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サステナビリティレポート2021

エクセリオのCEO 
からのメッセージ

2021年は、パンデミックの余波と新たな世界的な課
題によって形成された年でした。しかしエクセリオは、
事業を営んでいる経済や社会の振興と発展に、引き
続きゆるぎない態度で取り組んできました。 

その間エクセリオは、持続可能な開発と、気候変動
に対する世界的な戦いに向けた道のりを、さらに全
力で進んできました。目標と戦略に基づいて、私たち
は公正かつ包括的に行動し、100%再生可能かつ持
続可能で安価なエネルギーを企業や家庭に提供す
ることによって、エネルギー転換の最前線に立ってい
ます。 

  302-1、305-5

エクセリオのCEOからのメッセージ

ルイス・ノゲラ
エクセリオCEO

親愛なる読者の皆さま 

今年もまた、サステナビリティの分野における当社の活動について、ご報告させていただきます。エクセリオは、この1年で大きな進歩を遂
げました。それを2021年度のサステナビリティレポートで発表できることを、嬉しく、また誇りに思います。

現在の状況においては、持続可能な発展への道を牽引するために、新しい
グローバルな課題や社会的ニーズに対応できる企業が求められています。

持続可能なエネルギー開発におけるグローバル
リーダーを目指すたゆまぬ努力によって、私たち
は2021年に、重要なマイルストーンを達成するこ
とができました。その中で際立っているのはパイ
プラインの成長であり、昨年は3.6GWから7.6GW
に増加しました。100%展開した場合、3,796,950
トンのCO2排出量が削減されます。また男女共同
参画の分野でも、私たちは大きく前進しました。上
級職で50%、全階層で33%の女性を採用したこと
で、エクセリオの女性比率は、2020年の41%から
2021年には43%にまで引き上げられました。さら
に、事業展開している全ての国でコミュニティ計
画プログラムを導入し、地域社会の生活の質を向
上させるための活動やプロジェクトを実施し、地
域社会にプラスの影響を及ぼしています。 

私たちの文化および価値観、ならびに現在のシ
ナリオによって提示される新しい課題に対応する
という懸念事項のために、私たちは、社会のニー
ズに応えるべく日々努力しています。先頭を走る
者として、私たちは事業を行うあらゆる場所で、
環境、現地のコミュニティ、社会、優良な統治を尊
重し、それらを守る義務と責任があることを自覚

しています。このことは、エクセリオが、国連グロ
ーバルコンパクト構想とその10原則の４分野（人
権、労働基準、環境、腐敗行為の防止）にわたる
コミットメントを更新していることからも明らか
です。

最後に、エクセリオの成功は、会社を構成する全
ての専門職の努力なくしてはありえないことを申
し添えたいと思います。会社を構成する全ての専
門職の、卓越性とパフォーマンスに対して全力で
取り組む姿勢が目標達成の原動力であり、私たち
が改善を続けることができる理由となります。こ
の点について、当社は全ての専門職の育成と研
修に貢献し、組織の競争力を維持する安全で健
康的で環境に優しい職場を提供し、幸福の文化を
統合する努力を続けています。 
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1.�エクセリオ：再生可能エネ
ルギーと持続可能なエネ
ルギーのリーダー企業サステナビリティレポート2021

ターゲット7.1：「安価で信頼できる近
代的なエネルギーサービスへの普遍
的なアクセスを確保する」
ターゲット7.2：「世界のエネルギーミ
ックスに占める再生可能エネルギーの
割合を大幅に増加させる」 

ターゲット8.2：「高付加価値セクター
や労働集約セクターに焦点を当てる
ことを含め、多様化、テクノロジーの
アップグレード、イノベーションを通し
て、より高いレベルの経済生産性を実
現する」 

ターゲット9.2：「包括的で持続可能
な産業化を推進し、2030年までに、国
の状況に合わせて雇用と国内総生産
に占める業界のシェアを大幅に引き
上げる 」
ターゲット9.4：「資源利用効率の向上
と、クリーンで環境に配慮したテクノロ
ジーと産業プロセスを多く採用し、全
ての国がそれぞれの能力に応じた行
動を取る中で、インフラをアップグレー
ドし、産業を改善して持続可能なもの
にする 」

ターゲット13.3：「気候変動の緩和、適
応、影響の軽減、早期警戒に関する教
育、啓発、人的および制度的能力を向
上させる 」

2030アジェンダへのエクセリオの貢献

エクセリオ：再生能
エネルギーと持続可能な
エネルギーのリーダー企業 1

1.1 2021年のマイルストーンと主要数値

1.2 ビジネスモデルと持続可能な戦略

1.3  組織とコーポレート・ガバナンス

1.4  業界の主な要因と動向
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1.�エクセリオ：再生可能エネ
ルギーと持続可能なエネ
ルギーのリーダー企業サステナビリティレポート2021

2021年、エクセリオのプロジェクトポートフォリオは、野心的な国際計画を背景に着実に成長を続け、エネルギー部門のリーダーとしての地位を確立することができました。これを達成
するために、近年当社では、開発中の再生可能プロジェクトのポートフォリオを大幅に拡大し、これによって地球へのプラスの影響を拡大し、テクノロジーの効率的な使用と持続可能性
への取り組みから生じる新しい課題に正しく対処できるようになりました。 

  102-4、102-6、102-7、102-12

1.1 2021年のマイルストーンと主要数値

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の太陽光発電プロジェク
トを落札しました。 

今年、エクセリオはスペインの再生可能エネルギープロジェク
トの入札に参加し、315 MW相当の案件を獲得しました。2021
年初め、環境移行・人口問題省が開催した入札によって、エク
セリオが、スペインの再生可能エネルギーの開発におけるリー
ダー的存在であることが確認されました。エクセリオは、入札
プロセスで利用可能な総エネルギーの10%に相当する案件を
獲得しました。それを活用することは、プロジェクト開発地域の雇用と経済を大きく促進
し、また環境にも大きなメリットをもたらします。 

これは、施設開発におけるエクセリオの主要な目標の1つでした。なぜならエクセリオは、
スペインでもその他の地域でも、事業を展開している様々な地域の社会と経済に対して重
要な取り組みを行ってきたからです。

専門職に卓越性があり、確かなパフォーマンスを残すことに全力で取り組んでい
るおかげで、エクセリオは近年、様々な市場環境において再生可能エネルギーの
プロジェクトを受注し、高い開発能力を証明してきました。 
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1.�エクセリオ：再生可能エネ
ルギーと持続可能なエネ
ルギーのリーダー企業サステナビリティレポート2021

エクセリオの展開

 開発中    

 建設中           

 累積   

全ての数値は2021年12月現在のも
のです。

累積の数値には、現在および過去の
運用プロジェクトが含まれています。

1用地確保済みの予定プロジェクト。

2 エクセリオは、合計1,166 MWを運用
しており、そのうちスペインの261 MW
は第三者が所有しています。過去の数
値には、販売された太陽光発電所が
含まれています。

本レポートには、X-ELIO（エクセリオ）
の2021年度およびそれ以前の業績
に関する財務指標は記載されており
ません。これらのデータに関するお
問い合わせは、エクセリオまでメール

（sustainability@x-elio.com）でお
願いします。

スペイン

 4,679 MW 

 167 MW     

 1,014 MW イタリア

 1,211 MW                        

 98 MW 

米国

 1,260 MW             

 183 MW           

メキシコ

 73 MW              

 535 MW           プエルトリコ

  6 MW  

チリ

 58 MW             

 107 MW           

南アフリカ

 31 MW 
オーストラリア

 506 MW   

 200 MW   

クウェート

 10 MW 

日本

 141 MW   

 16 MW                

 363 MW

ペルー

           42 MW 

ホンジュラス

 42 MW

フランス

 55 MW 

   今後予定されるプロジェクト：7,925 MW1
   建設中：456 MW   累積：2,496 MW2

コロンビア

  70 MW 

mailto:sustainability%40x-elio.com?subject=
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1.�エクセリオ：再生可能エネ
ルギーと持続可能なエネ
ルギーのリーダー企業サステナビリティレポート2021

    Gestamp Asetym Solarが竣工

エクセリオの進化と成長 

    2020年、エクセリオは、メキ
シコやオーストラリアなど様
々な国での太陽光発電所の
開発、建設、運営を通じて、
再生可能エネルギーと持続
可能なエネルギーにおける
グローバルリーダーシップを
明確に示しています。

    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

2015

2020

2005

2009

2016

2014

2019

    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。

    エクセリオは、メキシコ、スペイン、日本で最初
の営業権を獲得し、また、オーストラリアではオ
フィスを開設し、国際的に拡大を続けています。 

    この点について、2018年、エクセリオは米国でソ
ーラープロジェクトの開発を開始し、PPAに署
名しました。 

    2019年、ブルックフィールドは、元の出資者の
KKRと共にエクセリオの株式の50%を取得し
ました（出資比率は50：50）。
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1.�エクセリオ：再生可能エネ
ルギーと持続可能なエネ
ルギーのリーダー企業サステナビリティレポート2021

2022年... エクセリオは、新しいオフィスを開設し、コミュニティ計画プログラムの枠組みの中で複数の取り組みを開発し、推進することによって、現地でのビジネスを確立しています。さ
らにエクセリオは、再生可能エネルギーと持続可能なエネルギーのリーダーになるという決意を持ち、今年度に新しい太陽光発電プロジェクトの建設と、エネルギー貯蔵な
どの新しい事業ラインの開拓を進めました。

2021

2022年

   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、入札にかけられた総エネルギーの
10%に相当する315 MWの太陽光発電エネルギー
プロジェクトの主要な獲得者になりました。

2月1月

5月

10月 11月 12月

7月6月

4月

  エクセリオは、シクソナ（アリカンテ）に太陽光発電
所「ターロネロス」を開設しました。これはバレンシ
ア地域で最初の太陽光発電所であり、17,500世帯
に相当するクリーンエネルギーを供給しています。

   オーストラリアで最初の
太陽光発電モジュール
が、ブルーグラス太陽光
発電所で展開されまし
た。これは、この国におけ
るエクセリオの最初のプ
ロジェクトです。

   エクセリオは、メキシコのベ
ラクルス州ペロテ市にある
119 MWの太陽光発電所の
ために、IFCおよびBanco 
Sabadellから4,410万ドルの
融資を手配しました。

   エクセリオは、コミュニティ計画プログ
ラムを通してチリのエネルギーセクター
における平等性を促進するために、チ
リ再生可能エネルギーおよび貯蔵協会

（ACERA）および男女共同参画、ダイバ
ーシティ、インクルージョンのためのネッ
トワーク（REDEG）に参加しました。

  エクセリオは、コミュニティ計
画プログラムの枠組みの中で
再生可能エネルギーの研修
を推進するために、ペローテ
工科大学との契約を通してメ
キシコでの取り組みを強化し
ました。

  エクセリオは、ダウン症の人
の、家族、学校、仕事、社会生
活における完全なインクル
ージョンを目的とした活動を
推進するために、ダウンマド
リードと協力契約を締結し
ました。

   エクセリオは、スペイン南東部のケス
トレルの生息地を再生するために、
コミュニティ計画プログラムを通し
てGREFA（在来動物とその生息地の
回復のためのグループ）と契約を締
結しました。

   エクセリオは、会社の商業戦略を刷
新し、新しい地域や、エネルギー貯蔵
や水素などの新しいテクノロジーを
拡大する為に、ミルコ・モリナーリを
最高商務責任者に任命しました。

   エクセリオは、合計150 MW
の設備容量を持つ 
3つの太陽光発電プロジ 
ェクトの建設をエストレ 
マドゥーラ（スペイン）で 
開始しました。

   X-エクセリオは、SDGsの統合に
おけるビジネスアクションを加
速するために、国連SDGアンビ
ション・グローバルプログラムに
参加しました。

   エクセリオは、スペインの再生可能
エネルギーにおけるビジネスを強
化するために、総容量140 MWの新
しいエネルギー契約をENIと締結
しました。

   エクセリオは、エレナ・モリナを最
高事業開発責任者に任命しまし
た。彼女は、エクセリオの実行委
員会に参加し、エクセリオが事業
を展開する全ての国でプロジェク
トポートフォリオを拡大し、プロジ
ェクトを実行する直接的な責任
を負います。

   エクセリオは、チリのラクルスに
ある太陽光発電所を電力供給網
に接続しました。発電所の設備容
量は58 MWであり、再生可能で持
続可能なエネルギーを20,000世
帯に供給しつつ、70,000トンのCO2

排出を回避することができます。
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1.�エクセリオ：再生可能エネ
ルギーと持続可能なエネ
ルギーのリーダー企業サステナビリティレポート2021

エクセリオは、再生可能エネルギー設備の設計・
建設・試運転・保守を専門とするリーディングカン
パニーです。最も得意なのは、太陽光発電エネル
ギーであり、ヨーロッパ、アメリカ、南米、日本、オ
ーストラリアでグローバルにビジネスを展開して
います。  

エクセリオの使命は、2005年の発足以来、常にコミュニティ
とその発展を考慮に入れた上で、持続可能なソリューショ
ンを提供することで気候変動と闘い、温室効果ガスの排出
を削減するという強いコミットメントに基づいて、再生可能
で持続可能なエネルギー開発におけるグローバルリーダ
ーになることです。また事業を通じて、エネルギー転換など
地球規模の課題への対応にも貢献し、世界中で脱炭素経
済を実現するためのツールを提供しています。

  102-2、102-42、102-44

1.2 ビジネスモデルと持続可能な戦略 

エクセリオは、気候変動の影響に対抗するた
めの基本的なツールとして、再生可能エネル
ギーの開発に取り組むと同時に、環境とコミ
ュニティに対して責任を持って行動することを
心掛けています。 

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

持続可能なエネルギーソリュー
ションに支えられたお客様の目
標達成を支援して、最も革新的
で信頼される事業者になること。

価値観

Responsibility（責任感）、 
Flexibility（柔軟性 、Integrity（完全性）、 
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）。  

組織文化と価値観
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1.�エクセリオ：再生可能エネ
ルギーと持続可能なエネ
ルギーのリーダー企業サステナビリティレポート2021

建設前の開発

建設前の再生可能エネルギープロ
ジェクトの振興、開発、資金調達。こ
の最初のステップがビジネスの適切
な発展を保証するための鍵となり、
エクセリオは様々なプロジェクトを
安定的かつ効率的に推進し続ける
ことができるのです。

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。エクセ
リオは、その知識を、日常業務の調査
と監督に適用しています。 

保守および運用 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。

エクセリオは太陽光発電開発においてリーダーシップを発揮し、企業や家庭に手頃な価格の電力を提供して、ネットゼロ排出への公正かつ包括的なエネルギー転換を牽
引することを目指しています。エクセリオは、過疎化や恵まれない地域での不平等など、この分野における重要な課題にも注目しています。エクセリオの経営トップは、国連
の2030アジェンダに真剣に取り組んでおり、これに関する対策を練っています。  

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。 

エクセリオの業務：
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ルギーのリーダー企業サステナビリティレポート2021

環境と気候変動は、世界の経済、政治、企業にとって重
要な課題となっています。特に、脱炭素経済への移行
は、再生可能技術のビジネス環境における重要な問
題です。その結果、エクセリオは、脱炭素化のプロセス
を優先し、加速するというコミットメントの重要性を念
頭に置きつつ、様々なパートナーと協力してエネルギ
ー転換を実現し、脱炭素経済の基盤を築くためにサー
ビスを提供しています。

リンクをクリックして、ネットゼロパートナーとエ
クセリオによる共同の取り組みの詳細をご覧く
ださい

この点について、エクセリオは以下の共同サービスを利用して、低炭素またはネットゼロの運用に向けた戦略の実施を支援しています。

電力購入 

エクセリオ：脱炭素化への道をともに歩くパートナー

契約の締結（PPA）

非電化プロセスを脱炭素化し、エクセ
リオとそのパートナーの間で「グリーン
水素エコシステム」を構築する革新的
で有望なサービスです。

再生可能エネルギーの生成と消費を
調整し、送電網の強度と安定性を高め
る専門家集団です。

パートナーが最も効率的な方法で持続
可能性の目標達成を可能にするエクセ
リオのソーラー資産のおかげで、完全
にカスタマイズされています。

再生可能エネルギー
と貯蔵サービス グリーン水素の生成

https://www.x-elio.com/net-zero-solutions/
https://www.x-elio.com/net-zero-solutions/
https://www.x-elio.com/net-zero-solutions/
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エクセリオはPPA、貯蔵、グリーン
水素サービスを通して、お客様の
脱炭素化への道を共に歩むパー
トナーとなります。 

そのためエクセリオは、

44の協会、組織、機関、コンサルタント会社、
およびその他の作業グループに参加し、エネル
ギー転換に関与しています。 

これらのグループに対するエクセリオの投資総
額は、2020年と比較して2倍になり、ほぼ次のよ
うになりました。

$390,000 

エクセリオの主な活動分野は次のとおりです。 

再生可能エネルギー
太陽光発電エネルギー 

教育 

エクセリオの活動分野 

  再生可能エネルギー         

  教育         

  太陽光発電エネルギー          

   他（貯蔵、持続可能性、PPA、SDGs、金融と投資）  

39.1%

19.6%  

15.2%

23.9%
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グローバルな課題への取り組み：持続可能な開発
目標と国連グローバル・コンパクト
エクセリオは、その活動に最も関連するSDGsを特定します。2021年、エクセリオは、教育、
健康、環境にプラスの影響を与える解決策を考案することを目的として、SDGsとその目標
の達成度の評価を組み込みました。  

この目的を達成するために、エクセリオは、国連の持続可能な開発目標（SDGs）に沿って、
クリーンエネルギーを通じて地球の持続可能な開発を推進するという目的を横断的に適
用しています。具体的には、エクセリオは自身の活動を通じてSDGsの1、2、5、7、8、9、 
10、12、13、15、16の達成に貢献しています。

エクセリオは、その戦略と運営をグローバルコンパクトの10原則に合わせており、2016年
から国連グローバルコンパクトのメンバーです。持続可能性における今年のもう1つの主
要なマイルストーンは、国連グローバルコンパクトの取り組みである国際的な「SDGアンビ
ション」プログラムの遵守であり、エクセリオはこのようにして再生可能エネルギーの世界
有数の推進者の1つになりました。これらの行動を通じてエクセリオは、グリーンで公正な
エネルギー移行に積極的に貢献するという取り組みの強化を目指しています。

国連SDGアンビションプログラムの遵守に関する詳細については、リンク
をクリックしてください 

事業 • 7カ国で事業展開
• 13の太陽光発電所
• ESGに焦点を当てた企業目標の25%
• 再生可能エネルギーオークションで315 MWを落札
• 1,166 MWが稼働中
• PPAと入札で2,515 MWP

環境 • パートナーとのネットゼロ戦略の統合
• 618,567トンのCO2の排出を回避
• GREFAとの協力契約の締結 

倫理と 
透明性

• 新しい最高事業開発責任者と最高商務責任者の任命
• 経営幹部の25%は女性
• 行動規範を2021年に更新
• 国連グローバル・コンパクトSDGアンビション・プログラムの遵守
• エクセリオのリュイス・ノゲラをエナジー・ボックスの年間最優秀CEOに選出
• 追加の人権保護として米国で「太陽光産業強制労働防止誓約書」に署名し

人材 • 2021年には217人の専門職：女性96名、男性121名
• 女性管理職比率は45%
• 7,784時間の研修
• 病気休暇につながる事故件数の前年度比での減少  
• 23カ国からの人材

地域 
社会

• コミュニティ計画プログラムの全社的展開 
• 現地のサプライヤーへの1億1,785万ユーロの投資

デジタル化 • HERMESプロジェクトの最適化と改善
• サイバーセキュリティリスクマップの定義
• サイバーセキュリティ統制の実施
• データ保護に関する継続的な研修の強化

GREFAとの契約の詳細については、地域社会へのコミットメント
のセクションを参照してください

https://www.x-elio.com/x-elio-joins-united-nations-global-program-to-accelerate-business-action-in-the-integration-of-the-sdgs/
https://www.x-elio.com/x-elio-joins-united-nations-global-program-to-accelerate-business-action-in-the-integration-of-the-sdgs/
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マテリアリティ分析とステークホルダーの特定

内部のステークホルダー

地域社会

労働安全衛生

人材

生物多様性

気候変動

ダイバーシティ

サプライチェーン

幸福

サイバーセキュリティ

廃棄物

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

倫理行動

また、エクセリオはステークホルダーとオープンにコミュニケーションをとり、全て
のステークホルダーの声に積極的に耳を傾け、ニーズや期待を理解し、日々の経
営に反映させています。2021年を通じてエクセリオは、ステークホルダーを正しく
認識するための方法論を定義し、その改善に取り組んできました。

同様にエクセリオは特に、コミュニティ、株主向けの特定の電子メールアドレス、または持続可
能性、コンプライアンス、安全衛生を担当する部署との連絡用の電子メールアドレスを通して、
内部および外部のコミュニケーションチャネルを提供します。

ステークホルダー

外部のステークホルダー

株主 従業員 管理 業務 
部門

カントリー・ 
マネージャー

エクセリオが実施したマテリアリティ分析の結果、優先課題として以下の13項目を選
定しました。

銀行および投資家

お客様

セクターの
協会

公的機関

地域社会

EPC請負業者

規制団体

1

5

9

3

7

11

13

2

6

10

12

4

8
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エクセリオには、厳格な規制と厳しい規制遵
守を背景とした長期的な課題に対処すること
のできる、明確で定義されたガバナンスモデ
ルがあります。この点に関してエクセリオは、
ガバナンス、戦略、事業変革モデルを、完全性
や透明性といった価値観に基づいて構築して
います。  

エクセリオのガバナンスシステムは、優良事例を推進
し、ビジネス戦略に沿った安定的で一貫した監視の枠
組みを提供します。エクセリオの取締役会と株主総会
は、株主と合意した公約および優れたガバナンスの一
般基準の遵守を保証しつつ、コーポレート・ガバナン
スに関する会社の取り組みを推進する責任を負う機
関です。

エクセリオの取締役会は5名の取締役で構成されてい
ます。そのうちKKRの代表 が2人、ブルックフィールド
の代表が2人おり、5人目は、取締役会の全ての権限を
与えられた取締役会会長兼CEOのルイス・ノゲラです。
取締役会には秘書（非取締役）もいます。秘書は、文書
の機密性を常に確保し、会議の手配を行う責任を負っ
ています。

1.3 組織とコーポレート・ガバナンス
  102-14、102-18、202-2

エクセリオには、各事業部門に最
も関連する専門分野の専門家で
あるマネージャーのチームがいま
す。また、これらの地域での組織の
能力を高めることを目的として、
会社の主要市場で現地採用のマ
ネージャーも雇用しています。

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

トム・オブリアン 
ディレクター

ハイメ・デ・ラ・セルナ 
秘書（非取締役）

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%

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
ルイス・ノゲラ

COO
フェルナンド・ラカシー

CCO
ミルコ・モリナーリ

GC
ジェーム・ド・ラ・ 

セルナ

CFO
デービッド・ 

ディアス

CBDO
エレナ・モリナ

CP&CO
ビアトリス・ 
ティエルブ

経営幹部

カントリー・ 
マネージャー
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エクセリオの取締役会は、持続可能な
経営を推進し、最先端の優れたコーポ
レート・ガバナンス慣行を組み込む新し
い行動と取り組みを明確にするよう尽力
しています。この取り組みに関連してエ
クセリオは、今年も包括的資本評議会に参加しました。この評議会は、より強力か
つ包括的で持続可能な経済システムを構築するために、様々な組織のメンバーと
世界の指導者との間の協力を推進することを目的とした国際的な行動プラットフ
ォームです。

CEOオフィスは、全ての部門間
のリンクとして2021年に設立さ
れ、社内コミュニケーションの強
化と効率化のために部門間のシ
ナジー効果を生み出しています。さらにこの
部門は、会社の全てのＥSG行動の調整を担
当します。

エクセリオの最高経営責任者で
あるルイス・ノゲラは、2021年の
Solar and Wind Congressでエナ
ジー・ボックスから「CEOオブ・ザ・
イヤー」に選ばれました。この評価
は、エクセリオの戦略が際立った成
功を収め、再生可能エネルギー市
場において重要な地位を占めてい
ることを証明しています。

運営委員会 

優れたコーポレート・ガバナンスを推進するための施策と展開

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です。

経営委員会
実行された仕事を会社のよ
り広い背景と関連づけ、適切
なパフォーマンス管理を保証して、望ましい
結果を提供することに責任を負っています。

執行委員会
戦略的監視を調整し、会社の戦略
的目標の適切な管理と実施を評価
します。

安全衛生委員会
安全衛生管理手段の策定と実施
に最終的な責任を負う組織です。

D&I委員会
ダイバーシティとインクルー
ジョンのロードマップの進
捗状況と目標の適切な実施を監督する責
任を負う委員会です。

人々および文化委員会
社内の人材開発と、会社の組織戦略
を通して目標を達成するための強化
と変革を提供することに責任を負っています。

調達委員会
入札プロセスおよびこの分
野の提案作成を担当する委
員会です。

コンプライアンス委員会
規制遵守と完全性の分野におけ
る国際的な優良事例の策定、実
施、継続的なモニタリング、普及に対して責任を
負うチームです。
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現在、様々な事業が不安定かつ不確実で複雑な環境の下で運営されており、そのため事業を行っているセクターに関係なく、意思決定が困難になり、戦略的計画が妨げられ
ます。同時に、エネルギーの移行は組織が対応しなければならない課題と機会をもたらします。こうした背景に対して、社会は、脱炭素経済への移行に取り組み、様々な市場
の経済的安定に貢献する革新的な企業を求めています。事業を展開する経済と社会に利益をもたらすという目的の一環として、エクセリオは、今後数年間にわたってセクタ
ーに影響を与える主なトレンドを特定し、それに対応するよう努めています。これには、脱炭素化された世界経済を確保することが含まれます。 

1.4 業界の主な要因と動向

人材を惹き付けて定着させる サプライチェーンにおける制約

企業が現在直面している最も重要な課題の1つは、人材を惹き付けて定着させることです。パンデミックの
余波で、多くの企業では従業員の離職率が指数関数的に上昇しており、人材を惹き付けて定着させるため
に方針を更新する必要があります。これらの更新は賃金の問題だけではなく、従業員の忠誠心と組織の目
的との整合性に関するものでなければなりません。 

エクセリオは優れた労働環境を提供し、従業員のスキル開発に投資しています。これによって従業員は、
会社への愛着が高まるだけではなく、管理や競争に関連するビジネス上の課題に対応することが容易に
なります。 

近年徐々に定着しつつある新しい就業モデルを規制するために、法律10/2021が、2021年7月にスペイン
で可決されました。この法律の目的は、従業員と管理者の間の現在および将来の関係について、適切で包
括的かつ統合された枠組みを提供することです。 

今年の世界経済の回復を形成したものがあるとすれば、それはサプライチェーンの危機です。パン
デミックの余波で、企業はシャットダウンや生産停止に対応しなければいけませんでした。それが労
働力不足、商品需要の指数関数的な増加、生産能力の制約と相まって、サプライチェーンの混乱を
引き起こしました。これらの要因に加えて、コモディティ価格の上昇、地政学的な混乱、および世界の
大国間の対立により、グローバル市場にとって控えめに言っても困難な環境が生み出されました。 

エクセリオは、サプライチェーンの混乱の影響を軽減するためには、プロセスの最適化を重視し、
バリューチェーンと最も重要なプロセスに合わせた指標システムを開発しながら、継続的な改善
アプローチを取ることが不可欠であると考えています。 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/10/pdfs/BOE-A-2021-11472.pdf
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再生可能エネルギー産業における
材料の使用 

世界中のエネルギー企業にとって最大の懸念事項のひとつに、気候
変動があります。再生可能エネルギーの世界的リーダーであるヨー
ロッパは、2050年までに排出量の90%削減を達成し、パリ協定の気
候に関する誓約の達成を予定しています。これを達成するために、ビ
ジネスモデルは現在、循環型経済と、エネルギー競争力の強化など
の戦略目標の設定、供給の確保または環境の保護、および企業のこ
の新しいシナリオへの適応支援に基づいています。一方、企業が効
率性を損なうことなく持続可能な開発に向けて前進できるように、
材料と技法の設計開発にも投資する必要があります。 

太陽光発電分野では昨年は、バッテリエネルギー貯蔵システム
（BESS）に注目すべきイノベーションがありました。これにより、ラン
プレートを平滑化することで均一な電力貯蔵を制御できるようにな
りました。2021年で特筆すべき事は、再生可能エネル 
ギー、再生可能水素と貯蔵のPERTE（経済回復と変革のための戦
略的プロジェクト、Strategic Project for Economic Recovery and 
Transformation）がスペインで承認されたことと、エネルギー移行
に対処し、排出ニュートラルな経済への道を確保することを目的と
したエネルギー貯蔵戦略です。

さらに業界で普及しているのは、ソーラーパネルを再利用する技術
の革新です。これは性能の限界に達した後に、ガラスやアルミニウム
などの素材を再利用するために処理する技術です。また、ペロブス
カイトのような太陽電池の生産のための新素材の研究も盛んです。
これは20%の効率性を達成することが示されています。 

さらにベンチマークを確立し、優良事例を推進することで、先進的な
気候ニュートラル素材の設計と使用に貢献するために、材料の使用
とライフサイクルへの影響に関するデータを収集する新しい戦略が
策定されています。 

太陽光発電部門に関する今年のハイライトとしては、バッテリエネルギー貯蔵システム（BESS）の進歩、ソーラー
パネルの再利用、材料の使用とライフサイクルにおけるデータ収集のための新戦略の策定などがあり、ベンチ 
マークの確立と優良事例の推進に影響を与えています。

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/151221-Resumen-ejecutivo-pertes-renovables-2021.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/estrategiaalmacenamiento_tcm30-522655.pdf
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1.�エクセリオ：再生可能エネ
ルギーと持続可能なエネ
ルギーのリーダー企業サステナビリティレポート2021

エネルギー価格 

企業や市民にとっての大きな懸念事項は、エネルギー価格の高騰です。様々な要因がエネルギー価格を押
し上げ、パンデミック後の経済回復を遅らせました。貯蓄が不足し、供給が不足したならば、悪影響は続く
でしょう。ヨーロッパはこの困難を軽減するために、最も環境を汚染するエネルギー源が再生可能エネル
ギーに置き換えられるように、エネルギーモデルの変更を選択しました。 

実行可能で環境に良い解決策ですが、この移行計画には時間と経済的安定が必要です。値上げは電気代
だけでなく、再生可能エネルギー産業が必要とする商品や部品のコストにも影響を与えています。シリコ
ン、鉄鋼、銅、アルミニウムなどの商品の価格は70%も上昇しました。その結果、再生可能エネルギーの価
格も影響を受けました。 

持続的でバランスのとれた、環境的に持続可能な回復を達成するために、これまでに提案された解決策
の多くに、単一エネルギー市場のレビューを欧州グリーンディールの目的と一致させるような規制アプロ
ーチを反映させる必要があります。 

ESG問題の重要性

パンデミックの余波で、IR担当者は、ESG問題がこれまで以上に重要であると考えるようになり、
投資家が主張するESG問題への対処の重要性と、IR部門が考える実際のESGへの対処の重要性
との間の齟齬が解消されました。 

全てのESG問題の中で、気候変動は今日の投資家にとって最大の懸念事項のようです。特に過去
数年間で、気候変動に対する投資家の懸念は43%増加しました。それに続いて、コーポレート・ガ
バナンスや、将来同様の増加が見込まれるEUタクソノミーなどの問題が懸念されます。 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/15/sustainable-finance-council-adopts-a-unified-eu-classification-system/
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2.�地球環境に対する
ポジティブな影響

サステナビリティレポート2021

地球環境に対する 
ポジティブな影響 2

2.1 戦略と環境管理 

2.2  生物多様性と生態系の保護および回復

2.3 責任ある効率的なリソース管理

目標12.2：「天然資源の持
続可能な管理と効率的な
利用を実現する」

目標13.a：「気候変動に関
する国連枠組条約の先進
国によるコミットメントを
実行する」 

目標15.a：「生物多様性と
生態系を保全し、持続可能
な方法で利用するために、
あらゆるソースからの財源
を動員し、大幅に増やす」

2030アジェンダへの 
エクセリオの貢献
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環境の保護と配慮のバランスを取り、その活
動を発展させることは、引き続きエクセリオ
の気候戦略の重要な柱の1つです。 

それを達成するために、エクセリオは健康、安全、セ
キュリティ、および環境規程（HSSE）に基づいて環境
フットプリントを改善すべく、取り組み（イニシアチ
ブ）と計画の実施に力を注いでいます。さらに施設を
建設し運営する各国の法と環境規制を支持し、運用
に関連する全てのリスクと影響を管理し軽減するた
めの監視ツールとメカニズムを実装し、継続的な改
善の全体的な目標を設定しつつ、持続可能で透明性
のある方法で行動します。 

さらに、エクセリオが太陽光発電所を開発、建設、維
持する全ての国で、環境コーディネーターの任命を通
して環境リスクの特定を支援するために、専門の現
地コンサルタントを雇用しています。またエクセリオ
は、請負業者やオペレーターを拘束する一連の環境
要件を契約に含めています。同様に、全ての環境義務
に関連する、適用される全ての法的要件とその他の
内部要件への準拠を確保しています。  

  302-1、305-5

2.1 気候戦略 

エクセリオの気候戦略は、主に次の目標を中心に構成されています。

エネルギーセクターの 
脱炭素化に対応。

環境への影響を防止・管
理し、環境に配慮した方法
で地域社会へのコミット

メントを履行。

持続可能で効率的な資源利用を推進。

潜在的な影響を検出し、緩
和策を実施するためにエク
セリオが関係を持っているグ
ループとのコミュニケーショ
ンを促進。

環境管理システムの強化と 継続
的な改善を画策。

会社が設定した環境指標と目標を定期的に監視。

生物多様性の保護 
と自然保護対策を 

実施。

気候 
エクセリオの 

戦略
環境への影響の

予防

自然資本への配慮 持続可能な消費

脱炭素化

モニタリングと 
報告

継続的な改善

認知と透明性
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主な活動内容
2021年、エクセリオは環境への影響とリスクの特定と軽減に重点を置いた主要な手順の実施を強化しました。結果としてエク
セリオはこの年、一連の行動方針を展開しました。以下は、それらの行動方針の例です。

活動内容 この1年の実績

パートナーとの 
ネットゼロ戦略

エクセリオのネットゼロ戦略は、様々なツールと方法論を使用して、その活動とパートナーの両方を通じて改善す
べき領域を探し出し、気候変動と闘い、CO2排出量を削減して環境移行に利益をもたらすというエクセリオの強い
コミットメントを確立するものです。この点についてエクセリオは、排出量の削減、気候リスクの軽減、低炭素経済の
発展に対する組織の取り組みを第三者に示すという任務を持って生産活動を行っています。

地域社会における 
環境開発 各プロジェクトに関して、エクセリオのプロジェクトの環境への負の影響を制御することに最終的に焦点を当てて

いる環境影響評価（EIA）に詳述されている対策に加えて、エクセリオの環境への負の影響を軽減するために、追
加的な補償措置が実施されます。また2021年も、エクセリオは引き続きコミュニティ計画プログラムを実施しまし
た。これは地域社会と協力して、事業を展開している地域での潜在的な環境的影響および社会的影響を予防する
ことに全力を尽くすというエクセリオの戦略を示すものでした。このプログラムは環境に対して、またコミュニティ
や社会との関係を育むことに対してエクセリオが全力で取り組んでいる証です。このプログラムには、健康、教育、
コミュニティ、環境という4つの主要な柱があります。 

  第4章：地域社会へのコミットメントについての詳細情報

持続可能な 
モビリティの促進 エクセリオには旅行規程と、責任ある持続可能な旅行を優先する持続可能なモビリティプログラムがあり、会社

のスタッフによる全ての旅行が低炭素排出であることを保証します。さらに、気候変動との闘いにおいて従業員の
意識を高めるために、エクセリオは、プラグインカー、電動自転車、電動バイクなどの電気車両またはハイブリッド
車両の購入を希望する人々に財政的支援を提供しています。 
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2.�地球環境に対する
ポジティブな影響
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活動内容 この1年の実績

オフィスの効率化と 
持続可能性 
プロジェクト

環境への配慮はエクセリオの活動の中で最も重要であり、それはオフィスの環境への負の影響を最小限に抑える
というエクセリオの今年のコミットメントによっても証明されています。  エクセリオの職場は、従業員の幸福を改善
するように設計されているだけでなく、たとえばペットボトルやコップ、紙の使用をなくすなど、リサイクルされた持
続可能な素材の選択などの環境基準を満たしています。またエクセリオは、LED照明システムを導入して電力消費
を削減しています。

SDGsへの 
貢献計画

2021年、エクセリオは国連グローバルコンパクトの積極的なメンバーであり続け、その取り組みの10原則に合わせ
て戦略を立て、業務を行いました。持続可能性における今年のもう1つの主要なマイルストーンは、エクセリオが国
際的な「SDGアンビション」プログラムを遂行したことです。このプログラムは、17のSDGsを加速し、それを会社の
経営に統合することを目的としています。

全体的な目的は、持続可能な開発目標に基づいてビジネス戦略を策定し、100%の力で持続可能性の問題や気候
変動との闘いに取り組むことです。

データ自動化 
プラットフォーム

2021年の進歩の中でも際立っているのは、HSSEチームが導入した2つの新しいツール、ProsafetyとWorldlexで
あり、これによって労働安全衛生管理における自動化を促進しました。Prosafetyというツールは、EPC請負業者や
オペレーターなどのHSSEに関連する重要な情報の一部を、企業の手順や基準に沿って一元化し、分析できるよう
にするものです。これは、エクセリオのプロジェクトマネージャーや現場のマネージャーが実装し、監視します。2番目
のWorldlexというツールは、会社のグローバルオフィスやプロジェクトに同様に適用されるHSSE法的要件の特定
を円滑化するものです。

データ収集プロセスに使用されるプラットフォームは、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
るのに役立ち、改善のためのより効率的な手段を推進するように設計されています。 
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100%再生可能で持続可能なビジネスモデル

エクセリオが生成するエネルギーは100%再生可能で持続可能なものであり、つまりエクセリオの事業自体が温室効果ガスの排出を削減し、気候変動と闘う手段となっています。すな
わちエクセリオは本質的に持続可能性に基づいており、その戦略は、全ての専門職たちの価値観とコミットメントによって推進される長期的な成長モデルに基づいています。

さらにエクセリオは、持続可能性目標を達成するという原則に基づいて、バリューチェーンの成長を促進することに焦点を当て、ビジネスモデ
ルの一環としてサプライチェーンマネジメントを行っています。最後に、このコミットメントは持続的に価値を創造し、その事業を発展させる上
で、エクセリオとその協力者にとって最も重要な側面を確立します。以下はの例です。

1 2 3
温室効果ガスの排出の影響軽減を目的
とした、エクセリオがプロジェクトを実施

する自治体における再生可能エネルギー
と持続可能なエネルギーの使用に関す

る啓蒙。

太陽光発電の利用を促進して 
発電の主な資源とし、化石燃料

への依存を削減。

提携を可能にするパートナーシップによ
って業界の競争力を強化し、戦略を調整
し、継続的な改善を確実にし、イノベー

ションを促進。

主な活動内容

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。

電力消費と発電の管理
エクセリオは、2021年、112,185.55 kWhを消費し、自社施設で合
計1,561,688.902 kWhを発電しました。

国 消費電力（kWh） 

スペイン 69,302.20

日本 41,889.35

イタリア 9,994.00 

国 生成されたエネルギー（MWh） 

メキシコ 989,544.341

米国 290,169.739

チリ 153,652.480

ホンジュラス 80,828.737

スペイン 27,013.807

南アフリカ 20,479.799

注：報告された環境指標の範囲は、これらの国の企業オフィスに対応してお
り、太陽光発電所は含まれていません。
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温室効果ガスの排出
去年からエクセリオは、持続可能な開発のための世界経済人会議によって開発された温室効果ガスプロトコルに沿って、3つの範囲全てで
二酸化炭素排出量を測定しています。このプロトコルは会社の事業、バリューチェーン、および緩和措置からの温室効果ガス（GHG）排出量
を測定し、管理するための標準化された枠組みを確立するものです。 

このプロセスを標準化し、モニタリングするために、フットプリント計算ツールを社内で引き続き活用しています。さらにエクセリオは、この
分野でさらなる進歩を達成し、生態系への移行に決定的な貢献をするために、環境フットプリントを認定するという将来の目標を設定して
います。

回避された排出量 

スコープ１

カーボン・フットプリント（二酸化炭素排出量実績）2021

35.73 t CO2 37.14 t CO2 129,745.38 t CO2 

1. スコープ1の排出量は、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、自動車などの車両に関連する排出量は、2021年のデータが入手できなか
ったため、2022年のデータから推定しています。

2. 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。
3. 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

年度における燃料、電力、水、材料の消費量がスコープ3に含まれます。販売された製品の使用は、Quantisツールを使用して計算しました。

エクセリオは、カーボン・フットプリントの計算方法を前年に比べて改善しました。2021年にはエクセリオは、例えばスコープ3に関する連結情報の詳細を拡大
し、特に購入した商品とサービスのカテゴリーに関連するデータを昨年度の計算と比較して収集しました。これには、出張、廃棄物の発生、販売した製品の使
用などのカテゴリーも含まれます。

スコープ2 スコープ3

618.567 t CO2

回避された排出量

国 設置された総kWh

米国 290,169,739

ホンジュラス 80,828,737

チリ 163,660,864

クウェート 21,771,903

メキシコ 989,544,340
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バッテリエネルギー貯蔵システム（BESS）の品質管理手順を策定したことは、この期間、エクセリ
オが品質に取り組んできたことの更なる証となるものです。この手順は、エクセリオが事業を行う様
々な場所で従わなければならない基準を示し、プロセスが適切に実施されていることを確認するた
めに実行する必要がある様々なテストと検査について詳しく説明しています。一方では、生産プロセ
スの前と最中で検査を実施することによりソースでの品質を保証し、もう一方では一連のテストを
実施して現場で品質を管理し、システムが適切に動作して十分な性能を保証していることを確認し
ます。  

この手順には、機器の品質管理手順、検査および試験計画、予防保全計画および是正保全計画な
どのその他の仕組みも含まれ、会社のプロジェクトごとに設定した保証の順守を確保しています。 

建設前の段階で、エン
ジニアリング部門と開
発部門は、外部コンサ
ルタントのサポートを
受けて、プロジェクトが
HSSE要件に準拠して
いることを確認します。

BlueGrass（オーストラリア）、LaCruz（チ
リ）、LosLlanos（スペイン）プロジェクト
の建設関与において、プロジェクト実行
中や設置する機器の供給中に品質管理
と保証を監督。

保険、建設、O&M分野と協力して、PVプ
ラントの建設または運用のための保険
金請求および請求管理手順を策定。

サービスの品質と認定
エクセリオは、運営および維持する全ての活動と施設の品質管理を確実に実行するための一連のツールとメカニズムを備えています。この取り組みは、品質保証および管理規程によっ
て明確に示されています。これは、最高の品質基準を満たす太陽光発電プロジェクトの設計、建設、試運転、および保守に必要な全ての対策と行動を策定し、実施する責任を示していま
す。その結果、エクセリオは設備の最適な運用と、十分な顧客満足度を保証します。  

さらに、品質部門は次の対策を実施しています。 
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ISO9001 
およびISO 14001認証

これらのコミットメントを果たすために、エクセリオはISO9001規格
に準拠した品質管理システムを確立しています。このシステムは、安
全衛生管理システムおよび環境管理システムに統合されています。
またエクセリオは、2021年にAENOR監査に再度合格しています。
これは、持続的な改善に重点を置いた高品質のソリューションを提
供することで常にお客様に対して真剣に向き合っている証です。

さらにISO14001の認証を取得し、効果的な環境管理システムを
実施していることが確認できます。2021年にエクセリオは、自身の
活動に関連するリスクを管理し、そのプロセスの競争力と改善を確
かなものにすることによって、このシステムの改善に引き続き取り組
みました。

また本年、エクセリオは引き続き目標を設定し、全ての法的環境要
件への準拠を保証する特定の技術的専門知識を持つ現地パートナ
ーを通して指標を監視しました。

エクセリオは、ISO9001規格の認証のためのAENOR監査に合格して品質へのこだわりを証明しました。また
ISO14001規格の認証を取得し、環境管理に対する真剣な取り組みを示しました。これらの成果は、プロセス
を継続的に改善するためのエクセリオの絶え間ない努力を示しています。
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生物多様性の保護は、HSSEポリシーで確立された原
則に沿った、環境に対するエクセリオの取り組みの柱
の1つです。したがってエクセリオは、絶滅の危機に瀕し
ている多くの種が気候変動の問題に影響を与えること
を考慮しつつ、生態系への悪影響を最小限に抑え、生
物多様性の保全を促進することを目指しています。 

プロジェクトを適切に遂行するために、エクセリオは環境影響
評価（EIA）の必須要件を遵守しており、生物多様性を保護し、生
態系に関連する一連のグローバルな行動を策定しています。ま
たエクセリオは、生物多様性を保護し、コミュニティ計画プログ
ラムに基づく取り組みを支持しています。結果としてエクセリオ
は、施設の建設と導入に起因する生態系への潜在的な悪影響と
継続的に戦っています。

2.2    生物多様性と生態系の 
保護および回復 

  304-3

これが、生物多様性に対するエクセリオのケアと保護の取り組みであり、エクセリオは、2021年、動植物に関する法的規制に基づいて、そ
の運営のための新しい措置とコミットメントを実行しました。

環境の監視
行政機関が要求する環境条件
を確実に遵守するために、環
境コーディネーターを採用し
ました。

透明性の文化
様々な活動を行う全ての従業員
へ、環境影響評価（EIA）の内容
を伝えました。 

規制コンプライアンス
2月26日付の政令13/2013で制
定された林業に関する技術基
準に沿った、植生に関する一連
の予防措置を適用しました。

動植物に関する措置とコミットメント

エクセリオは、保護された自然地域には介入しません。しかし
ながら、エクセリオは補償および是正措置を実施します。かかる
措置は、エクセリオが任命した外部環境コーディネーターによっ
て、プロジェクトの建設、運用、および保守プロセス全体で検証
され、監視されます。 
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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。
• マイクロフォレストの植栽（ヤナギ、キョウチクトウ、タムジョブッシュウィード、セイヨウトネリコなど）。
• コントロールセンターに自然素材を使用したクラッディングを施し、景観との一体化を図ったプロジェクト。

騒音や粉塵の 
発生 • 散水による粒子状物質と粉塵の発生の制御。

• 夜間の騒音を回避するための重機の計画・時刻合わせ。 

土壌 
および 
水質への 
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。
• 景観を損なわない岩石などの既存資材を両生類シェルターや送電線区画の鳥よけ（回転標識）として再利用。

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。
•  地方自治体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。
•  両生類やその他の動物種のための自然池の設置（ロス・ラノスI、II、III、タベルナス）。
• 花粉媒介者のためのシェルター、鳥の追跡用エミッター、両生類の交通事故防止用バリア。
• 架空送電線用バードガード（回転標識）、草原の鳥の保護、爬虫類、両生類、小型哺乳類のシェルター。
• 植栽密度を高めるための草原植生と穀物モザイクの作成（ラ・ピニージャ）。
• ラ・ピニージャにおける草原の鳥のための自然の池の建設と鳥のための巣箱の配置。
• 植物相保全のための土地管理協定など。

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。
• 必要な必要事項を満たし、必要な地域で社会的調査を実施。
• 事前に当該地域を分析し、関心の高い考古学的遺跡の存在を確認。

エクセリオは、スペイン南東部のチョウゲン
ボウの個体数を回復するために、この契約
に署名しました。この行動は、エクセリオのコ
ミュニティ計画プログラムの枠組みの中で
行われたもので、エクセリオが事業を展開す
る地域の環境を尊重するという価値観への
コミットメントを更に強固にしました。

この作業は今後3年間行われ、気候の非常
事態から派生する大規模なプロセスにおい
て、生物種とその生息地への影響を軽減する
ことを目的としています。

2021年にエクセリオは、GREFA（Group 
for the Rehabilitation of Native 
Fauna and their Habitat）と革新的な
協力契約を締結しました。

発電所の建設、運用、保全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統制の仕組みが利用可能です。

生物種の保護
エクセリオの活動に影響を与
える可能性があるエストレマ 
ドゥーラまたはスペインの絶
滅危惧種カタログで絶滅危惧
種として挙げられている種を検出するため
の手順を実行しました。
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排出量と燃料消費量を削減するた
めに、様々な機械や車両のルートと
道路を最適化する輸送計画の起草。

2.3    責任ある効率的なリソース管理
  301-1、303-5、306-1、306-3

エクセリオのリソース管理へのアプローチは、法的要件の遵守に加えて、天然資源を持続可能的かつ効率的に、責任を持って使用することを目的とするHSSEポリシーに 
基づいています。 

 チリの場合、鋼鉄、シリコン、アルミ、またはビスコ
ファイトなど、使用される主な材料の消費を最
適化するために、建設・運用・保守マニュアルに
要件を導入。

さらに各プロジェクトは、スタッフ間で適切に認識されるようにし、リソースの持続可能な使用を促進する優良事例を保証するために、環境コーディネーターが継続的にモニタリングします。 

2021年にエクセリオは、天然資源の大幅な削減と責任ある利用を実現するための施策の開発と定着に向け、オフィスと現場の両方で環境側面の特定を継続しました。この点についてエクセリオは、建設、運用、保守活
動に由来する消費の統制メカニズムを実施しています。以下はその例です。

 既存の資源を枯渇させないように、
責任ある水の消費を促進し、代替の
認可された水源の使用を奨励。

100%リサイクル可能な素材から作られたボトルさらに、循環性を促進するためにエクセリ
オはAUARAと提携し、使用するペットボト
ルを再生利用する取り組みを行っています。
この取り組みにより、エクセリオは、以下の
ものを手に入れました。 148

キロのプラスチックを再
利用

246
リットルのオイルを
節約

6,451   
個のペットボトルをリサ
イクル
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エクセリオの主な資材消費は、建設活動に関連するもので、鉄鋼、シリコン、
アルミニウム、ビスコファイト、その他プロジェクトに由来する天然原材料が
含まれています。この点については今年、スペインとチリで実施されたプロジ
ェクトで、土、岩石、採石場の骨材など、合計13,373トンの天然素材が消費さ
れました。 

さらに2021年の水の消費量は73,398.66 m3で、次のように分布しています。

2021年の目的別の水の消費量は次のとおりです。 

国 水の消費量（m³）

日本 7.68

スペイン 2,376.41

オーストラリア 6,019.32

メキシコ 4,694.70

チリ 59,974

ホンジュラス 325.36

目的 水の消費量（m³）

非飲用灌漑用水 10,671.75

非飲用衛生水 3,000.29

内部消費 59,725.62

持続可能な消費対策
組織のプロセスを変革する枠組みの中で、エクセリオは、リサイクル可能で持続可能な方法で調達された材料を選択する
ために、たゆまぬ努力を続けています。たとえば2021年の行動の中で、全ての従業員が再利用可能なガラス瓶を使用でき
るようにし、オフィスにペーパーレスポリシーを導入する決定を下しました。 

さらに、施設にはLED照明と人感センサーが取り付けられており、電力消費を削減し、より良い照明を提供しています。ま
た空調制御装置と省エネモードにより、適切なエネルギー効率が確保されます。 
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廃棄物の管理と転換

エクセリオは、事業で使用する素材の循環型モデルを実現するために、廃棄物の管理と
削減に力を注いでいます。エクセリオは一連のガイドラインを確立し、発生する廃棄物を
有害か無害かを問わず適切に管理し、またこれらのガイドラインを従業員とパートナー
の両方に適用しています。これらの材料の処理は、工場とオフィスの両方で、スペインで承
認された外部の廃棄物管理者によって行われており、環境保護が保証されています。

またエクセリオは、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策定し
ています。この点については、以下の施策に取り組んでいます。 

 不良ソーラーパネルのリサイクル。エクセリオは今年、これらのパネルから
37.25トンのアルミ、鉄鋼、その他の電子材料をリサイクルしました。

 非営利団体への寄付を通して、電気・電子機器の廃棄物を削減し、耐用年数
を延長。

この種の措置に関して、会社のスタッフとそのパートナーの間での認識の向
上。 

上記以外の廃棄物の適正管理。

さらにエクセリオは、事業を行っているオフィスや工場でリサイクルされる主な種類の廃
棄物のモニタリングを開始しました。

1

2

3

4

2021年には63,947.59トンの廃棄物が発生しましたが、そのうち98.39%が 
非危険物でした。

危険物および非危険物の廃棄物（トン）

0.51 非危険物の廃棄物

  液体衛生廃棄物（m3）         
  廃棄物の剪定と除去（トン）         
  有機廃棄物         
   建設および 

解体廃棄物         
  木くず（トン）
   紙と段ボールの廃棄物       
   スクラップ（銅、鉄、鋼、アルミなど）         
   プラスチックおよび汚染されていない容器の
廃棄物（トン）  

  シリコンを使用したソーラーパネル

有害廃棄物

  使用済み油（m3）
  汚染された土（トン）
  汚染された吸収剤
  使用済みエアロゾル
  電池と蓄電池
  電解槽
  汚染された包装材

有害廃棄物
1.61%

80.40

0.83
0.66

0.18
0.15

1.34

10.29

5.64

非
危険物の廃棄物98.39%

リサイクル廃棄物 単位 2021年の量

紙と段ボール トン 360.32

プラスチック廃棄物 トン 3.12

木くず トン 24
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エクセリオは、その運用モデル上、排水を出しません。しかし、エクセリ
オは関連する環境影響評価（EIA）の認可に指定されているとおりに
水処理を管理しています。プロジェクトでは該当する場合、化学ピット
や浴槽からの水は、適切な処理と廃棄を確実に実行するため、権限を
与えられた管理者が回収します。 

エクセリオでは、オフィスで発生する廃棄物についても管理しており、
その主な内容は以下のとおりです。

林業廃棄物の利用

エクセリオは、自身が発生させる廃棄物の主な発生
源として、建設段階での林業作業を特定しています。
ほとんどの場合、再植林と開墾からの廃棄物は、土
壌生産性を高めるための補助有機物として土壌に
戻されます。 

廃棄物の使用できない部分を処理し管理するため
に、エクセリオは廃棄物を除去し、様々な目的に再
利用する責任を負う、認可された廃棄物管理者を雇
っています。さらに、エクセリオが実施する全てのプ
ロジェクトには環境管理計画があり、これには施行
されている地方の法令に従って廃棄物管理セクショ
ンが含まれています。 

オフィスで発生する廃棄物  合計 

紙（トン） 3.63

廃電気機器・廃電子機器（トン） 0.67

蛍光灯（トン） 0.01

電池（トン） 0.07

トナー（トン） 0.20

再植林と開墾からの廃棄物は、土壌生産性を高めるための補助有機物として土壌
に戻されます。
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3 常に最前線に
いる人々

3.1 従業員の健康、安全、幸福

3.2  内部のコミュニケーション

3.3   人材の開発・育成

3.4  ダイバーシティ、インクルージョン、平等性

目標10.3：「機会均等を確保し、結果の
不平等を減らす」

2030アジェンダへのエクセリオの貢献

目標5.5：「政治、経済、公的生活のあら
ゆるレベルの意思決定において、女性
の完全かつ効果的な参加とリーダーシ
ップのための平等な機会を確保する」 

目標8.5：「若者や障害者を含む全ての
女性と男性のための完全で生産的な雇
用とディーセント・ワーク、および同一価
値労働に対する同一賃金を実現する」

目標16.b：「持続可能な開発のため
の差別のない法律と政策を促進し、
実行する」
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エクセリオの取り組みの詳細について
は、リンクをクリックしてください 

エクセリオは確かな文化を持つ企業
であり、その価値観は組織の一部で
ある全ての人々に伝えられます。人々
および文化（People&Culture）部門
は、より持続可能な現実に向けて会
社の進化を牽引する、基本的な柱の
1つです。    

2030アジェンダが人と文化に関わるプロセ
スにもたらす観点に基づき、エクセリオは
課題を特定し、社会的影響を評価し、人材
を惹き付けるための出発点として2030ア
ジェンダを採用しています。したがってエク
セリオは、再生可能エネルギーが極めて重
要な役割を果たす持続可能な未来を保証
するという目的を達成するために、最も優
秀な専門家を惹き付けることができる標準
的で刺激的な企業として自社を位置づけ
ています。  

この点、エクセリオの人々および文化チー
ムは、その目的と従業員との距離の近さか
ら、専門職のライフサイクルの各段階を育
成し、サステナビリティ戦略の重要な推進力
となっています。

責任
従業員がベストを尽くして組織の発展に貢献
し、常に責任ある行動と意思決定を行う能力
を理解する。 

完全性
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
責任を負う。

ダイバーシティとチームワーク
最高の仕事をすることができ、ありのままの
自分が受け入れられていると感じ、成長し、チ
ームや会社全体の目標達成に貢献するのに
役立つフィードバックを常に受け取り、安心し
て働ける職場をつくる。 

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、期待を明確にする。  

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する。

エクセリオの価値観

https://www.x-elio.com/people-and-culture/
https://www.x-elio.com/people-and-culture/
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3.1    従業員の健康、安全、幸福
  403-1、403-2、403-3、403-4、403-5、403-6、403-7、403-8、403-9

従業員の安全衛生確保は、専門職たちの幸福の促進に向けたエクセリオのコミットメントを実行し、リスクの高い事故を
ゼロにするという目標を達成するための基本事項です。エクセリオは、従業員の安全衛生に適用される全ての法的および
その他の内部要件を遵守し、事業を展開する国で最適な労働条件を提供するように努力しています。

そのためエクセリオは、安全衛生に関する
問題を十分に認識しています。エクセリオ
は、制御、保護、軽減、およびサポート障壁
の適用を通じてリスクを適切に特定し制御
することで、リスクが現実化した場合でも
影響を最小限に抑えらるように、このレベ
ルのコミットメントを維持するように日々
努力しています。

エクセリオの目標は、従業員の安全衛生の観点から、管理体制を適切かつ包括的にカバーするために、会社
の主要な手順の実施を強化することです。

• エクセリオは、全ての施設で事故を防ぐ安
全衛生状態を提供するため、HSSEポリシー
を通して予防文化を推進しています。 

• このポリシーは、安全衛生に関連して、従
業員、請負業者、一般市民を保護するとい
うエクセリオのコミットメントを明確にする
ものです。

• エクセリオは、統合管理システムにおいて、
事故報告および調査に関する具体的な手
順も定めています。

HSSEポリシーの詳細については、リンクを
クリックしてください

https://www.x-elio.com/wp-content/uploads/2022/09/XEE-01-HS-PLY-01-Rev-0-Sp-Politica-HSSE_-1.pdf
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2021年の主なHSSEアクション
今年、エクセリオは、組織における意思決定の適切な統合を図りながら、事故防止などの主要な行動ラインに関するツールを提供するために、安全衛生の戦略を修正しました。

安全衛生に関して、今年達成された最も重要なマイルストー
ンとしては、以下が挙げられます。

ISO45001認証の維持と、健全な企業モデルのSIGOS
および認証基準への適合。

エクセリオの新型コロナウイルス感染症プロトコルの
認証と維持。

安全衛生の問題に関する適切な認識とコンプライアン
スを確保するため、エクセリオの社内外を問わず全て
のステークホルダーの意識を高めたこと。

安全衛生、および従業員の保護に関する法的要件をよ
り適切に特定および検証するために、新しいツールを
実装したこと。

2021年にエクセリオは、AENOR 
ISO45001規格への認証への道を歩み
続けました。これは組織の全てのレベル
で予防戦略を統合し、健康、安全、幸福
の管理を改善し、プロセスの効率を明確
に示すためのツールです。

従業員の安全衛生に対するエクセリオの取り組みの詳細につい
ては、リンクをクリックしてください

主な活動内容

各職務内容のための安全衛生に関連した
特定の役割と責任の定義。これらの役割
は、HSSEの役割と責任ハンドブックで明確
に定められています。

この機器を必要とする全てのポストに
PPEが確実に提供されるように、内部管
理体制の中でPPE管理手順が確立され
ました。

会社の戦略的計画に含まれる行動の確
立と定期的なモニタリング。

会社の原則と価値観に従って労働安全戦略
を強化することを目的とした、世界有数のコ
ンサルティング会社との提携。

https://www.x-elio.com/es/hsse/
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オフィスとプロジェクトの現場の両方での職務
内容に固有のリスクの特定と評価。

安全衛生に対する全方位アプローチ 

エクセリオの安全衛生への取り組みは、協力している全ての企業と国にま
で及びます。そのためエクセリオの管理システムには、全体的なパフォーマ
ンスに影響を与える可能性のある安全衛生基準からの潜在的な逸脱を検
出し、プロジェクトの初期段階で、請負業者の管理システムとエクセリオの
管理システムとの整合性の程度を分析できるようにする、特定の請負業者
管理手順を含んでいます。 

さらに、有効な法律を遵守していることを検証する目的で、エクセリオは
必要な安全基準を確実に満たすべく、建設工事の最中の労働安全衛生に
関して独立した第三者と協力しています。同時に、外部の監督者が、プロ
ジェクトの建設のために指定された請負業者のチームを監視します。各プ
ロジェクトの安全衛生コーディネーター/スーパバイザーの選定は、マドリ
ッドにある「企業の安全衛生（Corporate Health and Safety）」部が担当し
ています。

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治安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

エクセリオはまた、リスクを排除または最小化するための予防措置を提案することを目的として、リスクを評価し、予防活動を計画す
る予防サービスを外部委託しています。この会社が提供するサービスは次のとおりです。

リスクを排除または最小化するための予防と緊
急措置の確立。

機密性の高いスタッフがそのポストに就く際の
潜在的な制約の特定。

職場に由来するリスクの特定と評価。

このようにエクセリオは、業務の中で結果的に制御不能なエネルギー放出が発生しないように、その可能性を最小限に抑えていま
す。またエクセリオは、予防活動を計画して追跡するために、多くの従業員相談およびエンゲージメントプロセスを使用しています。

海外の労働者をカバーするサービス
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安全衛生に関する研修
エクセリオは、作業環境における安全衛生を維持する目的で、従業員が管理システムの改善に関与できるようにするため、
研修計画を策定しています。この点について2021年に、エクセリオは直接的に意識を高めるために、またHSSEに関する会
社のガイドラインと期待事項を全員が確実に理解できるようにするために、全スタッフに対して様々な研修を行いました。

プロセスの更新と改善に対してエクセリオが真剣に取り組んでいる証として、今年エク
セリオでは、チームの継続的な改善を推進する一環として、LaMudarra（バリャドリッ
ド）で、エクセリオの新しいHSSE管理システムについてHSSEおよびO&Mチームが研
修を受けました。 

さらに海外旅行が必要な従業員に対して、「Safety goes too」というタイトルの、旅行の
ための安全衛生に関する推奨事項が記載されたハンドブックを提供しました。

100% 20%
従業員 従業員

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

緊急事態の管理 

応急手当

除細動器の使用方法

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 

エクセリオが従業員の幸福に関心を持っていることは、安全衛生
に関する研修計画を見れば明らかです。
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インシデントの報告と調査
エクセリオの主な取り組みの1つは、運用上の安全性に関連するリ
スク、インシデント、または潜在的な脅威を排除または最小限に抑
えるために、危険を適切に特定し、障壁を設定することです。このコ
ミットメントを確実に果たすために、エクセリオは労働者、公衆また
は運営のメンバーの安全衛生を危険に曝す行為や、環境、第三者、
または会社のイメージと評判を損なう行為を回避し、リスクの高い
インシデントをゼロにするという目標を達成するために、全てのレベ
ルで適用可能な行動基準を定義しています。 

インシデントの調査に関して、エクセリオはインシデントの原因を分
析し、再発を防ぐために必要な措置を講じながら、これらの調査の
効率を高める措置を実施するよう努力しています。 

危険を特定するための主な仕組み

安全衛生方針に関する指標

2021年にエクセリオの請負業者から報告された、病気休暇につながる事故は合計3件（7件だった前年度より減少）で、職
業性疾病、死亡、重大な影響を及ぼす事故は記録されていません。特筆すべきは、事故に関する数値がプロジェクトの請
負業者から毎月報告されていることです。

エクセリオ自身の従業員に関しては、事故、重傷、死亡事故または労災関連の死亡は記録されていません。

2021年には、危険度の高いイン
シデントはゼロであり、業務関連
の負傷による休業日数はゼロで
した。

予防安全に関する観察事項を報告し、全従業員が
アクセスできる特定のソフトウェアを使って伝達す
ることで、従業員の意識を高めるための具体的な
手順を設けています。

ソフトウェアまたは電子メールによりHSSE部門へ
インシデントの通知とモニタリングを行い、また安
全衛生に関連するアイデア、改善案、代替ソリュー
ションを受け取るための提案インボックスを立ち上
げ ました。
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ケアと幸福 

エクセリオの人々および文化（People&Culture）部門は、チームにポ
ジティブで質の高い影響を与えるプロジェクトの開発に取り組み、彼
らの個人的・職業的な成長を促進し、全ての人たちの健康と幸福を育
むための行動を考案しています。「最前線の人達」は、実行される全て
のプロジェクトで取られるアプローチです。

この取り組みの一環として、エクセリオは、HealthyX-ELIOプログラ
ムを考案しました。これは、グローバルに展開されており、取り組みと
プロジェクトの年間カレンダーの形をとっています。  チームのメンバー
の生活の質、健康、感情的な幸福を高めるためだけではなく、社会的
および連帯に基づくプロジェクトを推進するための活動が絶えず開
始されています。 

エクセリオの健全組織方針の実施によっ
て具現化されるように、エクセリオは健康
的なライフスタイル、文化、労働習慣の促
進に堅実に取り組んでおり、同方針は栄
養、スポーツ、感情的な幸福、連帯感といっ
た柱に基づいています。

2021年には、数多くの活動やプロジェクトが実施され、今年の基軸は感情面での幸福でした。ハイブリッ
ドリモートワーク制度などの施策を展開するほか、感情的な幸福と精神的健康を育むために他の行動も
起こし、これらの考慮事項を、エクセリオの持続可能経営の重要な側面として確固たるものにしました。

以下は、エクセリオが2021年に設定した主な目標の一部と、それらを達成するための活動です。

身体的および感情的
な健康と幸福の改善

従業員との社内コミュニ
ケーションを推進する

従業員を社会活動に直
接参加させる

目的
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2021年の職場でのケアと幸福に関する取り組み

取り組み

• 栄養ワークショップ 

• より多くの果物 

• ロックンロール・レース 

• パデル大会

• 女子レース 

• 企業競争 

• ヨガクラス 

• エクセリオの統合会議 

• 人間工学ワークショップ 

• 心理学ワークショップ

具体的な改善
  食べ物

エクセリオは、従業員の
健康を守るためには、バ
ランスの取れた健康的な
食生活を促進する行動が
重要であると考えていま
す。そのため週に2日、従
業員に果物を提供し、栄
養情報のワークショップ
も行っています。 

  身体的幸福

エクセリオは、ワークショ
ップ、大会、スポーツイベ
ントへの参加を通じて、
従業員の健康的な習慣と
してのスポーツを促進し
ています。エクセリオにと
ってこれらの行動は、健
康的な活動の実践に貢
献するだけでなく、チーム
精神を育んでいます。 

  精神的幸福

エクセリオは、従業員の
身体的幸福だけでなく、
精神的幸福にも配慮して
います。したがって、ヨガ
のクラスに加えて心のワ
ークショップも提供して
います。

  社会的関係

エクセリオは、従業員一人ひとりの
幸福を大切にするだけでなく、従業
員間の社会的関係を築くことの重要
性を認識し、それを育むことを目指
しています。新型コロナウイルス感染
症の封鎖後に開催されたエクセリオ
統合会議は、その証です。エクセリオ
の従業員は、施行されている健康プ
ロトコルと規制を完全に遵守しつつ、
野外活動の1日で同僚と再会するこ
とができました。  

カテゴリ 
健康

2021年の職場における社会貢献活動の取り組み

取り組み

• クリスマスチャリテー
抽選会 

• 連帯の木 

• マドリッドフードバン
クとのキャンペーン   

• スペイン赤十字社と
のボランティア活動 

• 複数の会社のための
連帯パデル大会

具体的な改善

カテゴリ 
コミュニティ

  連帯の取り組み 

エクセリオは、従業員の幸福に配慮するだけではなく、自身が事業を展開
する地域の地域社会にも配慮しています。そのため、年間を通して、地域社
会への積極的な貢献と地域環境に配慮した連帯活動を実施しています。  
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2021年、エクセリオはSIGOS健康企業認定（Healthy 
Organisation Certification）を取得し、従業員の心身の
健康に貢献する企業であることを証明しました。これに関
して、エクセリオはSIGOS認定から派生する行動を起こす
とともに、従業員が実行した活動を評価し、好みに応じて
新しい行動を提案できるように、特定のアンケートを従業
員に送信しています。

エクセリオのSIGOS認定取得

またエクセリオは、AENORによって責任ある組織
として認定されており、従業員が健康で、やる気を
持ち、会社に属していることを誇りに思えるよう、
全力で取り組んでいることを証明しています。

AENOR認定 - 
責任ある組織

2021年の職場における環境分野の取り組み

取り組み

• ペーパーレスオフィス 

• プラスチックフリーの 
取り組み

• 持続可能なモビリティ 
プログラム  

具体的な改善

カテゴリ 
環境

  環境への負の影響  

エクセリオにとって、環境への配慮と保護は最優先事項です。そのためエクセリオは、環境への負の影響と二酸
化炭素排出量を削減し、持続可能なライフスタイルを促進するよう行動することの重要性を、従業員に伝えた
いと考えています。  
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3.2   内部のコミュニケーション 
優れたコミュニケーションの力を高める取り組みの一貫として、エク
セリオは社内のあらゆるレベルのコミュニケーションと忠誠のための
戦略を構築しました。これは、会社が想定するリーダーシップモデルを
拡大しながら、共通の文化を育み、雇用者ブランドとしての価値を生
み出し、組織と従業員との間の関係を堅固にするものです。 

過去数年間に起こった継続的な変化と出来事により、会社は変革しま
した。デジタル化の進展、作業モデルの変化、および雇用される専門
職の人数の増加によって、社内コミュニケーションが変化の原動力と
なり、会社とそのチームとの間のつながりとなりました。 

2021年のエクセリオの戦略は、適切なチャネル
とツールを使用して、様々な内部オーディエン
ス間の適切なコミュニケーションを確保しなが
ら、会社の様々なチームや分野の機会とニーズ
を特定することによって、社内コミュニケーショ
ン計画を実施することでした。

2021年の職場における企業文化のための取り組み

取り組み

• ブラウンバッグ 

• リーダーとの朝食

• ニュースレター

• エクセリオのクリスマスイベント

• エクセリオの春のパーティー

• リーダーとのアゴラセッション

• オールハンズミーティング 

具体的な改善

  コミュニケーション  

エクセリオの取り組みの1つは、従業員間のコミュニケーションの
向上に貢献する行動を起こすことです。そのため、役職や職種に関
係なく、従業員同士の会話を促す活動を企画しています。

  内部研修 

従業員同士の関係を育むというエクセリオの決意は、全ての
従業員が同僚から学ぶ機会を持つという研修活動において
も見ることができます。 

カテゴリ 
ビジネス文化
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3.3   人材の開発・育成 
エクセリオにとって、人は会社活動
の中心です。したがって人材の管理
と開発は、より持続可能な仕事の枠
組みに向けたエクセリオの進歩の原
動力であることに加えて、成功の鍵
そのものであり、戦略における基本
的な価値でもあります。

この目標を達成するために、エクセリオは、
従業員を専門職としてだけではなく、将来
のリーダーとして育てるためにも、従業員
に力を与えることを目的とした研修方針、
研修手順、研修プログラムを備えています。 

従業員エクスペリエンスの監督、管理、最
適化をサポートする安全な作業スペース
を作ることは、会社のDNAに最も深く根ざ
したアイデアの1つです。そのため、人々お
よび文化（People&Culture）部門は、エク
セリオの全ての従業員との関係を強化し、
緊密な関係を築くことに常に取り組んで
います。 

その考えに基づいたエクセリオの人材管理は、以下を軸
とした組織文化に根ざしています。

最高の人材に投資する：エクセリオは最高の人材を擁し
ており、従業員が会社の目標とそれを表す価値観に全力
で取り組んでいるという希望と誇りを持って業務を営んで
います。

倫理的な経営原則を適用する：エクセリオは、このスチュ
ワードシップを特定し、改善に共に取り組みながら、機会
均等と能力主義を保証するプロセスと方針を確立してい
ます。  

違いを生み出す：従業員の生活と社会にプラスの影響を
与えることを目指しながら、差別化を図ります。これを達成
するために、エクセリオはワークショップやコースを開催
し、チーム研修に取り組んでいます。また柔軟な勤務時間
ポリシーを通して、適切なワークライフバランスを実現する
という明確な取り組みも行っています。  

成長と発展：エクセリオは、従業員が自分自身で成長し、
会社も成長させることができるように、様々なツールと方
法論を利用できるようにしています。  
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質の高い雇用への取り組み
エクセリオは、有能な専門職を惹きつけ、育成し、定着させるために継続的に投資していま
す。エクセリオの取り組みは、質の高い雇用を保証するだけではありません。エクセリオは、
最高の人材を管理することでエネルギー部門のトランスフォーメーションをリードするため
のロードマップを確立しました。

この点に関してエクセリオは、毎年恒例の演習を実施して、目的を定義し、分析しています。
この分析により、外部の人材を取り入れる必要性と、各部門の組織の一部をすでに形成して
いる人々の研修要件を特定します。 

人材獲得部門は、社内で確立されたプロセスと手順に基づいた内部クライアントケアの方
法論に従って、経営陣と直接連携します。これら全てに加えてエクセリオは、会社とその価値
理念を知らせるために、フォーラム、会議、大学やビジネススクールとの協定、雇用主ブラン
ドに関する発表に参加して、最高の人材を惹きつけます。

さらに、エクセリオの専門職の国際ネットワークの能力を活用して国境を越えた協力を行
い、国際舞台でのリスクの特定と、様々な機会の掌握に役立てています。 

最後に2021年の、若い人材の労働市場への機会と参入を促進することを目的とした、メキ
シコのInstituto Tecnológico Superior de Peroteとの提携は、特筆に値します。この合
意の結果、再生可能エネルギー工学の学生は、ベラクルス州ペロテにあるエクセリオの太
陽光発電施設で知識を習得し、太陽光発電所の正しい運用に必要な作業について直接学
ぶ機会を得るでしょう。

エクセリオのチーム

2021年末時点で、エクセリオのチームは217人の専門職、95人の女性、122人の男性で構成されていました。
優秀な人材を従業員に採用するというエクセリオのコミットメントを証明するように、2022年には50人を超
える新規採用者を雇用しました。

人々および文化（People&Culture）分野の主な目的の1つは、機会均等で最高の人材を特定し、惹きつけるこ
とです。エクセリオは、質の高い仕事へのアクセスだけでなく、組織内の能力開発においても女性の人材を昇
進させ、督励し、男女間の平等を実現し、維持するために毎年努力しています。そのたゆまぬ努力の成果の事
例が米国のエクセリオであり、2021年には新入社員の80%が女性でした。 

  401-1、401-2、401-3、405-1

全スタッフの性別分布 2021

男性
従業員 122

比率 56.22

女性
従業員 95

比率 43.78

合計 従業員 217

総労働力の年齢層別内訳 2021

30年未満 37

30年以上、50年以下 151

50年超 29

合計 217
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パフォーマンス・レビュー

エクセリオは、従業員のパフォーマンスを適切に評価するため
のツールを設計し実施しており、進捗状況をリアルタイムで追
跡し、継続的なフィードバックを受け取ることができるプラット
フォームを備えています。  

したがってエクセリオは、定期的に従業員のパフォーマンスを
レビューします。この評価は、会社のマネージャーが組織のメン
バーを評価し、彼らのパフォーマンス、経験、専門知識、成長可
能性、開発ニーズ、文化への統合を計測するプロセスです。この
社内人材のレビューにより、次のことが可能になります。 

• 後継者計画を作成し、満たされていないニーズを特定する。

• パフォーマンスレビューをより客観的にする。

• 組織内の人材を特定する。

• 忠誠心を強化するための手段を特定する。

• 会社の各メンバーのキャリアパスを継続的に監視し、開発を
サポートする。

人材グリッドと呼ばれるこのレビューには、様々な
段階があります。 

• 管理職は、従業員のパフォーマンス、可能性、および文化と
の整合性を評価し、その結果を経営陣のメンバーと共有し
ます。

• この評価の後、各従業員をマトリックスに配置し、後継者育
成計画と行動計画を策定します。年俸の見直しは、この演
習の結果となります。

• 1月には、個人の目標が設定されます。これらはマネージャ
ーと従業員の間で合意され、SMART目標と呼ばれます。こ
れらの目標は、進捗状況を共有し、必要に応じて目標を修
正できるように、四半期ごとにモニタリングされます。 

これらのプロセスは能力主義を促進し、エクセリオの社内人
材育成の基礎を築きます。 
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研修と専門能力の開発 
  404-1、404-2

エクセリオは、従業員の個々のニーズに応じて研修と意識向
上プログラムを開発し、組織が直面する課題に対応することを
目的として、従業員の専門能力開発を推進し育成します。 

この目的のために、エクセリオの特徴である学際的な観点か
ら、研修プロセスに2つの角度でアプローチします。

• 職場での技術的専門性と知識のアップデート

• 技能研修による従業員の開発と成長

従業員のスキル、適性、および潜在的なニーズを適切に分析す
るために、エクセリオは人材レビューと呼ばれる技能開発プラ
ンを作成しました。これは、人々および文化（People&Culture）
チームのビジネスパートナーがマネージャーと一緒に従業員
のパフォーマンスを評価するプロセスであり、その結果、とりわ
け各従業員の専門能力開発と成長を促進するための研修の
必要性が特定されます。

さらにエクセリオの企業文化の価値を促進するために、2021
年、従業員に関するエクセリオのコミットメントと期待を伝え
る一連の取り組みが並行して実施されました。その中で特筆
すべきものは、以下のとおりです。

オンボーディングプログラム

新入社員を会社の価値観や文化に慣れさ
せるために、エクセリオでは新入社員向け
のオンボーディングプログラムを実施して
います。このプログラムでは、組織内で職務
を遂行するために必要な安全衛生、コンプ
ライアンス、およびその他の問題に関する
知識を提供します。またエクセリオはバディ
プログラムも企画・実施しています。このプ
ログラムはチーム間の交流を促進し、会社
の文化とプロセスに関する知識を深めるこ
とを目的とし、22人の新入社員が会社のメ
ンバーから指導を受けました。

ブラウンバッグ・セッション

これは、エクセリオの従業員が自発
的に同僚達に提供するエキスパート
研修セッションです。この取り組みの
目的は、財務やプロジェクト開発に
おける持続可能性の優良事例など、
あらゆる種類の分野に関する知識の
交換を従業員に奨励することです。 

研修：技術、言語、および新しい
作業方法

言語学習プランには、各学習者に合
わせた様々な単位が含まれており、
主要な国際基準の枠組みに沿って
います。2021年には、合計97人の従
業員がオンラインの英語研修を受
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。

2020 2021

研修時間の 
合計 6,420 7,784
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3.4   ダイバーシティ、インクルージョン、平等性 

2021年、エクセリオはダイバーシティとインク
ルージョンへの取り組みの構築を継続し、労働
者の権利が尊重されるようにし、全ての専門職
の権限付与を促進する信頼の環境を育んでい
ます。エクセリオは、全ての専門職の間での平
等な待遇に関連するリスクを管理し、平等の文
化と責任の共有を強化することを目的とした
具体的な行動を明確にしています。

この目的のために、エクセリオはプロセスと方針を策定
し、ダイバーシティとインクルージョン、従業員の福利厚
生、研修、採用、昇進、人材育成への取り組みを強化す
る行動を推進しています。 

人材は最も貴重なリソースの1つであり、そのためエク
セリオは、あらゆる形でダイバーシティを促進するよう
努めています。これを達成するためにエクセリオは、ダイ
バーシティと社会的なインクルージョンに関して具体的
な目標を設定しました。 

ダイバーシティと 
インクルージョンに関する 
社内行動

以下は、2021年に社内で実施された最も注目すべき行動の一部です。

ダイバーシティとインクルージョン委員会の設立。その目的
は、男女間の賃金格差を縮小することに加え、会社を構成する
様々なグループの代表者を確保することです。この委員会は、
ダイバーシティとインクルージョンにおけるエクセリオの進捗
状況を報告し、確立された目標の達成を目的とした行動計画
と新しい取り組みを策定するために、定期的に会議を開催し
ます。  

ダイバーシティとインクルージョンの目標を経営陣の変動報
酬に結び付けています。これは、エクセリオにとってのこれらの
目標の重要性と、それらを達成するための揺るぎないコミット
メントを示しています。 

これらに加えてエクセリオは、内部コミュニケーションの普及、ソーシ
ャルネットワークでの投稿の公開、新しい取り組みの提案のための対
話のためのスペースの作成、または障害者の職場への編入など、ダイ
バーシティとインクルージョンへの真剣な取り組みを示す他の行動も
実行しています。 
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平等性プラン 
2021年、世界全体で見て、エクセリオの従業員の44%が
女性で、56%が男性でした。これは、2020年と比較して女
性の人数が3%増加したことを意味します。これは、男性
と女性の機会均等を促進するというエクセリオの取り組
みを反映したものです。しかしエクセリオは、組織の全て
のレベル、特に経営・管理組織において、会社の目標値に
到達するにはまだ改善の余地があると考えています。も
う1つの重要な進歩は、管理職に占める女性の割合で、今
年は45%でした。加えて、注目すべきは、男女間の賃金格
差が前年に比べて6%縮小したことです。

エクセリオは現在、男女間の実質的な平等を保証し、労
働力の平等を管理するための改善機会を明確化すること
を目的とした平等性プランを策定中です。このプランに加
えてエクセリオは、組織のあらゆるレベルでのワークライ
フバランス、昇進、表彰の機会に関して、一連の包括的な
対策を明確にすることを提案しています。

2021年にエクセリオは、倫理・企業行動規範を更新しました。同規範は、職場での差別や嫌がら
せなどのあらゆる行為に関して、エクセリオのゼロトレランス原則を正式に定めています。

エクセリオは、人種、性別、民族、年齢、教育、障害に
関係なく、平等に公開される全ての選考プロセスへ
の登録を奨励しています。 

エクセリオの選考プロセスに参加する人は誰でも、
履歴書と経験、および部門の役割とニーズへの適
合性に基づく客観的な基準にしたがって評価され
ます。  

そのためエクセリオは、以下を通して、選択プロセ
スにおける混合パイプラインを保証します。

• フォームと技術的根拠の活用

• 履歴書と過去の経験のみの評価ではなく、採用
における重要な技能の評価の重視

• ダイバーシティとインクルージョンを重視する人
材紹介会社との提携

雇用機会への平等なチャンス ダイバーシティを拡大するため
のパートナーシップ 
エクセリオは今年、ダイバーシテ
ィとインクルージョンのイニシア
チブに参加し、機会均等への取
り組みを強化しています。例え
ば、アラレス財団との協力をもう
1年間延長することによって、ワークライフバランスと責任の共有、障害者
の職場への編入、平等と差別との戦い、そしてお年寄りのサポートという
4つの活動分野を通じて、人々の生活の質を向上させることに焦点を当て
ました。

2021年にエクセリオは、ダウン症の人々が
個々の自律性を達成できるよう支援するこ
とを使命とする非営利団体、ダウンマドリー
ドと協力契約を結びました。この契約の目
的は、知的障害のある人々の生活の質を
向上させることを目的とした全ての活動を
推進し、実行することです。この提携により、
エクセリオはステラ人材派遣サービスで訓練を受けた知的障害
者を雇用し、編入の経験の成果を広めることに取り組んできま
した。

ダウンマドリードの協力契約

詳細な情報 

https://www.x-elio.com/X-ELIO-signs-a-collaboration-agreement-with-down-madrid/
https://www.x-elio.com/X-ELIO-signs-a-collaboration-agreement-with-down-madrid/
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さらに特に2021年、エクセリオ・チリは、チリでSTEMを主題とする女性向け研修を推進するために、チリ再生
可能エネルギーおよび貯蔵協会（ACERA）、ならびに男女共同参画、ダイバーシティ、インクルージョンのため
のネットワーク（REDEG）と提携しました。この取り組みはコミュニティ計画プログラムの傘下にあり、環境、教
育、健康、地域社会の柱に基づいて、エクセリオが活動する地域社会の社会経済的発展のための国際的なコ
ミットメントを支えています。

またエクセリオは、この分野の様々な企業と協力して、Antofagasta EGDI REDEG HUB 2021再生可能エ
ネルギー・メンタリング・プログラムを通してメンタリングを推進しています。このプログラムの目的は女性の
個人的で職業的な可能性を最大化するダイナミックで積極的でパーソナライズされた介入テクニックを通し
て、再生可能エネルギー産業における女性のインクルージョンのためのプロセスを強化することです。

女性の役割を促進するためのAEMENERとの提携

エネルギー部門における女性の役割を促進するというビジョンに沿って、エクセリオは今年、
研修に関連してSpanish Association of Women for Energy（AEMENER）と協力契約を締結して一歩前
進しました。 

この契約は、テクノロジー、科学、数学、工学などの分野で女性の人材にポジションを与え、昇進させるのに役
立つ様々な取り組みを推進しようとする3つの主な目的に焦点を当てています。

Spanish Association of Women for Energy（AEMENER）との協力契約の詳細については、リ
ンクをクリックしてください

業務上の組織と労使関係

エクセリオは、結社の自由と団体交渉の権利を尊重し、法定有給休暇、休職、および労働時間
の短縮に関して、団体交渉協定の原則を遵守します。エクセリオは、労働時間を適切に管理する
ことにより、従業員の私生活と仕事との適切なバランスを図りながら、ワークライフバランスに
関連する従業員のニーズと期待を積極的に理解するよう努めています。

さらにエクセリオは、リモートワークに適用される労働条件の一般的な枠組みを確立するため
に、3日間の出勤と2日間の在宅勤務のハイブリッド制度を導入しています。エクセリオの従業
員には、いつでもどこでも効率的かつ生産的に作業するために必要なデジタルリソースとツー
ルが提供されます。ITチームは、これを実現するために必要なツール、サイバーセキュリティ研
修およびサポートを提供します。

同時にエクセリオは、仕事、家庭、私生活のバランスをとることへの強いコミットメントに基づ
き、育児バウチャー、交通機関パス、レストランバウチャーの増額などの柔軟な報酬プランを通
して、多くの社会的恩恵を提供しています。さらにエクセリオは、持続可能なモビリティへのコミ
ットメントの証として、電気車両（自動車、自転車、オートバイ、またはスクーター）の購入を希望
する従業員を支援しています。

これまでと同様に、エクセリオは従業員のワークライフバランスの促
進に取り組んでいます。作業組織を強化する時短勤務やフレックス
タイム制の存在など、各専門職のニーズに合わせた対策を確立していることは特筆
に値するでしょう。これに関連して、2021年には女性1名、男性7名が産休・育休を取
得し、全員が休暇明けに復職しています。

職業的幸福とワークライフバランス

当該セクターの
プロジェクト、取
り組み、および新
しい開発に関し
て、様々な年齢層の女性の間
で知識と研修を促進すること。

提携のための
様々なツール
と活動を策定す
ること。

当該セクターにおける
女性の重要性に着目し
続けるために、様々な 
フォーラムを調整し、組織すること。

https://www.x-elio.com/x-elio-and-aemener-join-forces-to-boost-the-role-of-women-in-the-energy-industry/
https://www.x-elio.com/x-elio-and-aemener-join-forces-to-boost-the-role-of-women-in-the-energy-industry/
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4 地域社会への 
コミットメント

4.1 コミュニティ計画プログラム

4.2  社会および環境への負の影響に関する取り組み

ターゲット15.5：「自然の生息地の劣化を
減らすために緊急かつ重要な行動を取り、
生物多様性の損失を食い止め、絶滅危惧
種を保護し、絶滅を防ぐ」

2030アジェンダへのエクセリオの貢献

ターゲット8.2：「高付加価値で労働集約的な
セクターに焦点を当てることを含め、多様化、
テクノロジーの向上、イノベーションを通して
経済の生産性をより高いレベルに引き上げる」

ターゲット10.2：「年齢、性別、障害、人種、民
族、出自、宗教、経済的地位、その他の地位に
関係なく、全ての人々に社会的、経済的、政治
的なインクルージョンの力を与え、促進する」 

ターゲット17.17：「パートナーシップの経
験とリソース戦略に基づいて構築する、効
果的な公的、官民、および市民社会のパー
トナーシップを奨励し、推進する」
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エクセリオは、地域社会を尊重し
保護するため、企業としての義務と
責任を心に留めています。そのため
エクセリオは、自らの活動を通じて
直接、また事業を展開している地
域社会にプラスの影響を与える行
動を通じて気候変動と積極的に闘
うことによって、社会に価値を付加
すべく、積極的に取り組んでいます。
この全てが、エクセリオを代表する
価値観と原則に基づいています。

これらの地域社会に対するエクセリオ
の献身は、会社の戦略と目的の達成を
支援しつつ、社会や地域と強い関係を築
き、発展するためのメカニズムとして機
能します。

4.1. コミュニティ計画プログラム
  201-1、203-1、203-2、413-2

2021年、エクセリオは、プロジェクトを実施している地域の生活を改善することを目的とした、一連の行動からなるコミュニティ計画プログラムを立案し、公
開しました。これらの行動は、全ての新しいプロジェクトの必須部分であり、各エリアや地域のニーズに合わせて調整されています。 

このプログラムは、柔軟で地域の状況に配慮した行動と取り組みの継続的な実施を可能にするものであり、これらの地域に効果的かつ理解しやすい貢献をす
ることを目指しています。各々の行動は、以下の柱に基づいています。

環境 
 

教育 健康 コミュニティ
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プログラムを適切に実施するための手順

   コミュニティ計画プログラムの詳細については、リンクをクリックしてください

この目的を達成するためには、エクセリオが存在する地域社会の生活の質を、常に持続可能な方法で改善する
ための一連のガイドラインを提供する、具体的な手順を作成することが重要です。 

この手順を会社の各プロジェクトだけでなく、エクセリオが業務を行う全ての地域と市場に適用することにより、
地域社会の環境および社会経済的な発展を推進するというコミットメントを確立できます。それと並行してエク
セリオは、この種のプロジェクトを理解しやすくするための一連の文書をまとめ、従業員に周知しました。

これらの課題に正しく処するために、プロジェクトは以下の2種類の主要な行動に分けられます。

エクセリオは、コミュニティ計画プログラムを適切に実施するこ
とによって、自身が事業を展開している地域の生活の質を向上さ
せるための行動を起こし、地域社会の環境および社会経済の発
展に貢献します。

行動

現地

このタイプの行動は、その範囲と影
響が局所的なものであり、エクセリ
オのプロジェクトによって直接影響
を受けるプロジェクトや地域社会
に関連があります。例えば、現地の
学校の屋根にソーラーパネルを設
置するといった、短期的な行動にな
りがちです。

地域

このタイプの行動の範囲は地
域的なものであり、プロジェク
トと直接的な関連性はなく、よ
り広い分野の開発に焦点を当
て、長期的なアプローチを取り
ます。そのような例の1つに、あ
る大学との年次リサーチ協力
があります。

具体的には、2021年にスペインで地域レベルの行動が1つ実行されました。また2021年に地域での活動が3つ開
始され、それらは今後も継続されます。スペイン以外では、オーストラリア、チリ、メキシコで、それぞれ取り組みが
実施されます。この点について、地域社会とのコミュニケーションは、考えられる全ての影響要因を特定するため
の鍵となります。そのため、プロジェクトごとに最低でも2〜3回、地域の代表者とミーティングを行っています。

https://www.youtube.com/watch?v=YSeVrBYtcAE
https://www.x-elio.com/community-plan/
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2021年のコミュニティ計画プログラムの最も重要な行動は、以下のとおりです。

コミュニティ計画基金 – ブルーグラス

オーストラリアのチンチラで最初の「基金」の創設を開始。チンチラコミュ
ニティのために20万ドルの基金が立ち上げられました。

達成した4つのプロジェクトは次のとおりです。

• 公立学校の楽器購入 

• 子供の遊び場の柵の建設

• 移動医療サービス部門の資金調達

• 身体の不自由な人々に適したバスの資金調達

ペローテ（メキシコ）の技術研究所と協力して、3人の現地の
学生を訓練しました。その後その研修のおかげで、学生たち
はエクセリオのスタッフとして雇用されました。

その研究所から、再生可能エネルギー工学科の学生全員が
ペローテの弊社工場を訪問しました。 

これらの行動により、エクセリオは当該研究所で認識され
ました。

ペローテ社会サービス

エクセリオは、ACERA（チリ再生可
能エネルギー貯蔵協会）が立ち上げ
た、STEM科目の研修を受けた女性の
ための、再生可能エネルギーに関する
指導プログラムに参加しました。エク
セリオから、5名のボランティアがプロ
グラムに参加しました。

REDEGとACERAのメンターシップ

エクセリオは、チームを後援し、健康
的なライフスタイルを促進するため
に、ムレーニョフットボールクラブと協
力契約を締結しました。

エル・ムレーニョ

   詳細情報はウェブサイトにて    詳細情報はウェブサイトにて

   詳細情報はウェブサイトにて

https://www.x-elio.com/x-elio-acera-and-redeg-join-forces-to-promote-equality-in-chiles-energy-sector/
https://www.x-elio.com/x-elio-acera-and-redeg-join-forces-to-promote-equality-in-chiles-energy-sector/
https://www.x-elio.com/x-elio-acera-and-redeg-join-forces-to-promote-equality-in-chiles-energy-sector/
https://www.x-elio.com/x-elio-begins-construction-of-its-largest-solar-farm-in-australia/
https://www.x-elio.com/x-elio-begins-construction-of-its-largest-solar-farm-in-australia/
https://www.x-elio.com/x-elio-acera-and-redeg-join-forces-to-promote-equality-in-chiles-energy-sector/
https://www.x-elio.com/x-elio-reaches-an-agreement-with-the-technological-institute-of-perote-to-boost-renewable-energy-education-and-training/
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フエンテ・アラモ町議会との協力契約により、現地のファミリー・
ビジネス（J.J. Morales）を通して、公立学校に2つの生態学的な
子供用の菜園を作りました。

また生徒達は、エクセリオのコンテスト「太陽の下で何が育つ
か？」に参加し、開会式で賞を授与されました。 

学校菜園

エクセリオは、エストレマドゥーラ州メディナデラストー
レスの自治体と協力契約を結び、自治体に電気自動車
用の2つの高速充電ステーションを提供し、自治体を充
電ポイントの地図に載せました。 

電気自動車の充電器

   詳細情報はウェブサイトにて

エクセリオは、放棄された農業サイロを再利用し、飼育下で生
まれたヒナを解放することにより、スペイン南東部のケストレル

（Falco naumanni）の個体数を回復するために、GREFAと協
力契約を締結しました。初年度は、261つがいが数えられ、合
計で約873羽のヒナが巣立ちました。

GREFA

エクセリオはHOPユビキタスと協力契約を締結して、ムルシア
州フエンテアラモの自治体に4つの大気質測定ステーションを
寄付し、自治体の全ての市民のために大気質とアクセシビリテ
ィを監視します。

大気質測定ステーション

   詳細情報はウェブサイトにて

   詳細情報はウェブサイトにて

https://www.x-elio.com/es/x-elio-and-the-fuente-alamo-city-council-inaugurate-two-ecological-gardens-in-local-schools/
https://www.x-elio.com/x-elio-is-committed-to-regenerating-the-environment-of-the-lesser-kestrel-in-the-south-east-region-of-spain/
https://www.x-elio.com/x-elio-promotes-two-important-environmental-projects-in-the-municipality-of-fuente-alamo-murcia/
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エクセリオはエストレマドゥーラ州メディナデラストーレスで、携帯電
話やその他のデバイス用の2つのソーラー充電ステーションを設置す
るための協力契約に署名しました。

ソーラー充電ステーション

チリのラクルスでのプロジェクトの1つの建設現場で残ったパ
レットが、環境教育ワークショップの目的で、地元の環境団体
であるミスター・バーバーに寄付されました。

ミスター・バーバーへの寄付

エクセリオはパデル大会に参加しました。このトーナメントの収益は、脳に障害のある子供たちを支
援し、集中的なリハビリテーションを提供するために積み立てられます。特に収益は、新しい子供用リ
ハビリテーションセンターの建設のためにピタロペス財団に寄付されました。

パデル大会

太陽光パネルがマラウイのベンガ市に寄贈されました。
寄贈されたパネルは、小学校の子供たちと、ミッションに
隣接して建設される高齢者介護センターの人々の食事を
提供するために使用されます。

太陽光パネルの寄贈

現地の建設会社が身体障害のある子供たちに適した遊び場
を建設するための、メディナデラストレス（バダホス）の町議
会との資金の寄付と設置に関する協力契約を締結。

開放的な子供の遊び場
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4.2.社会および環境への負の影響に関する取り組み
エクセリオの行動は、会社の利益を社会と共有することを目的としています。
これらの投資は、地域の生活水準の向上と長期的な富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。

エクセリオは、地域社会の生活の質を向上させるために数多くのプロジェクトと提携を行っ
ており、その一部はコミュニティ計画プログラムの枠組みの下で、地域の教育と研修、エネ
ルギーとテクノロジーの移行、地域の動植物の保護、および企業と地域社会が同様に直面
する一連の共通の課題に対するサポートに基づいています。

さらにエクセリオは、プロジェクトの計画中に潜在的な社会的および環境的影響の分析を
通じて、プラントの開発および建設中の損傷を最小限に抑え、回避しています。この点で注
目すべき提携の1つは、スペイン南東部でケストレル（Falco naumanni）の個体数を回復す
るためにGREFAと行った取り組みです。

65.73
人が飲料水を利用

1,316,829 
リットルが開発途上国で

38,853  
時間の水汲みの 
時間を節約

エクセリオの社会的影響社会的影響の点で優れた取り組
みとしては、エクセリオとAUARA
との提携が挙げられます。これは
開発途上国に飲料水を提供し、
好影響を与えるものです。

AUARAの1リットルごとに、開発途上国では4リットルの飲料水が生成されます
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メキシコ

メキシコのオフィスからの家具の寄贈ペロテ太陽光発電所（メキシコ）におけるアルニカの寄贈

2021年夏、アルニカの花が地域社会に寄贈されました。これは医療目
的で使用されており、この活動は2022年に再開されることが期待され
ています。

この活動は、そのリソースの使用を生み出し、発電所で年々広まって
います。必要な清掃が行われ、その結果設置における損傷の可能性を
回避し、人手をかけたことにより相互の関係と地域社会への恩恵を生
み出します。 

これらに加えて、特筆すべきは2021年にメキシコで実施
された以下の取り組みです。

• Ejido de Ayala灌漑システムの修復により、水漏れを
回避し、地域の作物に水を最大限に活用。

• 発電所での安全衛生、太陽光発電所の建設手続き、そ
の運用と保守などの再生可能エネルギーに関する学
生向けの講義シリーズ。 

• 毎年の開墾から抽出された全ての植生を地元の小規
模畜産農家へ寄贈することで、地域経済を支え、発電
所のメンテナンスから生じるこの廃棄物を地域の埋め
立て地に投棄することを回避。

• 電気の効率的な使用の重要性と、温室効果ガスの削
減への影響に関する協議の開催。

• さらに3年間で7,000本の木を保護するという目標に基
づいてペローテ地域で再植林活動を行い、現在では
5,000本を植林。この地域では環境への配慮と保護の
重要性についての講演も開催。

メキシコのオフィスの改装中に、エクセリオは、交換する予定の良
好な状態の家具を「ハビタットフォーヒューマニティメキシコ」とい
う、低所得世帯に適切な住宅の利用を可能にする、国際的に認め
られた機関に寄贈することにしました。
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創出された経済的価値 

6,573万 
ユーロ

納税額 

1,540万 
ユーロ

現地のサプライヤーへの投資 

1億1,785
万 
ユーロ

重要な影響の数値  
オーストラリア

オーストラリアでは、地域社会を支援するための措置を取っています。たとえば、不安やうつ
病に苦しむ個人や家族、地域社会の精神的健康と生活を改善するために活動する協会であ

るBeyond Blueを支援するための5kmマラソンに参加したことなどが挙げられます。イ

スペイン
スペインでは2021年、それぞれの地域社会とプロジェクトのニーズに合わせた様々な取り
組みの実施に引き続き全力で取り組みました。これに関連して、特に動物の生活の質、失
業、または電気料金から発生する可能性のある不平等に焦点を当てた様々な行動が取ら
れました。 

スペインでも世界でも、エクセリオはコーヒーマシンの近くに募金箱を設置し、従業員が自
発的に寄付できるようにしています。これらの寄付は、コンプライアンス委員会の承認後、従
業員が提案した団体に寄付されます。

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促進するために、彼らのニー
ズと懸念をより効率的に特定するためのコミュニケーションボックスを設置しています。自
社のモニタリングおよび評価プロセスに基づく限り、2021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。
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透明性を高めることで 
信頼を高める5

5.1 コンプライアンスの優良事例

5.2 社内規程と企業方針

5.3 リスクと機会の管理

5.4 サプライヤーにおけるコミットメントの拡大

2030アジェンダへの 
エクセリオの貢献

ターゲット16.6：あらゆ
るレベルにおいて、効果
的で説明責任を果たす、
透明性の高い制度を構
築する。
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5.1. コンプライアンスの優良事例
  102-16、205-1、205-2、415-1、419-1

エクセリオの管理組織は、事業活動の管理における厳格さ、倫理基準、規制遵守を保証し、その目的を達
成し、従業員、投資家、取引先にとって長期的な価値を最大化することを目的としています。エクセリオが
定義した倫理と透明性へのコミットメントの枠組みの中で、宣言された目的、戦略、および価値観に見合っ
た完全性の原則に従って活動を遂行する決意を示しています。

そのためにエクセリオには、取締役会によって承認されたコンプライアンス体制があり、会社内の違法行
為を防止するために効果的に実施されています。エクセリオのコンプライアンス体制は、規制遵守に関す
る以下の原則に対応するために構築されています。 

1

2

3

4

事業活動に適用される規制に対する遵守状況を効果的に監視し、定期的に検証します。

とりわけ刑法、貿易規制および会計、財政、社会労働、金融および情報セキュリティ基準に関す
る防衛線を構築しています。

コミュニケーションチャネルと企業情報チャネルを通して、会社の全ての従業員がアクセスでき
る規制遵守規程とプログラムを更新、改善します。

常に透明性を保ち、現地の規制に違反する寄付を禁止します。

2021年の成果
エクセリオは、そのプログラム、方針、規範を通して、会社全体、そのパートナー、およびそのサプライ
ヤーが全て、社内規則によって確立されたガイドラインを考慮して、エクセリオのコンプライアンス
文化を確実に共有するように、継続的に努力しています。

さらにエクセリオのコンプライアンス体制は、継続的なモニタリングのため、および法律違反の状況
を防止するため、以下の3本の柱で構成されています。  

   コンプライアンス、透明性、完全性に対するエクセリオの取り組みの詳細については、リンクを
クリックしてください。  

2021年、エクセリオは、国際規格ISO 37001- 贈収賄防止管理システムお
よびISO 37301 - コンプライアンス管理システムと一致する強固で効果的
なコンプライアンスシステムの導入を採用し、承認しました。

前年同様、2021年もエクセリオは、腐敗行為と闘うために従業員全員に研修を実施してお
り、方針と手順をウェブサイトで閲覧できるようにしています。 

第三者リスク管理計画：
これにより、サプライ 
ヤーとのリスク検証が
行われ、透明性と独立
性に貢献します。

企業方針計画：エクセ
リオは、規制を遵守し
行動のための内部フレ
ームワークを強化する
ために必要な管理ツー
ルを確立するよう作業
しています。 

研修およびコミュニケーション計画：エク
セリオは、その手順の存在を適切な方法
で広めることが不可欠であると考えていま
す。そのため2021年には行動規範、法人の
刑事責任、データ保護、独占禁止法など、
様々な分野に関する社内外のコンプライア
ンス意識向上活動を実施しました。

https://www.x-elio.com/compliance/
https://www.x-elio.com/x-elio-acera-and-redeg-join-forces-to-promote-equality-in-chiles-energy-sector/
https://www.x-elio.com/compliance/
https://www.x-elio.com/compliance/
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5.2. 社内規程と会社方針

エクセリオのコーポレート・ガバナンス
は、会社の管理の構造と業務を規制す
る一連のプログラム、方針、および手順
に基づいています。

エクセリオの優れたコーポレート・ガバナンス体制

取締 
役会

株主 
総会

管理組織 ツール

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
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エクセリオの方針と手順

名称 適用範囲

コンプライアンス 
プログラム

エクセリオのために特別に作られたプログラムであり、ビジネスの完全性に関する最高の国際基準を満たしています。このプログラムに記された価値観は、倫理お
よび行動規範の実施を通して、エクセリオの管理組織が推進しています。

プログラムを適切に機能させるために、誠意、守秘義務、および保護の原則に基づいてコンプライアンス委員会が監督しており、その目的は、コンプライアンスの分
野で策定された方針と規程に対する適切な遵守をレビューし、この分野で発生した質問や苦情に対応することです。委員会は、取締役会に直属する合議体であり、
機能的に独立しており、会社の以下のメンバーで構成されています。

• 最高経営責任者

• コンプライアンス・オフィサー

• 法務顧問

• 人々および文化に関する最高責任者

• 最高財務責任者

倫理・ 
企業行動 
規範

この規範は2021年、取締役会によって更新および承認され、全ての取締役、役員、従業員、代理人、販売店、営業担当者提携者、およびエクセリオに関連していると
見なされる全ての人物に適用されます。それはエクセリオの全ての専門職の働き方を確立し、行動ガイドラインを詳述し、不正行為の可能性を報告する必要性を規
定しています。

同時にエクセリオは、現在の規制に従って、規範を最先端の慣行に適応させることに取り組んでいます。この規範は、以下を含む多くの原則を定めています。

• 有効な適用法の遵守

• 利益相反

• 人権

• データ保護と情報セキュリティおよび機密管理

• 地域社会への支援

• 機会均等と差別の禁止

• 安全衛生の推進

• 活動のケアと外部コミュニケーション

• ステークホルダーに対する行動指針の制定
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倫理チャンネル 

これは、従業員や第三者が自分の名前または匿名で報告できる安全で機密性の高いチャネルです。従業員または第三者による異常または不正なイベントまたは
行為は、倫理・企業行動規範、エクセリオのコンプライアンス方針、または法律に違反します。

エクセリオの取締役会は、倫理チャネルを通して受信した通信が、倫理およびコーポレート・ガバナンスプロトコルと倫理チャネル管理プロトコルに従って取締役会
のメンバーに正式に報告されるように、コンプライアンスリスクの監督と管理の法的機能を、コンプライアンス委員会に委任しています。2021年、当該チャネルを通
じて2件の苦情が寄せられましたが、どちらも十分に解決され、どちらも人権と腐敗行為には関係していませんでした。

倫理チャネルの 
管理プロトコル

最新の修正は2021年3月です。これは、不適切または異常な行為、または会社の倫理・企業行動規範、コンプライアンス方針に違反する行為について、従業員、第三
者、またはステークホルダーが倫理チャンネルを通して行う質問または苦情に関する指針として機能します。

腐敗行為防止 
規程

最新の修正は2020年10月6日です。これは、エクセリオが完全に遵守する倫理的および法的コミットメントと基準を記載したものであり、日常業務と第三者との関
係の両方において、全ての従業員に適用されます。エクセリオは、事業を展開する全ての国で腐敗行為リスク評価を実施しています。さらに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。

競争規程 本規程の目的は、反競争的な合意、独占、または支配的地位の乱用を禁止することであり、それにより、自由で開かれた市場競争の維持を推進します。これは年功
や地理的な場所に関係なく、全てのスタッフを拘束します。

国際 
貿易制裁 
規程

本規程の目的は、貿易制裁に関連する様々な国内法および国際法の順守を保証することです。これによって不正行為が防止され、エクセリオはその行為に関する
情報を求める一切の要求に、迅速かつ効果的に対応できます。

利益相反 
規程

本規程は、エクセリオのプロセス、手順、および意思決定における透明性と公平性を推進する原則、コミットメント、および目的を確定します。本規程の目的は、会
社との利益相反を回避するために、従業員の判断と行動の独立性を維持することです。本規程は、実際の利益相反または会社内の利益相反を特定、防止、または
管理するための範囲、責任、およびプロセスを規定しています。

協賛と 
寄付に関する 
規程

本規程は、当社が行う協賛・寄付について、それに関わる者の適切な意思決定と管理のための行動原則を定めるものです。本規程の主な目的は、適用される法律
や規制、会社の価値観、および優れたガバナンス、透明性、倫理的行動、公平性の原則を確実に遵守することです。

倫理と 
コーポレート・ガバナンス 
プロトコル

本プロトコルは、エクセリオのコンプライアンス委員会への倫理的問題の伝達の基礎を成すものであり、これには、エクセリオの事業に関するコンプライアンスと倫
理に関連する事項の連絡、情報提供、上位者への照会、内部および外部への問題の文書化が含まれます。
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人権尊重への取り組み 

  406-1、407-1、408-1、409-1

エクセリオは、人権と労働者の権利に関する世界宣言に記された原則を支持しており、各従業員の性別、人種、性的指向、年齢、
障害、宗教、民族的起源に関係なく、尊重される職場環境を提供することを約束しています。

この点に関してエクセリオは、特に以下の社会的権利と労働者の権利に取り組んでいます。

• 結社の自由と団体交渉権の効果的な承認。

• 奴隷労働、強制労働、児童労働の拒否。

• 差別的雇用の拒否。

エクセリオは国連グローバルコンパクトの署名メンバーであり、人権、労働基準、環境の尊重、腐敗行為との闘いに関する10の
原則に取り組んでいます。

同様にエクセリオは、国際労働機関（ILO）の基本条約、ならびに国際労働機関によって承認された国際条約の諸条項を完全に
遵守します。2021年、エクセリオは世界人権宣言に基づく権利侵害の申し立てを受けておらず、また今年、差別事例は検知され
ませんでした。

特に2022年初頭、エクセリオは米国で「ソーラー産業強制労
働防止誓約書」に署名して、人権尊重の順守に全力で取り組
んでいることを証明しました。業界から310社がこのイニシア
チブに参加し、主に太陽光発電のサプライチェーンにおける
強制労働に反対しました。
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5.3. リスクと機会の管理
  102-15、102-30

適切なリスク管理は、エクセリオの最優先事項の1つです。それを達成すべく、エクセリオは会社
活動に関連するリスクと機会を適切に特定し、責任を持って管理するために、カスタマイズされ
たリスク管理システムを所有しています。

このシステムは、主要な国際リスク管理基準に基づいており、包括的で、各事業部門に統合され
ています。またエクセリオは、ビジネスグループに属する全ての会社における犯罪リスクを防止、
管理、軽減するために、リスクとコンプライアンスの管理マトリクスを全子会社で実施していま
す。

エクセリオの法務部門は、グ
ループ各社で特定されたリス
クとそのエクスポージャーの
レベルについて、適応と定期
的なモニタリングを実施する
ことによって厳格なリスク管
理を確保しています。

このように、全ての部門の共同管理により効率を促進し、エクセリオが実行する行動の迅速化を促します。
以下はの例です。

さらにエクセリオは、リスクと財務管理の分野における2021年の新たな展開として、業績を視覚化、モニ
タリング、測定、報告するためのツールである新しい財務ダッシュボードを実装しました。  その目的は、エ
クセリオのメンバー間で共有された財務上の理解と関与を確実なものとし、理解の文化を育むことです。
このように、エクセリオは信頼とビジネスの透明性に基づく事例を採用するという約束を果たします。

エクセリオの 
リスク管理体制

リスクとコンプライアンスの 
管理マトリクス

エクセリオの目的達成に影響
を与える可能性のある主なリス
クは、適切に特定、分析、管理、
制御および/または軽減し、報告すること。

社会、環境、健康、金融、サイ 
バーセキュリティのリスクを特定
し管理するための防御モデルを
適用し、発生の可能性とその潜在的な影
響を評価すること。

エクセリオの取締役会および
委員会には、会社が考案したリ
スク管理プロセスを正しく実施
するために、適切な情報を確実
に通知すること。

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。 
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エクセリオの活動における主なリスク

リスクの特定は、会社の将来を決定する重要な問題を抽出する調査によって行います。リスクは現在、エクセリオが開発中のプロジェクトの全段階において、事業・業務管理者の
監督の下、特定と評価が行われています。 

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

したがって、エクセリオが行う作業の特性には、以下に関連するリスクが伴う可能性があります。

   規制、基準、プロトコル

   規制の変更 

  地政学的な不確実性

   環境、特に生物多様性への悪影響

   自然災害による送電網への 
アクセス制限

   プロジェクト期間中の環境条件の 
不遵守

   従業員とパートナーの安全衛生

   現地の規制への不適切な対応

   スタッフの認識不足

   金利、流動性、信用および資本
管理

   市場価格との乖離

   商品コストの増加

このように、外部の提携者と協力契約を締結す
ることで、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。 

財務リスクの管理に関して、エクセリオは毎年、コスト
予算を作成し、実際のコストと予算コストの差を分析
します。さらに投資決定は、投資分析に基づいて行わ
れます。

通信およびデータ収集システムの潜在的な故障を防ぐためにエクセリオが強
調するもう1つのリスクは、サイバーセキュリティと情報セキュリティに関するリ
スクです。エクセリオは、脅威に対する機密情報の保護と正しい取り扱いを保証
し、顧客、従業員、サプライヤーの個人情報を保護することを目的としています。
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ESGリスク管理の強化
投資家、政府、消費者からのより厳しい要求により、環境、社会、コーポレート・ガバナンス（ESG）の要因を組み込むことの重要性が世界的に高ま
っています。その結果エクセリオは、環境、社会、およびガバナンスの柱の間のバランスを取り、リスクへのエクスポージャーを軽減する主な行動
を通してESG戦略を業務モデルに統合することに、引き続き焦点を当てています。以下はの例です。

    
特定されたESGリスクに照らして会社の戦略をレビュー
すること

    
エネルギーとその消費との関係を変革すること

    
 再生可能で再利用可能な資源の使用を優先すること

    
 従業員とステークホルダーの安全衛生を優先すること

    
事業を展開する国で富を生み出すことによって経済 
成長を促進すること

    
持続可能な文化を育むことによって経営陣のコミット 
メントを強化すること 

    風評リスクを軽減すること

この点についてエクセリオは、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。2021年にエクセリオは、会社がステークホルダーとの直接的な関
係を維持し、彼らのニーズと期待を研究し、聞くことによって、この対話を補完することが可能なように、引き続きコミ
ュニケーションチャネルを開いています。したがってエクセリオは、潜在的な既存の需要を予測し、またあらゆる社会
的・環境的目的を達成できる立場にあります。
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5.4. サプライヤー間のコミットメントの拡大
  102-9、102-10、204-1、414-1

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。その
ためエクセリオは、エクセリオの倫理原則と価値観を全てのサプライヤーに広める
ことが不可欠であると考えています。これを達成するためにエクセリオは、全ての契
約の承認と締結のプロセスが様々な内部調達規程を確実に遵守するよう努めてい
ます。

エクセリオとそのサプライヤーやパートナーとの関係は品質と透明性に基づいていて、そうしてエク
セリオは倫理基準と透明性基準を考慮した、様々な契約手順を保持しています。そのためエクセリ
オの取り組みには、特にサプライヤーの活動に関連するESGリスクの統制と管理メカニズムの確立
が含まれています。

このコミットメントの効果的な履行を監督するために、エクセリオはCEO、 
その他の経営陣、調達責任者で構成される買収委員会や調達部門委員会
を設置しています。 
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エクセリオの調達規程
エクセリオには、独自の調達規程があります。これは2021年に更新され、効率と品質の観点から調達部門と事業部門のニーズを満たすた
めに必要な原則とガイドラインを明確にしました。本方針の原則は、以下の通りです。

ジャガープラットフォームは、社内で要求され
た全ての調達要件を、短期的にも長期的に
も確実に管理します。これによってエクセリオ
は、サプライチェーン全体で強力な基準を維
持することができます。

• エクセリオが事業を展開する全ての国で、優良事例を策定すること。

• エクセリオの商取引における効率、品質、時間、在庫の可用性、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のために、必要とされる規準を
確実に遵守すること。

• 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。

• 労働と環境、人権の保護、差別の禁止、強制労働と児童労働の禁止に関する適用法の遵守を強化すること。

• 双方の継続性と利益のためになるサプライヤーとのオープンな対話を組み入れること。 

• 市場での優良事例を追求しつつ、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コミュニティにおける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択すること。

サプライヤー管理の 
主なツール 

調達手順

調達カタログ

商品・サービスハンドブック

ユーザーガイドビジネス（ジャガー）

エクセリオのプロセスソーシング
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数字で見るサプライヤー管理

項目
2019

スペイン チリ メキシコ その他の 
南米諸国 米国 イタリア 日本 オースト 

ラリア その他 合計

サプライヤーに対する
総支出

399,944 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
対する総支出

109,173 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% -

項目
2020

スペイン チリ メキシコ その他の 
南米諸国 米国 イタリア 日本 オースト 

ラリア その他 合計

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
対する総支出

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% -

項目
2021

スペイン チリ メキシコ その他の 
南米諸国 米国 イタリア 日本 オースト 

ラリア その他 合計

サプライヤーに対する
総支出

92,350 14,604 12,021 68 9,078 2,821 12,698 55,649 287 199,576

現地のサプライヤーに
対する総支出

10,630 14,604 12,021 68 9,078 2,821 12,698 55,649 287 117,856

現地のサプライヤー
比率

12% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% -

2021年末にエクセリオは、商品とサー
ビスの調達に合計1億9,957万ユーロ
を割り当てていました。 

エクセリオは、事業を展開する地域やコミュ
ニティの発展を推進しており、そのために付
加価値を高め、現地のサプライヤーと協力す
ることを優先事項として提案しています。

エクセリオは自身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
を推進しています。特に2021年には、エクセ
リオが取引を開始した主要パートナー全体
の74%が、社会的基準で評価され採用され
ています。

サプライヤーに対する支出（単位：1,000ユーロ）
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2021年のサプライチェーンのマイルストーン：
この年、エクセリオは調達管理のいくつかの分野で進歩を遂げました。2021年、エクセリオが達成した主な
マイルストーンは次のとおりです。

さらに、アキレスという名の新しいサプライヤー認定プラットフォームが作成されました。これ
も、2022年には実装される予定です。このツールによりエクセリオは、会社の意思決定の質を向上
させることを目的として、パートナーのデータを詳細かつ体系的に分析することによってデューデリ
ジェンスを実行できます。

調達規程を更新し、会社の調
達戦略の適切な実施を確保。
これは持続可能性と効率性に
対するエクセリオのコミットメ
ントをサプライチェーンに伝え
るための主要なツールです。

HERMESプロジェクト：調達規程を適切に実
施するために必要なプロセスの展開と実施。
この点については、サプライチェーン管理のた
めのHERMESプロジェクトは注目に値します。
ジャガー・ツールの実装とともに、このプロジ
ェクトはサプライヤーの承認プロセスを最適
化するという明確なコミットメントの証となる
ものです。

フルステッププラットフォーム：こ
の外部プラットフォームは、エクセ
リオとそのサプライヤーとの間の
支払いシステムを円滑化し、調達
部門による効率と品質の目標達成
を支援します。

エクセリオは、調達、管理、およびコンプライアンス領域によって確立された要件に従って責任を負う様々な専門家チームの視
点から監督されるサプライヤーに組織的プロセスを適用します。また、状況に応じて、経営幹部がフォローアップを実施する場
合があります。
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デジタル文化と 
イノベーション6

6.1 持続可能なデジタルトランスフォーメーション 

6.2  サイバーセキュリティと情報セキュリティ
2030アジェンダへの 
エクセリオの貢献

ターゲット9.1：信頼性が
高く、持続可能で、回復力
のある、質の高いインフラ
を開発する。
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デジタルトランスフォーメーションとイノベーションにより、エ
クセリオは、社内の全てのプロセスと活動の効率を改善する
ことを目指し、特に新テクノロジーの活用やプロセスの自動
化を重視しています。 

これに関連してエクセリオは、新しい需要に対応し、常にその管理の専
門家の指導の下で、絶えず変化する環境に適応するため、たゆまぬ努力
を尽くしています。 

エクセリオにとって、デジタルトランスフォーメーションの目標
には、4つの重要な側面があります。

あらゆるレベルで競争力を高めるために、ビジネスプ
ロセスとテクノロジーを改善し導入します。

パフォーマンスを向上させるために効率を高めます。

ココンプライアンスとリスク を管理 します。なぜなら
新しいテクノロジーの導入は、新しいタイプのリスク
を管理することを意味するからです。同時にテクノロジ
ー自体が、内外の規制を遵守する鍵となります。

データプロセスのデジタル化に関して、組織全体に知
識と情報を伝達します。

6.1 持続可能なデジタルトランスフォーメーション
サービスにおける継続的なイノベーション
イノベーションとデジタル化は、再生可能エネルギープロジェクトを展開する際のエクセリオの最重要目標です。 そのためエクセリ
オは、持続可能なエネルギー移行をサポートおよび促進できる新しいテクノロジーを、積極的かつ継続的に利用しています。この点
についてエクセリオは、最適なプラットフォームを通してソリューションを提供するために、ビジネス領域でニーズを特定することによ
って、プロセスを継続的に改善します。 

以下は、イノベーションにおいて2021年に達成された主なマイルストーンの例です。

エクセリオのイノベーションへの取り組みの詳細については、リンクをクリックしてください。

    商用プロセスの開発とCRMツールを導入し、
見込み客、機会、オファーのサイクルを管理。

    インフラのクラウド移行に関する予備分析。

    PMスイートとして知られているロジェクト開
発支援ツールを簡素化・改良。

    ITサービスの内部管理を改善し、需要管理のた
めの事業分野との連携を強化するITSMツール
を実装。

    デジタル署名ツールを実装し、文書の署名を簡
素化および合理化。署名は、信頼性の証明に関
する全ての要件を満たしています。

    太陽光発電プロジェクトを管理するためのカ
スタム開発ツールを確立し、情報、リスク、予算
管理を改善。

    報告書の作成や発電所のモニタリングを効
率化する企業報告ツールであるTableauを
導入。

https://www.x-elio.com/es/innovacion/
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HERMESプロジェクト

2021年、プロジェクトは2020年に実行された取り組み（ジャガーとSAPのサポートによるソーシングおよび調達から支払いまでのプロセスの実
装）、サプライヤーのオンボーディングとコンプライアンスの定義、ならびにジャガーサプライヤー管理の実装を追加して完了しました。

HERMESプロジェクトの3つ目のマイルストーンが達成され、プロセスとテクノロジーの両方のレベルで、有用な進化のための継続的な改善
プロセスが開始されています。

HERMESがエクセリオにもたらすメリットには、以下のようなものがあります。

 財務リソースの見通しの改
善、および管理プロセスの
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

HERMESのメリット
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エクセリオは、サイバーセキュリティ、ならびに従業員、提携者、顧客に関連する情報の保護に引き続き全力を尽くしてい
ます。エクセリオは、機微情報として分類された情報を厳格に管理することによって機密データを適切に処理し、サイバー
セキュリティの取り組みを強化しています。  

さらにエクセリオは、会社の戦略的領域としてのサイバーセキュリティリスクの重要性に留意して、2021年にはサイバーセキュリティに関する 
フォーラムに参加するだけでなく、従業員に対する詐欺行為やサイバー攻撃に対する防御に焦点を当てた研修活動を開始しました。

6.2 サイバーセキュリティと情報セキュリティ   418-1

エクセリオで文書を適切に 
コーディングするための手順

エクセリオは、プロジェクトに関連する情報セキュリ 
ティの管理が、サービスの継続性と成功を保証するた
めに不可欠であると考えています。その結果エクセリオ
は、社内の通信記録、エクセリオと第三者間の通信記
録、および各プロジェクトのEPC請負業者との通信記録
において、適切な作業文書を作成するための具体的か
つ均質なガイドラインを策定しました。

このようにエクセリオは、機密性を保護し許可を正しく
管理することを目的として、エクセリオが実施するプロジ
ェクトで生成された全ての文章に必須である内部およ
び外部ソースの文書化された全情報に適用される一連
の要件を確立しています。

パスワード 暗号化 リモートアクセス デバイスの割り当て

サイバーセキュリティ分野のリスクに対処するための手順
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特定されたリスク 説明 管理と緩和策

サーバーとユーザー機器
へのアクセス 無権限者によるエクセリオのサーバーインフラへのアクセス

    ITへのアクセスの制限
    申請・承認プロセスの存在
    アクセスの記録
    ユーザー名とパスワードの設定

情報の漏えいや紛失 機密の会社情報の採取
    従業員の契約が終了すると、コンピューター機器は回収され、従業員のアクセ

スがブロックされます
    トラフィックの監視とデータダウンロードにおける異常の検知

セキュリティ違反 サーバーおよびラップトップのオペレーティングシステムにおける潜
在的なセキュリティ侵害     全てのサーバー、ラップトップ、およびデバイスに対する定期的なパッチ適用

インフラに対する 
無権限変更 エクセリオの生産システムにおける無権限変更の可能性     変更管理規程

    ITチームによる変更に対するレビューと承認

セキュリティイベント 外部からの攻撃または企業ツールの誤用によるサーバーインフラ
のセキュリティイベント

    コンソールによるモニタリング
    SIEMを使用した外部業者によるモニタリング

マルウェア エクセリオの機器に対するマルウェアのインストール     ウイルス対策のインストール
    認証情報の要件

サイバーセキュリティの管理と対策

エクセリオは、会社が曝されている種々の潜在的リスクに対処するために様々なサイバーセキュリティ対策を講じています。2021年には、サイバーセキュリティ侵害の報告はなく、この点に関する苦情も寄せられてい
ません。
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サイバーセキュリティにおける優先行動分野

新しい規制に対する遵守分析および規程の策
定。チリ政府が太陽光発電所をサイバーセキュ
リティの観点から重要なインフラとして指定し、
強制的なNERC-CIP基準を発表した結果、エクセ
リオは、一連の行動を起こす必要があったこと
が、2021年のこの分析によって判明しました。この
目的のために、エクセリオはGAP分析を行い、チ
リの工場で基準を遵守するのに必要な措置を実
施しました。

エクセリオのインフラのサイバーセキュリティ分
析を実施し、新しい規程の統合と工場でのパイロ
ット試験開発のための行動を起こす。

工場のサイバーセキュリティ診断、工場やオフィ
スの機器やネットワーク機器の更新。さらに、太
陽光発電プロジェクトを管理するためのカスタム
開発ツールが2021年に実装されました。

従業員のサイバーセキュリティの研修とコミュニ
ケーションを改善するための行動。研修計画およ
び管理されたフィッシング意識向上キャンペーン
を通して、これらの行動に対する意識を向上。

重要な取り組み 
2021年

1

5 3

6 2

4

全従業員へのメール送信によるフィッシング啓発キャンペ
ーンをより頻繁に行いサイバーセキュリティの研修と知識レ

ベルを常にモニタリング。

サイバーセキュリティ軽減活
動を行い、全ての従業員に
細心の注意を払うよう警告 
します。

スペインの太陽光発電所で
PoCSIEMシステムを実装 します。
これによって、アラートのステータ
スに関するリアルタイム情報、不審
な通信等の早期のリアルタイム検
知が可能になりました。

全てのIT部門のコミュニケーションを会社の他の部門と統
合するためのFreshdeskツールを実装し、コミュニケーショ

ンの迅速化と簡素化を実現 します。

クラウドへの物理的な移行を実現
するために、会社のインフラストラ
クチャーの分析を優先 します。 
またエクセリオは、モバイル機器、
パソコン、タブレット等のセキュリテ
ィ状況を分析し、これらの機器の
適正な利用を推進しています。

SANS基準に基づいてセキュリティ
方針を確立し、第三者に監査を委
託。またエクセリオは、試運転プロセ
スでサードパーティーを監査します。
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本レポートに 
ついて7

7.1  エクセリオの提携ネットワーク   

7.2  報告の範囲

7.3  報告基準の遵守

7.4  エクエーター原則への取り組み

7.5  GRI内容索引
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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。

7.1 エクセリオの提携ネットワーク  

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。  

 エストレマドゥーラのエネルギークラスター：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。

メキシコ太陽光発電協会（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。 

 イタリア・ソラーレ：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部門の協会で
あり、テクノロジーバリューチェーン全体にわたる500以上の企業と団体
で構成され、国内のセクター活動の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
企業間の提携を推進します。 

 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、生
産者、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。 

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。

太陽光発電産業協会（SEIA）：クリーンエネルギー経済への転換をリード
し、2030年までに太陽光発電が米国の発電量の30%に達するための準備
を整えています。この協会は、1,000社の法人会員で構成されています。
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7.2 報告の範囲  7.3 報告基準の遵守

レポートの情報の範囲はエクセリオが存在する国であり、2021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2021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。さらに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。

これまでの報告と同様に、エクセリオは、重要性分析で特定された重要なトピックに
対応して、選択された一連の指標を使用し、サステナビリティレポートを編集するた
めのベンチマークガイドであるグローバル・レポーティング・イニシアチブ（GRI）基準
を参考にしました。これらの選択された指標は、報告書の「GRIコンテンツ索引」表の
対象分野ごとに分類されています。
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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、38の異なる国籍の135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（環境への負の影響評価書など）を実施しなければいけません。

適用される環境基準および社会基準 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エク 
エーター原則の行動計画 EPFIは環境面および社会面の管理システム（例：環境への負の影響評価書など）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 環境への負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。

独立したモニタンリングおよび報告 モニタリング報告は、プロジェクトがエクエーター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。
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7.5 GRI内容索引
GRI： 指標の説明 参照/対応

一般的なコンテンツ

組織のプロファイル
102-1 組織の名称 X-ELIO Energy SL

102-2 活動、ブランド、製品、およびサービス 10、11

102-3 本社の所在地 C. del Ombú, 3, Piso 2,  
28045 Madrid

102-4 業務の場所
米国、日本、南米（メキ

シコとチリ）、オーストラ
リアとヨーロッパ（イタ

リアとスペイン）

102-5 所有権および法的形式 有限責任会社

102-6 サービスの提供を請ける市場 6、11.12

102-7 組織の規模 7-9

102-8 従業員および他の労働者に関する情報 47

102-9 サプライチェーン 71-74

102-10 組織とそのサプライチェーンにおける大きな変化 74

102-11 予防原則または予防的取り組み N/A

102-12 社外の取り組み 9、14

102-13 協会への加盟 82

戦略

102-14 上級意思決定者のステートメント 3、17

102-15 主な影響、リスク、機会 18-20、68、69

倫理または完全性

102-16 価値観、原則、基準、行動のルール 10

ガバナンス

102-18 ガバナンス構造 16.17

102-30 リスク管理プロセスの有効性 68

GRI： 指標の説明 参照/対応
ステークホルダーの関与

102-40 ステークホルダーのリスト 15

102-42 ステークホルダーの特定と選択 15

102-43 ステークホルダーとの関与のアプローチ 15

102-44 提起された重要な問題と懸念 15

報告の実務

102-46 報告内容の定義 83

102-47 重要なトピックの一覧 15

102-50 報告期間 2021年1月1日～ 
2021年12月31日

102-51 最新の報告日付 2020

102-52 報告サイクル 年次

102-53 報告に関する質問の窓口 https://www.x-elio.
com/contact/

102-54 GRI基準に基づく報告の主張 エッセンシャルGRI

102-55 GRIの内容 85

経済的事項

201-1 直接的な経済価値の創出と分配 7

202-2 地域社会から採用された上級管理職の割合 16

203-1 インフラ投資および対応可能なサービス 56-61

203-2 重大な間接的経済影響 61

204-1 現地のサプライヤーに対する支出の割合 73

205-1 腐敗行為に関連するリスクについて評価された業務 63

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 63

環境的事項

301-1 重量または数量単位で使用される材料 32

302-1 組織内でのエネルギー消費 25
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GRI： 指標の説明 参照/対応
303-1 共有資源としての水との相互作用 31

303-5 水の消費 32

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 29、30

304-3 保護または復元された生息地

305-1 直接的（スコープ1）GHG排出 26

305-2 エネルギーの間接的（スコープ2）GHG排出 26

305-3 その他のエネルギーの間接的（スコープ3）GHG排出 26

305-5 温室効果ガスの排出の削減 26

306-1 廃棄物の発生と廃棄物に関連する重大な影響 33、34

306-2 重大な廃棄物関連の影響の管理 33、34

306-3 発生した廃棄物 33

社会面の事項

401-1 従業員の新規採用と離職率 47

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 43、47

401-3 育児休暇 52

403-1 労働安全衛生に対する管理システム 37、38

403-2 危険有害性の特定、リスク評価、事故調査 38、39

403-3 労働衛生サービス 39

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 41

403-5 労働安全衛生に関する労働者研修 40

403-6 労働者の健康促進 42

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 39

403-8 労働安全衛生管理システムの対象となる労働者 37

403-9 労災 41

404-1 従業員一人当たりの年間平均研修時間 49

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 49

405-1 統制機関および従業員のダイバーシティ 47

406-1 差別事例と取られた是正措置 67

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 67

GRI： 指標の説明 参照/対応
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 67

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 67

413-1 地域コミュニティが関与する事業、影響評価および開発プログラム 54-55

414-1 社会的基準で選定された新規サプライヤー 73

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 78

419-1 社会・経済分野における法令違反 法令違反は 
確認されていません
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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.  企業は、人権侵害に加担していないことを確認しなければいけません。 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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