shell.com/safety
シェルでは、社員、環境、施設の安全を脅かす
石油流出、火災、事故といった惨事の未然の防止
に努めています。その一環としてシェルグループ
各社、外注先、そしてシェルが運営する合弁会社
すべてに対し、シェルのHSE基準に沿った体系的
な施策によるHSEリスクの低減を義務付けてい
ま す。ま た シ ェ ル の す べ て の 主 要 施 設 で I S O
14001国際環境基準の認証を取得するとともに、
各施設で、惨事の発生に際して損害の最小化を図
るための緊急対策計画の策定とその定期的な見
直しを義務化しています。シェルは、深刻な惨事
やニアミスを調査することで、これらの事故から
学び、同じような惨事を二度と繰り返さないよう
に十分な注意を払っています。
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基準や制度は、社員がこれらに従って安全に行
動しない限り、意味がありません。残念なことに昨
年、社員3名と外注の作業員33名が作業中に命を
落としました。そのうち10名は交通事故が原因に
よるものでした。しかし、ドライバー安全プログラ
ム
（ケーススタディを参照）
の推進により、シェルの
安全パフォーマンスは年々向上しています
（p.36）
。
シェルはまた、
「ハート・アンド・マインドプログ
ラム」を通じて、コンプライアンスの強化と危険
な行動につながる恐れのある文化的な問題に取
り組んでいます。その一環として2005年に「HSE
ゴールデン・ルール」を導入しました。このゴー
ルデン・ルールはシンプルで覚えやすく、社員の
意識と説明責任（アカウンタビリティー）及びコン
プライアンスの強化に役立っています。

社員と施設の保護
www.shell.com/security
シェルの安全基準（Security Standard）
は、地域
住民の人権を尊重しながら、社員と資産を保護す
ることを規定しています。シェルは、法律上必要な
場合や、リスクを制御する妥当かつ唯一の方法と
して武力に頼らざるを得ない場合には、国連ガイ
ドラインに従って行使します。シェルはまた、
「安全
と人権に関する自主原則（Voluntary Principles on
Security and Human Rights）
」も支持しています。
2005年には、高リスク国で行っているシェル
の事業を対象に、自主原則の遵守・実行状況を評

アフリカでの交通安全活動：
「DRIVE TO LIVE」
キャンペーン
シェル・オイル・プロダクツ・アフリカ
（SOPAF）
の社員と外注社員が1年間に運転する距離は、
合わせて1億5,000万km以上にのぼります。これ
は毎日赤道を10周しているのと同じ距離です。
シェルのアフリカ事業における社員の死亡原
因として、長年にわたって最も多いのが交通事
故です。
そうした事態を改善すべく、SOPAFは2005
年に5年間の交通事故防止運動「Drive to Liveキ
ャンペーン」を開始しました。このキャンペー
ンでは、各国の優先事項や文化に合ったプログ
ラムを展開しています。まずキャンペーン本部
が、意識向上のための資料作成のほか、ワーク
ショップ、安全会議、ドライバー・フォーラムな
どを開催します。その後、各国で独自のプログ
ラムを策定して展開しています。
こ の キ ャ ン ペ ー ン は 、自 主 的 行 動 規 範
（Voluntary Code of Conduct）に規定されている
安全運転規則に従って運転するようにドライバ
ーを教育することを主な目的としています。
SOPAFの各事業部の安全パフォーマンスは
すでに向上しており、交通事故死亡者数は70%
以上も減少しています。特にケニアでは、大き
な交通事故は1件も発生していません。シェル
では、こうしたキャンペーンを他の地域にも広
めたいと考え、キャンペーンの教訓と資料をア
フリカの政府機関、関連地域団体、非政府機関
（NGO）に提供しています。

シェルの目標：
> 安全かつ快適な職場環境を社員に提供する。
> 社員の能力開発と有効活用を促進する。
> インクルーシブな職場環境を構築する。
> 社員の人権を尊重する。
シェル経営基本原則
（2005年改訂）

> ハ リ ケ ー ン「 カ ト リ ー ナ 」の 被 災 住 民 の 支 援 活 動 を 行 う シ ェ ル の 社 員
（ 米 国 、ニ ュ ー オ リ ン ズ ）

援しています。技術面でのノウハウだけでなく、多様
価しました。その結果、手順の改善と教育訓練の
な分野における育成コースを提供してリーダーシッ
強化が進み、のギャップが埋まっていることが分
プ・スキルの向上もサポートしています。2005年には
かりました。
7,000人以上の社員がこうした研修やコースに参加
同じく2005年には、シェルの各操業地域におい
しています。シェルは、ヨーロッパ、アジア、アメリカ
て、政府や治安当局と協力しながら現地でノウハ
の大手ビジネス・スクールと共同で実施しているリー
ウやアドバイスを提供するセキュリティ・アドバ
ダーシップ開発コースに、持続可能な発展を組み込
イザーを配置しました。
んでいます。また、
「シェル・プロジェクト・アカデミー
24カ国に散在するシェルグループ各社は、2005
」
を設立し、成功事例
（ベ
年に武装強盗、誘拐、破壊行為といった安全を脅 （Shell Project Academy）
ストプラクティス）
の共有化とプロ意識の向上を図る
かす大きな事件に見舞われました。このようなこ
ともあり、同年には操業を行っている国のうち、 と同時に、大規模かつ複雑な事業に確実に対応で
きる社員の育成に努めています。2006年には、同ア
19%の地域で安全を守るために武力を行使しまし
カデミーを補完するものとして、交渉と経営管理の
た。この割合は2004年を僅かに上回っています。
スキ ル 向 上 に 焦 点 を 絞 った「 商 業 アカ デミー
求人活動と研修
（Commercial Academy）
」
を開設する予定です。

www.shell.com/employeeresponsibilities
シェルは、有望な人材を採用し、次世代を担う
技術職・営業職の社員として実践的な教育を行っ
ています。2005年の新入社員は約2,700人で、そ
のうち1,000人が経験のあるエンジニア、700人以
上が大卒者です。新入社員の出身地は70カ国以上
にまたがっています。
また2005年には、
8名の主任研究員を置きました。
この新しい職能により、技術力の向上を図りつつ
魅力的なキャリア開発機会を技術職の社員に提供
します。
シェルでは、業務内外の研修をバランスよく提供
して、社員が経験を積み、スキルアップできるよう支

ダイバーシティとインクルーシブネス（D&I）
シェルは長年にわたってダイバーシティ
（多様
性）を尊重する社風を築いてきました。2005年に
は、ダイバーシティーとインクルーシブネスに関
する計画を事業に反映させるため、この計画の推
進に必要な資源を整備しました。シェルでは、全
社共通の目標として、
「上級幹部の20%を女性に
する」
「各国のシェルにおける上級職の過半数は、
、
その国の地元民を就任させる」
、
「自分の職場がイ
ンクルーシブ（包括的）だと感じる社員の割合を
増やす」という3つの項目に取り組んでおり、これ
らのデータを公表しています（p.35）。

シェルはまた、新規採用、キャリア開発、昇進、
研修、報酬などについて、障害者を含めた機会均
等の確保に努めており、求職者を雇用するかどう
かの判断や社員の業績評価を、明確で客観的な基
準に基づいて行っています。各国の事業部では、
少数民族出身の外注先や仕入先との取引を積極
的に増やしています（p.22）。

労働者の権利と児童労働
シェルが事業を展開している各国の社員は、ス
タッフ・フォーラムや苦情処理制度などの支援制
度を利用でき、また法律で認められていれば労働
組合にも自由に加入できます。労働組合員が全社
員に占める割合は、2004年が12%であったのに
対し、2005年には約13%に上昇しています。
シェルでは、直接雇用や、合弁会社、外注先、
仕入先が介在する間接雇用を通じて児童を搾取す
るような行為を阻止する活動に取り組んでいま
す。2005年中には、シェルグループ各社が操業を
行っている国の9割で児童労働を防止する措置が
講じられました。これは2004年を上回る数値です。
我々が事業を展開する世界中のシェルグループ各
社のうち、7割の外注先の社員を対象に、また昨
年の3割強を上回る６割強の供給先の社員を対象
に、それぞれ児童労働を防止するための措置を取
りました。一方、法律が十分かつ適切に機能して
いる地域や国で操業するシェルグループ各社で
は、独自の児童労働の防止措置を講じていません。

その他の問題 19

その他の問題
社会の中のシェル

社会におけるシェル
www.shell.com/interactingwithcommunities
クリーンかつ安全な操業にも増して重
要なのが、施設周辺に住む人々の支持
と信頼を得ることです。地域が抱える
懸念を解消し、シェルがもたらすメリ
ットを普及して地域のさらなる発展を
サポートするには、地域住民との協調
が欠かせません。
地域住民にとって良き隣人となるためには、ま
ず「聞く」ことが大切です。シェルは、地域住民に
よる諮問委員会、一対一の対話、独立機関による
調査、地方自治体の助言などを通して、地域の
様々な意見や、住民の深刻な懸念を理解するよう
努めています。その上で住民と協力し、その懸念
を解消するとともに地域経済の発展に取り組みま
す。これらの活動を体系的かつ継続的に、そして
数多く行うことを目的として作成されるのが、社
会パフォーマンス計画書です。この計画書は大規
模な製造及び化学工場で利用されるほか、社会に
大きな影響を及ぼす可能性がある上流プロセス
にも用いられるようになりました。
しかし、どんなに素晴らしい計画を立てても、
実行しなければ意味がありません。シェルは社会
パフォーマンスの専門家からアドバイスを受け、
グループ全体でベストな取り組みを共有していま
す。また、プロジェクト・アカデミーを設立し、リ
ーダー向けトレーニングや部門別トレーニング・
プログラムを通して社会活動のスキルを強化して
います（p.19）。2005年にはグループ全体で、特に
社会パフォーマンスに重点を置いた広報活動と社
員のトレーニングを開始しました。
地域社会との対話に関連した3つの事例を紹介
します。サハリン、ナイジェリア、アサバスカ、サ
リムにおける活動の詳細はp.24〜p.29をご覧くだ
さい。ウェブサイトではこれらの地域の最新情報
をお伝えしています。

サプレフ製油所・海港
（南アフリカ）
www.sapref.com
サプレフ製油所は、シェルとBP社の対等出資
による合弁事業で、南アフリカの石油の4分の1を
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生産しています。2003年の住民調査により、大気
汚染の軽減、石油流出の防止、シェルとのコミュ
ニケーション、雇用拡大が同地域社会の要望であ
ることが分かりました。サプレフは現在に至るま
で、こうした要望に応え続けています。
大気の汚染状況は、南ア政府の「マルチポイン
トプラン」を通してモニターされています。サプ
レフは1997年以降、二酸化硫黄の排出量を3分の
2以上削減し、自主目標の範囲内に抑える取り組
みを続けています。大気汚染のもう一つの原因で
ある揮発性有機化合物（VOC）の排出は2005年に
わずかに増加したものの、1999年と比べて3分の
1削減されました。
また石油流出のリスクを減らすため、4,000万
ドルを投じて製油所と港を結ぶパイプライン7基
を交換しました。このプロジェクトは2008年初め
に完了する見込みです。
またサプレフは2001年、地域社会とのコミュニケ
ーションを改善し連携を深めるため、14の地域団体
とNGO及び地域当局の参加を得て
「コミュニティ・リ
エゾン・フォーラム
（Community Liaison Forum）
」
を
設立しました。当初は信頼関係の構築が難しくフォ
ーラムの成功が危ぶまれましたが、外部ファシリテ
ーターの助けにより、活動は2005年から軌道に乗り
始めました。同年中に11回にわたる会議を開催し、
サプレフの環境パフォーマンス、新たな問題、地域
発展のチャンスなどについて話し合いを深めること
ができました。またフォーラムは、においで大気汚染
の種類を判断・報告できるようにリーフレットを作成
して2万6,000世帯に配布しました。そして、住民か
らの報告を迅速かつ確実にチェックする大気汚染
モニターシステムを立ち上げました。さらに、2010年
に南アフリカで開催されるサッカーのワールドカップ
に向けてグラウンドを整備し、地元の学校での指導
体制を確立するための地域プロジェクトも開始しま
した。失業中の若者は指導者養成トレーニングを受
け、子どもたちはスポーツ能力を向上させることが
できます。地域の発展及び雇用拡大に貢献するサプ
レフの姿勢は、このフォーラムを通じて地域に広く
理解されています。同フォーラムは2006年もさらな
る活躍が期待されています。

コリブ天然ガスプロジェクト
（アイルランド）
www.shell.com/corrib
アイルランドは天然ガスの80%を輸入に頼って

コメント
「サプレフ・コミュニティ・リエゾン・フォーラム
のメンバーは、ここ数年で飛躍的に増えました。
テーマを決め、活発で建設的な議論を交わして
います。事業の成功には地域での優れた取り組
みが欠かせないことを、このフォーラムは証明し
ています。メンバーをさらに増やし、
多くの地域住民が抱える問題に取
り組んでいくことが、今後の課題
になるでしょう。このイニシアチ
ブは、地域の指導者とサプレフ経
営陣の努力の賜物です」

カ ー シ・ガ ベ ン ダ ー
サプレフ・コミュニティ・リエゾン・フォーラム、外部ファシリテーター

います。海上のコリブ・ガス・プロジェクト（シェ
ルが45%を所有・運営）は、ピーク時にはアイルラ
ンドの需要の60%を満たす能力を備えています。
ガスは全長80kmのパイプラインで輸送され、陸
上ターミナルで処理され、国内各地の供給拠点に
送られます。
シェルは2004年、政府からパイプラインと処
理ターミナルの建設許可を獲得した後、IAを実施
し、4年間にわたる政府、計画当局、地域社会と
の協議を開始しました。
しかし、陸上パイプラインの安全性、地域社会
への実際的なメリット、地域の発展への影響など
を懸念する一部の住民が、このプロジェクトに強
く反発していました。
非常に残念なことですが、2005年6月、5人の住
民がプロジェクトに対する違法妨害行為で逮捕さ
れるという事件が起きました。この事件から間も
なくプロジェクトは中断され、第三者機関による
海上パイプラインの安全性見直しと、地域住民と
のさらなる対話が行われました。
今から考えると我々は、反対意見の根強さや、プ
ロジェクトが緊密な地域社会に及ぼす影響につい
て十分に理解していませんでした。法律に従い正式
の許可を得ることを重視するあまり、地域住民の懸
念に応え、プロジェクトの安全性や地域へのメリッ
トを伝えることが疎かになっていたのです。
我々はこの失敗を踏まえ、地域との真の連携を
確立するための取り組みを始めました。2005年の
第三者機関による安全性見直しの報告書にしたが
って、陸上パイプラインの最大運転圧力の低減な

シェルは操業している国においてその地域社会の繁栄に直接的、
間接的に貢献する
方法を継続的に改善し、
地域住民にとって良き隣人となることをめざす。
シェル経営基本原則
（2005年改訂）

> コ リ ブ（ ア イ ル ラ ン ド ）

ど、全ての勧告を取り入れる予定です。シェルは
引き続き第三者の仲介を受け入れていきます。

SPM製油所・化学プラント
（フランス）
www.shell.com/berrechemicals
南フランスのバール湖畔で1029年から操業す
るShell Petrochimie Méditerranée（SPM）は、長
年にわたり、安全性及び大気、水質汚染について
地域団体と地方自治体のアドバイスを受けていま
す。経営陣は2001年にこれらのグループを招き、
「 情 報 及 び 対 話 の た め の 地 域 委 員 会（ L o c a l
Committee for Information and Dialogue）
」を発足

コメント
「陸上パイプラインの運転圧力が効果的に抑制さ
れ、
また本報告書の他の勧告も受け入れられれば、
パイプラインは安全性を十分に配慮した設計にな
るはずである。このパイプライン設計とルート案
は、リスクの受け入れ能力に関する国際基準を満
たす、あるいは超えるものとして、さらに高圧パイ
プラインの模範事例
（ベスト・プラクティス）
として、
多くの国で受け入れられるべきである。
」
第三者機関による安全性見直し案より
2005年12月

させました。委員会は四半期ごとに会合を開いて
SPMのパフォーマンスを評価し、新たな問題を話
し合い、環境のために優先すべき投資プログラム
を提案するなどの活動を行っています。SPMと地
域が協力してSPMの環境面及び社会面のパフォ
ーマンスをモニターし、改善していく上で、この
委員会は大きな役割を果たしています。
委員会の活動を成功させるには、委員がSPM
の施設を隅々まで知っていなくてはなりません。
SPMの経営陣が活動内容、課題、選択肢について
の情報を公開することも大切です。委員は定期的
にSPM施設を訪問し、外部機関による監査や検
査結果に目を通します。委員会に提出されるパフ
ォーマンス報告書はすべて外部機関の監査を受
けています。
アドバイスは行動につながります。例えばSPM
は、悪臭、騒音、VOC排出を減らすことが最優先
課題であるという委員会の指摘を受け、消臭処理
と、フレアリングの調整による騒音抑制のプロジ
ェクトを開始しました。また、480万ドルを投じて、
ポリエチレン・プラントのVOC排出を95%削減し
ました。

> S P M 製 油 所（ フ ラ ン ス ）

コメント
「当市とSPM、そして環境保護団体は効果的なパ
ートナーシップを築き、産業の発展を推進して雇
用を確保するとともに、環境保全に
努めています。またオープンな取り
組みとして、情報の共有、公開ミ
ーティング、学校向けプログラム、
地域住民のためのホットラインな
どがあります。SPMが中小企
業及び産業の確立を支援す
る こと で 雇 用 機 会 を 作 り、
地域経済の発展を促してい
ることに対し、深く感謝し
ています。」
セルジュ・アンドレオーニ
バール市長
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その他の問題
社会の中のシェル

> フ ォ ー ト・マ ッ ケ イ・フ ァ ー ス ト・ネ ー シ ョ ン の チ ー フ 、ジ ム・バ ウ チ ャ ー（ カ ナ ダ 、ア サ バ ス カ ）

社会におけるシェル：
地域への貢献
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。しかしシェルはそれ以外にも、事業
を通じて発展に大きく貢献することが
できます。
現地政府への支払いを
社会に還元するために
www.shell.com/paymentstogovernments
2005年にシェルは、190億ドルの法人税と20
億ドルの採掘権料を支払いました。また、徴収し
た消費税と物品税は720億ドルにのぼりました。
エネルギー消費国の政府にとって、エネルギー税
（石油価格の最大80%）は多くの場合、所得税に
次ぐ最大の収入源となっています。
一方、石油や天然ガスによる収入はエネルギ
ー生産国に様々な恩恵をもたらします。上手く管
理すれば、学校や病院などのサービスを充実さ
せ、経済活動を多様化できます。しかし反対に、
そういった収入が腐敗と紛争、ひいては国の競
争力の低下を招くこともあります。
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シェルは、エネルギー資源からの収入の適切
な利用について現地政府に働きかけと支援を行
っています。賄賂と便宜目的での金銭の授受を一
切許さない姿勢で、今後も資源採掘産業の透明性
拡大イニシアチブ（EITI）の推進に努めます。EITI
は、エネルギー会社や採掘を行っている企業に対
し、政府への支払い内容を公表するよう求めてお
り、2005年のG8サミットで支持を得ました。シェ
ルは2005年、アゼルバイジャン、カメルーン、ガ
ボン、カザフスタンでEITIを実施したほか、ナイ
ジェリアでも引き続き継続しています（p.26）
。

地域経済への貢献と
サプライチェーンの育成
操業現場での仕入先や外注先の採用は、シェ
ルが地域の持続可能な発展に寄与するための最
も確実な方法です。シェルは地元企業の採用推進
プログラムを実施し、ビジネスコーチングやトレ
ーニングのほか、地元企業がシェルの基準に沿
って入札・契約するための支援、地元の外注先や
仕入先に対するプロジェクトへの参加要請など、
多岐にわたる取り組みを行っています。またシェ
ルの製造プラットフォームの主要部分を地元で構
築するための支援や（ナイジェリア、フィリピン、
ロシアなど）、あるいはシェルに製品・サービス
を販売する地元企業の立ち上げ支援することも
あります。これについては、カナダ（p.28）、オマ

> フィリピンの農民を支援

ーン、ロシア（p.24）で実際に行っています。
また、操業地の外注先の社員に対しても、地元
住民の雇用を促します。例えば、ブルネイ、マレ
ーシア、オマーンでは、すべての大型契約で地域
住民の雇用を強く求めています。
2005年にシェルが低・中所得国で現地企業か
ら購入した物品・サービスは、前年の63億ドルか
ら大きく増えて約92億ドルにのぼっています。シ
ェルは操業する低・中所得国の80%以上で、地元
の仕入先や外注先の採用を奨励しています。地元
での物品・サービス購入は、少数民族出身者や女
性にチャンスを与えることにもつながります。シ
ェルは南アフリカで「黒人主体の経済発展政策
（Black Economic Empowerment Programme ）」
を、アメリカでは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。

社会への投資
2005年の地域プログラムに対するシェルの投
資は、前年の1億600万ドルを上回る1億2,700万
ドルとなっています。特に金額が大きいのは、ナ
イジェリア（p.26）
とアメリカの地域プログラムへ
の投資です。
シェルの社会投資に対する姿勢は以前に比べ
て大きく変わりました。現在は、事業との関連性
が高い問題への対応に重点を置いています。シェ
ル自体は地域開発の専門家ではないため、開発

シェルの貢献
> 現代のエネルギーと石油化学製品を通して発展に貢献
> 現地政府の税収に貢献
> 地元企業の発展と雇用を促進
> 持続可能な地域開発事業を支援

> ラ イ ブ ワ イ ア・プ ロ ジ ェ ク ト（ ナ イ ジ ェ リ ア ）

関係のNGO、国際機関、国内組織などの協力を
仰ぐとともに、地域社会に対してはプロジェクト
の立案から運営に至るまでの全プロセスへの関
与を促します。中でも高い実績を持つのが、若手
起業家の創業と経営を支援する「シェル・ライブ
ワイア（Shell LiveWIRE）プログラム」です。1982
年にイギリスで始まったこのプログラムは現在、
5大陸20カ国以上で実施されており、最近はエジ
プト、イラン、パキスタン、アラブ首長国連邦で
も開始されました。
これに加えて有名なのが、シェルなどを中心
に2005年に設立された「アフリカ投資環境整備
基金（Investment Climate Facility for Africa）」で
す。G8の支持を得て5億5,000万ドルの資金を有
するこのプロジェクトは、アフリカ大陸における
ビジネスのコスト削減を支援しています。

国連ミレニアム開発目標
www.shell.com/mdgs
2015年までに極度の貧困状態にある人口の比率
を半減させるなど、国連ミレニアム開発目標
（MDG）
の8つの目標を達成するには、近代的エネルギーの
供給が不可欠です。特に、給水施設、病院、学校に
は動力や照明設備のための電力が欠かせません。
しかし世界では今も20億人から30億人が電力のな
い生活をしています。MDGへのシェルの貢献につ
いては、当社ウェブサイトをご覧ください。

> 薪 か ら コ ン ロ へ の 切 り 換 え を 目 標 と す る ブ リ ー ジ ン グ・ス ペ ー ス・プ ロ ジ ェ ク ト（ イ ン ド ）

シェル基金：
貧困へのエンタープライズ・ソリューション
www.shellfoundation.org
シェル基金は、シェルグループが2000年に2
億5,000万ドルを拠出して設立した慈善活動の
ための独立組織です。エネルギー、貧困、環境
がからみあった社会問題や、グローバリゼーシ
ョンの影響に苦しむ地域社会などに、持続可能
な解決策を提供することをめざしています。シ
ェル基金では、潜在的な収益性と幅広い応用性
のあるアプローチで低所得者層にサービスを提
供する小規模企業を支援します。ただ助成金を
付与するだけでなく、資金提供や貸し付けを行
う支援者も募ります。融資を受けた企業が十分
な競争力を身に付け独り立ちした後、返済や株
式売却などにより融資金を回収し、その分を新
しい融資プロジェクトに充当します。シェル基
金はこの方法を「貧困へのエンタープライズ・
ソリューション」と呼んでいます。
ブリージング・スペース・プロジェクト
シェル基金の「ブリージング・スペース」イニシ
アチブは、屋内での薪や畜糞の燃焼による空気
汚染に取り組んでいます。室内の空気汚染で死
亡する女性や子どもは年間160万人にのぼり、発
展途上国における死亡原因の第4位にランクさ
れる大きな問題となっています。ブリージング・ス
ペースは、調理の際の空気汚染が少ない料理用
コンロを製造・販売する小規模企業に融資をし、
一方で貧困家庭に購入資金を貸し付けるプログ

ラムです。2010年までに2,000万世帯に新しい料
理コンロを届けることを目指しています。
投資パートナーシップ・プログラム
シェル基金の「投資パートナーシップ・プログ
ラム」は、開始から2年が経ちました。アフリカ
農村部に住む人々の多くは、発電用のソーラー
パネルや調理用の液化石油ガス
（LPG）
などの近
代的エネルギーを購入するのに十分な経済力が
あります。しかし、このような製品を供給する小
規模企業は融資を受けにくい状況にあります。
投資パートナーシップ・プログラムは、地域の
シェル関連会社を通じて、こうした小規模企業に
ビジネス・プラニングのスキルやエネルギー市
場の現状を伝えるとともに、地元の銀行などか
らの融資を支援します。2003年には、500万ドル
で「ウガンダエネルギー基金（Uganda Energy
Fund）
」を、800万ドルで「南アフリカのエネルギ
ー基金によるエンパワメント
（Empowerment
through Energy Fund in South Africa）
」を設立
しました。2005年末までに、345社が基本的なア
ドバイスとトレーニングを受け、約1,000人が新
たに雇用され、8,000人が製品を入手することが
できました。しかも2つの基金は営利目的の投資
家にとっても魅力的なリターンを生成しており、
ビジネスモデルの有効性と幅広い適用性を証明
しています。2005年には、2,400万ドルで「東アフ
リカ基金（East Africa fund）
」が設立されました。
投資パートナーシップ・モデルはアフリカ全土に
広がりつつあります。
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> パイプラインの溶接

シェルは、重要なビジネス・ロケーシ
ョンと新事業に関する環境及び社会
問題に取り組んでいます。

事業と地域
サハリン
www.sakhalinenergy.com
「サハリン2は、世界最大の新エネルギー開発事業
の一つです。ロシアとシェルの株主が長年にわた
って戦略的に投資してきたサハリン2は、大規模
かつ遠隔地での操業のため条件も過酷で、非常に
困難な事業です。しかし私たちは、シェルのステ
ークホルダーとの意見交換を通じて学び、専門家
や地域住民と協力しながら、問題の解
決、環境への影響の低減、地域社会へ
の利益還元を図っています。」

イ ア ン・ク レ イ グ
サハリン・エナジー・インベストメント社CEO

サハリン2について
> サハリン・エナジー・インベストメント社（SEIC）
による合弁事業（出資比率はシェル55%、三井
物産25%、
三菱商事20%）
> フェーズ1では、一つの海上プラットフォーム
で石油を生産
> フェーズ2では、
海上プラットフォームを2つ追
加し、1,800kmのパイプラインを敷設すると
ともに、
ロシア初のLNGプラントを建設
> 2008年にガスの生産開始を予定（年間生産量
は最大960万トン）
> 1日当たりの石油生産量は最大18万バレル
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ロシアの東海岸の沖に位置するサハリン大陸棚
には膨大なエネルギー資源が存在しており、その
量は北海全体に残る資源に匹敵すると言われて
います。この大陸棚を開発すれば、ロシアにとっ
て大きなメリットになるだけでなく、アジア太平
洋地域と北アメリカのエネルギー需要の拡大を支
えることができるでしょう。これらの地域の天然
ガス消費量は2016年までに2倍以上になると予想
されています。
ロシア初の海底資源開発事業であるサハリン2
では、フェーズ1の石油生産事業が1999年に始ま
り、2005年末にはフェーズ2の建設事業が60%以
上完了しています。サハリン2については、フェー
ズ2のコストが当初見積もりの2倍の200億ドルに
膨らみ、また2005年に発表された最初のLNG配
給が大幅に遅れるなどの問題はありますが、この
合弁事業がもたらす大きな経済効果は引き続き
期待されています。コスト増は、ロシアのエネル
ギー・原料価格の高騰や賃金インフレのほか、事
業の複雑さや遠隔地という特性が過小評価され
ていたことを反映していますが、1バレル当たり5
〜6ドルという開発コストは、同規模の他の新エ
ネルギー事業と大差ありません。
この事業を成功させるには、様々な課題を適切
に解決しなければなりません。例えば、サハリン
島の開発への貢献、建設段階での労働者の急激な
流入への対応、地元民の生活環境の保護など、解
決すべき課題は多岐にわたります。また、絶滅の
危機に瀕している100頭のコククジラの夏の餌場
に近いため、その採食行動を脅かさないように配
慮する必要もあります。さらに、陸上パイプライ
ンは鮭が遡上する河川を横切ることになるため、
その建設も慎重に進めなければなりません。サハ
リン・エナジー社は2005年にこのような課題に直
面しましたが、多くのステークホルダーとの意見
交換を通じて学び、いくつかの大きな改善を実施
して環境への影響を低減する一方、地域住民の協
力関係を深めています。

コククジラ
コククジラに危害を及ぼさないように配慮して
いるサハリン・エナジー社は、2004年に業界初の
試みとして鯨の専門家による独立科学調査委員会
（ISRP）の召集を国際自然保護連合（IUCN）に委託
しました。ISRPは2005年初めに、事業が鯨に及
ぼす可能性のある影響を評価していくつかの対策
を提言しました。サハリン・エナジー社はこの委
員会の提言に従い、海底パイプラインを鯨の餌場
からさらに20km離れた場所に移し、また2つの採

油プラットフォームの基盤建設に高度な音響モデ
リング技術を使用して、騒音の発生を最小限に抑
えました。
また基盤の建設では外部の科学オブザーバー
が騒音レベルの監視を行い、鯨に影響を与えるこ
となく作業を完了しました。さらに船舶の速度制
限と航路の指定により、騒音レベルと、鯨と船舶
の衝突の危険性を低減させました。
サハリン・エナジー社は現在、IUCNと協力して
コククジラ諮問委員会（WGWAP）
の設立を進めて
います。WGWAPは元ISRPのメンバーを主体とし、
残りの建設期間及び建設後にも独自のアドバイス
を提供する予定です。また同社は、WGWAPによ
って鯨の生体の解明が進み、その移動経路の安全
を確保できるようになることを期待しています。
2005年に日本海で漁網にかかった3頭の鯨が死ん
でからというもの、このような研究の必要性が高
まっていました。
サハリン・エナジー社は、石油とガスの各事業で
鯨の安全を守るノウハウと経験を積み上げてきまし
た。シェルでは、同社のノウハウをボーフォート海で
の採掘事業
（p.15）
などの事業にも活用しています。

先住民
サハリン島に住む3,300人の先住民の多くは、
古くから漁業、狩猟、トナカイの飼育を生業（なり
わい）
としてきました。これら先住民のライフスタ
イルは、何世代にもわたるサハリン島への植民と
開発によって様々な影響を受けてきました。そし

サハリン2の予想寿命に基づいて原油価格1バレル当たり34ドルで計算すると、
約500億ドルがロシア政府にもたらされることになります。

> 陸上処理施設の建設現場にある巨大な熱交換器

て現在、大規模なエネルギー生産事業は新たな問
題を生み出しています。サハリン・エナジー社で
は、1990年代初めからサハリン2が直接的な影響
を及ぼしてきたトナカイの飼育について、先住民
の意見を聞いてその懸念を把握し、様々な対策を
講じています。その一環として同社は、先住民と
協力して、陸上パイプラインの敷設経路をトナカ
イの飼育にできるだけ影響を及ぼさないように
設計しました。
しかし、サハリン・エナジー社は非常に狭い地域
でしか対策を講じていなかったため、不満を持った
周辺地域の先住民が2005年に石油とガスの開発に
反対する抗議活動を開始しました。同社はこの問
題に対処すべく、抗議活動を受けて設立された「サ
ハ リン 先 住 民 委 員 会（ Sakhalin Indigenous
Minorities Council）
」
と協力して問題の解決に当た
りました。同委員会は、民主的に選出された委員で
構成され、こうした地域社会を代表する組織です。
サハリン・エナジー社は同委員会との協議を通じ
て、サハリン島の先住民のための5年間の開発計画
を策定しました。この計画は、社会・文化・安全衛
生上の便益の提供、伝統的な生活の援助、環境的
かつ財務的に持続可能なビジネスの構築の支援な
どを通じて、先住民の日常生活を向上することを目
的として、2006年5月に開始予定です。詳細は、サ
ハリン・エナジー社のウェブサイトをご覧ください。

違反時の罰金を規定しました。また、技術資格を
有する第三者的な外部オブザーバーに、環境保護
が必要な河川の横断地点の工事状況を監視しても
らうという対策も講じました。これも業界初の試
みです。これらに関する報告書と写真はすべて、
サハリン・エナジー社のウェブサイトでご覧いた
だけます。

河川横断工事

プロジェクト・ファイナンス

サハリン・エナジー社の陸上パイプラインが完
成すると、1,000以上の河川を横断することにな
ります。この中には、環境保護が必要とされる約
180の河川が含まれています。
そこで同社はパイプラインの建設開始前に、外
部の専門家に相談しながら河川横断戦略を策定
しました。各横断地点について環境に与える影響
を評価し、リスクの高い横断地点では、環境への
影響を低減するため特定の技術や工法の使用を
外注先に義務付けました。例えば、河川の凍結期
あるいは低水位期にのみ建設を進めたり、水平ボ
ーリング技術により堤防から河川の下を通るトン
ネルを掘ったりしたのです。しかし、2004〜2005
年の冬季にこの戦略に沿って作業を行わない外
注先があったため、サハリン・エナジー社は冬季
の事業計画を中止しました。
その後、2005〜2006年の冬季事業計画に向け
て戦略を練り直し、監視を強化しました。また未
建設の横断地点ごとに詳細な行動計画を策定し
ました。一方、外注先への再教育を行うとともに、
契約内容を見直して戦略の遵守に対する奨励金と

欧州復興開発銀行（EBRD）をはじめ、様々な金
融機関がサハリン2への融資を検討しています。
EBRDは2005年後半に、サハリン・エナジー社の
環境、社会、安全衛生に対する取り組みは、公開
協議会によって融資の実行の可否を判断する価
値があると発表しました。

ロシアのメリット
サハリン2はすでにロシアとサハリン島に大きな
メリットをもたらしています。例えば、2005年末ま
でに1万7,000人が雇用されたほか、事業活動の推
進によりサハリン島の失業率は1%に低下しまし
た。また、ロシアの各企業は約61億ドルの契約を
獲得し、さらにサハリン島のインフラの拡張に4億
ドルが投じられました。2005年末までに「サハリン
地域開発基金（Sakhalin Regional Development
Fund）
」に支払われた金額は約1億ドルに達してい
ます。サハリン2の予想寿命に基づいて原油価格1
バレル当たり34ドルで計算すると、約500億ドルが
ロシア政府にもたらされることになります。

コメント
「当委員会は、石油・ガス開発への抗議運動の中
で、すべての企業に対し私たちの古くからある
ライフスタイルへの影響を考慮するように要求
しました。その要求に応え、環境への責任を理解
したのはサハリン・エナジー社だけでした。同社
と当委員会は、
『サハリン少数先住民発展計画
（SIMDP）』の策定プロセスの中で話し合いを行
いながらそれぞれの責任を果たしてきました。ま
だ妥協点を見出せない問題もありますが、いず
れはすべての問題を解決できると確信していま
す。また私はこのプロセスを通じて、石油会社と
の関係の構築について学びました。1年前の私た
ちは、石油会社との関係をどのように築けばよ
いのか分かりませんでしたし、今で
も疑問に直面することはあります。し
かし、多国籍企業が参入してきたこ
とで、ロシアにはなかった国際規格
を導入し、環境影響の問題に協
力して取り組む機会を得ること
ができました。そのよい例が、
サハリン・エナジー社と協力し
て策定したSIMDPなのです。」

ア レ ク セ イ・リ マ ン ゾ
サハリン先住民委員会会長
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> ボ ン ガ 油 田：ナ イ ジ ェ リ ア 初 の 沖 合 深 海 開 発 事 業

ナイジェリア
www.shell.com/nigeria
「天然ガスのゼロ・フレアリングに向けて、2005
年に大きく前進できたことを喜ばしく思っていま
す。しかし残念なことにニジェール・デルタでは
治安が悪化しており、シェルの社員の安全や地域
の環境が脅かされています。また、国や
地域に広がる貧困を食い止めたいとい
う願いも、治安の悪化によって踏みに
じられています。」
バジル・オミウィ
（BASIL OMIYI）
SPDC社常務取締役
シェル・ナイジェリア社会長

ナイジェリアについて
ナイジェリアはOPEC加盟国であり、世界の石油
の3%を産出しています。石油とガスは、政府収入
の80%、
輸出収入の95%を占めています。
在ナイジェリア シェル・ペトロリアム・デベロ
ップメント社
（SPDC）
> ナイジェリア最大の石油・ガス合弁会社
（出資比
率はナイジェリア国営石油会社55%、シェル
30%、
トタール社10%、
アジップ社5%）
。
> ニジェール・デルタに1,000以上の油井を有
し 、ナ イ ジ ェ リ ア の 原 油 の 約 4 0 % を 生 産
（2005年）
。
シェル・ナイジェリア・エクスプロレーション・ア
ンド・プロダクション社
（SNEPCo）
> ナイジェリア初の沖合深海開発事業「ナイジェ
リア沖ボンガ油田」
の株式55%を保有する事業
会 社 。1 日 当 た り の 原 油 生 産 量 は 最 大 2 2 万
5,000バレル
（推定）。
ナイジェリアLNG
（NLNG）
> 2005年に世界のLNGの8%を生産した合弁
会社（シェルは25.6%を出資する、執行に携わ
らないパートナー）。
> 2005年に第4トレインの稼動を開始。
2008年
までに生産能力を拡大し、
2004年の3倍以上に
相当する年間生産量2,200万トンを目指す。
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ナイジェリアは世界第11位の産油国です。シェ
ルは50年以上も前から同国への積極的な投資を
通じて、石油とガスの生産拡大という同国の大き
な目標へ向けて支援を行ってきました。また同時
に、ナイジェリア政府を支援して、同国の石油・
ガス生産地域であるニジェール・デルタにおける
問題に取り組んでいます。イギリスとほぼ同じ面
積に2,700万人が暮らすこの地域の発展は、最大
の課題として引き続き残されていますが、汚職、
民族紛争、武装テロなどが課題への取り組みを妨
げています。
シェルは、
経済発展に必要な石油やガスの生産、
ナイジェリア政府の地域開発計画の支援、シェル
の持続可能な地域開発戦略の推進、汚職の根絶、
シェルの環境パフォーマンスの向上などを図るこ
とによって、ナイジェリアの発展に大きく貢献で
きると考えています。

発展への貢献
シェルは、ナイジェリアの発展に様々な形で貢
献しています。原油価格が1バレル当たり60ドル
の場合、SPDCがナイジェリア政府にもたらす利
益は1バレル当たり49ドル以上にのぼります（シ
ェルの利益は1.80ドル）。また2005年におけるシ
ェルによる事業の税収とロイヤルティー収入の合
計は43億ドルとなっています。
SPDCとSNEPCoでは、外注先や仕入先にナイ
ジェリアの企業を増やしていくとともに、海外か
らの入札者にナイジェリア企業との協業を勧め、
社員を5,000人以上（うち93%がナイジェリア人）
雇用しています。
またSPDCとSNEPCoは、ナイジェリア政府が
地域開発の調整を図るために創設した「ニジェー
ル・デルタ開発コミッション（NDDC）」を積極的に
支援し、その一環として2005年に7,500万ドルを
寄付しました。一方SPDCは、NDDCと民間会社
間の初めてのパートナーシップを実現し、このパ
ートナーシップによりバイエルサ州の幹線道路の
建設を進めています。
SPDCは、さらに3,200万ドルを独自の地域社会
プロジェクトに投じています。その資金をより効果
的に利用するため「2004年持続可能な地域開発戦
略」を実施しました。同社の目的は、地域住民の事
業参画機会を増やすとともに、現地の企業が、開

発企業を含めた外部の組織との協力体制を促進す
ることです。こうした新しいパートナーシップ・プ
ログラムにより、2005年末には、アメリカ国際開発
庁（USAID）
と国際熱帯農業研究所（IITA）
が支援す
る「 キャッサ バ 企 業 開 発 プ ログ ラム（ C a s s a v a
Enterprise Development Programme）
」を通じて
1,000人近くの雇用が創出されました。
またSPDCはナイジェリアの通信事業者であるグ
ロバコム社と協力して「テレコム自営業援助プログ
ラム
（Telecoms Self-Employment programme）
」を
推進しています。このプログラムを通じて、女性や
若者の起業家によって200以上のキオスクが設立さ
れました。

汚職の根絶
汚職は、ナイジェリアの発展を妨げる大きな障
害になっています。EITIを支持するシェルは、
2002年からナイジェリア政府に支払った収益を
公表しているほか、事業の中で様々な汚職撲滅運
動を継続的に実施してきました。例えばSPDCは
内部報告機関を通じて汚職を調査し、11人の社員
と13人の外注業者を解雇しました。また汚職の事
実が証明された事案についてイントラネットで公
表しました。

SPDC ― 石油流出量

SPDC ― フレアリング

単位：千トン

炭化水素のフレアリング量（単位：百万トン）

6

10

5

8

4

6

3

4

2

2

1
00
妨害行為

01

02

03

04

05

00

01

02

03

04

05

予防可能な原因（装置の故障、人為ミス、金属腐食など）

妨害行為に起因する石油流出を表す線は、
オポボ地区の事故（900トン）を除外したデータ。

環境パフォーマンスの向上
SPDCは、石油生産施設の天然ガス・フレアリ
ングを2009年までになくすという目標を掲げて
いおり、2005年は、その目標達成に向けて大きく
前進しました。2000年から2005年までに23億ド
ル以上を投じてパイプラインと圧縮ステーション
を建設し、回収したガスを地域の発電所やLNG事
業で利用する体制を整えました。それにより、
2001年以降、76ヶ所のフロー・ステーションのう
ち28ヶ所でフレアリングのゼロ化に成功したほ
か、フレアリング量を30%削減することができま
した。2005年にはコーソン海峡のプラントでガス
回収設備の稼動を開始しています。一方、SPDC
では2009年の目標の達成に向けて15億〜20億ド
ルの追加資金が必要になると見込んでいます。ボ
ンガ油田の海上プラットフォームを、シェルの新
しい油田同様にフレアリングがほとんど発生しな
い設計にして、ここで採掘した天然ガスをNLNG
のプラントから輸出する計画です。
SPDCは、原油流出事故の現場の浄化にも努め
ています。2005年末までに、汚染除去が必要とさ
れる現場の75%を復旧しました。SPDCでは、地
域住民の了解が得られれば、2006年末までには
残りの現場の80%を復旧したいと考えています。
一方、SPDCは2000年以降、パイプラインの保
守管理と監視の強化を図ってきました。この取り
組みにより、金属腐食や誤操作による新たな流出
を従来の10分の1の量に抑えることができ、ひい
ては、原油流出事故の発生件数を5年間で半減す
ることができました。しかし原油流出事故の最大
の原因として以前から問題になっている妨害行為
の対策については、困難を極めています。2005年
は、
流出量の約95%が妨害行為によるものでした。
大半の事故には、油田使用料の支払いと浄化作業
の職を求める人々が関わっています。シェルは引
き続き、流出事故への対応を強化しながら、地域
住民を監視員として雇用するとともに、妨害行為
の危険性についての啓蒙活動を実施しています。
またプラントの運転に起因する原油流出事故につ
いてのみ補償を行い、流出事故発生時には被害地
域の住民代表団、ナイジェリア石油省、SPDCの3
者で事故原因を調査し見解の統一を図っていま
す。しかし2005年12月に主要なパイプラインが武
装勢力によって爆破され、その結果、2005年の妨

> SPDCとUSAIDによるキャッサバ企業開発プログラム

害行為に起因する原油流出量は増加しています。
SPDCは2004年、過去に環境被害を受けたと主
張するニジェール・デルタの民族グループに15億
ドルを支払うようにナイジェリア上院から命じら
れました。高等裁判所もこの決議を支持していま
すが、その主張に根拠がないため、SPDCは上訴
しています。

治安
ニジェール・デルタの治安は2005年の後半ま
で良好でした。政府の治安部隊がパトロールを強
化していることもあり、武装犯罪組織による原油
盗難はほぼ半減し、住民による事業妨害も大幅に
減りました。SPDCは、地域社会や政府機関と協
力しながら問題を平和裏に解決する努力を続け
ています。しかしながら、オビオークとオディオ
マ間でSPDCの借地の所有権を巡る武力衝突が発
生し治安部隊が介入しました。残念なことに、こ
の事件で多数の人命が失われました。
2005年12月以降、治安状況は大きく悪化し始
めました。現地の武装勢力による主要パイプライ
ン爆破を発端に、SPDCや他の石油・ガス会社の
施設が次々と攻撃されました。武装勢力は、ナイ
ジェリア当局が拘束中のメンバー2人の解放、ニ
ジェール・デルタの原油収入の配分増、SPDCに
よる環境被害への補償を要求し、外注の作業員を
２人殺害したほか、SPDCの生産施設の40%以上
を閉鎖し、全ての現場作業員を西デルタから退去
させました。SPDCでは、自社の社員及び外注の
作業員の安否、
攻撃に起因する大規模な原油流出、
さらには発展への悪影響を懸念し、ナイジェリア
政府とその他のステークホルダーと相談しなが
ら、危機の打開策を探っています。

コメント
「 外 部 ス テ ー ク ホ ル ダ ー 評 価（ E x t e r n a l
Stakeholder Review：ESR）チームは、SPDC社の
地域開発事業の達成状況を6年前から年一度、独
自に検証しています。ESRでは
『完成度』
『機能性』
、
、
『目標達成度』
、
『受益者数』
、
『持続可能性』の各指
標に基づいて検証を行います。2005年、同社は地
域開発事業を通じてアカウンタビリティーの向上
と紛争緩和を図っていたため、ESRの評価では
『機能性』
と
『受益者数』のポイントが高まりました。
全体的に見ると、SPDC社と『持続可能な地域
開発（SCD：Sustainable Community
Development）
』チームのパフォーマ
ンスは高いと言えますが、事業の
『完成度』
と『持続可能性』を高めるに
は、適切なステークホルダーとの
連携の強化が不可欠です。これ
は、SCDチームの目標とミレニ
アム開発目標の達成
にも欠かせません。
」

ミ ナ・マ ー ガ レ ッ ト・オ グ バ ン ガ
（MINA MARGARET OGBANGA）
ESRチーム主事
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> アサバスカ・オイルサンド事業

> ア サ バ ス カ・オ イ ル サ ン ド 事 業 で は 環 境 モ ニ タ リ ン グ も 継 続 的 に 実 施

その他の主要な上流事業
「こうした新規の大規模な原油・ガス事業は、世界の
エネルギー需要を満たす上で重要な役割を担って
います。それらを成功に導くには、環境への影響を
緩和し、社会に貢献していく必要があります。その
ためには、地域のステークホルダー
が重視している事柄を的確に把握し
対応することが重要です。
」
マルコム・ブリンデッド
シェル・インターナショナル
経営執行取締役
天然ガス・石油採鉱／開発部門担当

新規の大規模事業はシェルの
「上流事業
の拡大」戦略の達成に不可欠です。ここ
では、シェルが運営管理している2つの
大規模事業、
すなわちカナダのアサバス
カ・オイルサンド事業とロシアのサリム アサバスカ・オイルサンド事業
（カナダ）
油田事業について紹介します。
www.shell.ca/oilsands
オイルサンドやオイルシェールといった従来と異な
る油層は、供給の多様化とエネルギー需要への対
応を図る上でますます重要になっています。カナダ
のオイルサンド地域には、サウジアラビアと同じ量
の原油が埋蔵されています。シェルは、カナダの北
アルバータでシェルグループ初のオイルサンド採鉱
事業となるアサバスカ・オイルサンド事業
（シェル・カ
ナダ60%）
を展開しています。この事業は、2004年に
フル生産を開始し、現在ではカナダのエネルギー需
要の10%を満たしています。オイルサンドを露天掘り
で採取して重油を分離し、それをアップグレーダー
経由でシェルのスコットフォード製油所へ送り、高品
質ガソリンなど様々な石油製品を生産しています。
シェル・カナダは、この事業のスタート当時か
ら持続可能な発展への取り組みを強力に推進して
います。例えば、採掘場の近隣住民（フォート・マ
ッケイの原住民）
と緊密に協力しながら、採掘現
場をどのようにして復旧するか検討してきまし
た。また、地域社会の協力を得て、地元住民の起
業や石油業界で通用する技術の取得を支援する
ことで、オイルサンド事業のメリットを提供する
こともできました。2005年には、現地企業への事
業の発注額は5,000万米ドル以上、採掘に従事す
る地元住民は約150人となっています。
アサバスカ・オイルサンド事業では、革新的な
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節水・省エネ手法を設計段階から取り入れてお
り、熱や循環水の回収と再利用をできる限り効率
的に行っています。
しかし、オイルサンドからガソリンを精製する場合、
原油から精製する従来の方法よりもエネルギー消費
が大きいため、CO2排出量も高くなります。シェル・カ
ナダは、事業によるCO2排出を2010年までに50%削
減するという自主目標を設定しました。これはつまり、
現行の輸入原油に代わってオイルサンドの原油から
ガソリンを精製し、しかもその精製と利用を合わせ
たCO 2排出量を現在の排出量よりも低く抑えるとい
うことです。エネルギー効率の向上を図り、また古い
油田のアップグレーダーから排出されるCO 2を貯留
するなど様々なプロジェクトを推進することによって、
この目標の達成に取り組んでいきます。
シェル・カナダは、環境団体や地域の代表者に
よ る 気 候 変 動 諮 問 委 員 会（ Climate Change
Advisory Panel）を設置しています。同委員会は、
この難しい目標を達成するために有効なアドバイ
スを行うとともに事業の進捗状況を監視します。
一方同社は、オイルサンド事業を拡大して2010
年までに1日当たりの生産量を現行の約2倍の28
万バレルに増加することを目指しています。生産
拡大にともない、GHG削減目標も自主的に設定
し取り組むことにしています。

> サ リ ム 油 田（ ロ シ ア ）

> サ リ ム 油 田（ ロ シ ア ）

サリム油田事業
（ロシア）
シェルは2005年11月、西シベリアのサリム陸
上 油 田 で 大 規 模 な 生 産 を 開 始 し まし た 。1 2 億
5,000万ドル（シェル50%）
という事業規模は、ロ
シアのエネルギー分野におけるシェルの投資とし
てはサハリン2（p.24）に次ぐ大型投資です。
2004年初めにシェルの基準と国際基準に従っ
てIAを実施したところ、この事業は地域社会に大
きな利益をもたらすものの、環境には土壌汚染、
フレアリング、原油流出といった大きな影響を及
ぼす可能性があることが判明しました。シェルは、
これらの問題を回避するため、各施設を保護森林
地域や水源地から離し、また必要最小限の土地だ
け開墾するようにしました。
2006年には油田内発電所の建設が着工予定で
す。発電は、採掘にともなう天然ガスを利用して
行われるため、サリム油田ではフレアリングの必
要がありません。残りのガスは地下に貯留されま
す。またサリム油田では、不慮の原油流出事故に
対する計画と装備を事業開始時からすでに完備
し、定期的に試験を行っています。

シェルによる業務管理が行われていない事業
サリム油田事業では、シェルの他の事業におけ
る最良の取り組みや経験を応用して、地域社会に
メリットをもたらすようにしてきました。2005年
末までに雇用した常勤社員は、2003年の15人か
ら大幅に増えて約800人となっており、外注の作
業員は3,000人を超えます。常勤社員の9割以上が
ロシア人で、2006年末には経営陣の半数がロシ
ア人になるでしょう。
サリム油田で働く作業員の4分の1はサリム村
の住民です。シェルは、この村の多くの若者に機
会を与えるために現地で雇用訓練プログラムを
推進しています。2006年4月には、このプログラ
ムの第1期修了生がサリム油田事業に正社員とし
て迎えられる予定です。
またサリム油田事業では地元企業との外注契
約を積極的に促進しており、入札のオンライン化
など、ロシア企業が入札に参加しやすくするため
の様々な施策を講じています。事業の最終段階ま
でには、外注業務の約8割がロシア企業に発注さ
れるでしょう。

シェルの戦略的投資先には、シェルが直接に業
務管理を行っていない事業も含まれています。そ
のような場合、シェルは事業会社が環境面・社会
面における責任をきちんと果たしながら事業を
推進するよう働きかけ、支援し、監視しています。
シェルでは、いずれの事業もシェルと同等の経営
基本原則とHSE基準を設定し遵守しながら事業
を展開することを期待しています。このような戦
略的投資には、オーストラリアのグレーター・ゴ
ーゴンのガス事業（シェル25%）
、カザフスタンの
カシャガン油田開発事業（シェル18.5%）
、カター
ルのカタールガス4社のLNG生産事業（シェル
30%）などがあります。
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アジアでの下流事業の拡大
「当社は、急成長中のアジア市場で、環境
面・社会面での責任を果たしながら下
流事業を積極的に拡大しています。」

ロブ・ラウツ
シェル・インターナショナル
下流部門担当

シェルは「下流事業の収益向上」戦略の
中核的な施策として、
インドや中国をは
じめ急速な工業化が進むアジア諸国で、
石油化学製品、石油精製、マーケティン
グの各事業を拡大しています。
これを成
功させるには、現地の文化の尊重、地域
社会への幅広い利益の創出、
シェルの環
境基準及び国際基準への準拠など、
やる
べきことがたくさんあります。

インドでのＳＳ運営
www.shell.com/india
インドでは、自家用車の近代化と台数の増加が急
激に進んでおり、高品質のガソリンと軽油に対の需
要が高まっています。2025年までには世界第5位の
輸送用燃料市場に成長する可能性があります。
シェルは国際的エネルギー会社としては唯一、
インドでＳＳを建設・運営しています。2005年末現
在、インド国内で8店舗を運営しており、さらに50
店舗の増設を計画しています。2010年までにイン
ド主要都市で500店舗を展開することを目標とし
ています。
環境水準の向上
シェルは、ＳＳの運営に当たって環境と安全に
関する国際基準に準拠しており、ＳＳの建設また
は買収前に必ずIAを実施しています。これまでの
IAの結果から、インドでは有限かつ貴重な資源で
ある地下水の保護のほか、土壌汚染の防止が重要
であることが分かっています。
シェルでは、インドで一般的に利用されている
一重構造のスチール製タンクやパイプではなく、
二重構造のプラスチック製地下燃料タンクや継ぎ
目のない地下パイプを使用しています。これらは、
世界各国におけるシェルの新しいＳＳと同じであ
り、厳格な国際基準に従っているためガソリンが
漏れる可能性はほとんどありません。
ＳＳでは、ガソリンが漏れても土壌に浸透しな
いように給油場をコンクリートで舗装し、またガ
ソリンで汚染された雨水を浄化してから下水道に
排出しています。一部のＳＳでは、貯留し浄化し
た雨水を地域の地下水に流しその不足を補って
います。インド初となるこうしたシェルの手法に
ついて、インド政府はＳＳの普及に前向きな姿勢
を見せています。

インドで環境賞を受賞
シェル・インド・マーケティングは2005年に、
世界環境基金（World Environment Foundation）
からゴールデン・ピーコック・エコ・イノベーシ
ョン賞
（Golden Peacock Eco-Innovation Award）
を授与されました。この賞は、実証済みの技術
によって顧客満足度の向上とコスト削減を実現
し、環境及び社会パフォーマンスをいっそう高
めて持続可能な発展に貢献した製品やサービス
に与えられます。この賞の受賞により、シェル
のＳＳで利用している優れた環境技術のほか、
インド企業への技術移転、女性の雇用促進、ＳＳ
での障害者の雇用拡大といった取り組みが認め
られたことになります。

中国での下流事業
www.shell.com/china

地域への貢献
シェルは、2005年末までに中国に35億ドルの
シェルでは、ＳＳ網を通じて地域社会に貢献し
投資を行いましたが、これは今後、大幅に増加す
たいと考えています。その一環として女性や障害
る可能性があります。中国ではエネルギーと消費
者の雇用を強く促進するとともに、障害のある社
財への需要が高まっていますが、このような需要
員やお客様にもやさしいＳＳ設計を行っています。 拡大に対応することでシェルの下流事業の大幅な
また、外国やインドの企業と協力して、シェルの
拡大が期待できます。シェルは現在、中国の企業
ＳＳで利用するプラスチック製の燃料貯蔵タンク
数社と提携して、原油製品及び石油化学事業の拡
やパイプの製造を担う地場産業の創出にも取り
大、原油とガスの探索、代替エネルギー源の研究
組んでいます。
（p.14）に取り組んでいるほか、周辺環境を汚染す
ることなく中国の巨大な石炭鉱床を採掘する方法
を探っています。
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シェルは急成長中の下流事業を通じて、インドと中国の発展を支援するとともに
クリーンなエネルギー技術を提供し続けています。

> 南海石油化学コンプレックスの制御室

小売事業
（ＳＳ）
中国におけるシェルのＳＳは2005年末までに70
店舗、中国石油化工集団公司（Sinopec）
との合弁
によるＳＳは190店舗となっています。今後も約500
店舗を目標として、既存のＳＳを中心にネットワーク
を拡大していきます。シェルでは、すべてのＳＳを対
象にIAを実施し、中国の環境規制とシェルの国際
基準に準拠していることを確認しています。またす
べてのＳＳで雨水の貯留・浄化システムを完備して
いるほか、安全衛生と環境の問題に対する社員の
意識向上を図るための研修を実施しています。

上海での輸送事業
上海を走る自家用車の数は、1998年のわずか
7,000台から2020年までには約250万台に増加
すると予想されており、それにともない交通渋
滞、大気汚染、治安悪化などの深刻化が懸念さ
れています。シェルは、増加する輸送需要につ
いて、様々なステークホルダーと協力しながら
環境面で持続可能であると同時に経済的な対応
方法を探っています。2005年には上海市役所、
シェル財団（Shell Foundation）
、Embarq（世界
資源研究所交通環境センター）による2年間の
「上海持続可能輸送パートナーシップ（Shanghai
Sustainable Transport Partnership）
」が満了し
ました。シェルは現在、同済大学と共同で排出
ガスの少ないクリーンなGTL燃料のタクシーの
路上性能試験を実施する一方、交通大学とも中
国製トラックでGTL燃料を利用する共同研究を
進めています。また上海市と協力して、省エネ
ルギーとクリーンな代替燃料に対する国民意識
の向上を図っています。
シェル・ハイドロジェンでは、同済大学が電
気自動車に関する国家開発計画の一環として進
めている、上海市初の水素ステーションの建設
を支援しています。ステーションは2006年末ま
でに完成予定で、上海市ではそれまでに燃料電
池車を10台導入し、2010年までには1,000台
（バスを含む）に増加する計画を立てています。

潤滑油事業
中国は、シェルにとって世界第3位の潤滑油製
造・販売市場です。
シェルが所有する2ヶ所の潤滑油製品製造プラン
トは、国際環境管理規格ISO14001の認証を取得し
ています。2005年には、廃棄物を効果的に処理し、
漏れや流出を最小限に抑える取り組みが認められ、
いずれのプラントも外部監査に合格しています。
シェルでは、交通安全対策にも優先的に取り組
んでいます。中国は交通事故による死者が最も多
い国の1つです。一方、中国におけるシェルの合
弁会社の社員と外注の作業員の運転時間は1年間
で合計1,200万時間以上にものぼるため、シェル
は、
世界各地での交通安全管理の経験を活かして、
ドライバー用のトレーニング及び管理システムを
それぞれ開発し利用しています。その結果、中国
のシェルグループ各社及び合弁会社における社
員・外注の作業員の交通事故による死亡・負傷
は、2005年を含め4年連続でゼロとなりました。
クリーンな石炭
シェルの石炭ガス化技術（p.12）
は、中国国内に
大量に埋蔵されている石炭のクリーンな利用を実
現する技術として、中国のエネルギーの安定供給
と地域の大気環境の改善に大きく貢献しています。
これまでに石炭ガス化技術のライセンスを中国の
企業13社に有償供与してきたシェルは、Sinopec
と共同で2006年から石炭ガス化プラントを操業す
る予定です。また、中国の企業と協力し、GTL技術
を利用して石炭から輸送用燃料を製造する研究も
進めています。さらに、このようなプロセスで排出
されるCO2の削減方法も同時に研究しています。

南海石油化学コンプレックス
www.cnoocshell.com
43億ドルを投じた広東省恵州市の南海石油化
学コンプレックス（シェル50%）は、2005年12月
に落成し、2006年1月から生産を開始しました。
このコンプレックスは、地元と外資の合弁事業と
しては中国最大で、シェルの石油化学部門でも過
去最大の投資案件です。中国におけるプラスチッ
ク、繊維製品、梱包材への需要急増に対応する施
設として期待されています。
シェルでは、投資の実行前にIAを実施して、事
業が中国及び国際基準に準拠していることを確認
しました。また、地域社会やNGOなどの団体と話
し合うとともに、40種の環境指標と60種の社会・
衛生指標を設定しました。これらの指標に基づい
て、合弁会社の社員と外部オブザーバーがコンプ
レックスのパフォーマンスを評価し、その結果を
合弁会社のウェブサイトで公表しています。
こ の コ ン プ レ ッ クス の 建 設 に 当 た っ て は 、
2,700世帯以上の住民が中国政府の主導で移転し
ました。移転は、中国と世界銀行の基準に従って
行われましたが、合弁会社は移転後の2005年も
移転住民の就職、技術の取得、小企業の起業を引
き続き支援しました。
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重要な業績指標（KPI）で評価した事業の環境及び社会パフォーマンスの概要

環境パフォーマンス
温室効果ガス排出量

採掘及び生産時のフレアリング

原油流出量

百万トン（CO2換算）

フレアリング後の炭化水素量（単位：百万トン）

単位：千トン
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2006年の目標
誤操作による流出

妨害行為による流出

ハリケーンによる流出

ハリケーン「アイバン」によるパイプライン損傷が原因で流出した原油（564トン）は
回収済みのためデータから除外

シェルの事業で排出される温室効果ガス
（GHG）
の約4分の3は、施設用の電力のための火力発電で
発生しています。残る約4分の1はほぼすべて、油
井での天然ガス・フレアリングによるものです。
GHG排出量は6年間にわたって徐々に上昇して
いましたが、2005年には下降に転じ前年を700万
トン下回りました。上流部門では、ナイジェリア
の主要な油田でのフレアリングのゼロ化（p.26）
と
原油の減産により、排出量が大幅に減少しました。
一方、シェル総GHG排出量の約50%を占める下
流部門でもGHG排出量が僅かに減少しました。
これは主として、アメリカの製油所でのエネルギ
ー効率向上とカリフォルニア州のベーカーズフィ
ールド製油所の売却によるものです。低硫黄のク
リーンな輸送用燃料を精製するには、従来以上の
エネルギーを消費するためGHG排出量も増加し
ますが、そうしたデメリットをこれらの変革によ
って補っています。
シェルは、事業の拡大及び、油田の老朽化や原
油の重質化にともなう生産エネルギーの増加とい
う課題を抱えながらも、2010年までに事業活動
によるGHG排出レベルを1990年のレベルの5%減
に抑えるという目標の達成に向かって順調に進ん
でいます。2010年までに天然ガスのフレアリング
をゼロ化し、製油所や化学プラントでのエネルギ
ー効率向上を図ることで、GHG排出量の大幅削
減を目指します。
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シェルは2001年から、油井での天然ガスのフ
レアリングを抑制しています。これは天然ガスを
燃焼（フレア）
させずに回収し、販売を行っている
大規模なプロジェクトによって実現しました。ま
た、シェルの総フレア量の約3分の2はナイジェリ
アにあるSPDCによるものですが、2000年以降は
20億ドル以上を投じてフレア量を約3分の1に抑
制してきました。さらに2002年には、ナイジェリ
アがOPECの生産割当量に従って原油の減産を行
ったため、フレアリングが大幅に減少しました。
2005年の総フレア量は、2004年を13%下回り
ました。これは原油の減産、ガス回収設備用のコ
ンプレッサーの有効利用、ナイジェリアのコーソ
ン海峡油田でのガス回収設備の稼動（p.26）の3つ
が大きな要因となっています。
SPDCは、2009年中のゼロフレアリングに向け
て2005年も順調な成果を上げています。しかし、
目標を確実に達成するには、ナイジェリア政府を
はじめとする合弁パートナーからの資金援助が必
要になるほか、SPDCが油田に安全に出入りして、
ガス回収設備を設置し運用できることが条件にな
ります。
一方、シェルグループではグループ全体の環境
基準に従ってフレアリングをさせない構造の施設
を新築しています。

ここ数年は、金属腐食や誤操作による原油の流
出が減少傾向にあります。その理由としては、オ
マーンへの投資拡大と、ナイジェリアにおけるパ
イプラインの監視と保守管理の強化が挙げられま
すが、下流の配給段階で流出防止に努めたことも
効果がありました。しかし、アメリカのメキシコ
湾を襲ったハリケーンやナイジェリアでの妨害行
為が原因で2005年の目標は達成できませんでし
た。特にナイジェリアでは、地域の見回りを強化
し、攻撃目標になりやすい地域のパイプラインの
防御を固めたにもかかわらず、妨害行為による原
油流出は増加しました。これは、武装勢力による
主要パイプラインの爆破により340トンの原油が
流出したためです（p.26）。
一方、2005年9月にメキシコ湾沿岸地域を襲っ
た2つの大型ハリケーンにより陸上パイプライン
が損傷したため、原油流出事故が数件発生しまし
た。被害の大きかったルイジアナ州のネアンとパ
イロットタウンを含め、合計3,900トンの原油が流
出しました。シェルでは、石油業界の協力を得て
メキシコ湾沿岸地域の設備設計を改善し、ハリケ
ーン対策を強化しています。

エネルギー効率
シェルの製油所

シェルの化学プラント
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2000年を基準値とする

シェルは2005年から、ソロモン・アソシエーツ
社のエネルギー原単位指数（EII）によって製油所
のエネルギー効率を評価し報告しています。それ
により、事業が石油業界の一般慣行に則っている
ことを確認するとともに、他社とのパフォーマン
スの比較を行っています。
2002年以降、シェルの製油所のエネルギー効
率は向上し続けています。これは、定期修理のた
めの作業停止の頻度減少や停止時間の短縮のほ
か、製油所の生産能力の最大活用、EnergiseTM計
画や新しい業務改善レビュー（BIR）プロセスとい
ったエネルギー効率プログラム（p.9）の推進を図
ってきた成果と言えます。しかしながら2005年の
目標は達成できませんでした。その理由として、
アジアの製油所の一部で非常に高い目標を掲げ
て達成できなかったことが挙げられます。また、
メキシコ湾沿岸地域のハリケーンなどの災害に
ともない大型製油所の一部を停止・再開したた
め、余分なエネルギーを大量に消費したことも大
きな要因となっています。

化学プラントのエネルギー効率の評価には、化
学製品エネルギー指数（CEI）を用いています。こ
れは、1トンの化学製品を生産するのに必要なエ
ネルギー消費量と基準値（2000年）
との差を示す
もので、上のグラフの通り、3年連続で向上した
後2005年に悪化しました。メキシコ湾を襲ったハ
リケーンや様々な技術上の問題によって、予定外
の作業停止が発生したことが大きく影響していま
す。
しかし、シェルの化学製品部門は依然として目
標の達成に向けて順調に進んでいます。今後も
EnergiseTMエネルギー効率プログラムを推進して
事業投資、作業停止の削減、事業変革を図りつつ
目標の達成を目指します。このエネルギー効率プ
ログラムは、2005年末までに6ヶ所の化学プラン
トで実施され、現在も他の3ヶ所のプラントで進
められています。これにより3〜7%の省エネルギ
ーのほか、化学プラントでは年間2,000万ドルの
節約を実現し、さらにCO2排出量は年間28万トン
も削減されました。2006年には、この計画を下流
部門の業務改善レビュー（BIR）プロセスに統合す
る予定です。

原油や天然ガス生産時の消費エネルギーは以
前から増大傾向にありますが、2005年もこの傾
向が続きました。原油・天然ガス1トンの採掘及び
生産に使われるエネルギー消費量は、1998年を
25%、2001年を40%、それぞれ上回りました。こ
れは主として、成熟しつつある油田、カナダのオ
イルサンド、オマーンの重質原油の油田からの原
油生産が増えていることが原因です。シェルでは、
エネルギー効率を最大化する設計を新施設に取
り入れていますが、一方では、現在の増大傾向は
今後も続くものと予想しています。これは、エネ
ルギーの安定供給を果たすために、従来と異なる
油層や油質の原油生産を増やし、成熟油田からの
原油回収を増進し、より困難な事業を展開してい
るからです。シェルは、
「豊富な原油」時代の終焉
と生産時の消費エネルギーの世界的な増大傾向
を踏まえ、目標を設定しています。
シェルの環境パフォーマンスに対する外部評価
シェルは「評価追跡調査（Reputation Tracker
survey）の「環境責任」カテゴリーで、2005年まで
4年連続で業界トップの評価を獲得しています。こ
の調査は、イギリスの大手世論調査会社マーケッ
ト＆オピニオン・リサーチ・インターナショナル
（MORI）がシェルの主要市場13種類を対象にシェ
ルに代わって実施しているものです。今回の調査
結果は2004年とほぼ同じで、一般大衆の4分の1
及び、特定の業界（メディア、非政府機関［NGO］
、
政府、学会、実業界）の3分の1が、
「環境責任」カ
テゴリーでシェルを「最高の企業」または「最高の
企業の1つ」と評価しています。
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パフォーマンス・データの概要

社会パフォーマンス
死亡者：死亡事故率

負傷者：総報告可能事故頻度
（TRCF）

社員及び外注スタッフ（勤務時間1億時間当たり）
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2005年は残念なことに、社員３人と外注先の作
業員33人が就業中に命を落としました。そのうち
10人が交通事故で亡くなっています。シェルは、
社員と作業員が毎日安全に帰宅できる環境を整備
しつつ死亡者ゼロを目指しています。この目標の
達 成 に 向 け て 順 調 に 進 んで おり、死 亡 事 故 率
（FAR）は1997年から50%以上、また2001年から
15%減少しています。これは、アフリカでの「ドラ
イブ・トゥ・リブ（Drive to Live）
」
（p.18）やサハリン
での「ドライブ・トゥ・サバイブ（Drive to Survive）
」
といった積極的なドライバー安全プログラムによ
り、交通事故による死亡者が着実に減っているた
めです。シェルはまた2005年に、厳しい運転基準
を導入しています。
しかし残念なことに、その他の原因による死亡
者数はなかなか減少しません。交通事故以外の原
因で最も多いのが転落事故で、2005年には9人の
命が失われました。これを受けてシェルでは、高
所作業における安全ガイドラインを強化していま
す。しかし一方で、こうした事故の根本原因として
シェルの安全規則が守られていないことが判明し
ました。シェルグループの安全文化を高めるとい
う重要な課題が明らかになったことから、2005年
には安全行動適性プログラム「ハート・アンド・マ
インド
（Hearts and Minds）
」を展開するとともに、
HSEゴールデン・ルール（p.18）
を導入しました。
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誠実さ
シェルは、賄賂、便宜を得るための金銭の授受、
詐欺行為を一切許さないというポリシーに反する
行為が行われていないか、2つの方法で確認して
5
4
います。
3
まず、2年ごとに実施している「社員意識調査
2
（Shell People Survey）」があります。この調査は
1
シェルグループの全社員に所属部署の対外活動
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
の誠実さを匿名で評価してもらうものです。2004
2005年の目標
2006年の目標
年の前回調査では、所属部署の活動は誠実である
との回答は79%、誠実でないとの回答は5%程度
でした。この数値は、1999年に調査を開始してか
らほとんど変わっていませんが、2006年の次回
シェルの負傷率は徐々に低下しています。総報
調査で推移を確認する予定です。
告可能事故頻度（TRCF）は、1997年から約40%、
次に、シェルでは賄賂、便宜目的での金銭の授
2001年から約14%、それぞれ低下し、2005年の
受、詐欺行為について内部報告システムに寄せら
目標を達成することができました。しかしTRCF
れた情報を追跡調査して確認し、ロイヤル・ダッ
の動きはここ数年足踏み状態にあります。これは、 チ・シェルの監査委員会に報告しています。2005
危険な地域での建設事業の増加にともない負傷
年には、107件の違反が報告され、175人の社員
リスクが高まったことや、アメリカで潤滑油事業
及び外注先の作業員が解雇処分を受けています。
を買収したことなどにより負傷者が増加したこと
これは2004年に比べて大幅な減少であり、同年
が一因となっています。一方、シェルは引き続き
にナイジェリアなどにおける解雇が広く公表され
2006年のTRCF目標を2.5に設定していますが、 たことが一因と考えられます。
これはシェルにとって高い目標値となっていま
またシェルでは、内部告発ヘルプラインとサポ
す、SSの独立フランチャイズ化によって大勢の
ート用ウェブサイト（p.17）を立ち上げ、賄賂、便
SSスタッフがシェルの社員ではなくなり、このデ
宜目的での金銭の授受、詐欺行為などについて世
ータから対象外となるためです。SSのスタッフ
界各国の社員が匿名で相談できる体制を整え、問
の負傷率は総じて低レベルであり、そうしたグル
題の発見に努めています。
ープがデータから除外されることになると、目標
はかなり厳しい数値となり、これを達成するには
社員への敬意
他の分野でパフォーマンスの大幅な向上を図る必
「社員意識調査」では、職場で敬意ある扱いを
要があります。
受けているかどうかについても質問しています。
シェルでは、安全パフォーマンスの向上を重要
これに対し肯定的な回答は1999年から増加して
課題として捉え、その一環として、行動の変革と
2002年には全体の8割近くを占めました。しかし
安全文化の強化を積極的に推進しています。また、 2004年の前回調査では、埋蔵量修正（reserves
シェルグループ全体の2005年及び2006年のスコ
restatement）
と大規模な再編成がきっかけとなり、
アカードには「持続可能な発展」という項目があ
特に採掘及び生産部門で肯定的な回答が減少し
りますが、この項目の進捗を測る上でTRCFは重
ました。2006年の次回調査でその後の推移を調
要な先行指標となっています。
査する予定です。
社員及び外注スタッフ（勤務時間1億時間当たり）

ダイバーシティとインクルーシブネス

好感度−シェルと筆頭競合会社との比較

本レポート内のデータについて

上級幹部への女性登用

正味の好感度（「良い」−「悪い」）

シェルの重要な業績指標（KPI）に関するデータ
は、外部の情報源から、あるいはシェルが経営を
管理しているシェルグループ会社及び合弁会社か
ら収集しています。シェルの持ち株比率が低い企
業についても、収集したすべてのデータを掲載し
ています。1年の間に会社の買収や売却を行った
場合には、株式の保有期間に相当するデータだけ
を抽出しています（特に2002年）。これはデータ
集についても同様です。
本レポートは信頼性の高いデータを掲載してい
ます。シェルでは、過去数年にわたって収集デー
タの質を高めるとともに、社内のデータ管理を強
化してきました。しかし、安全データ（死亡者及
び負傷者）については必ずしも正確なデータとは
言えません。これは、安全に関するすべての事例
を収集することが引き続き困難であったこと、及
び労働時間の適切な報告がシェルグループ会社
の一部で徹底されなかったことが原因です。また、
ナイジェリアのフレアリングについてはデータ収
集に関する標準手順が使われていないため正確
性に欠けています。シェルでは、このような問題
を解決してデータの信頼性を高めていきます。
シェルは、KPIの自主目標を設定して影響の大
幅な低減と進捗の評価に役立てています。例えば、
事業活動によるGHG排出を1990年のレベルから
5%削減するという2010年の目標と、フレアリン
グを2009年までにゼロ化するという目標を設定
し、その達成に向けて大規模かつ長期的な投資計
画を推進しています。一方、2002年には原油流出、
エネルギー効率、労働安全に関する5カ年目標を
開発しました。しかし今までの経験に照らすと、
これら3種類のKPIについては、日常業務内での注
意とポートフォリオの変更にともなう改定が必要
であることから、2005年に5カ年目標を中止して
年間目標に切り換えました。
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シェル
筆頭競合会社
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特定の業界※
シェル
筆頭競合会社
※メディア、NGO、実業界

シェルでは、ダイバーシティを尊重する職場を
築くためにシェルグループ共通の目標を設定し、
その達成度を以下の3つの指標によって確認して
います。
性別指標
調査を開始した1997年以降、上級幹部への女性
の登用は緩やかながらも着実に進んでいます。
2005年には、上級幹部における女性の割合は
9.9%に達し、下位の役職への女性の登用も増加
しました。この傾向を維持すれば、上級幹部にお
ける女性の割合を20%に増やすという長期目標に
向けて大きく前進することができます。
国籍指標
2005年には、シェルの操業国の36%で上級幹部
の半数以上が現地国籍の所有者となりました。シ
ェルでは、操業を行っている全ての国で上級幹部
の半数を現地国籍所有者にすることを長期目標と
して挙げています。
D&I指標
「社員意識調査」では2002年以降、職場のインク
ルーシブネスに対する社員の意識を調査していま
す。2004年の前回調査では、所属部署がインクル
ーシブネスに取り組んでいるとの回答は全体の
64%を占めましたが、2002年を僅かに下回りまし
た。次回のサスティナビリティー・レポートでは
2006年の調査結果を報告します。

2005年には、シェルに対する社会評価を示す
指標が改善しました。シェルでは外部の評価を確
認する際に、世論調査会社MORIによるシェルの
主要13市場に対する評価追跡調査（Reputation
Tracker survey）
（p.33「環境パフォーマンスに対
する外部評価」参照）を引き続き利用しています。
また、シェルに対する好意的な回答だけでなく否
定的な回答にも注目し、全体像をバランスよく把
握するよう努めています。さらに、シェルに対す
る好意的な割合から否定的な割合を引いて「正味
の好感度」を求め、13市場を対象に、シェルに次
いで好感度の高いエネルギー会社
（筆頭競合会社）
と比較する作業も行っています。
この比較調査を2002年に開始して以来、一般
大衆からのシェルの評価は筆頭競合会社を上回
っています。2005年には差が僅かに縮まりました
が、依然として筆頭競合会社よりも高い評価を得
ています。一方、一部の業界（メディア、NGO、政
府、学会、実業界）からの評価でも、筆頭競合会
社との差は縮小していますが、評価自体は前年か
ら急上昇しています。これは、2004年の埋蔵量修
正とそれに関連する問題によって下がった評価
が元に戻りつつあることを示しています。
評価回復の理由としては、組織の統合と効率化、
戦略的方向性の明確化、アカウンタビリティーと
コンプライアンスの強化といった変革を進めてき
たことが挙げられます。しかし、好感度のさらな
る向上を実現するには、事業を誠実に遂行すると
ともに、財務、環境、社会などの基本的なパフォ
ーマンスを向上させていく必要があります。
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データ集
環境パフォーマンス
www.shell.com/envdata

社会パフォーマンス
www.shell.com/socialdata
2001

2002

2003

2004

2005

国の割合（特に明記しない限り）
2001

2002

2003

2004

2005

温室効果ガス排出量
単位：百万トン（CO2換算）

103

106

112

112

105

メタン (CH4)
単位：千トン

死亡者
社員

3

8

5

2

3

315

241

234

243

211

外注スタッフ

37

45

42

35

33

総数

40

53

47

37

36

95

100

106

106

100

10.3

7.6

9.3

9.2

8.0

勤務時間1億時間当たりの死亡者数
（社員及び外注スタッフ）
5.2

6.3

5.6

4.4

4.4

2.9

2.6

2.6

2.6

2.5

1.2

1.1

1.0

1.0

0.9

勤務時間100万時間当たりの疾病数
（社員のみ）
2.3

2.0

2.0

2.1

2.0

二酸化炭素 (CO2)
単位：百万トン
採掘及び生産時のフレアリング
単位：百万トン
二酸化硫黄 (SO2)
単位：千トン

274

270

292

304

323

窒素酸化物 (NOx)
単位：千トン

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
5.0
8.0
3.3

2.6

1.0

揮発性有機化合物（VOC）
単位：千トン

負傷者−総報告可能事故頻度（TRCF）

勤務時間100万時間当たりの負傷者数
（社員及び外注スタッフ）
無休業災害頻度（LTIF）

勤務時間100万時間当たりの災害時間
（社員及び外注スタッフ）
総報告可能職業病発症頻度（TROIF）

372

379

294

265

233

17.8

7.4

6.7

6.1c

9.0

世界の安全度

武力行使をしたケース

18

16

22

18

19

2

1

2

2

2

12

12

22

11

11

17.7

18.9

19.5

20.7

21.8

管理職

9.3

9.2

11.3

12.2

12.9

上級幹部

7.9

8.8

9.6

9.6

9.9

19

19

13

12

13

スタッフ・フォーラムや苦情処理
制度などの支援制度を利用した
社員の割合（%）
99.99

99.99

99.99

100

100

89
57
41

86
56
42

78
57
50

83
61
53

88
69
62

契約とプロキュアメント
低・中所得国fで操業する地域密着型
企業の商品とサービスに対する
支出額（単位：10億ドル）
n/c

n/c

5.2

6.3

9.2

54

49

64

63

0

0

1

0

0

n/c

n/c

n/c

139

107

85

96

102

106

127

a

流出量
単位：千トン

死亡事故率

表層環境への原油流出
単位：千トン

2.9

2.5

2.4

2.3

2.5

淡水の使用量b
単位：百万立方メートル

シェルの社員が
武力行使をしたケース

683

679

667

657

638

外注先の社員が
武力行使をしたケース

廃棄物
単位：千トン

女性登用率（女性の割合：%）d

有害廃棄物

445

504

554

455

444

無害廃棄物

452

524

510

470

634

897

1,028

1,064

925

1,077

合計

組合及びスタッフ・フォーラム

c

エネルギー効率
製油所のエネルギー効率
エネルギー原単位指数（EII）

n/c

86.5

85.9

85.0

83.9

化学プラントのエネルギー効率
化学製品エネルギー指数（CEI） 101.4

99.7

98.3

93.3

95.8

採掘及び生産時のエネルギー効率
ギガジュール/トン生産

主任／専門職

0.7

0.8

1.0

0.9

1.0

社員全体に占める
組合員の割合（%：推定）

児童労働

児童労働の防止措置eの
実施状況を確認
シェルの事業会社
外注先
仕入先

n/c = 未算出
a ハリケーン「アイバン」によるパイプライン損傷が原因で流出した原油（564トン）は回収済みのた
めデータから除外。
b プラントで1度だけ使用して環境に戻した冷却水は除外。
c 詳細はp.33を参照。
d 2005年に上級管理職の範囲を拡大したため、それに合わせて前年までのデータを修正済み。
e 2003年以前は措置の有無を尋ねたが、それ以降は措置を積極的に推進しているかを質問（p.19）。
f 国連開発計画（UNDP）の人間開発指数（HDI）による所得水準。
g シェルの社内報告システムによって収集され確認された賄賂、便宜目的での金銭の授受、詐欺行
為など。

前年までのデータは、ウェブサイト
（www.shell.com/datatables）をご覧ください。

経営基本原則の違反による契約解除
件数

100

経営基本原則からの逸脱による合弁企業の解散
件数
誠実なビジネス
確認された違反行為gの件数
株式による社会投資
単位：百万ドル

サスティナビリティー・レポートの編集方針
www.shell.com/sdreporting
2005年の新しい取り組み
> 「年次報告書2005」に環境及び社会パフォー
マンス・データを掲載
> サスティナビリティー・レポートにおいて金融
以外のステークホルダーを重視
> トピック選択のプロセスを改善
> 外部評価委員会がバランス、
完成度、
ステークホ
ルダーへの対応度を評価

高

サステナビリティー・
レポートで報告
ステークホルダーへのインタビュー
社会的責任を果たす投資に関する報告と指標
読者調査
ウェブサイトのヒット数

社
会
の
関
心

ウェブサイトで報告

国際メディアによる評価

報告なし
シェルは1997年以来、グループの環境及び社
会パフォーマンスを自発的に報告してきました。
それがシェルのステークホルダーだけでなく、シ
ェルの業績にも大きな意味を持つからです。シェ
ルは、正直で透明性の高い報告書こそ、信頼を築
き、社員とビジネスパートナーの意欲を高め、業
績を改善することにつながると考えています。
ステークホルダーによるニーズの違い
レポートで取り上げる内容に関する要望は、ス
テークホルダーによって異なります。シェルは多
様な要望に応えるため、
「年次報告書2005年」で
環境及び社会に関する情報を多く取り上げまし
た。社員に対しては、シェルの取り組みが現場で
どのような意味を持つのかを示した「サスティナ
ビリティーに関するレビュー」を出しています。
今年は、レポートと関連ウェブサイトを他の外部
ステークホルダーにも提供しました。
重要度：最も重要なことを報告
サスティナビリティー・レポートは、シェルの
業績にもステークホルダーにも大きな意味を持
つ環境及び社会問題を中心に取り上げなくてはな
りません。シェルが常に「エネルギー・チャレン
ジ」をテーマに選ぶのはそのためです。このレポ
ートは、持続可能な発展へのシェルの貢献と、世
界の最重要課題であるサスティナビリティー（持
続可能性）に焦点を当てました。作成に当たって
は、シェルが環境と社会に及ぼす主な影響を測
定・追跡する11種類のKPIを利用し、外部ステー
クホルダーのアドバイスを得ています。
シェルは2005年、レポートで取り上げるトピッ
ク、地域、プロジェクトの選択方法を改善しまし
た。新しい4段階の選択プロセスにより、ステー
クホルダーから多くのフィードバックを受け、最

低
低

高

予測されるシェルの戦略への影響

シェルの戦略

シェルのパブリックポリシー評価

も重要な新規プロジェクトについて報告できるよ
うになりました。
> ステップ1：過去のシェルのレポートと今後取り
上げて欲しい情報について、ステークホルダー
の意見を聞く。読者調査、対面インタビュー、
メディア評、公開フォーラム、シナリオ・ワーク
ショップを利用する。
> ステップ2：シェルの事業戦略に最も大きな影
響を与える環境及び社会問題と、戦略の達成に
最も重要な新規プロジェクトを選ぶ。
> ステップ3：2つの観点から情報をまとめる（図
参照）。法的な制約がない限り、重要度が最も
高いトピックをすべて取り上げる。重要度がや
や低いトピックは「環境と社会」ウェブサイトに
掲載する。
> ステップ4：取り上げたトピックのバランスと完
成度をチェックする。ステークホルダーからの
フィードバックに照らして、レポートがその主な
疑問や懸念に応えているかどうかを検討する。
また、外部評価委員会（p.38）の専門的な意見、
社会的責任委員会（p.7）の意見を取り入れる。
シェルはこのようにして本レポートの内容を決
定しています。また、各トピックに対するシェル
の取り組みや各地域での活動を具体的に示すケ
ーススタディや情報を選びます。

シェルのリスク管理プロセス

正確さ、
完成度、
バランスを保証
シェルは2004年、正確なレポートを作成するた
め、外部監査機関の指導の下に内部統制を強化し
ました。2005年には前年の経験を活かして独自
に統制を行い、レポートに含まれるデータ及び記
述の監査証跡を作成して、上級幹部の承認を得ま
した。内部の監査部門がこれを検討し、情報公開
委員会（Disclosure Committee）が評価を行ってい
ます。また、レポートのバランスと完成度をチェ
ックするため、専門家による外部評価委員会を設
けました（p.38）。
新しいガイドラインに沿って
シェルのレポートは、GRI（グローバル・レポー
ティング・イニシアチブ）
と国際石油産業環境保全
連盟（IPIECA）のガイドラインに沿って作成され
ています。国連グローバル・コンパクト及びミレ
ニアム開発目標（MDGs）への貢献については、ウ
ェブサイトに掲載しました。
地域報告
一部のシェルグループ会社は、環境及び社会パフ
ォーマンスについて地域のステークホルダーに自発的
な報告を行っています。各地のシェルグループ企業の
報告はウェブサイトwww.shell.com/localreportsでご
覧ください。
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シェル外部評価委員会の所見

外部評価委員会
www.shell.com/reviewcommittee
委員会メンバー
（左から）
マ ー ガ レ ッ ト・ジ ャ ン ク（ M A R G A R E T J U N G K ）
デンマーク人権研究所（DANISH INSTITUTE FOR HUMAN RIGHTS）
ビジネス部長
リ ー・ラ イ ラ イ 博 士（ D R L I L A I L A I ）
環境開発指導部（LEADERSHIP FOR ENVIRONMENT AND
DEVELOPMENT：LEAD）国家計画担当部長
環境開発研究所（INSTITUTE FOR ENVIRONMENT AND
DEVELOPMENT：中国・北京）所長
ジ ャ ー ミ ン・ブ ル ッ ク ス（ J E R M Y N B R O O K S ）
外部評価委員会委員長
トランスパランシー・インターナショナル
（TRANSPARENCY INTERNATIONAL）理事
ロ ジ ャ ー・ハ モ ン ド
リビング・アース（LIVING EARTH）開発部長
ジ ョ ナ サ ン・ラ ッ シ ュ
世界資源研究所 所長
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外部評価委員会は、このレポートを2つの視点か
ら評価しました。まず、ステークホルダーが懸念す
る様々な問題が正確に伝えられているかどうか。
次に、ステークホルダーの期待が正確に理解され、
レポートに反映されているかどうかです。
評価に当たってはAA1000アシュアランス・ス
タンダードに従いました。独立機関が設定した
AA1000評価基準は、重要度、完成度、ステーク
ホルダーへの対応度という3原則に照らし合わせ
てサスティナビリティー・レポートを評価するも
のです。
当委員会は、レポート作成の最終段階で2度にわ
たり会合を開きました。またCEOと採掘・製造責任
者を含む上級幹部のほか、レポートで大きく取り
上げた事業や問題の関係者に話を聞きました。シ
ェルからは委員会活動に対する謝礼金が提供さ
れ、委員各自あるいは指定団体に支払われます。
ここに掲載されている当委員会の『シェル・サ
スティナビリティー・レポート2005』の所見につ
いては、シェルによる編集や変更は一切ありませ
ん。委員は皆、所属組織の代表としてではなく、
個人として発言しています。

シェルのサスティナビリティー・レポート
シェルのサスティナビリティー・レポートは
1998年以来、多くの優れた外部専門家や識者の
評価を受けてきました。シェルは、世界中のステ
ークホルダーのニーズに応える充実した情報を、
簡潔かつ読みやすい形で提供するために力を尽
くしてきました。エネルギー・チャレンジとシェ
ルの事業戦略に加え、環境及び社会パフォーマン
ス・データを掲載したこのレポートは、サスティ
ナビリティー問題とパフォーマンスに寄せるシェ
ルの深い関心を如実に表しています。
このサスティナビリティー・レポートは成功だけで
なく困難や過ちも取り上げ、率直かつ正直に報告
しています
（例：コリブやサハリンのプロジェクト）
。
一方、国連ミレニアム開発目標（MDGs）及び社
会の発展への貢献と人権への取り組みについて
は、シェルのウェブサイトでより詳しく報告され
ています。こうした問題が発展途上国におけるシ
ェルの活動と深く関連していることを考えると、
レポートの中でもう少し大きく取り上げてもよか
ったという印象があります。

エネルギー・チャレンジと気候変動
シェルは、化石燃料への依存が気候変動と環境
破壊を引き起こすことを十分把握しています。エ
ネルギー・チャレンジのセクションでは、CO 2の
回収・貯留と、採算の合う再生可能なエネルギー
に関する技術的な問題を取り上げました。シェル
はレポートの中で、
「環境にやさしい」化石燃料の
利用を推進する姿勢を明らかにしていますが、こ
れは、複数の取り組みを同時に進めることがエネ
ルギー・チャレンジの解決につながるというシェ
ルの落ち着いた楽観姿勢の表れでしょう。その取
り組みとはすなわち、技術革新、新旧の化石燃料
資源の両方に対する一定の継続投資、2015年ま
でに少なくとも一つの再生可能なエネルギーを事
業化することなどです。
一方で、地球とシェルの未来を決める重要な課
題についての記述は、驚くほど控えめです。例え
ば、国際的なエネルギー資源をめぐる安全保障問
題、発展途上国の原油需要急増による「豊富な原
油」時代の終焉、次々に明らかになる気候変動の
証拠とその影響、未解決の技術的問題、CO2の回
収・貯留のコスト問題などは、ほとんど取り上げ
られていません。エネルギー危機の解決に向けた
話し合いの緊急性をもっと強調してもよかったで
しょう。また、本レポートではシェルの短期的な
戦 略 構 想 が 示 さ れ て い ま す が 、読 者 は さら に
2025年、2050年に向けた長期的なビジョン、す
なわち、新しいエネルギー経済を生きるエネルギ
ー企業としてのシェルの未来を知りたかったので
はないでしょうか。
持続可能な発展のリーダーとして
このレポートを通じて、シェルがエネルギー政
策の論議に欠かせない存在であることを十分にお
伝えできていないように思います。気候変動に対
するシェルの考えと取り組みをより明確に伝え、
「石油の呪い」を解く方法を提示し、政情の不安定
な国で操業する際の人権擁護の重要性を強調し、
天然資源を地域社会と共有することのメリットを
明らかにすることができたはずです。そうすれば、
サスティナビリティー問題に取り組むシェルの姿
勢を広く知らしめ、違う内容と順番のレポートと
なったかもしれません。

人権とステークホルダーの関与
このレポートには、人権を擁護し、事業が地域
に良い影響を与えるよう配慮するシェルの姿勢
が示されています。その証拠が、社会及び人権に
関するIAと、主な社会問題に関して毎年各国のリ
ーダーから寄せられるフィードバックです。シェ
ルはさらに、各地の仕入先、外注先、合弁事業パ
ートナーの活動を報告し、増えつつある人権侵害
の防止に努めています。
しかし委員会は、特に以下の点について、レポ
ートにおける人権及び社会問題の取り上げ方に疑
問を持ちました。
> 持続可能な発展に関する他のトピックに比べ、
人権及び社会問題の記述が少ない。
> 差別、安全衛生、児童労働など以前からの問題
をあまり取り上げていない。また、政情不安定
な国における富の配分や、紛争地域での操業に
関する複雑な問題に触れていない。
> 各地のステークホルダーに対するシェルの関与
に一貫性がない。これは、ノウハウや最良事例
（ベストプラクティス）の伝達体制が不十分なこ
とを示している。
ケーススタディと地域報告
ケーススタディと地域報告は、大規模プロジェク
トや各テーマの背景説明に役立っています。大規
模プロジェクトの複雑さをこれだけで十分に説明す
るのは不可能ですが、内容に偽りはなく、限られた
スペースでバランスのとれた報告になっています。
サハリンとナイジェリアを取り上げ、倫理面で
譲歩しない姿勢を示したことは評価に値します。
ナイジェリアの事例では2005年中の同国政府への
支払いを、サハリンの事例ではロシアへの総合的
なメリットを具体的に記述した点も優れています。
これらのケーススタディと、シェルの戦略及び
ビジョンをもっと密接に結びつけることができれ
ば、レポートはさらに分かりやすくなったはずで
す。また、ナイジェリアについては状況の複雑さ
が十分に伝わっておらず、現場が直面している危
機、治安問題、技術上の困難などについても説明
不足です。サハリンについては、シェルの過ちと
軌道修正のあらましが描かれていますが、失敗の
原因から結果を導き出す試みがあれば、なぜ問題
がこれほど大きくなったのか、そしてなぜそれを
予測できなかったのかを、皆様にもっとよくご理
解いただけたでしょう。

今後の改善点
シェルのサスティナビリティー・レポートをよ
り良いものにするため、当委員会は以下のことを
提案します。
> シェルはレポートのトピック選択にあたり、シ
ェルに大きな影響を与えている問題と、圧力団
体が指摘した問題を優先している。しかしこう
した基準で選ぶと、もっと大きな社会問題を見
逃す可能性がある。現時点では圧力団体やメデ
ィアが取り上げていなくても、シェルが大きな、
そして継続的な影響を及ぼしている問題がある
かもしれない。今後は、こうした選択基準も考
慮した方がよい。
> シェルは上流部門プロジェクトを増やそうとし
ている。プロジェクトで培った経験やスキルを、
シェル・プロジェクト・アカデミーや生物多様性
情報管理システムを通じてどのように伝えてい
くのかを示すことが大切である。特に、ステー
クホルダーとの対話と紛争管理のスキルを重視
する必要がある。
> レポートは、データセクションで重要な業績指
標（KPI）を提供している。これに加え、国内労
働者と外国人労働者の給与比較、年間平均労働
時間、ヘルプラインに寄せられたシェル経営基
本原則への違反報告などのデータを追加すれ
ば、さらに改善が見込まれる。
> 再生可能なエネルギーの研究・開発費用につい
ては、過去5年間の合計より、1年ごとの費用を
示した方が分かりやすかった。
> 外部評価委員会の任命がもっと早く行われてい
れば、レポートの内容の検討にも参加できた。
結論
当委員会は、レポートの作成に真摯に取り組み、
またその結果について外部評価を求めるシェル
の姿勢を高く評価します。またこのレポートの高
い品質と注意深い編集に感銘を受けました。この
所見では批判的なコメントも行っていますが、こ
れはレポートの素晴らしさを損なうものではあり
ません。当委員会は満場一致で、シェルがこの取
り組みを続けることを希望しています。
2006年4月3日、ハーグにて
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ロイヤル・ダッチ・シェル ピーエルシーでは、
今年から、
当社の
「環境と社会
（ENVIRONMENT AND SOCIETY）」
ウェブサイ
トを併用し、より充実した「サスティナビリティー報告」をめざしていますj。ウェブサイトでは、この報告書で取り上げた様々
な事柄に関するパフォーマンスデータなどを含む、
より詳細な内容がご覧いただけます。

> ホ ー ム ペ ー ジ「 環 境 と 社 会（ E N V I R O N M E N T A N D S O C I E T Y ）」

ウェブサイトで
さらに詳細を
ご覧下さい
www.shell.com/envandsociety
このサイトについて
はじめに ｜ CEOからのメッセージ
エネルギー・チャレンジ
課題
シェルの役割と貢献
ハリケーン
持続可能な発展とビジネス戦略
CEOへのインタビュー
シェルの持続可能な発展への取り組み
持続可能な発展とビジネス
持続可能な発展の歩み
持続可能な発展の実現
シェルの手法
取り組みとスタンダード
進歩
ステークホルダーとの協力と協調
ケーススタディ

主要な問題・トピック
気候変動
生物の多様性
水の利用
代替エネルギー
プロダクト・スチュワードシップ
（製品の総合安全管理）
環境衛生
動物実験
エネルギー価格
安全性
セキュリティ
社員に対する責任
HIVとAIDS
地域との関わり
政府機関への支払
社会への投資
ビジネス・インテグリティ
人権
政治的に不安定な地域
グローバル化

プロジェクトとロケーション
ナイジェリア
サハリン
主要な上流事業
アジアでの下流事業の拡大
その他のロケーション

その他のリンク

パフォーマンス・データ
社会
環境
データ集

アサバスカ・オイルサンド事業
www.shell.ca/oilsands

サスティナビリティー・レポート作
成の方針
シェルの方針
重要な業績指標（KPI）
地域報告
外部評価委員会
グローバル・レポーティング・イニ
シアチブ（GRI）への準拠
国連グローバル・コンパクトへの準拠
シェルと国際規約
シェルとミレニアム開発目標
（MDGs）

ケーススタディ

ロケーション
ナイジェリア
www.shell.com/nigeria
サハリン
www.sakhalinenergy.com

インド
www.shell.com/india
中国
www.shell.com/china
サプレフ
www.sapref.com
Shell Petrochimie Méditerranée
www.shell.com/berrechemicals
コリブ
www.shell.com/corrib
ダウンロード
年次報告書
www.shell.com/annualreport
地域報告
www.shell.com/localreports
データ集
www.shell.com/datatables
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レポート中の略字の意味
事業プロセス関連の略字
BAP
生物の多様性に関する行動計画
BIR
業務改善レビュー
HSE
健康・安全・環境
IA
影響評価
排出ガス関連の略字
CO2
二酸化炭素
GHG
温室効果ガス
VOC
揮発性有機化合物
エネルギー関連の略字
BTL
バイオマス液化燃料
CIS
銅インジウムセレン
（先進太陽光エネルギー技術）
GTL
ガス液状化
LNG
液化天然ガス

国際組織・活動関連の略字
EBRD
欧州復興開発銀行
EITI
採取産業の透明性拡大イニシアチブ
EU ETS
EU域内排出量取引制度
IEA
国際エネルギー機関
IPCC
気候変動に関する政府間パネル
IUCN
国際自然保護連合
MDGs
ミレニアム開発目標
NDDC
ニジェール・デルタ開発コミッション
NGO
民間非営利団体
OECD
経済協力開発機構
UNESCO 国連教育科学文化機関（ユネスコ）

ロイヤル・ダッチ・シェルが直接的または間接的に出資
している会社は、それぞれ独立した法人です。本レポート
では便宜上これらの会社の総称として「シェル」
、
「シェル
グループ」などの表現を用いています。同様に、シェルグ
ループの各社を指して「我々」という表現を使用する場合
もあります。また、会社名を特定する必要がない場合に
もこれらの表現を使用しています。シェル・トレーディン
グ、シェル・ハイドロジェン、シェル・ウインドエナジー、
シェル・ソーラーなどは、それぞれ貿易、水素、風力、太
陽光事業を営むシェルグループ各社を指します。

協力
文：フィッシュバーン・ヘッジズ（Fishburn Hedges）

指標・報告関連の略字
CEI
化学製品エネルギー指数
D&I
ダイバーシティ
（多様性）
と
インクルーシブネス（包括性）
EII
エネルギー原単位指数
FAR
死亡事故率
GRI
グローバル・レポーティング・
イニシアチブ
KPI
重要な業績指標
TRCF
総報告可能事故頻度

編集：コンテクスト
（Context）
デザイン及び制作（Ringmaster®使用）
：コーポレート・エ
ッジ（Corporate Edge）
なお「シェル・サスティナビリティー・レポート 2005 日本
語版」は、オリジナル版（英文）
にできるだけ忠実になるよ
う配慮して、翻訳・デザインを行ったものです。

印刷に関して
「シェル・サスティナビリティー・レポート 2005

日本語

版」は、非揮発性の大豆インクと、古紙配合率100%再生
紙を使用しています。
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シェルグループの概略
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シェルグループの詳細はウェブサイトで
ご覧いただけます。
www.shell.com

シェルグループの5年間にわたる決算
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www.shell.com/faoi

Annual Review and Summary Financial
Statements 2005
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グループ及び事業に関する運営
及び財務業績の概要

www.shell.com/annualreport
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