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1.�エクセリオ
の概要

1.1 プレジデント兼CEOからのご挨拶 

親愛なる読者の皆さま、 

弊社は、弊社スタッフが地域社会と共に、持続可能なエネルギー
プロジェクトの開発、エンジニアリング、構築、資金調達によって、
今後5年間で5 GWの構築と開発を目指すロードマップを今年策
定しました。そのために、弊社は、組織に新しい規程を導入し、持
続可能性に向けた変革の大望を引き続き抱き続けています。弊
社は、テクノロジーの移行を伴う戦略とビジネスプロセスを、エク
セリオのミッション、ビジョン、価値観に合わせて調整する所存で
す。

2020年、弊社は、エネルギー転換における重要なマイルストーン
に到達しました。例えば、2017年にスペインで行われた再生可能
エネルギーの入札で落札した電力に割り当てられたプラントを全
て稼働させたこと、オーストラリアでは当社最大の太陽光発電所
の建設が開始しされたこと、また、日本ではカントリーマネージャ
ーとして新たに磯井俊昭氏を任命したこと等が挙げられます。

エクセリオの2020年のサステナビリティレポートを発表できる
ことを光栄に思います。過去12か月間に弊社が行ってきた取り
組みをご理解いただくために読み進めていただければ幸いで
す。2020年は、持続可能な開発と世界レベルでの気候変動との
闘いの機運が更に高まった一年でした。エクセリオは、この変革
への挑戦における主要参加者として、責任を持って主導的役割
を担い、自然環境や地域社会に配慮した形で関与しています。こ
のレポートでは、弊社の進捗と、ゼロエミッションのエネルギーシ
ステムに向けた弊社の行動指針となるミッションを振り返ります。

2020年は、新型コロナウイルス感染症と、そのパンデミックが招
いた新しい状況に対応しなければならないという事実が特に目
立った一年でした。この間、エクセリオのチームは、従業員とステ
ークホルダーの健康と安全を優先し、断固とした対策を講じ、機
動的な対応を取ることで社会に良い影響を与えました。エクセリ
オは、このような不穏な時代においても持ち前の適応力を発揮
し、回復力を維持してきました。これは、エクセリオが擁する優れ
た専門家たちのおかげです。

最も優れた持続可能性の基準に基づいて、弊社のビジネスモデルが経済的な回復を促す最高の原
動力になることを強く信じています。

ルイス・ノゲラ
エクセリオのプレジデント兼CEO
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1.�エクセリオ
の概要

エクセリオが進めているこの変革のプロセスは、社会全体が経験
している変革のプロセスとも重なります。社会は、公平で包括的
な脱炭素経済を推進するエネルギー転換を求めており、エクセリ
オはこの課題において重要な役割を果たしています。この変化の
先頭に立てるよう、弊社は、活動の展開とESG（環境・社会・ガバ
ナンス）基準への投資のバランスを取ることを目指しています。そ
の目標は、投資を最適化し、持続可能な方法で価値を提供してビ
ジネスモデルを展開することです。 

同様に、エクセリオはプロジェクトを実施している地域の社会と
も深く関わっていますが、包括的な変革プロセスを確かなものに
するためには、この深い関与が不可欠です。それを念頭に置き、
弊社は、対象となる地域に、環境的、社会的、経済的要因も含め
て良い影響を及ぼすように努めています。弊社の真摯な姿勢は、
弊社が2016年以降メンバーとなっているグローバルコンパクト
イニシアチブや、人権、労働、環境、腐敗行為防止の分野における
10の普遍的原則に対して全力で取り組んでいることや、持続可
能な開発目標（SDGs）に基づいて戦略展開を図る弊社のスタン
スを見ていただければ自明と思われます。

本レポートではさらに、エクセリオのビジネスモデル、キーパーソ
ン、そして不測の事態となった2020年におけるエクセリオのマイ
ルストーンと成果についてご紹介します。本レポートではまた、持

続可能な開発の視点を全ての戦略に取り入れるために、弊社が
日々どのように取り組んでいるかについても詳しくご紹介してい
ます。

この間、エクセリオのチームは、弊社のバリ
ューチェーンを構成する全ての人々の健康
と安全を優先し、断固とした対策を講じ、変
化する状況に迅速に対応しました。
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1.�エクセリオ
の概要

1.2 2020年における主な数字
[GRI 102-4, 102-6, 102  -7] 

エクセリオは、太陽光発電所の設計、開発、
建設、財務管理、保守・運用を専門とする企
業で、米国、中東、日本、南アフリカ、南米（メ
キシコ、チリなど）、オーストラリア、東南アジ
ア、欧州（イタリア、スペイン）に拠点を置い
ています。エクセリオは、再生可能で持続可
能なエネルギーの大手企業であり、また温
室効果ガスの削減と気候変動への対策に
も全力で取り組んでいます。

当グループは、再生可能で
持続可能なエネルギーの大
手企業であり、その活動を通
して、企業や家庭に安価な
電力を供給しつつ、温室効
果ガスを削減し、気候変動と
闘うことに全力で取り組ん
でいます。 

スペイン

  527 MW
  1,275 MW
  130 名 イタリア

  100 MW
  8 名

米国

  181 MW
  201 MW
  8 名

メキシコ

  416 MW
  416 MW
  16 名

プエルトリコ

 6 MW    
  6 MW    

チリ

  58 MW
  58 MW
  2 名

南アフリカ
  31 MW
  4 名

オーストラリア

   4 名

クウェート
  10 MW
  5 名

日本

  390 MW
  14 名

2020年における弊社の活動

  エクセリオの活動拠点および実績            稼働中                累計MW数                 従業員数

ペルー
42 MW    

ホンジュラス

  42 MW
  42 MW

累積：2.5 GW 1 稼働中：1.2 GW

2020年12月現在の全データ
1 累積の数字は、稼働中および売却された太陽光発電所を考慮したものです

フランス
  55 MW

総従業員：191名
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の概要

金融指標（単位：1,000ユーロ） 

エリア毎の収益 （純売上高に占める比率）

22% 31%

2018

 2018 2019 2020

純売上高 74,684 55,620 75,747

EBITDA 197,307 48,455 249,038

金融収益 2,021 2,120 3,733

総投資額 295,889 729,966 201,583

純利益 115,352 -21,386 147,518

  スペイン           イタリア           日本           チリ           メキシコ           その他の南米         米国          その他

2019 2020

3%

28%

7%

1%

8%

30% 43%

1%

7%

8%
11%

19% 43%

2%

11%

17%

7%
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1.�エクセリオ
の概要

2005
Gestamp Asetym 
Solarが竣工

2008
第1回目の接続： 
スペイン、アルバ 
ニージャ

2009-2014
イタリア、アメリカ、ペルー、日本で第1
回目の接続を行い、業務は安定して成
長し続けました。また、この間に、世界
の他の地域にもオフィス・ネットワーク
を拡大することができました。具体的
には：東京、南アフリカ、メキシコ、米
国、イタリアです。

2016
以下に関する利権契約
を締結しました 
メキシコにおける 
244 MW

2017
ウリベの接続

  スペインにおける455 MWの受注

  9,256万ユーロのリファイナンスを単
一の債券で実施

  メキシコにおける250 MWの受注

  日本にける37 MWの受注

  オーストラリアにおける複数のオフィ
スの開設

2019
  ブルックフィールドが、従来
の出資者であるKKRとと
もに、エクセリオの株式の
50%を取得
  スペインにおける455 MW
の建設

2018
  Nexus EnergíaとのPPA：スペ
インにおける50 MWの建設

  米国で太陽光プロジェクトを
展開するためのソフォスハー
バートとの提携

  米国において「リリー」プロジ
ェクトを獲得

2020
  2月：エクセリオは、メキシコにおける2番目の太陽光発電所を
建設しました
  8月：エクセリオは、2017年、スペインの自然エネルギー入札
で落札された電力に割り当てられた発電所を全て稼働させま
した
  10月：エクセリオとSalesforceは、オーストラリアのブルーグラ
ス太陽光発電所に関して、先駆的なPPAを締結しました
12月： 

    エクセリオのCEOであるルイス・ノゲラが、西ヨーロッパに
おける「太陽光発電業界のベストCEO」に選出されました

    エクセリオは、オーストラリア最大の太陽光発電所の建設
を開始しました

    磯井俊昭が、エクセリオの日本におけるカントリーマネージ
ャーに就任しました

エクセリオの進化と成長 

2021年…
  1月：エクセリオは、スペインの再生可能エ
ネルギーの入札において、最大315 MWの
太陽光発電エネルギーを落札しました

  2月： 
    エクセリオは、SDGsの統合における業
務行動を加速する国連のグローバルプ
ログラムに参加しました

     エクセリオは、温室効果ガスのスコー
プ1、2、3のグローバル排出量を計算
し、地域社会とのエンゲージメントを
実行するための義務的手続を作成しま
す。そのために、2021年にはコミュニ 
ティ・プラン・スペシャリストを雇用し
ます

2015
KKRグローバル・インフラスト
ラクチャー・インベスターIIファ
ンドに出資比率80%で参加し
ました 

   エクセリオの誕生

エクセリオは、柔軟なビジネスモデル、テクノロジーの効率的な使用、お
よび持続可能性への取り組みによって野心的な国際計画を立案し、それ
を達成してきました。エクセリオは、事業を開始して以来、様々なテクノロ
ジーを用いて、様々な国における太陽光発電所の開発、建設、運営で幅
広い経験を積んできました。
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1.�エクセリオ
の概要

1.3 新型コロナウイルス感染症に対するエクセリオの対処法

新型コロナウイルス感染症に対処する際に弊社が最も気を配ったのは、人々のことです。この間、エクセリオは、12を超える取り組み
を通して、パンデミックが引き起こす身体的および感情的な悪影響の両方を緩和するために、多大な努力を尽くしました。これらの
取り組みは、4つのブロックに分かれて8カ国で実施されました： 

エクセリオは、年初に発生した健康上の問題に対処するため、環
境を守り、顧客へのサービスを保証し、従業員とその家族を保護
し、自身が所在する地域社会で責任ある行動をとることを常に
求めながら様々な緩和策を講じました。

エクセリオは、パンデミックが発生したとき、新しい状況に適応し
て活動を継続するために、行動のための様々な手段やプロトコ
ルを確立しつつ、迅速かつ効率的に対処しました。  

2020年、エクセリオは、HSSE部門が策定してCEOが承認した新
型コロナウイルス感染症に対する対策プロトコルを主要なオフィ
スで実施しました。実際、この手順はAENORの認定を受けていま
す。それは、パンデミックに対処するためのベストプラクティスが
正しく実施されていることを証明するものであり、パンデミックの
管理に関してステークホルダーに保証と確信を与えるものです。 

今後数ヵ月間、エクセリオは、エネルギー
転換がもたらす課題と機会に対して良い
環境を構築するための手助けをしながら、
引き続きパンデミックによって露呈された
弱点を補強することを目指します。

2020年の世界を特徴づけたのは、新型コロナウイルス感染症のパンデミックでした。エクセリオにとって、パンデミックがもたらした経済
的、健康的、社会的危機は、会社とそのステークホルダーにも影響を及ぼしました。

人々のつながり

この取り組みを通して、弊社は、関係
を維持し、内部コミュニケーションを強
化し、日常業務や自宅の作業スペース
を他の従業員と共有するよう従業員
に奨励したり、お絵描きコンテストやそ
の他の活動に参加して創造性を発揮
するよう子どもたちに勧めたりと、様
々が行動を起こしました。
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1.�エクセリオ
の概要

ロックダウンが終了したときには、実行した取り組みに対する全体的
な満足度を確認するために、従業員調査を実施しました：従業員の
96%は、新型コロナウイルス感染症に対するエクセリオの対応に満
足または非常に満足していました。

エクセリオはまた、パンデミックが社会に及ぼす悪影響の緩和を目指
して、たとえば赤十字と協力契約を締結するなどして様々な社会的協
調活動を行いました。

の従業員は、新型コロナウイルス感染症に対す
るエクセリオの対応に満足または非常に満足し
ていました。

96%

コミュニケーションとフィードバック 
この取り組みでは、従業員、マネージャー、ディレクター、そして社長兼CEOが、マンツーマンでフィードバックを行ってコ
ミュニケーションを活性化させました。

サポート、認識、 
および研修  
エクセリオは、パンデミックが発生している
間、従業員に、感情をコントロールし、オンラ
インで仕事の体制を管理し、適切な安全条件
下で通常業務に復帰するための取り組みを
提供し、常に従業員に寄り添いました。 

健康と安全
在宅勤務を正しく実行するための適切な物（人間工学に基づいた椅子とIT機器）および在宅勤務時の安全性を高める
ためのヒントを含む定期的な通知を提供しました。
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1.�エクセリオ
の概要

1.4 再生可能エネルギーおよび価値の創造

エクセリオは、再生可能エネルギープロジェクトの設
計、開発、建設、資金調達、運営を世界規模で専門に行
う大手企業です。現在、米国、欧州、南米、日本、南アフ
リカ、オーストラリア、南アジアに展開しています。 

目標
地球と人々の生活に良い影響

を与えるために、再生可能エネ
ルギーソリューションの世界基

準となること。

ビジョン
顧客に最も持続可能なエネルギー
ソリューションを提供して、最も 
革新的で信頼されるオペレーター
になること。

ミッション
大規模なゼロカーボンソリューションの導入により、顧客のエネルギー・ニー
ズを満たすこと。そのために、弊社は、グリーンエネルギーのコストを削減し、
地球規模での導入を実現するために、適切な金融ソリューションと標準化さ

れたデザインを使用しています。

価値観
Responsibility（責任感）、Flexibility（柔軟性）、 

Integrity（誠実性）、Communication（コミュニケー 
ション）、Diversity（ダイバーシティ）、Teamwork 

（チームワーク）。  

エクセリオは、この分野で15
年の経験と2.5 GW以上の建
設実績を持ち、25の太陽光発
電所を稼働させています。 
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1.�エクセリオ
の概要

弊社のビジネスモデル

弊社は、それぞれの環境の具体的なニーズに合わせて、様々な
国や地域で太陽光発電プロジェクトを展開します。エクセリオ
は、持続可能で費用対効果の高い方法で再生可能なプロジェク
トを開発することを目指し、事業を展開する地域の経済、環境、
社会に貢献することに積極的に取り組んでいます。 

エクセリオの活動は常に進化しており、機会の探求、設備の建
設、維持、運営、そして発電所の購入と売却に関する活動という、
太陽エネルギーの全サイクルに関与しています。 

最初のステップは、ビジネスチャンスを探し出し、特定し、分析す
ることです。この段階では、技術的および財務的な機会を特定

し、評価し、そして取締役会の最終決定を得ます。その次に、土地
の準備、構造物や機器の供給、土木工事の実施、組み立てや接
続の工程など、設備を構築するプロセスがあります。そして、送電
系統等に接続されると、設備が正常に動作しているかどうかの
一般的なモニタリングを行う保守・運用段階に入ります。 
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1.�エクセリオ
の概要

建設 
発電所の建設段階では、サイトプランニングから、最終的な建設を
担当するEPC（エンジニアリング、調達、および建設）を担当する請
負業者の作業の監督まで、様々な仕事があります。このように、外部
の協力者と協力契約を結ぶことで、環境リスク、社会リスクなど、あ
らゆる建設リスクを軽減できます。下請会社はプロジェクトの遂行
を担当するのに対し、エクセリオはその知識を活かして日々の業務
をチェックし、監督します。 

エクセリオは、統合された品質、環境、健康および安全の各方針に
基づいて活動し、全ての関係者が遵守義務を負います。この枠組み
は以下の規格によって認証されています：ISO 9001、ISO 14001およ
びISO 45001。

保守および運用 
発電所が送電系統等に接続されると、エクセリオのオペレ
ーターとしての役割が始まります。これには、発電所が可能
な限り最高の結果を出しつつ稼働するために必要な全て
の活動が含まれます。発電所の耐用年数の最初の数年間
は、EPCの請負業者が運用・保守を担当し、エクセリオは引
き続きプロジェクトを監督します。 

この段階では、太陽光発電所が正常に稼働しているかどう
かを、運用面（気候条件に基づく予想発電量）と財務面（予算
コストに影響を与える可能性のある発電所運用の逸脱を抑
制）の両方からモニタリングします。 

太陽光発電所の購入と売却 

エクセリオは、エネルギーサイクルのどの段階でも発電
所を売買します。戦略的な買付けには、建設中の工場や
既に稼働している発電所が含まれることもあります。

弊社のビジネスの流れ  

太陽光発電所が正しく運用されて
いることを確認するための正しい
管理

統合された品質、環境、健康・安全の方
針の遵守
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の概要

持続可能な価値の創造

エクセリオでは持続可能性が重要です。それは、ゼロ・カーボン（無炭素）ソリューションの
実現という会社の起源とミッションに根ざしています。エクセリオのビジネスモデルは、気
候変動を抑制するために必要な排出量の削減に貢献することです。 

エクセリオはまた、事業を展開している地域社会にも高い関心を寄せています。このこと
を念頭に置いて、エクセリオは、現在、教育、健康、環境に焦点を当てた様々な地域の取り
組みに必要なリソースを提供する計画を立案しています。  

エクセリオは、持続可能な開発へのコミットメントを示すために、「持続可能な開発目標
（SDGs）」を自社の事業戦略や活動に取り入れています。このコミットメントは、国連グロ

ーバルコンパクトや、2021年に具体化するSDGアンビションプログラムに加盟したことで、
より明確になりました。グローバルコンパクトは、企業や組織に対し、人権、労働、環境、腐
敗行為防止に関する10の普遍的な原則に従った戦略と活動を求めています。エクセリオ
は、国連グローバルコンパクトに定められた価値観に全力で取り組んでおり、そのロード
マップの継続的な改善をミッションとしています。 

また、SDGアンビションプログラムは、野心的な企業目標の設定を支援するとともに、事業
活動におけるSDGsの統合を加速させつつ、企業がSDGsのために既に達成した実績を超
えて、前に進むチャンスを与えてくれます。 



15

2020サステナビリテ
ィレポート

1.�エクセリオ
の概要

1.5 市場動向、課題、機会

社会的なトレンドは、この分野を根本から変えています。エネルギー転換は、今後数年間で取り組まなければならない課題と機会をもたらし
ています。 

気候変動対策とエネルギー転
換への貢献

この懸念は近年強まっており、新型コロナウイルスが蔓延した後に各機関が策定し
た復興戦略の中でも重要視されています。特に欧州では持続可能性を強く意識し
た戦略が取られています。したがって、気候変動に取り組み、経済の脱炭素化を推
進するためには、再生可能エネルギーのセクターが主導的な役割を果たす必要が
あります。 

再生可能エネルギーへの移行は、各国レベルと欧州全体レベルの両方における様
々な取り組みによって強力にサポートされています。欧州連合は、欧州気候法を提
案しています。欧州連合はまた、欧州グリーンディールを開始しました。これは、2027
年までに持続可能なプロジェクトに5,000憶ユーロを投資する計画です。国別に
見ると、スペインでは、最近、気候変動とエネルギー転換に関する法律が承認され
ました。この新しい法律には統合国家エネルギーおよび気候計画（スペイン語で
PNIEC）2021-2030が付随しています。この計画は、2030年までに総エネルギー使用
量の最大42%（2019年には17%）を、再生可能エネルギーの消費にしようとするも
のです。PNIECは、計画目標を達成するために再生可能エネルギーの推進を支持し
ます。それを念頭に置いて、2030年に電力セクターの総設備容量を157 GWとし、そ
のうち、風力発電を50 GW、太陽光発電を37 GWにすることが目標です。 

持続可能な財務体制

エネルギー転換に伴う目標を達成するためには、持続可能な財務状況が非常に重要です。 
これに関連して、欧州委員会は2018年に「持続可能な財務行動計画」を発表しました。これは、
資本と投資の流れを、欧州連合の環境目標に沿った経済活動に向けることを目指したもので
す。また、欧州委員会は、持続可能な財務のための分類法を発表しました。これは、企業や投資
家がどのような活動を持続可能なものと見なすべきかに関する判断材料となるように作成さ
れています。欧州連合が設定した環境目標に沿ったプロジェクトや活動に投資することは、エ
ネルギー転換と経済の脱炭素化に大きく貢献することを意味します。 

だからこそ、社会はエクセリオのような変革をもたらす企業に、包括的な脱炭素経済への移行をリードすることを期待しています。今後数年間でこの分野に最も大きな影響を与えると思わ
れるレンドは、以下の通りです： 

https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/european-climate-law_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://www.boe.es/eli/es/l/2021/05/20/7/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/11/pdfs/BOE-A-2021-421.pdf
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人材 
およびダイバーシティ

人的資本は、再生可能エネルギーのセクターや、エネルギー
転換の中で生じる課題において、大きな役割を担っています。
企業は新しいプロファイルとスキルを必要とするでしょう。今
後は、優秀な人材を集めるだけではなく、その人材を維持し、
研修や開発に投資する努力が重要になってきます。このような
シナリオでは、コラボレーションツール、再研修、全ての人の健
康と安全、そしてダイバーシティとインクルージョンの全てが
鍵となります。 

イノベーション 
およびデジタル化

再生可能エネルギーの開発には、常にイノベーションが付きまと
います。技術の進歩は、新しい活動の統合に加えて、近年すでに急
速に進歩しているこの種のエネルギーの効率化への道を開くで 
しょう。このような背景から、欧州連合は、より統合された効率
的でデジタル化されたエネルギーインフラを支援するために、 
エネルギーシステムの統合を目指しています。 

デジタル化は重要な役割を果たします。健康危機が、組織のデジ
タル化プロセスを加速させ、その結果、デジタル文化の発展と新
たな機会の探求が大きく前進したことは注目に値します。

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/energy_system_integration_strategy_.pdf
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エクセリオのガバナンス

倫理行動およびコンプライアンス

リスク管理

責任あるサプライチェーン

税務情報

責任ある 
ガバナンス 2
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2.1 エクセリオのガバナンス
[GRI: 102-14, 102-18, 202-2]

エくセリオは、意思決定における基礎として持
続可能基準を統合する際、ESGの観点の適用に
基づいて、ガバナンスと持続可能な戦略のモデ
ルを構築しています。エクセリオは、ステークホ
ルダー間の信頼を擁護するガバナンスシステム
を構築することによって、またその活動を行う際
に高いレベルの透明性に基づいて、これらの原
則を強化しています。

この目標を堅固なものとするために、エクセリオは、持続可能で
倫理的なビジネスモデルに基づいて、組織の進化と成長、そして
戦略的目標の達成に向けたコミットメントを反映しつつ、従業員
と協力者に倫理・企業行動規範を提唱しています。

ガバナンスの構造とその責任
取締役会は、最も重要な意思決定機関であり、主な決定事項に
は、会社の社会的利益の確保、事業戦略の立案と管理、予算の承
認、リスクのモニタリング、事業機会の特定などがあります。意思
決定機関が全力で取り組むことが成功を保証します。そして何よ
りも大切なのは、意思決定機関が、グッドガバナンスのベストプラ
クティスの確立を重要目標の一つとして掲げることです。

取締役会とその委員会の構成は透明性と独立性の原則に基づいて構築されており、ダイバーシティなどの観点を支持し、メンバー
のプロフェッショナリズムを証明しています。現在の運営機関の代表者は以下の通りです：

エクセリオは、事業を展開しているいくつかの市場に、それらの場所での組織能
力の向上を目指して、現地の経営チームを置いています：

ルイス・ノゲラ 
プレジデント兼CEO

タラ・デービス
ディレクター

トーマス・オブライエン 
ディレクター

ハイメ・デ・ラ・セルナ 
秘書（非ディレクター）

オレグ・シャモフスキー
ディレクター

ブルックフ
ィールド 
50%

株主代理人
2020年12月18日

KKR
50%

イグナシオ・パス-アレス・アル
ダノンド 
ディレクター

磯井 
俊昭 
日本

ベリンダ 
ファン 

オーストラリア

ジャンフランコ
メモリ 
イタリア

アルマンド 
ゴメス

南米

ビル 
モロー 

米国

アランチャ 
マルティネス

スペイン 

CEO兼プレジデント
ルイス・ノゲラ

COO
フェルナンド・ラカシー

CP&CO
ビアトリス・ティエルブ

GC
ジェーム・ド・ラ・セルナ

CFO
デービッド・ディアス

C-スイートの代表
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取締役会

ビジネスプランの更新、その他の財務および非財
務事項など、取締役会の承認を必要とするあらゆ
る事項に責任を負う機関

経営委員会

組織の財務活動を管理し、予見された結果を達
成するための適切な管理に責任を負う機関 

執行委員会

取締役会の活動やプロジェクトの管理を調
整する機関

健康安全委員会

組織体制であり、健康と安全の管理措置の開発と
実施に最終的に責任を負う機関

FID委員会

投資に関する最終的な意思決定に関連する事
項の取りまとめと準備を行う機関

人材開発および文化委員会

長期的な戦略目標を達成するために、社内の人
材開発、強化、変革に対して責任を負う機関

調達委員会

入札プロセスおよびこの分野の提案の作成
を担当する機関

コンプライアンス委員会

規制遵守とインテグリティの分野における国際
的なグッドプラクティスの策定、実施、継続的な
モニタリング、普及に対して責任を負う機関

これらの委員会の機能と責任は、エクセリオ
の責任あるガバナンスを強化するものです。

エクセリオは、最近、取締役会の内部承認プ
ロセスを補完するために承認マトリクスを設
定しました。これにより、取締役会と運営委
員会の間の内部コミュニケーションが強化さ
れ、組織全体でより効果的なコラボレーショ
ンを実現できます。
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持続可能なガバナンス

エクセリオは、成長のための枠組みとして持続可能性を重視し、コーポレートガバナンス構造と各事業部の運営の基礎として、業務
の透明性、倫理的で責任ある行動を推進します。 

経済的

環境的

社会的

エクセリオは、包括的資本主義
評議会（Council for Inclusive 
Capitalism）に参加しました。これ
は、より包括的で、持続可能で、信
頼性の高い経済システムを構築す
ることを目的として民間セクター 
から利益を得るためにエグゼクティ
ブ・ディレクターと世界のリーダー
たちとの連携を推進する国際的な
パートナーシップです。

「私にとっても、そしてもちろん弊社にとっても大変光栄なことです。私
は、エクセリオを構成している世界中の優秀な専門職チームにこの賞
を捧げたいと思います。彼らの働きがなければ、再生可能エネルギー市
場における弊社の現在の地位は得られなかったでしょう。今回の受賞
は、今後数年間の目標と戦略的計画に向けて、より一層の情熱と決意
を持って取り組んでいく大きな原動力となります」 

ルイス・ノゲラ 
エクセリオのプレジデント兼CEO

さらに、弊社は、世界中に関連性の高い専門職やマネージャーを擁
しています。エクセリオのプレジデント兼CEOであるルイス・ノゲラ
が今年、ヨーロピアン・アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー・アワード
2020で「西ヨーロッパの太陽光発電産業におけるベストCEO賞」を
受賞したことは、その1つの証しです。 

このような評価と承認は、優れた経営陣と優秀な専門職で構成さ
れたグローバルチームを擁する弊社の、再生可能エネルギーのセ
クターおける地位を明確にするものです。 

今年の主なガバナンス施策の一つとして、エクセリオの国際市場で
の強化に伴い日本支社に新しいカントリーマネージャーを任命し
たことが挙げられます。

そのために、統制機関の全てのメンバーは、環境的および社会経済的な事
柄に関する意思決定に責任を負います。同様に、この目標はエクセリオの
戦略の指針となるものであり、そのため、エクセリオは持続可能性の管理
を推進する取り組みを強化し、グッドガバナンスの最先端の実践に適応す
るために活動しています。
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2.2 倫理行動およびコンプライアンス
[GRI: 102-16, 205-1, 205-2, 415-1, 419-1]

エクセリオは、開発のための社内規程によっ
て設定されたガイドラインを考慮しつつ、宣
言された目的、戦略、価値観との整合性、お
よびリスク管理の主要な国際基準への準拠
に基づいた確固たるコミットメントを表明し
ます。

この一年を通して、エクセリオは、組織の全ての活動をカバ
ーする法的事項と財務実績を関連付けることで、コンプラ
イアンス体制の改善に力を注いできました。 

2020年には、コンプライアンス向上のため、全ての社内規
程に関する従業員研修プログラムを実施し、またスペイン
とイタリアを対象とした犯罪防止プログラムも実施しまし
た。  

さらに、弊社は、利益相反規程を策定しました。これは、マ
ネージャーや従業員が会社との関係において影響を与え
る潜在的な利益相反や、顧客やその他のステークホルダー
との関係におけるその他の利益相反を管理する一連の原
則を確立することを目的としています。

エクセリオの優
良ガバナンス体
制には、コンプ
ライアンスプロ

グッドガバナンス体制

運営機関 ツール

取締役会 株主総会 コンプライアンス・プログ
ラム

倫理・企業行動規範

規程

手順

グラムをはじめ、様々なプ
ログラム、規程、手順があ
ります。エクセリオの運営
機関は、倫理および企業
行動規範の実施、腐敗行
為防止、競争の保護、国
際貿易制裁および利益相
反に関するコンプライアン
ス規程などを通して、この
プログラムに内在する価
値観を推進しています。



22

2020サステナビリテ
ィレポート

2.�責任ある�
ガバナンス

エクセリオのコンプライアンスプログラム

エクセリオは、ビジネスの誠実性を高い国際基準で満たす弊社独自の包括的なコンプライアン
ス・プログラムを有しています。

コンプライアンス・プログラムは、エクセリオを構成する人々が職務を遂行する上で、どのように行
動すべきかに関する指針となるものです。このプログラは、エクセリオが活動している各セクター
や場所におけるリスク分析に基づいて、会社とそのサプライヤーが規制を遵守しているかどうか
を検証することが目的です。

弊社の価値観を推進する機関は、コンプライアンス委員会であり、この委員会では、倫理的な行動
が維持されていることを確認するとともに、「倫理・企業行動規範」に基づく規程の遵守状況を周
知し、モニタリングします。この機関は多様なメンバーで構成され、弊社の最も関連性の高い分野
を統合しています：

さらに、エクセリオは、「倫理・企業行動規範」を通して倫理、誠実性、法令遵守へのコミットメントを
管理すると同時に、腐敗行為防止、貿易制裁、独占禁止に関する諸規程も定めています。また、それ
らの諸規程はその他の具体的な手順によって補完されています。 

倫理・企業行動規範は、エクセリオで適用される最も重要な文書の一つであり、全従業員を拘束する
ものです。同規範は、弊社のメンバーが遵守すべき行動のガイドラインを定めており、顧客、サプライ
ヤー、代理店、販売店、社外パートナーとの関係にも適用されます。

この規範は、エクセリオの取締役会が定めたものであり、取締役会は、弊社の各事業活動および事
業を行う全ての市場において、ビジネスの誠実性と倫理的かつ責任ある行動に関する最高の国際基
準を全社的に遵守すべきことを表明しています。 

エクセリオにとって、これらの規程や手順の存在を従業員に認識してもらうことは非常に重要です。
そのため、2020年にはコミュニケーションを強化し、この点に関する啓蒙活動を例年よりも強化しま
した。 

エクセリオは、「エクセリオ倫理チャネル」を設定しました。「倫理・企業行動規範」および「コンプライ
アンス規程」に記載された基準に違反する可能性がある場合は、このチャネルを通して秘密裏に（か
つ匿名で）報告できます。このチャネルは自由にアクセスでき、従業員、パートナー、エクセリオと契約
関係にある全ての人、および弊社が事業を行うことで影響を与える可能性のあるステークホルダー
が利用できます。2020年にこのチャネルを通じて苦情が寄せられたことはありません。

取締役会は、目標を決定し、管理手順やモデルを承認する責任を負うとともに、報告または検知され
た事案に関する月次報告を受けます。

コンプライアンス委員会
のCFO兼プレジデント

総協議会 CP&CO コンプライアンス・マ
ネージャー 
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規制コンプライアンス 

機能 

コンプライアンス部門と法務部門は、コンプライアンスを効果的に
モニタリングし、定期的に検証するとともに、発生の可能性と影響
に基づいてリスクを分類し、実施された活動に起因する違反を軽減
する役割を担っています。

経営におけるリスク 

刑事問題の変化の結果として、エクセリオは、グループの内部およ
び外部の規則を遵守するために、商業規則、会計規則、税務規則、
財務規則、情報セキュリティなどの重要な防衛ラインを用います。

犯罪予防プログラム 

2020年、エクセリオは、国内および国際的な犯罪リスク評価を実
施し、その結果、取締役会で承認されたリスクおよび統制マトリッ
クスを作成しました。統制責任者たちは、自身の事業分野におけ
るコンプライアンスに関して統制権限を持っています。

社会経済的コンプライアンス 

またエクセリオは、2020年には政党への寄付や献金を行っておら
ず、社会的・経済的な法令違反はありませんでした。

さらにエクセリオは、コ
ンプライアンスのモニタ
リングおよび統制モデル
を構築し、各国にコンプ
ライアンスのアンバサダ
ーを任命しています。
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人権尊重への取り組み

弊社は、事業を展開している全ての地域において、適用される労働規則を厳守し、また適用され
る労働協約の規定に加えて団体交渉権を尊重しつつ、職場における人権の尊重と無差別の実現
に全力で取り組んでいます。エクセリオはこのような状況下でも警戒を怠らず、今年は差別や人
権侵害の事例はありませんでした。

エクセリオの調達方針の中心原則と諸条項は、人権の保護、無差別、強制労働と児童労働の禁
止のために、適用法を遵守することを定めています。 

[GRI: 406-1, 407-1, 408-1, 409-1]

腐敗行為防止規程

2020年、エクセリオは、腐敗行為防止規程の更新を承認しました。これは、エクセリオが完全に遵守
している倫理的・法的なコミットメントと基準　を考慮したものであり、日々の活動や第三者との関
係において、全ての従業員に適用されます。エクセリオは、事業を展開している各国で腐敗行為リス
クの評価を行い、サードパーティに対する継続的なモニタリングを実施しています。

今年、弊社は、従業員全員を対象に腐敗行為撲滅のための研修を実施しました。また、ウェブサイト
やイントラネットを通じて規程や手順を公開しています。 

デューディリジェンスを確保し、これらの面に関する意識を高めることを目的として、エクセリオは、
従業員に対し、自らの活動や他者の活動に関連する腐敗行為防止の懸念を報告・通報することを奨
励しています。 

100 %のエクセリオの従業員が、 
本報告書の作成時点で、 
腐敗行為防止研修プログラムを修了しています。  
この研修を受けた運営機関は、C-スイートおよび取締役会
のCEO/プレジデントです。 
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2.3 リスク管理
[GRI: 102-15, 102-30]

弊社は、リスク管理の観点からの規制環境の重要性と、様々な社
会的および環境的課題を認識した上で、合法性と社会的責任を
守ることに全力で取り組んでいます。 

エクセリオは、リスク管理において、弊社の全ての分野に関与す
るセクターの継続的な変化に適応し、予測するために、常に考え
ています。エクセリオのコンプライアンス部門と法務部門は、リス
ク管理の諸規程と手順を実施し、モニタリングすることによって、
重要な役割を果たしています。これらの部門を共同で管理するこ

とで、エクセリオが実施する以下のような行動の効率化と迅速
化を図っています：

    エクセリオが直面している課題を特定し、目標達成に影響を
及ぼす可能性のあるリスクを評価すること。 

    エクセリオが直面する社会的、環境的、健康的、財務的、サイ
バーセキュリティに関するリスクを特定し、管理するための
防衛モデルを確立すること。

    潜在的リスクである行動や活動をモニタリングするために、
全ての分野および部門と関与すること。 

これに関連して、また全てのリスク検知プロセスの継続的改善
措置に基づき、エクセリオは、2020年、過去数年間に概要を把
握したリスクの種類を出発点に、リスクマトリクスを更新しまし
た。

弊社は、全てのステークホルダーのために長期的な価値の創
造を推進します。そのため、ESGリスクの検知にはステークホル
ダーも関与します。したがって、組織がステークホルダーとの直
接的な関係を維持し、そのニーズや期待を調査して聞くことで
この対話を補完することができるように、コミュニケーション・
チャネルを開きました。このように、エクセリオは、主要なステー
クホルダーの重要な関心事や弊社が彼らに与える影響を理解
することで、自身の事業を他の主要なステークホルダーの意見
に合わせることができます。

エクセリオは、組織内の持続可能性を高
めるための努力とコミットメントの一環
として、非財務リスク管理に焦点を当て
ました。この点に関してエクセリオは、こ
れらの影響を社内で検討し、環境、社会、
グッドガバナンスのリスクをその発生率、
統制の度合いに応じて評価し、得られた
結果を分析します。 

   新しいグローバルコンプライアンスマネージャー

    倫理、誠実性、法令遵守へのコミットメント

    毎年の研修で強化されるコンプライアンス文化

全方位的なコンプラ
イアンス・リスク予防
手法 

エクセリオは、国際的なリスク管理基準と最善のコーポレート・ガバナンス体制を軸としたリスク管理システムを有し、業務上のリスクを定期的に評価して
います。
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オペレーショナル・リスク

エクセリオの活動には、他の種類のリスクもあります。エクセリオは、それらのリスクレベルを把握するための様々なメカニズムやツールを開発し、またそのようなリスクを組織内で防止するためにビジネ
スマネージャーやオペレーションマネージャーにプロセスを提供しています。これらのリスクは以下の通りです：

これは、現在および将来の規制、規格、プロトコル
から生じるものです。新たな規制の圧力により、エ
クセリオは、潜在的なリスクをモニタリングするた
めに定期的に法律を執行しなければいけません。

これらの規制の変更は、作業実行計画に影響を
与える可能性があるため、組織が想定しています。
このため、エクセリオは、法的不確実性の高い地
域への投資を制限しており、また、環境影響評価
書や安全・予防計画などのリソースを用意してい
ます。 

このようなリスク防止を強化するためにエクセリ
オがとった補足措置の一例として、事業を展開し
ている国の法律の変更に関連するリスクをモニタ
リングするために、規制部門を新たに設置したこ
とが挙げられます。

環境コンプライアンスは、エクセリオの最
大の要求の一つです。そのため、弊社が
ビジネスを展開する自然環境における
違反可能性を検知することは優先事項
です。その結果、その活動から生じる環境
への負の影響の可能性を特定するため
の手順を実施します。エクセリオが事業
を展開している地域の地理的条件によ
り、電力網へのアクセスが制限されるリ
スクに対処するため、生産予測のための
ネットワークの利用不能係数を計算する
ことに加えて、自然災害に対する保険を
かける必要があると思われます。

エクセリオは、自身の従業員、O&M、外部スタ
ッフおよび他のオフィスのために予防的な安
全文化を育んでいます。言い換えれば、エクセ
リオは、特に工事を行う際に起こりうる安全
上のリスクのケアとモニタリングに重点を置
いており、そのためにEPC債務条項を設けて
います。さらに、エクセリオは、その従業員、請
負業者、下請業者、一般の人々、およびその全
ての資産の安全に対するリスクの継続的な管
理に基づく安全システムを備えています。

このような環境や労働安全に対するリスクに
対処するための措置の中でも、エクセリオは、
とりわけ現地の規制に関する知識と親密さを
保ち、各プロジェクトを現地のケースに適合さ
せるために、建設およびO&Mの段階で現地の
専門職を雇用しています。

エクセリオの財務部門は、統制が適
切に実行されるために、オペレーショ
ンと統制システムを積極的に分析す
る責任を負っています。財務リスクの
典型的なケースとしては、原材料の
価格変動や為替レートの変動などが
あります。

法的リスク 環境リスク ジョブ・セキュリティ・
リスク

財務リスク
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2.4 責任あるサプライチェーン
[GRI: 102-9, 204-1, 308-1, 308-2, 414-1] 

エクセリオの主なサプライヤー管理ツール

   調達規程

   調達手順

   調達カタログ

   ユーザーガイド事業（Jaggaer）

   エクセリオのプロセスソーシング

エクセリオは再生可能エネルギー発電のバリューチェーンに参加して
おり、プロモーションから建設、生産、貯蔵、運用、供給に至るまでの各
段階に関与しています。エクセリオのサプライヤーは、この協力的な取
り組みによって、エクセリオの生産拠点の中核を担うだけでなく、サス
テナビリティやエコロジー、公正な変革をサポートし、コミットする重
要な機関となっています。 

弊社は、責任あるサプライチェーンを構築するという明確な戦略的優
先順位を持って事業を展開しており、サプライヤーを価値創造の重要
な要素と考えています。弊社のサプライチェーンは、エクセリオの調達
規程に準拠しています。この規程は、効率性と品質の観点から、調達ユ
ニットとビジネスユニットのニーズを満たすために、商品とサービスの
調達管理に関する原則とガイドラインを定めることを目的としており、
これによってエクセリオおよびその子会社の戦略および目標の達成を
支援します。 

エクセリオが事業を展開する
全ての国で、ベストプラクティ

スを策定すること

エクセリオの商取引における
効率、品質、時間、在庫、セキュ
リティ、競争力のあるコストを

確保すること

職業的リスクの予防、環境、お
よび企業の社会的責任に対す
るコミットメントを確実に遵守

すること

弊社とサプライヤーの双方の
継続性と利益のためになる
オープンな対話を組み入れ

ること

労働と環境に関する 
適用法の遵守、 

人権の保護、 
差別の撤廃、および強制労働と児

童労働の禁止

全てのサプライヤーの選定、
採用、および取引に、透明性と

平等性の基準を含めること

市場でのベストプラクティ
スを追求しつつ、エクセリ

オのパートナーの 
ダイバーシティを育むこと

改善すべき領域を特定し、関連す
るリスクを軽減し、エクセリオと
サプライヤー間の有益な関係を
確保するための定期的な監査を

含めること

技術的・商業的基準、および 
サービスを提供する地域社会で
の社会的取り組みへの真剣な姿
勢に基づいてサプライヤーを選

定すること

調達規程の目的
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バリューチェーン全体にコミットメントを伝達するために、エク
セリオは、調達手順、調達カタログ、サプライヤーの認証プロセ
スと最終評価など、一連のツールを有しています。これらのツ
ールは、パートナー企業の正しい運営、持続可能性、透明性を
推進することを目的としています。言い換えれば、エクセリオの
サプライヤーは、要件が満たされていること、および法律の遵
守、会社のブランドイメージの強化と保護、労働条件と機密保
持の尊重などの手順の原則の下で活動が行われていることを
保証しなければいけません。 

エクセリオでは、2019年から調達委員会が活動しています。この組織は、CEO、C-スイートのメ
ンバー、および調達部門の責任者で構成されます。この委員会は、調達手順および調達関連規
程の効果的な実施を監督することに責任を負います。

同様に、エクセリオは、2021年、会社の調達管理の全プロ
セスをカバーするプロセスの再設計に基づいて、新しい調
達管理モデルを開発する予定です。この新しいモデルは、
統合テクノロジーソリューション（Procure-to-Payおよび
Sourcing）、に実装されており、したがって調達プロセスの
ユーザーエクスペリエンスとトレーサビリティ（追跡可能
性）、監査可能性、およびセキュリティが向上するため、エク
セリオの調達管理方法を根本的に変革します。

サプライチェーンにおけるマイルストーンは、以下の通りです：

採用戦略の確立1 市場分析、および過去
に承認を受けたサプラ
イヤーの選定

2 JAGGAER©を通した
落札までの完全なプ
ロセスの始まり

3
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サプライヤー評価における進捗

サプライヤーに関連して、エクセリオは、職業上のリスク防止、環境、および企業の社会的責任への取
り組みについて要求される基準を遵守しています。 

エクセリオは、自社の調達規程に準拠して、社会的責任基準に基づいたサプライヤー評価に取り組
んでいます。特に、2020年には勤務を開始した新しい従業員の2%が、社会的基準に基づいて採用さ
れています。

現地のエクセリオパートナーの強化

エクセリオのビジネスモデルは、生産者や地域社会に大きく依存しており、事業は地元で行わ
れているため、エクセリオは地元の協力者を雇用することを推奨しています。この取り組みは、
出張に伴う移動で発生する温室効果ガスの排出量の削減ももたらします。 

サプライヤーに対する支出（単位：1,000ユーロ）

 項目 スペイン チリ メキシコ その他の南
米国 米国 イタリア 日本 オーストラ

リア その他の国 合計

サプライヤーに対する総支出 399,994 1,999 231,766 200 69,119 1,233 22,259 4,866 1,661 733,047

現地のサプライヤーに対する支出 199,173 1,999 231,766 200 69,119 1,233 22,259 4,866 1,661 442,276

現地のサプライヤー比率 27% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% -

サプライヤーに対する総支出 90,053 28,018 29,162 38 21,365 2,079 30,353 25,652 1,837 228,557

現地のサプライヤーに対する支出 69,879 28,018 29,162 38 21,365 2,079 30,353 25,652 1,837 208,383

現地のサプライヤー比率 78% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% -

20
19

20
20

2020年、エクセリオによるサプライヤーへの 
総支出に関して
 
                                        が現地サプライヤー分に相当97.56% 
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2.5 税務情報
[GRI: 207-1税金に対する取り組み]

この分野で職務を遂行し、責任を負う全ての従業員は、エクセリオの「コンプライアンス規程」に記
載されているように、税法、関連する社内規則、または特定の方針に従って行動することを誓約し
ています。

*単位：1,000ユーロ

国別の支払税金の表 

 2019 2020

創出された経済価値 61,865 83,793

売上高 55,620 75,747

金融収益 2,120 3,733

その他の収益 4,125 4,313

配分された経済価値 853,237 285,305

設備投資 726,973 199,824

資本提供者への支払い 92,987 58,378

税額 17,212 14,302

人件費 16,065 12,801

留保された経済価値 22,637 39,766

 2018 2019 2020

スペイン €21,358,539.00 €6,502,703.63 €8,932,033.79

アルゼンチン €47,612.00 - €255.17

コスタリカ €362.00 - -

チリ €502,626.00 €1,108,956.34 €1,048,510.65

オーストラリア €37,356.00 €43,489.71 €105,326.59

米国 €3,001,407.00 €157,914.22 €22,724.84

コロンビア €13,498.00 €825,299.44 -

ホンジュラス €18,368.00 €80,269.60 -

イタリア €6,413.00 €144,115.00 €200,613.83

メキシコ €1,297,951.00 €4,197,487.29 €1,070,259.80

クウェート €146,255.00 - -

日本 €3,079,581.00 €7,735.92 €18,202.60

南アフリカ €2,726,310.00 €4,096,582.96 €2,902,630.88

プエルトリコ €3,220.00 €4,266.19 €427.55

ペルー €1,817.00 €398.25 €1,352.97

合計 32,241,315 17,169,219 14,302,339

エクセリオグループの税務戦略は事業展開と関連しており、事業を行う全
法域で納税義務を履行することを誓約しています。 
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気候戦略 

生物多様性と自然資本の保護

循環型経済

持続可能な移行のた
めに3
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3.1 気候戦略 
[GRI: 302-1, 305-5]

弊社は特に、持続可能で透明性のある方法で、事業を展開している各国の法律および環境規制に従って行動することを目指しています。このために、エクセリオは、継続的
な改善を全体的な目標として、業務に関連する全てのリスクと影響を管理し、緩和するためのツールと統制の仕組みを持っています。 

エクセリオの気候戦略の目標は、以下の通りです：

1

エネルギーセクターの脱炭素
化への対応。

2 3 4 5 6 7

環境への影響を防止・管理
し、環境に配慮した方法で

地域社会への誓約を果たす
こと。

生物多様性の保護と自然
保護対策を行うこと。

持続可能で効率的な資
源利用を推進すること。

エクセリオと関係のあるグループ
とのコミュニケーションを推進し、
適用される規制に違反する可能

性を検知すること。

環境管理システムの強
化と継続的な改善を図

ること。

会社が設定した環境指
標や目標を定期的にモ

ニタリングすること。 

エクセリオの気候戦略の基本は、HSSEポリシーに基づいて環境フットプリントを改善するための取り組みや計画の実施に向け
て努力し、環境とその活動のバランスを図ることです。 
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これらの誓約に基づいて、エクセリオは、価値を創造し、持続的に事業を行うことを明確な目標とし
て、環境に配慮した公正なエネルギー転換に積極的に貢献することに全力で取り組んでいます。

弊社の目的は、地球と人々の生活に良い影響を与えるために、持続可能なエネルギーソリューション
開発のグローバル標準となることです。したがって、弊社は常に、事業を行う国や地域の経済や社会
に利益をもたらすことを目的として、様々な国や地域で太陽光発電プロジェクトを継続的に実施して
います。さらに、エクセリオは、排出量の削減、気候変動リスクの軽減、低炭素経済への移行に対する
コミットメントを第三者に示すことを目的として、生産活動に取り組んでいます。

弊社は、社会経済的なニーズとのバランスを取りながら、変化する環境条件に対応する適切な管理
システムを有しています。弊社の全てのレベルでこれらの管理システムをモニタリングおよび制御す
ることによって達成された成果は、弊社の施設が配置されている全ての地域における持続可能な開
発に対して貢献しています。環境影響評価書（EIS）に記載された対策は、エクセリオのプロジェクトか
ら生じる環境への影響を抑制することを目的としてプロジェクトごとに行われます。

エネルギーと環境への取り組み

エクセリオは、自身の活動が温室効果ガス排出量の削減に貢献できるように、気候変動の問
題に取り組んでいます。その点で、エクセリオは、国際交渉や、発電を完全に再生可能エネルギ
ーにするための目標との整合性を図っています。

エクセリオは、2020年、2,150,839.70 kWhを消費し、自社施設で合計1,915,731,923 kWhを発
電しました。

国  消費電力 
（kWh） 

スペイン* 1,108,126

メキシコ 241,902

チリ 22,500

ホンジュラス 560,110

日本 38,702

イタリア 6,253

国  創出されたエネルギー
（kWh） 

スペイン 900,842,497

メキシコ 574,315,816

チリ 157,819,232

ホンジュラス 78,771,827

日本 7,127,820

米国 113,240,197

南アフリカ 61,280,265

クウェート 22,334,269

* スペインのデータには、マドリッドとムルシアのオフィスでの電力消費量が含まれています。
注：上記の表で報告されているエネルギー消費量と生産量に関する環境指標の範囲は、2020年に活動し、エクセリオ
が情報を持っているプロジェクトに関するものです。弊社は、今後に渡り、この指標の計算方法を統一する作業を行う予
定です。

排出の削減

クリーンエネルギーの
使用に関する啓蒙

セクターの競争力の
強化
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弊社は環境に配慮した移行を実現するために、重大な貢献をしていきます。そのために、弊社は、様々なツールや方法論を用いて改善点を見
つけています。したがって、弊社は、全ての主要な環境管理プロセスの効率を最大化することを目標に、以下のような差別化された価値を提供
しています：

    外部のコンサルタント会社と協力して、エクセリオのグローバルな温室効果ガス排出量を算出すること。また、フットプリント計算ツールを社
内に導入し、このプロセスの標準化とモニタリングを行っています。

    改善のための将来の目標として、また算出方法を検証し、誤りを発見して修正するために、環境フットプリントの認証を取得すること。

エクセリオが創出するエネルギーは100%再生可
能で持続可能なため、その活動自体が温室効果
ガスを削減しています。

国 回避されたCO2のトン数 

米国 47,674.12   

メキシコ 273,948.64   

スペイン 259,442.64   

チリ 68,651.37   

ホンジュラス 24,813.13   

日本 3,720.72   

南アフリカ 55,152.24   

クウェート 13,288.89   

温室効果ガスの排出

スコープ１

0.00 
t CO2

スコープ1の排出は、燃料の燃焼によっ
て発生するものです。エクセリオの場合、
工場の運営・建設を外部に委託し、自社
で車両を持たず、オフィスにボイラーを
設置していないため、総排出量に関する
これらの指標は重要ではないかもしれ
ません。

スコープ2

46.14 
t CO2

スコープ2の排出量は、エクセリオの直
接消費、つまりマドリッド、ムルシア、日
本、イタリアのオフィスでの消費に由来
する排出です。

スコープ3*

39,344.48 
t CO2

スコープ3の排出量は、サードパーティであ
る排出者の管理下にある排出量です。エクセ
リオの場合は、発電所の運転・建設を外部委
託しているため、報告年度におけるEPC請負
業者の燃料、電力、水、材料の消費量がス 
コープ3に含まれます。

総排出量（t CO2）：39,390.61

回避された排出 
（t CO2eq）: 

746,691.75 
*  情報が揃っている工場のみを対象に計算されてい

ます。この方法論は現在検討中です。
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さらに、エクセリオは、より持続可能で責任ある移動手段への移行を支援するために、従業員に
金銭的なサポートを提供するモビリティプログラムを実施して社内にソリューションを提示して
います。また、エクセリオは、従業員の出張によって、地球上に排出される二酸化炭素の量を最
小限に抑え、より責任ある持続可能な出張手段を優先するような出張規程を定めています。ま
た、ハイブリッド車やプラグイン電気自動車の導入も開始しました。

また、エクセリオは、自身の環境戦略に基づき、コスト削減の機会を特定し、会社が設定した目
標を達成することに貢献する改善策やより効率的な対策を奨励することで、データ収集プロセ
スの改善に取り組んでいます。

環境評価とコンプライアンス

弊社は、現地の協力者を通して目標とモニタリング指標を設定していますが、これらの協力者は事業
領域に関する特別な知識を持っているため、全ての環境法的要件の遵守が保証されています。

さらに、エクセリオの健康、安全、セキュリティ、環境、品質（HSSE-Q）の各部門は、規制の枠組みの要
件への準拠をモニタリングする役割を担い、各プロジェクトを環境基準に適合させるための技術的
保証を提供しています。 

弊社は、このコミットメントを通して、産業変革およびサービス分野におけるリーディング・エネルギ
ー・プロバイダーとなり、エネルギー転換の公正性を保証し、付随する施策を通して環境を考慮し、質
の高い雇用を創出するというビジョンを掲げています。 

本年度は、エクセリオで導入しているISO 14001に基づき、環境管理シ
ステムの維持向上に取り組んできました

今年、エクセリオは、この分野でのコミットメントと義務の正しい履行を管理し、プロジェクトが支出
に必要なエクエーター原則のパフォーマンス基準を満たしていることを確認しながら、米国と南米で
活動するグループ会社とプロジェクトに新しい環境規程を導入しました。 
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3.2 生物多様性と自然資本の保護
[GRI: 304-3]

エクセリオは、自身が建設・操業・保守を
行う地域の生物多様性を尊重し、保護し、
配慮することに全力で取り組んでいます。
エクセリオが様々なステークホルダーと
協力して行った分析によると、生物多様性
と生態系の保全は最も重要な課題の一つ
です。 

したがって、エクセリオは、太陽光発電設備の建設と運
用によって生じる可能性のある生態系への悪影響に対
処するという目標を設定し、生物多様性の保全を目指し
ています。弊社が実施する全てのプロジェクトは、弊社の
全ての活動の基礎となる「品質、環境、健康および安全
に関する統合方針」の枠組みに従って行われます。 

リスク/影響 統制の仕組み

環境への影響
    視認性を下げることによる環境への同化
    公園の境界線を緑化することで、太陽光発電設備を周囲の景観に同化させます

騒音や粉塵の発生
    土壌灌漑による粒子・粉塵への対処と制御
    日中の騒音を避けるための重機の運用予定計画と調整 

土壌・水環境への影響
    土地の移動に伴う表土の保存とその後の利用
    持続可能な土壌排水対策を施し、豪雨時に作業を行うことで地表面の流出を抑え、最終的には浸食

や洪水のリスクを低減させます

動植物への 
影響

    保護対象種への影響を抑制し、生物多様性の損失を防ぐために、生物学的価値が低下した地域で適
切な用地を選択します

    地域政府の基準に基づいた森林再生と野生生物のモニタリング
    共同研究や地方自治体のガイドラインに基づいた動物のモニタリング・管理方法の設定 

社会的・考古学的な影響

    開発に先立ち、全ての施設で地域社会やその他のステークホルダーと建設的かつオープンな対話を
構築すること

    要件のある地域では当該要件を満たし、社会的調査の必要な地域ではそれを実施すること
    事前に当該地域を分析し、価値のある考古学的遺跡の存在を確認すること

エクセリオはその課題を認識し、自然
資本と陸域生態系の保全、保護、回
復、および持続可能な利用を推進する
ための統合プロジェクトに取り組んで
います。

さらに、発電所の建設・運用プロジェクトから生じる生物多様性への影響に対処するために、以下のようなツールや管理メカニズムが利用可
能です：
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2020年、エクセリオは、環境への影響を
緩和、補償するために地域の在来種の
修復作業や森林再生に参加し、また地
域の動植物に関する予防や是正対策も
行っています。

このように、エクセリオは、新発電所の建設時に周辺環境へ
の影響を最小限に抑えることを保証し、また、環境影響評価書

（EIS）を実装することで、環境への個別の影響を最小限に抑
えます。環境影響評価書は診断と緩和のためのツールとして
機能し、エクセリオのプロジェクトが環境に与える可能性のあ
る影響を特定する目的で使用されます。同様に、環境戦略の
もう一つの基本は、自然資本への影響を可能な限り少なくし
つつ自社およびパートナーの活動を行うことであり、ここで自
然資本とは、植物、鉱物、動物、水、空気など、弊社を取り巻く

全ての天然資源を意味します。その観点から、エクセリオは、
各プロジェクトに関与する環境の継続的な改善を支援するこ
とに全力で取り組んでいます。  

弊社の戦略的優先事項はこれらの天然資源を保護すること
であり、バリューチェーンの主要な各機関がこれを支援してい
ます。それらの会社は、弊社の製品およびサービスの製造、使
用、販売、完成の過程において、この環境に配慮した取り組み
を全体的に後押します。

再生地：未開墾地

復元または保護された 
区域の広さ：50ヘクタール
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3.3 循環型経済
[GRI: 301-1, 303-5, 306-1, 306-3]

このように、エクセリオは、消費を管理し、環境に与える影響を
最小限に抑えることにおいて前向きな進歩を遂げています。この
点、エクセリオが消費する主な材料は、鋼鉄、シリコン、アルミニウ
ム、ビショファイトなど、建設活動に由来するものです。 

弊社は、資源を、持続可能な態様で効率的
に、かつ責任を持って使用することで、資
源消費における有効性と効率性を最大化
することを目指しています。そのため、弊社
は、開発戦略として循環型経済プロセスを
可能にし、環境への影響を抑制することに
全力で取り組んでいます。

資源の持続可能な使用

また、エクセリオは、リサイクルされた持続可能な材料を選択す
るよう継続的に取り組んでいます。特に、ペットボトルやプラスチ
ックカップを廃止して、再利用可能なガラス瓶に変更したり、コ
ーヒーカプセルのリサイクルプロジェクトを開始したりしていま
す。さらに、エクセリオでは、オフィスでの紙の使用を削減、消費
電力を抑えて明るさを確保したLED照明システムを導入してい
ます。

エクセリオは、資源の持続可能な利用の重要性についての認識
を高めることが重要と考えています。この目的のために、啓蒙活
動が定期的に行われており、電気やその他の資材の使用量を減
らすための活動や、正しい廃棄物管理のための活動、また会議
を始める前にエクセリオのHSSE担当者が参加しています。これ
らの会議の目的は、環境事故、流出、誤った廃棄物分別方法な
どの懸念に対処するためです。

また、来年に向けて新たな施策の実施も予定されています。例
えば、環境保護活動に参加するボランティアを募集したり、より
持続可能なオフィスを作るために社内での環境保護活動を増
やしたりする予定です。弊社の水使用量は主に建設段階に集中
しており、粉塵による不便さを軽減するために道路に頻繁に水
を撒く必要があります。水の使用は、非飲料水の灌漑用水、自
家消費、衛生のカテゴリーに分けられ、2020年の消費量は、ス
ペイン、チリ、メキシコ、ホンジュラスの4カ国で5,082m3となって
います。

今年、エクセリオは、天然資源の使用量を大幅に削減する方法を開発し、強化するために、オフィスと業務の両方で継続的に環境的側面を重要視しまし
た。 
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廃棄物管理

エクセリオで発生する主な廃棄物源は、建設段階での林業
作業です。この点に関して、環境影響評価書（EIS）に記載さ
れている最も大切な手順に、この影響を管理するための行
動計画が含まれていることは重要です。この計画では、廃棄
物の生成、分離、モニタリング、測定に関するガイドラインが
定められています。弊社はまた、耐用年数の間、全てのプロ
ジェクトの廃棄物管理プログラムを持っています。  

弊社は、契約上、正しい廃棄物管理を行うよう指示し、毎月
証明を求めています。また、認可された管理会社と提携し
て、水の排出とその後の下水処理場での処理を正しく管理
しています。エクセリオの経営陣は、廃棄物対策にも力を入
れており、廃棄物処理を改善するための具体的な目標を設
定しています。

2020年には246トンの廃棄物が発生しましたが、そのうち
98.64%が非危険物でした。

非危険物の廃棄物

  都市ごみ（t）         
  段ボール廃棄物（t）          
  木くず（t）          
  廃棄物の剪定と除去（t）          
  液体衛生廃棄物（m3）

   プラスチックおよび汚染されていない容器の
廃棄物（t）       

  鉄および鋼鉄の廃棄物（t）          
  アルミ廃棄物（t）  
  紙と段ボールの廃棄物（t） 
  建設および解体廃棄物（t） 
  パネル洗浄水（m3）

有害廃棄物

  使用済み油（m3）
  汚染された土（t）

64.42

危険物および非危険物の廃棄物（t）

エクセリオは、廃棄物処理の改善と、ソーラーパネルの耐用年数の延長に取り組んでいます。今年は、NGOと協力して、電子廃棄物・電子機器の寄付を行
いました。具体的には、欠陥のあるソーラーパネル4,912枚がリサイクルされ、その結果、これらのパネルに由来するアルミニウム、鋼鉄、その他の電子材料
が合計で123トンになりました。

危険廃棄物1.36 %

0.95

8.56

27.00

5.00
0.01
0.18

14

104.25

25.47

1.12
7

8.61

非
危険物の廃棄物98.64%
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人材

ダイバーシティの価値

従業員の健康と安全

従業員の幸福

重要な資産とな
る人材4
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4.1人材

エクセリオは、最高の人材を維持する目的で、人々とチーム間の関係とコミュニケーションを推進するために、人事管理の分野
でいくつかの原則を適用しています：

優れた人材に投資する 
野心、柔軟性、グローバルな考え方、そしてエ
ネルギー転換に対する真剣な態度があるか
どうかで、弊社を構成する人材の価値が主
に決まります。

倫理的な経営原則を適用します 
人事管理は、機会均等と実力主義に基づ
き、発生するバイアスを検出して対処するた
めに積極的に取り組んでいます。 

違いを生み出す
弊社は、より良い生活を送るための知識、手
段、柔軟性を提供することで、従業員の生活
や社会全般にポジティブな影響を与えるとい
う大きな夢を持っています。 

成功への意欲を高める 
自分自身と会社の発展のために真剣に
努力する人には、成長と進化の機会を提
供します。

エクセリオは現在、成長と拡大を続けており、その中で従業員は最も
重要な資産であり、短期、中期、長期の目標を確実に達成するための
重要な構成要素です。そのために、エクセリオは、質の高い労働条件
に加えて、従業員が成長できるようなモチベーションの高い職場を提
供することに積極的に取り組んでおり、様々なプロジェクトや取り組
みを実施しています。 
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これらの価値観は、エクセリオの道徳的な羅針盤であり、弊社の文化の基盤となっています。文化は、弊社の重要な部分であり、変革、発展、成長のた
めのツールです。

コミットメント
会社の利益に貢献するために、チームが
実行し、最高のものを提供する能力。課
題とその潜在的な影響を理解して、妥協
することなく解決策を達成すること。 

誠実性
会社のコンプライアンス規程を尊重する観点から、発
言と行動を首尾一貫させ、会社情報の取り扱いに対し
て責任を負います。 

ダイバーシティとチームワーク
弊社は専門職の背後にいる人々に配慮しています。多様性と違いを評価

し、受け入れ、祝福します。そして、組織の利益のために最善の方法で各人
の強みを発揮してもらう方法を知っています。同様に、職場の全体的な環
境改善に貢献することにも努め、また人とチームワークを認識し、大切に

しています

柔軟性
継続的学習の観点から、顧客やその他のステー

クホルダーのニーズと期待を理解するよう積極的
に努力します。 

コミュニケーション
適切な人と適切なタイミングで情報を共

有し、彼らのニーズを満たすために、役
割、責任、期待を明確にします。  

弊社の 
価値観
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エクセリオの労働力
[GRI: 401-2, 401-3, 405-1] 

全スタッフの性別分布

2020

全スタッフの性別および年齢分布

20 149 22

  < 30         30～50   > 50

113 
60%

男性              

女性

78
40%

2020
合計：191

エクセリオの従業員は、事業を展開している様々な国に配置している
191人の専門職で構成されており、2020年には男性113人と女性78人
でした 
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オンボーディング・セッシ
ョン
組織に参加する全ての従業員
は、これらのセッションに参加
し、会社の価値観や文化を紹
介され、健康と安全やコンプラ
イアンスなど、仕事を始めるた
めに必要な情報の提供を受け
ます。 

ブラウンバッグ・セッシ
ョン
これらは、エクセリオの従業員
が職場の仲間に向けて行う社
内セッションです。この取り組
み、特にエクセルやファイナンス
などの取り組みによって、長期
の電力購入契約（PPA）や、エク
セリオが事業を展開する様々な
地域でのプロジェクトの開発な
ど、様々な分野で、部門間の協
力体制が強化され、相乗効果が
生み出され、従業員間の知識の
交換が推進され、部門間の連携
が強化されました。年間を通し
て合計11回のセッションが開催
されました。

研修：技術、言語、および新
しい作業方法
グローバルに事業を展開する上
での言語の重要性に鑑み、総勢
72名の従業員が英語のレッスン
を受けました。また、この分野に
おける技術的研修の重要性に鑑
み、他にもいくつかの研修活動
が行われました。以下はその例
です：アジャイル・メソドロジー、
ミトニック・セキュリティ、Azure 
AZ-103、SAP、NIIF/NIC、プロジェ
クトファイナンス、税務、インター
ナショナルなど。

研修および知識交換 
[GRI: 404-1, 404-2] 

従業員が受けた研修時間に関するデータは、過去3年間のポジティブな進化を示
しています： 

 単位 2018 2019 2020

研修時間の合計 時間数 2,500 3,317 6,420

従業員あたりの平均年間研修時間 時間数 13 16 33

エクセリオは、2つの観点から研修プロセスに取り組んでいます。一方では、専門職に必要な知識を提供し、スキル
と態度を向上させ、彼らの成長とキャリアパス貢献することを目指しています。また一方では、よく訓練されたプロ
フェッショナルなチームを持つことは、業界のリーダーとして組織を位置づけることにつながります。 
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エクセリオの専門職の業績  

エクセリオは、専門職の強みと成果を明確化し、強調し、個人の成長にも積極的に貢献しながら、客観的な観点から専門職の業績を評価するためのシステムを持っています。この評価は、毎年チーム
で定義される目標のシステムに基づいており、以下のように構成されています： 

会社の価値観との整合性
弊社は、目標だけではなく、目標がどのように達
成されるか、そして目標が組織の文化とどのよう
に整合性を保っているかを非常に重要視し、それ
に価値を置いています。

業務目標
これらは、会社の戦略に関連付けられた企業目標
であり、全てのスタッフが貢献しています。 

個々の目標
これらは各人が組織の中で占める役割に応じて定義さ
れ、個々の達成度は上述の目標達成に向けた全体の進
捗に影響します。 

この問題が組織にとっていかに重要であるかに鑑み、2021
年からは、持続可能性の目標を盛り込み、各従業員の管理に
個別に組み込む予定です。  
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4.2 ダイバーシティの価値
[GRI: GRI: 406-1]

エクセリオは、多様で献身的なチームを持つという目標に基づき、性別、文化、性的指向、年齢などに関係なく、専門職の成長を支援します。
同様に、エクセリオは、不平等の状況が発生しないようにする手段を持っています。 

エクセリオは、Fundación 
Alaresとのコラボレーションを通
して、機会均等とダイバーシティ
への取り組みを強化しました。  

エクセリオは、職場での性別による差別を容認せず、組織内の同一賃金を保証しま
す。また、会社の従業員の出産・育児保護も推進しています。2020年には、女性6名、男
性6名がその権利を行使しました。その結果、1人を除いて全員が休職期間終了後に
元のポジションに戻りました。   

2020年、弊社は、KPI/ダイバーシティ指標の体系的な測定と改善を総人数と管理職
の両方に対して実施しましたが、これはダイバーシティとインクルージョンに対する弊
社の真剣な取り組みを示すものです。 

これらの指標を中長期的かつ継続的に改善していくために、弊社は、特定された各パ
ラメータを前進させるための一連の具体的なステップを伴ったロードマップを作成し
ました。このロードマップは、パートナーやロードマップを承認したC-スイートをはじ
め、弊社の全てのレベルからの支持とコミットメントを得ています。

このロードマップは3つのコーナーストーンに分かれています：

インクルージ
ョン文化の強化

（ESG） 

インクルージョン文化を強化する
行動を推進するために、全社から
のボランティアによるタスクフォー
スを設置します

男性の育児休暇を徐々
に延長し、最終的には
男性の育児休暇を女
性のそれと同等にする
ことを目指します。スペ
インでは、法律で強制
される前に、重要視さ
れていました。 

全てのプロセスに女
性の最終候補者を

含め、また任命の決
定をより客観的なも

のにするための手
法を使用しています

この目標は、特定の取り組みだけでなく、会社の企業目標に関連付けられており、したがって、ダイバーシティ指
標の特定の改善に対する変動報酬の一部を構成します。

採用 報酬と福利厚生
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4.3.従業員の健康と安全
[GRI: 403-1, 403-2, 403-3.403-4, 403-5, 403-6, 403-7, 403-8, 403-9]

エクセリオは、従業員の健康、安全、幸福にしっかりと取り組んでいます。

エクセリオは、AENORのEN ISO 45001認証を取得しており、全てのステークホ
ルダーに安全な作業環境を提供し、リスクを最小限に抑え、プロセスの効率化を
図っています。 

弊社は、HSSE方針を通して予防的文化を推進し、安全で健康的
な環境を提供することで、全ての施設で事故を防止しています。
弊社は、2020年、グローバルレベルで会社のリスクを正しく管理
するための統制の仕組みを確立しつつ、健康および安全戦略を
強化し、事故防止の適切な条件を整えるために必要な全ての行
動を策定・実施することに焦点を当てました。このシステムは、全
てのエクセリオのワークセンターに適用され、そのようなセンタ
ーで仕事をする労働者を直接的および間接的に保護します。 

このシステムには、リスクを排除する是正措置を提案するための
リスク評価と予防活動の計画を担当する社外予防サービスがあ
ります。健康と安全のリスクを適切に管理し、万が一、それらが発
生してしまった場合でも可能な限り影響を軽減するために、全て
の必要なリソースが配備されています。この目的のために、2020

年、エクセリオは、緊急時の準備と対応、請負業者の管理、事故
調査と報告、作業計画、LOTO（ロックアウト・タグアウト）、作業許
可、リスク管理と評価、予防的安全観察など、この点に関する新し
い手順を策定し、実施しました。 

さらに、HSSEポリシーと戦略の一環として、弊社は、この問題の
より幅広いビジョンを統合して、健康と安全、環境、持続可能性に
対する弊社の取り組みを明確かつ客観的に示し、プロセスのどこ
かで事件が発生する可能性をできる限り低減するように努力し
ています。 
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本年度は、医療休暇を必要とする事故が合計7件発生しましたが、重
大な影響を及ぼす職業病、死亡、事故はありませんでした。 

社内の健康と安全の分野を強化するというコミットメントの一環とし
て、弊社では、この議題のための特定委員会が隔月で会議を開催して
います。この主な目的は、これらの分野でのデューデリジェンスを保証
し、この分野での活動を奨励することです。

さらに、会社の全てのレベルで予防的文化が奨励されており、全ての
従業員は、健康および安全に対するリスクとなりうるものを検知する
ために自身が参加しなければいけないことを認識しています。現在、
観察結果は全てHSSE部門に電子メールで報告できます。しかし、来
年の計画では、このような状況に対処するための詳細な手順を定義
し、これをよりよく管理するために、特定のソフトウェアを開発するこ
とになっています。 

全ての観点からの
コミットメント

この健康と安全へのコミットメントを協力会社にも拡
大することを目的として、エクセリオは、統合管理シス
テムの中に特定の請負業者管理手順を策定し、実施し
ています。これにより、プロジェクトの初期段階で請負
業者の管理システムのコンプライアンスの程度を分析
し、彼らが弊社の内部管理基準と正しく整合している
かどうかを確認することができます。万が一、齟齬を発
見した場合は、早急に改善することができます。請負業
者はこれらの要件を満たさなければならず、当該要件
はそのために作成された協力契約に含まれています。

特に規制で要求されているわけではありませんが、エ
クセリオは、労働安全を専門とする外部の独立したコ
ンサルタントを採用して作業を進めています。これは、
必要な安全基準が満たされていることを保証するため
です。また、外部監査人が工事を行っているチーム全体
をモニタリングします。各プロジェクトの健康および安
全コーディネーターの選定は、マドリッドにある「企業
の健康および安全（Corporate Health and Safety）」部
が担当しています。

労働者は気軽に相談をしたり、外部のサービスがエクセリオの
ために作成した関連情報を自由に得ることができます。さらに、
健全な職場であると認定されたことで得られた活動について、
労働者がその活動を把握し、希望に応じて新たな活動を提案で
きるよう、具体的な相談が行われます。

100 %
    ワークステーションに関連するリスクに沿った職業上

のリスク予防に関する一般的および具体的な研修

    在宅勤務時の職業上のリスク予防に関する研修

    新型コロナウイルス感染症に関連する職業上のリ
スク予防に関する研修

15 % 
    緊急事態の管理

    応急手当

     除細動器の使用方法

の従業員

の従業員

2020年、健康と安全に関する研修を実
施しました：  

このパンデミックを取り巻く例外的な状況に対
処するために、エクセリオは、会社とその従業員
の潜在的なリスクを軽減するために、グローバル
規模での危機管理計画と段階的緩和計画を策
定しました。 

コロナウイルスの取り扱いに関する最善策を正
しく実施していることを証明し、顧客、消費者、労
働者に職場での安全かつ信頼できる環境を構築
するのに必要な保証を提供するために、弊社は、
新型コロナウイルス感染症に関するプロトコル
について、AENORの認証を受けています。
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外国での安全

エクセリオは世界中で事業を展開しており、どこにいても全ての従業員に安全な労働環境を約束しています。そのために、エクセリオは、セキュリティ上の脅威が発生する可能性のある地域について継続的
かつ具体的なアドバイスを提供する専門のサービスプロバイダーから協力を得ています。以下は、これらのサービスの例です： 

渡航前には、目的地の治安情報とともに、対象国
の治安状況に関する継続的なアドバイスを経営
陣および従業員に提供します。このアプリケーシ
ョンは、専門のコンサルタントが実施するモニタ
リングによって毎日更新されます。

リスクの高い場所でのセキュリティに関するアドバイス（以下のサービスを含み
ますが、これに限定されません）：

セキュリティコンサルタントは、エク
セリオの危機管理や解決のための具
体的な事例ついて、運用面や情報提
供の観点からサポートします。   護衛

   リスク分析

   安全性監査

    従業員研修

    セキュリティプロトコルの策定

    現地の治安状況のモニタリング

    従業員の地理的場所
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生命保険、傷害保険、
障害保険

従業員の食券 健康ワークシ
ョップ

傷病手当、産休・育休補助金

従業員との社内コミュ
ニケーションの推進

社会的関与

柔軟な報酬プラン
組織が補助するス

ポーツ活動

エクセリオ：健康的な職場
エクセリオは、様々な活動を通して身体的健康と精神的幸福のケアを支援しながら、従
業員の間で健康的な習慣を推進することに積極的に取り組んでいます。 

パンデミックの影響で活動がある程度制限されている状況にも拘らず、弊社と従業員
は、現在の状況に合わせて、2020年も健康的な取り組みを継続するために大きな努力
をしました。 

チャリティー
ラン

オフィスでのフルー
ツデー 

オンラインのヨ
ガクラス

感情の管理 

栄養 スポーツ感情的な幸福

健康的なエクセリオの柱

エクセリオは、AENORからヘルシーカンパニー
の認証を受けています。これは、従業員やその他
のステークホルダーの健康、モチベーション、誇
りを高めることに向けて進化する、安全で健康
的かつ持続可能な組織文化への真剣な取り組
みを証明するものです。

4.4.従業員の幸福 

エクセリオは、最高の環境を作るための重要な要素として、従業員およびその他の
ステークホルダーの健康と幸福に全力で取り組む企業文化を推進しています。仕事
とプライベートのバランスをとること、仕事のスケジュールを適切に管理すること、そ
して健康的な習慣を会社の日常に取り入れることは全て、この目的を達成するため
に不可欠です。
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地域への社会
貢献5
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エクセリオは、本質的に、気候
変動対策に積極的に取り組む
企業です。しかし、弊社は、環境
だけでなく、地域への社会貢献
を示すために更に上を目指して
います。そのため、地域の人々の
生活水準を向上させ、教育、環
境、健康、地域社会の基盤作り
の推進を目的とした一連の活
動であるコミュニティプランを
策定しました。 

[GRI: 201-1, 203-1, 203-2, 413-2]

5.1 地域社会への支援
エクセリオのこの取り組みには、社会の発展に寄与し、地域活動の消費と発展を推進することも含まれます。このために、コミュニティプランの取り組み
は、地域の状況に注意を払い、柔軟な取り組みをもってプロジェクトを行う場所を対象にしており、弊社が事業を行っている地域に効果的かつ一貫性の
ある貢献をすることを目指しています。 

エクセリオは、脱炭素化の動きと地域社会の利益への貢献を両立させることの重要性を認識しています。したがって、各プロジェクトの特定のニーズに合
わせて、最善の利益を確保するためのアクションプランを提案するように努力しています。

環境面でのメリット
エクセリオの指針は、相互利益と尊敬、関係構築、信頼性、適合性、透明性、反応性です。  エクセリオ
はまた、コミュニティプランの活動を通して、持続可能な経済開発を支援することで、様々な地方自治
体との関係を強化することに特に取り組んでいます。

この共同作業により、エクセリオは、社会的影響が最も有益である事業に沿った行動領域を特定して
概説することができます。つまり、弊社は、満足のいくレベルと生活水準の全体的な改善を達成するた
めに、地域社会と文化の間の一体感を追求することで社会の発展を推進しています。

これらのアクションの一つ一つは、エクセリオの利益を社会に還元することを目的としています。こ
のため、弊社は、これらのアクションを包括的に把握し、負の影響を防止する目的で、発電所の建
設・開発に伴って発生する可能性のある社会的影響を特定し、予防します。その取り組みは弊社に
最も関連性のあるソーシャルプレーヤーと共に研究されているため、エクセリオは、この分析によっ
て各地域の優位性を特定し、地域住民にとって最も有益なプロジェクトを選択しながらコミュニテ
ィ毎に特定のプロジェクトを選択できます。これらには、地域の教育と研修、エネルギーと技術の移
行、地域の動植物の保護、およびエクセリオと地域社会が共有するその他の課題に関するサポート
が含まれます（但し、必ずしもこれらに限定されません）。

これらの投資は、地域の生活水準の向上と長期的な財産の創出に貢献しています。また、専門職と
のパートナーシップの下、全体的で持続可能な取り組みで行われていることが特徴です。

エクエーター原則から生じる要件

地域社会との積極
的な対話と聴聞

国の法律

社会経済的影響
の評価
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エクセリオがプロジェクトに着手したいくつかの自治体では、地域社会にプラスの経済的影響をもた
らすために地元の労働者と女性の採用を優先してきました 

エクセリオは、地域社会やその家族とのコミュニケーションを推進する目的で、プロジェクト以外の
人々のニーズと懸念をより効果的に把握するためにコミュニケーションボックスを提供します。その
ためにエクセリオは、2020年、地域社会との会合を合計17回開催しました。

自 社 の モ ニ タ リ ン グ お よ び 評 価 プ ロ セ ス に 基 づ く 限 り 、2 0 2 0 年 、 
エクセリオは自身が事業を展開している地域社会に対する悪影響を検知しませんでした。

地域社会に対するエクセリオの社会貢献活動は、地域社会の発展にも貢献することにとどまら
ず、共有価値を生み出す活動やイニシアチブを通じてビジネスモデルを調整することを特徴とし
ています。エクセリオは、過疎化や恵まれない地域での不平等など、この分野における明白な大き
な課題を無視しません。したがって、国連のアジェンダ2030に沿った大きなコミットメントを持ち、
そのための手段の策定に取り組んでいます。 

新型コロナウイルスは、世界の脆弱性と不平等を浮き彫りにしまし
た。私たちは、「持続可能な開発目標」を完全に統合した事業戦略を
策定する、またとない機会を得ています。エクセリオは、持続可能性と
気候変動との闘いに全力で取り組んでいます

€8,370万
創出された経済価値

現地のサプライヤー
に対する投資

€1,430万
支払った税金

地域社会へのポジティブな影響

€2億800万
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社会的・自発的な取り組み 

エクセリオは、社会的責任の分野で、市民、行政、サプライヤーの継続的な参加と良好な関係を構築しながら、地域社会と関与しています。この取組みに沿って、エクセリオは、2020年、地域社会やこれらの
領域に関連する様々な団体のニーズを考慮した、会社の一般的な活動方針を含む寄付・スポンサーシップ規程を策定しました。

この点に関してエクセリオが2020年に行った取り組みは、以下の通りです：

Mexsolar、Xoxocotla、Nabojoa、Peroteの
プロジェクトでは、合計12 kmの道路を建
設しました。プロジェクトの入り口から幹線
道路までのルートが整備され、地域社会の
利用が推進されました。

コミュニティホールの建設：地域の集会や文
化的な会合、およびその他のあらゆる取り組
みを行うための地域のベンチマーク的な空
間となるように基本的な資材を全て備えた
コミュニティホールです。また、Perote地区の
ソーシャルサービスを通して、その他の教育
的取り組みも行われました。

文化活動を維持しつつ、Xoxocotlaの共有地への被害を防ぐ
ための対策を練っています。さらに、エクセリオは、San Isidro 
Labradorの地元の伝統を守るための支援を申し出ました。
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La Cruz地区では、男女共同参
画活動に関する啓蒙活動に努
めました。

Clavellinasの地域社会には多目的ルー
ムを建設するための資材を寄付し、また
San Antonio Limónの地域社会では井
戸を掘りました。

また、Xoxocotla地域では、Éjido de Ayalaの水路の修復やNopalera-Anenecuilco道路
の修復などの活動も行われています。

新型コロナウイルスに起因する健康上の緊急事態のために、エクセリオ・スペイン
は、今年、パンデミックの影響と闘う目的で赤十字と協定を結び、健康用品のため
の資金援助を行いました。さらに、パンデミックと闘うキャンペーンを支援するため
に、スペインとメキシコの赤十字に従業員が無償奉仕をし、またエクセリオも寄付
を行いました。両国で集められた資金は、合計45,131.67ユーロでした。

日本ではエクセリオの従業員も寄付に参加し、様々な非営
利団体を選んで、2,372.66ユーロを寄付しました。またエク
セリオは、宮城県白石市の学校にマスクを購入するために
1,921.81ユーロを調達しました。

 スペイン メキシコ

従業員 14,396.89 388.20

エクセリオ 28,793.78 1,552.80

寄付金額（ユーロ）
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今後の目標は、地域社会を支援するためにサービスを提供する地理的範囲を拡大し、より多くの社会にポジティブな影響を与え続けることです。

来年に向けた様々な社会的取り組みとして、エクセリオは特に以下のようなものを提案しています： 

外部組織と協力した、新しいボランティア活動への参
加。これは2021年中に提案されます。

エクセリオは、イベントにおけるスピーカーとして積極
的に参加し、地域社会を支援し、貢献するというコミット
メントを推進します

エクセリオのESG決議と地域社会へのコミットメント
に沿った、社内での企業ボランティア活動の展開

エクセリオが業務を行う全ての部門において、地域社会
との関与のための施策を実施する強制的な手順を策定
し、グローバルに導入します。そのために、2021年にはコ
ミュニティ・プラン・スペシャリストを雇用します
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デジタルトランスフォーメーション

サイバーセキュリティ

デジタル化され
た環境6
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6.1 デジタルトランスフォーメーション

企業は、イノベーションを通して、変化する顧客ニーズや願望を満たす良い製品やサービスの創造に貢献し、経済的・社会的価値をもたら
し、貢献しなければいけません。 

エクセリオは、企業に対して、特に環境の変化、サプライチェ
ーン、公正な社会への移行など、複雑で困難な問題に対する
ソリューションを作成し、マーケティングする上で重要な役割
を果たすことを期待しています。

イノベーションへのコミットメント 
およびデジタル化
エクセリオは、バリューチェーン全体でイノベーションとデジタル化
を推進することが重要だと考え、そのために持続可能なエネルギー
転換を推進する新しいテクノロジーを継続的に模索する決意をしま
した。具体的には、エネルギー分野を変革するデジタル・ソリューショ
ンの新しい範囲の魅力を伝え、顧客やパートナーの間での利用を推
進します。これらの課題に対するエクセリオの立場は、バリューチェー
ン全体で新たなデジタル化の機会を見出すことを奨励しながら、新
しい革新的なソリューションの開発と採用を改善・推進することです。  

エクセリオは、デジタルの進化における新しいテクノロジーや市場動
向に適応するために、絶え間ない努力を続けています。このように、
エクセリオは、できるかぎり効率的、俊敏、かつ透明性の高い方法で
サービスを提供し、顧客のニーズに応え、最高の品質基準を維持し
ながら、可能な限り業務の遂行方法を最適化し、同じ目標を達成す
るためにリソースを配分するように努めます。 

エクセリオは、業務分野のニーズを見つけ出し、最適なプラットフォ
ームを通じてソリューションを提供することでプロセスの継続的改善
を推進します。 

通信・情報保存インフラの可用性の強化

意思決定プロセスの迅速化

全てのレベルにおける透明性と参加の推進

情報セキュリティに関する啓蒙

情報セキュリティ管理の改善

デジタル化：  
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2020年の最も注目すべき活動の一つは、全てのサプライヤーの調達とコンプライアンスのプロセスを定義し、デジタル
化することを目的とした「HERMESプロジェクト」を実施したことでした。この新しいプロセスの作成を重視する結果、
弊社は、このプロジェクトの使用と実施に関する理解を容易にするために、このプロジェクトの詳細な情報を従業員
に直接提供する機会を設けました。

 財源予測の改善と経
営プロセスの効率化

調達計画から発注、その後
のサプライヤー評価に至る
まで、調達プロセスにおけ
るデジタル化への取り組み
の強化

プロセス管理を向上
させる自動報告

企業のコンプライアン
スへの取り組みをさ
らに強化するための
調達プロセスにおけ
る統制の導入

また、エクセリオは、来年に向けて、デジタ
ルビジネスの業務をクラウド上に移行する
という進化のプロセスを開始しました。そ
のためには、業界におけるデジタル面での
最善策を事前に分析する必要がありまし
た。このように、この戦略の特徴の一つは、
組織内にデジタル文化と価値観を創造し、
デジタル資産やインフラの開発・構築のス
ピードを上げ、よりスマートでデジタルなエ
ネルギーの生成と管理に貢献し、市場のト
レンドを活用することです。 

HERMESが 
もたらす 
メリット



60

2020サステナビリテ
ィレポート

6.�デジタル化さ
れた環境

6.2 サイバーセキュリティ

前述のとおり、エクセリオは、
サイバーセキュリティに全力
で取り組んでおり、従業員、協
力者、顧客に関するあらゆる
情報を保護しています。 

このように、サイバーセキュリティは弊社
の戦略分野であり、昨年は、ネットワーク
を強化するための手順やプロセス、プラッ
トフォームの改善を行い、技術力の向上
やオペレーションモデルを変革すること
で、この取り組みを強化しました。

サイバー攻撃のリスクが顕在化してきた
ことを受けて、弊社は、セキュリティを診
断し、システム損傷を防ぐ正しい行動を知
るためのデジタルデバイスの開発に取り
組みました。 

以下は、エクセリオの情報セキュリティ戦

略において2020年に実施された中心的な対策と行動の例です：

 新しい規制の遵守と規程の策定
チリの太陽光発電所におけるIT/OTセキュリティ
の新基準の作成。チリの規制についてもGAP分析
を行いました。チリでは、国家電気調整官（CEN） 
がNERC-CIP基準に基づいた新しいサイバーセキュ 
リティ要件を発表しており、エクセリオは、この
国の施設でそれを満たすことが求められていま
す。2020年に実行すべきタスクと、それに関連する
弊社の目標は以下の通りです：

    GAP分析を行い、現状と新しい規制への遵守の
必要性を明らかにしました。

    この分析を踏まえて、2021年に実施する行動計
画を策定しました。

    目的は、その行動を、他の国にある弊社の他の
施設にも適用することです。

従業員に情報を提供し、潜在的なサイバー攻撃のリスクを最小限に抑える
ための啓蒙計画を立案します 
特に、2020年には、技術的な知識やこの分野での技術的知識、および義務・責務に焦
点を当てた啓蒙計画の立案・実施・モニタリングのためのプラットフォームを立ち上
げ、以下のことを可能にしました：

管理されたフィッシン
グ・キャンペーンの立
案：キャンペーンを設

計、実行、およびレ 
ビューすること

組織のための研修を
立案し、追跡すること

コンテンツ・データベー
スにアクセスして、組織

のためのセキュリティ・ヒ
ントを作成すること
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GRI] 418-1顧客のプライバシー侵害および顧客データの
喪失に関する実証済みのクレーム

今年、エクセリオは、1ヵ月平均60件のセキュリティアラートを受
け取りました。これらの警告には、コンピュータ上のマルウェア、
攻撃の試み、制限されたアプリケーション、悪意のあるウェブサ
イトなどが含まれますが、いずれも重大なものではありません
でした。2020年には、サイバーセキュリティ侵害の報告はありま
せんでした。したがって、この点に関するクレームも寄せられて
いません。

今年、エクセリオは、自然災害後に重要
なインフラや技術システムを回復または
維持するための、IT災害復旧手順を作成
しました。

インフラやネットワークの改善に向けた取り組み 
社内ネットワーク（オフィス、太陽光発電所）のインフラとセ 
キュリティを強化する継続的な取り組みを可能にします。
この一年で、セキュリティ情報とイベント管理（SIEMまたは
Security Information and Event Management）のためのツ
ールを導入し、ネットワークトラフィックをモニタリングするこ
とで潜在的なセキュリティリスクを早期に発見できるように
なりました。このように、既存の規制への準拠に加えて、エク
セリオのプライベートネットワークテクノロジーの潜在的な
脆弱性が特定および調査され、それらを予防する対策が確
立され、是正措置計画が実施されます。
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7.�このレポートに
ついて

マテリアリティの取り組み

報告の範囲

報告基準への準拠

エクエーター原則へのコミットメント

GRIの内容

このレポートに
ついて7
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7.1 マテリアリティの取り組み
[GRI 102-40, 102-44, 102-21, 102-42, 102-43, 102-12, 102-13]

エクセリオは、本レポートの内容の概要と改善のために、今
年、マテリアリティ分析（重要課題の特定）をレビューしまし
た。 

その結果、2020年にエクセリオが実施したマテリアリティ分析で特定
された問題に対応して本レポートが作成されました。このマテリアリテ
ィプロセスの目的は、関連性があるとステークホルダーが特定した情
報を含めることです。さらに、このマテリアリティプロセスは、戦略、ビジ
ネス慣行、リスクマップ、およびエクセリオで利用可能な全ての企業手
順に基づく内部分析を特徴としています。

これらの基準に基づいて、エクセリオは、パートナー、従業員、請負業
者、行政機関、電力会社、消費者、金融機関、地域社会を主要なステー
クホルダーと特定しています。エクセリオは、その持続可能性戦略の実
施と歩調を合わせて最も関連性の高いステークホルダーを積極的に
特定するため、継続的な改善への取り組みを推進しています。

弊社は、これらのグループとの直接的および間接的な関係を支持し、
彼らをビジネス戦略の中心要素と考えています。 

ステークホルダー
のリスト

パートナー

金融機関

電力会社

行政機関

請負業者

従業員
地域社会

消費者
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マテリアリティ分析（重要課題の特定）

マテリアリティプロセスの方法は、環境、社会、ガバナンスの問題において、企業に
とって最も関連性が高く優先度の高い問題などの初期リストを明確化することか
ら始まります。この方法論の開発は、以下の範囲を考慮して、2つの観点から取り組
まれました：

    社内、各事項が弊社の正しい業績と目標達成にどのような影響を与えるかを検
討します

    社外、ステークホルダーの期待とその背景を考慮し、ステークホルダーの優先事
項を理解することを目指します。ステークホルダーは、その経験と関連性やエク
セリオの業務に関する知識に基づいて選定されました。

これまでの評価に基づいて、以下の13項目を優先事項としました。弊社にとっての
優先事項に鑑み、これらの事項は、管理方法に関する十分な情報を提供するため
に本文書の中で特に取り上げられています。  

エクセリオのマテリアリティマトリクス

労働安全衛生

地域社会

生物多様性

サイバーセキュリティ

廃棄物

人材
気候変動幸福

デジタルトランスフォーメ
ーション

温室効果ガスの排出

ダイバーシティ

倫理行動

サプライチェーン外
部

と
の

関
連

性

内部の関連性

優先順位 最重要課題

1   地域社会 

2    労働安全衛生 

3   人材

4   生物多様性

5   気候変動

6   ダイバーシティ

7   サプライチェーン

8   幸福

9   サイバーセキュリティ

10   廃棄物

11   デジタルトランスフォーメーション

12   温室効果ガスの排出

13   倫理行動
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提携先リスト 

エクセリオが持続可能性の分野でパートナーとなっている国内外の主な団体は、以下の通りです：

 スペイン・グローバルコンパクト・ネットワーク：国連目標に貢献する
ために、民間企業の意識を高めることを目的とした、グローバルコン
パクトの10の普遍的原則の実施を支持する取り組みです。 

 Extremadura Energy Cluster：エネルギー分野のバリューチェーン
内の企業や機関の間の協力関係を推進します。

メキシコ太陽エネルギー協会（ASOLMEX）：同協会は、メキシコ国内
における太陽光発電の開発を推進しており、100社以上の関連企業
で構成されています。 

 Italia Solare：エネルギーを生産、貯蔵、管理、分配するための賢明で
持続可能な方法を推進することによって環境保全と人間の健康を提
唱する社会的関与団体です。

スペイン太陽光発電連合（UNEF）：スペインの太陽光発電および太
陽エネルギー部門の協会であり、テクノロジーのバリューチェーン全
体からの500を超える企業と組織で構成されており、スペイン国内の
同セクターの活動の85%以上を占めています。

 

クリーンエネルギー評議会：クリーンエネルギー分野で活躍し、支援
する企業間のコラボレーションを推進します。 

 チリ再生可能エネルギーおよび貯蔵協会（ACERA AG）：チリに存在す
る全ての再生可能テクノロジーの代表であり、製品やサービスの開発
者、電力会社、サプライヤーを含む約140社のパートナーが含まれて
います。 

 Schneider Neoネットワーク：クリーンテックソリューションに関する
組織コミュニティと市場情報の環境です。 

 SERコロンビア再生可能エネルギー協会：コロンビアでの再生可能エ
ネルギーの導入と開発に取り組んでいる70社以上の企業で構成され
ています。

アメリカ再生可能エネルギー評議会（ACORE）：再生可能エネルギー経
済への移行を推進するパートナーシップであり、開発者、メーカー、金融
機関、エネルギー購入者、技術サプライヤー、企業、学者など、事実上全
ての市場参加者を含みます。

BRC：大規模な風力・太陽光発電や蓄電の企業調達を推進するため
のプラットフォームです。
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7.2 情報 
の範囲

7.3 報告基準 
への準拠

レポートの情報の範囲はエクセリオフィスが存在する国を網羅してお
り、2020年の社会的責任の分野における弊社の全ての活動が含まれます。
また、国連グローバルコンパクトの原則と持続可能な開発目標（SDGs）へ
のコミットメントに関して、弊社が達成した目標とマイルストーンも含まれ
ています。

レポートに含まれるデータは2020年に対応していますが、これらの一部のデータの進捗状況の理解
を助けるために、過去の情報が提供されています。今後数年間に開発され、達成されると予想される
他の対策も含まれています。

本レポートは、GRI基準として知られるGRI（Global Reporting Initiative）
などの主要なサステナビリティ報告基準や、SASB（Sustainability 
Accounting Standards Board）などの関連するサステナビリティ報
告フレームワークのガイドラインに基づいて作成されています。
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7.4 エクエーター原則への取り組み

エクエーター原則はリスク管理
のフレームワークを構成するも
のであり、エクセリオがプロジェ
クトの資金調達の中心的手法と
して使用しているプロジェクトフ
ァイナンスの責任ある運営を保
証するために、金融機関によっ
て採用されています。

現在、37の異なる国籍の124の金融機関
が、可能な資金調達プロジェクト（したがっ
て、エクセリオの請け負う業務）に関連する
環境的および社会的リスクを決定、評価、
および管理する目的で、当該原則を採用し
ています。

エクエーター原則 適用

   プロジェクトのレビューと分類 エクエーター原則採択金融機関（EPFI）は、プロジェクトを評価し、その性質、規模、および段階に応じ
てデューデリジェンスを調整します。

環境面および社会面の評価 プロジェクトが分類された後、プロジェクト開発者は、リスクと影響の評価（環境影響評価書など）を
実施しなければいけません。

適用可能な環境面 
および社会面の基準 EPFIは、国の法令の遵守状況をモニタリングし、遵守を要求します。

環境面および社会面の管理システム
と赤道原則の行動計画 EPFIは環境面および社会面の管理システム（例：環境影響評価書など）の開発を要求します。

ステークホルダーの関与 EPFIは、プロジェクト開発者が、その場所に適した言語的および文化的特徴において影響を受けるコ
ミュニティ間の参加と情報を奨励した証拠を要求します（コミュニティ協議プロセス）。

苦情処理の仕組み EPFIは、クレームや苦情を受け取るためのコミュニケーションルートを設定することをプロジェクト開
発者に要求します（内部告発ルート）。

独立したレビュー
環境への影響が大きいプロジェクトに関して、EPFIは、特に、文書レビューのために外部コンサルタン
トを雇用することを義務づけています（エクセリオは、全ての建設現場に外部の環境コンサルタントと
健康および安全コンサルタントを派遣しています）。

誓約 プロジェクト開発者は、上記の全ての要件を遵守することを契約で誓約します。

独立したモニタリング 
および報告 モニタリング報告は、プロジェクトが赤道原則を遵守しているかどうかを評価するために必要です。

報告 
および透明性 EPFIでは、環境・社会影響評価を定期的に報告することが要求されます。

1
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7

6

5

4

3

2
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7.5 GRIコンテンツ

GRI 
コード インジケーターの説明 参照 / 応答 SDG

一般的なコンテンツ

組織のプロファイル

102-4 業務の場所
1.2 2020年における主な数字 
6ページ

7、8、9102-6 サービスの提供を請ける市場

102-7 組織の規模

102-8 従業員および他の労働者に関する情報 4.1 人材 
41ページ

102-9 サプライチェーン
2.4 責任あるサプライチェーン 
27、28、29ページ 5、16

102-10 組織とそのサプライチェーンにおける大
きな変化

102-11 予防原則または予防的取り組み 3.1 気候戦略 
32、33ページ

102-12 社外の取り組み 7.マテリアリティの取り組み 
64ページ

102-13 協会への加盟 7.マテリアリティの取り組み 
64ページ

戦略

102-14 上級意思決定者のステートメント
1.1 プレジデント兼CEOからのメ
ッセージ 
4ページ 5、16

102-15 主な影響、リスク、機会 2.3 リスク管理 
25、26ページ

倫理または誠実性

102-16 価値観、原則、基準、行動のルール
2.2 倫理行動およびコンプライ
アンス 
21ページ

5、16

GRI 
コード インジケーターの説明 参照 / 応答 SDG

ガバナンス

102-18 ガバナンス構造 2.1 エクセリオのガバナンス 
18、19ページ

5、16102-30 リスク管理プロセスの有効性 2.3 リスク管理 
25、26ページ

102-31 経済・環境・社会的事項の評価 2.1 エクセリオのガバナンス 
20ページ

ステークホルダーの関与

102-21 経済・環境・社会的事項に関するステーク
ホルダーへのコンサルティング

7.1 マテリアリティの取り組み 
63、64ページ

102-40 ステークホルダーのリスト

102-41 団体交渉協定

102-42 ステークホルダーの特定と選択 

102-43 ステークホルダーとの関与のアプローチ

102-44 提起された重要な問題と懸念

経済的事項

GRI 201 - 経済的実績

201-1 直接的な経済価値の創出と分配 5.1 地域への社会貢献 
51-52ページ 1、2、8、9

GRI 202 - マーケット・プレゼンス

202-2 地域社会から採用された上級管理職の
割合

2.1 エクセリオのガバナンス 
17ページ 5、16

GRI 203 - 間接的な経済的影響

203-1 インフラ投資および対応可能なサービス 5.1 地域社会への支援 
52-56ページ 1、2、8、9

203-2 重大な間接的経済影響
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GRI 
コード インジケーターの説明 参照 / 応答 SDG

GRI 204 - 調達の実務

204-1 地元サプライヤーへの支出の割合 2.4 責任あるサプライチェーン 
27、28、29ページ 5、16

GRI 205 - 腐敗行為の防止

205-2 腐敗行為防止規程と手順に関する意思
疎通および研修

2.2 倫理行動およびコンプライ
アンス 
24ページ

5、16

GRI 207 - 税

207-1 税金に対する取り組み 2.5 税金情報 
30ページ 5、16

環境的事項

GRI 301 - 材料

301-1 重量または数量単位で使用される材料 3.2 循環型経済 
38ページ

12、13
、15

GRI 302 - エネルギー

302-1 組織内でのエネルギー消費 3.1 気候戦略 
32、33ページ

12、13
、15

GRI 303 - 水と排水

303-4 水の排出 3.2 循環型経済 
39ページ 12、13

、15
303-5 水の消費 3.2 循環型経済 

38ページ

GRI 304 - 生物多様性

304-2 活動、製品およびサービスが生物多様性
に与える重大な影響

3.2 生物多様性および自然資本
の保護。 
36、37ページ

12、13
、15

304-3 保護または再生された生息地

GRI 
コード インジケーターの説明 参照 / 応答 SDG

GRI 305 - 排出

305-1 直接的な（スコープ1）温室効果ガス排出

3.1 気候戦略 
34ページ

12、13
、15

305-2 間接的な（スコープ2）温室効果ガス排出

305-5 温室効果ガス排出の削減

305-7 窒素酸化物（NOX）、硫黄酸化物（SOX）お
よびその他の重大な大気排出

GRI 306-廃棄物

306-1 廃棄物の発生と廃棄物に関連する重大
な影響 3.2 循環型経済 

39ページ
12、13

、15
306-3 発生した廃棄物

GRI 307 - 環境面での法令遵守

307-1 環境法および規制にへの非遵守 3.1 気候戦略 
35ページ

12、13
、15

GRI 308 - サプライヤーの環境評価

308-2 サプライチェーンにおける環境への負の
影響とその対策

2.4 責任あるサプライチェーン 
27、28、29ページ 5、16

社会面の事項

GRI 401 - 雇用

401-2 正社員に提供され、派遣社員やパートタ
イム社員には提供されない福利厚生 4.4 従業員の幸福 

49ページ 5、8、10
401-3 育児休暇
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GRI 
コード インジケーターの説明 参照 / 応答 SDG

GRI 402 - 労使関係

402-1 業務変更に関する最低通知期間 4.1 人材 
41 ページ 5、8、10

GRI 403 - 労働安全衛生

403-1 労働安全衛生に対する管理システム

4.3 従業員の健康と安全 
46～48ページ 5、8、10

403-2 危険有害性の特定、リスク評価、事故調
査

403-3 労働衛生サービス

403-4 労働安全衛生に関する労働者の参加、協
議およびコミュニケーション

403-5 労働安全衛生に関する労働者研修

403-6 労働者の健康促進

403-7 業務関係と直接的に関連付けられる労
働安全衛生への影響の予防および緩和

403-8 労働安全衛生管理システムの対象とな
る労働者

403-9 労災

GRI 404 - 研修および教育

404-1 従業員一人当たりの年間平均研修時間
4.1 人材 
43ページ 5、8、10

404-2 従業員のスキルアップのためのプログラ
ムおよび移行支援プログラム

RI 405 - ダイバーシティと機会均等

405-1 統制機関および従業員のダイバーシティ
4.2 ダイバーシティの価値 
45ページ 5、8、10

GRI 406 - 差別の禁止

GRI 
コード インジケーターの説明 参照 / 応答 SDG

406-1 差別事例と取られた是正措置
2.2 倫理行動およびコンプライ
アンス 
23ページ

5、16

GRI 407 - 結社の自由および団体交渉の自由

407-1
結社の自由および団体交渉の権利が危
険に曝される可能性のある業務およびサ
プライヤー

2.2 倫理行動およびコンプライ
アンス 
23ページ

5、16

GRI 408 - 児童労働

408-1 児童労働に関わる重大なリスクのある業
務およびサプライヤー

2.2 倫理行動およびコンプライ
アンス 
23ページ

5、16

GRI 409 - 強制労働

409-1 強制労働の事例に関して重大なリスクが
ある業務およびサプライヤー

2.2 倫理行動およびコンプライ
アンス 
23ページ

5、16

GRI 411 - 先住民族の権利

411-1 先住民族の権利に関する違反事例
2.2 倫理行動およびコンプライ
アンス 
23ページ

5、16

GRI 412 - 人権に関する評価

412-1 人権に関するレビューまたは影響評価の
対象となった業務

2.2 倫理行動およびコンプライ
アンス 
23ページ

5、16412-2 人権の諸規程または手順に関する従業
員研修

412-3 人権条項を含む、あるいは人権審査を受
けた重要な投資協定および契約

GRI 413 - 地域社会

413-2 地域社会に実際におよび潜在的に重大
な悪影響を与える事業

5.1 地域社会への支援 
51-52ページ 1、2、8、9
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GRI 
コード インジケーターの説明 参照 / 応答 SDG

GRI 414 - サプライヤーの社会的評価

414-1 社会的基準で選定された新規サプライ
ヤー

2.4 責任あるサプライチェーン 
26、27、28ページ 5、16

GRI 415 - 公共政策

415-1 政治献金
2.2 倫理行動およびコンプライ
アンス 
22ページ

5、16

GRI 416 - 顧客の健康と安全

416-2 製品およびサービスの健康および安全面
での影響に関するコンプライアンス違反

6.2 サイバーセキュリティ 
59ページ

GRI 
コード インジケーターの説明 参照 / 応答 SDG

GRI 418 - 顧客のプライバシー

418-1 顧客のプライバシー侵害と顧客データの
喪失に関する実証された苦情

6.2 サイバーセキュリティ 
59ページ 16

GRI 419 - 社会経済面でのコンプライアンス

419-1 社会・経済分野における法令違反
2.2 倫理行動およびコンプライ
アンス 
22ページ

5、16
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グローバルコンパクトの内容

原則 レポートセクション

人権

1.	事業体は、国際的に宣言されている人権の保護を支持、尊重しなければいけません。 責任あるガバナンスと地域社会へのコミットメント

2.	そして、彼らが人権侵害に加担していないことを確認します。 責任あるガバナンス

労働

3.	事業体は、結社の自由と団体交渉権の効果的な承認を支持しなければいけません。 責任あるガバナンス

4.	事業体は、あらゆる形態の強制労働の撤廃を支持しなければいけません。 責任あるガバナンス

5.	事業体は、児童労働の効果的な廃止を支援しなければいけません。 責任あるガバナンス

6.	事業体は、雇用と職業に関する差別の撤廃を支持しなければいけません。 責任あるガバナンスと会社の人材

環境

7.	事業体は、環境問題に対する予防的措置を支持しなければいけません。 責任あるガバナンスと持続可能な移行における主要参加者

8.	事業体は、環境に対する責任を高める取り組みを行わなければいけません。 持続可能な移行における主要参加者

9.	事業体は、環境にやさしいテクノロジーの開発と普及を奨励しなければいけません。 持続可能な移行における主要参加者

腐敗行為の防止

10.	事業体は、恐喝や賄賂など、あらゆる形態の腐敗行為に対処しなければいけません。 責任あるガバナンス
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