
低炭素社会の実現
マネジメントアプローチ

重点課題1

大分類 中分類 KPI 対象範囲 目標 2014年度実績 取り組み内容

店
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Ｏ
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削
減

Ｃ
Ｏ
２
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出

量
の
削
減

年間ＣＯ２排出量
原単位

（ＣＯ２排出量/
延床面積原単位）

国内外連結対象
グループ会社
（日本、中国、
ASEAN）

2010年度：0.097ｔ/㎡以下
▼

2014年度：0.080ｔ/㎡以下
2020年度：0.048ｔ/㎡以下

0.078t/㎡見込み

①省エネ機器導入：
　・�店舗照明のＬＥＤ化(店内、屋
上塔屋照明など)

　・�空調関連省エネ機器導入(イ
ンバーター、エコポンプ等)

②運用改善による省エネ：
　・�エネルギーアドバイザー研修
による教育

　・�省エネチェックリストや運用
手順書を用いた省エネ運用
推進

エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
効
率
の
向
上

【
エ
コ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
推
進
：
へ
ら
そ
う
作
戦
】

年間エネルギー使
用量原単位 
(熱量／延床面積
原単位) 

国内外連結対象
グループ会社
（日本、中国、
ASEAN）

2010年度：2.623GJ/㎡以下
▼

2014年度：2.101GJ/㎡以下
2020年度：1.311GJ/㎡以下

2.086GJ/㎡見込み

フ
ロ
ン
類
の
漏
洩
防
止
と
自
然
冷
媒
の
導
入
推
進

【
自
然
冷
媒
宣
言
】

空調のフロン類の
補充量完全把握と
漏洩防止

国内連結対象企業
2015年度：
改正フロン法に対応した
管理システムの稼働

フロン管理システム体制を確立 イオンディライト㈱による一元
管理スキーム提案

冷ケースの
自然冷媒設備の
導入全店舗

国内連結対象の
GMS、SM、
小型店企業

新店導入計画
・2014年度：25店舗以上

・ ＧＭＳ新店4店舗他、ＳＭ、　　
小型店の新店13店舗に導入
 （累計28店舗）

①�ノンフロン導入プロジェクト
の定期的開催
②�メーカーと検討を図り、内蔵
型のCO2冷媒冷凍・冷蔵ケー
ス導入

商
品・物
流
で
の
Ｃ
Ｏ
２
削
減

物
流
で
の
見
え
る
化
の
推
進

物流センターから
店舗までの配送に
おける1ケース
当たりCO２排出量

イオングローバル
SCM（株）

2014年度：
2013年度比3%削減

物流におけるCO2排出量の
前年との比較：１ケースあたり
のCO2排出量136．4ｇCO2

（2014年度）
2013年度比　7.3％削減

①店配送におけるCO2の削減：
　・�環境車両導入の推進（大型
天然ガス車両、電気自動車、
ハイブリッド車両等）

　・�エコドライブの推進
②モーダルシフトの拡大：
　�鉄道輸送研究会の実施（ト
ラック輸送比CO283%削減
可能）
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再生可能エネルギー
（買電のみ）の発
電能力

国内連結対象の
GMS、SM企業

2020年までに再生可能な
エネルギー20万Ｋw 5.6万Ｋｗ 太陽光パネル９４店舗設置

（累計１０４４店舗）

課題認識
世界各地の大気や海洋の平均温度が上昇する地球温暖化問題は、生態系の変化、海水面の上昇による海岸線の浸食や異常
気象など、地球環境に大きな負の影響をもたらしています。その原因となる温室効果ガスのなかでも、大きな割合を占めるのが
二酸化炭素（CO2）です。イオンは、世界13カ国・18,740店舗／カ所で事業を展開しており、店舗において多くのエネルギーを
使用していることから、CO2の排出が少ない社会―「低炭素社会の実現」を重要課題に掲げ、さまざまな活動に取り組んでい
ます。

イオンのアプローチ
イオンの事業活動においてCO2排出量が最も多いのは、店舗運営を通じた排出です。そこでイオンは、空調や照明、冷凍・冷
蔵ケースなどで使用するエネルギー消費の抑制によるCO2の削減に注力しています。現在は、2020年度に向けて省エネ・創エ
ネ目標を掲げた「イオンのecoプロジェクト」（2012年9月策定）をグループ一体となって推進しています。

● 省エネ目標「へらそう作戦」：「2020年度に2010年度比でエネルギー使用量50%削減」を目標に掲げ、次世代エコストア
（スマートイオン）を展開しているほか、ソフト面の取り組みとして、「エネルギーアドバイザー制度」を設け、店舗におけるエ
ネルギーマネジメント力の向上に努めています。

● 創エネ目標「つくろう作戦」：「2020年度までに太陽光発電を中心とした20万kWクラスの再生可能エネルギーの創出」を
目標に掲げ、太陽光発電設備の導入を進めています。

さらに、物流時に発生するCO2削減に向けて、CO2排出量の見える化や他企業との共同輸送などにも取り組んでいます。

今後の取り組み
2015年7月、政府は、2030年までに国内の温暖化ガス排出量を2013年度比で26％削減する温暖化対策目標を決定しまし

た。イオンは、この目標達成に貢献するために、引き続き「イオンのecoプロジェクト」に取り組むとともに、国内で培ったエネル
ギーマネジメントのノウハウを中国やASEANのグループ会社にも展開していきます。

2014年度のKPIの進捗状況

2014年度実績 取り組み例2020年度の達成目標

エネルギー使用量22%削減見込み
（2010年度対比） LED照明への切り替え

太陽光パネルを設置

自家発電設備の設置

P.41

P.46

P.84 防災拠点全国21カ所
（2014年度までの累計）

太陽光パネル導入店舗1,044店舗
創電能力55,868kW
（2014年度までの累計）

店舗でのエネルギー使用量を
2010年度比で50%削減

全国100カ所のイオンの店舗を
防災拠点に

20万kWの再生可能エネルギーを創出

イオンは、2020年度に向けた環境目標「イオンのecoプロジェクト」を掲げ、その達成に向けたさ
まざまな取り組みを行っています。2012年9月にスタートしたこの目標は、近年の節電・省エネに対
する社会的なニーズの高まりや東日本大震災の経験を踏まえ、エネルギーの使用を「へらす」、再生
可能エネルギーを「つくる」という環境保全の視点に加え、非常時には防災拠点として地域を「まも
る」という“くらしのライフライン”としての役割を明確に打ち出しています。この「イオンのecoプロ
ジェクト」を実践する取り組みの一つが、「スマートイオン」です。2014年度末までに、7店舗の「ス
マートイオン」が誕生しています（P.43）。

「イオンのecoプロジェクト」

2014年度実績 取り組み例2020年度の達成目標

エネルギー使用量22%削減見込み
（2010年度対比） LED照明への切り替え

太陽光パネルを設置

自家発電設備の設置

P.34

P.00

P.00 防災拠点全国21カ所
（2014年度までの累計）

太陽光パネル導入店舗1,044店舗
創電能力55,868kW
（2014年度までの累計）

店舗でのエネルギー使用量を
2010年度比で50%削減

全国100カ所のイオンの店舗を
防災拠点に

20万kWの再生可能エネルギーを創出

イオンは、2020年度に向けた環境目標「イオンのecoプロジェクト」を掲げ、その達成に向けたさ
まざまな取り組みを行っています。2012年9月にスタートしたこの目標は、近年の節電・省エネに対
する社会的なニーズの高まりや東日本大震災の経験を踏まえ、エネルギーの使用を「へらす」、再生
可能エネルギーを「つくる」という環境保全の視点に加え、非常時には防災拠点として地域を「まも
る」という“くらしのライフライン”としての役割を明確に打ち出しています。この「イオンのecoプロ
ジェクト」を実践する取り組みの一つが、「スマートイオン」です。2014年度末までに、7店舗の「ス
マートイオン」が誕生しています（P.●）。

「イオンのecoプロジェクト」
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CO2排出量の削減／エネルギー効率の向上
 [イオンのecoプロジェクト：へらそう作戦]
イオンの店舗では、空調や照明、冷凍・冷蔵ケースなど、
多くのエネルギー※1を使用しています。日本はもとより、ア
ジア各国に拡がる店舗網をもつイオンにとって、店舗から
のCO2排出量※2削減が、イオン全体の排出量削減に大き
な効果をもたらすことから、店舗でのエネルギー使用量削
減によるCO2削減に特に注力しています。
2014年度は、2012、2013年度に引き続き、店舗照明

のLEDへの切り替えを積極的に進めたほか、省エネ機器の
導入・更新やエネルギーの合理的な管理手法の検証などに
取り組みました。たとえば、エネルギー使用量原単位からみ
てエネルギー消費効率がよくない店舗については、事業会
社であるイオンリテール（株）の施設管理担当者が店舗のエネ
ルギーアドバイザーとともに対策の立案・実施に関わるなど、
省エネの運用改善に注力しました。こうした取り組みの結果、
2014年度の電力使用量は2010年度比で約22％の削減と
なる見込みです。これは主にLED照明導入の効果です。
2015年度は、2014年度以上の使用量削減を目指して、
新たな省エネ機器の導入、省エネ運用のさらなる徹底に取
り組みます。中でも、冷温水発生器を使用した空調設備の
設置店舗における対策を重点項目に据え、2020年度目標
の達成に向けて取り組みを進めていきます。
※1��使用エネルギーの内訳を熱量換算すると、電気が約90%、残りが都市ガス、LPガ
ス、重油となります。

※2��店舗から排出するCO2は、エネルギー使用によるものが全てで、都市ガス、LPガ
ス、重油の燃焼による直接排出（スコープ1）が約10%、電気の使用による間接
排出（スコープ2）が約90%です。電気の使用によるCO2排出量の算定には、温
暖化対策法に則った算定基準と排出係数を使用しています。

店舗でのCO2削減

重点課題　　低炭素社会の実現1

「ISO50001」を取得
イオン株式会社は、2013年7月に日本の小売業で初め
て、国際標準化機構（ISO）のエネルギーマネジメント規格
「ISO50001」を取得しました。ISO50001は、事業者がエ
ネルギーマネジメントシステムを確立する際に必要な要求
事項を定めた国際標準規格で、米国・中国をはじめ世界各
国で導入が進んでいます。
イオン株式会社は、「イオンのecoプロジェクト」で定めた
省エネ目標の達成に向けて、効率的なエネルギーの利用に
グループ一体となって取り組む
ために、エネルギーマネジメン
ト体制を構築し活動を進めて
います。ISO50001認証の適
用範囲は、イオン株式会社がグ
ループ全体を対象に行う統括
的なエネルギーマネジメント活
動です。

ISO50001認証書

エネルギーマネジメントシステム（EnMS）推進体制

イオン株式会社
トップマネジメント

内部監査チーム

エネルギー管理責任者

エネルギー管理事務局

エネルギー戦略分科会等

エネルギー供給会社

エネルギー管理の委託先

グループ企業

エネルギー管理統括者

エネルギー管理事務局

事務所・店舗

テナント

イオン株式会社
トップマネジメント

内部監査チーム

エネルギー管理責任者

エネルギー管理事務局

エネルギー戦略分科会等

エネルギー供給会社

エネルギー管理の委託先

グループ企業

エネルギー管理統括者

エネルギー管理事務局

事務所・店舗

テナント

0.048ｔ/m2以下

改正フロン法に対応した管理システムの稼働

0.097t/m2

0.11t/m2

0.08t/m2

0.078t/m2

0.08ｔ/m2以下

KPIの2014年度実績・今後の目標

年間ＣＯ２排出量原単位（ＣＯ２排出量/延床面積原単位）

2010

2020
目標

基準年

2010
基準年

目標

実績

実績

目標

実績

目標

実績

2015

2013

2014

2012

ＧＭＳ新店4店舗他、ＳＭ、小型店の新店
13店舗に導入（累計28店舗）

新店導入計画　25店舗以上

1.311GJ/m2

2.623GJ/m2

2.07GJ/m2

2.03GJ/m2

2.086t/m2

2.101ｔ/m2以下

年間エネルギー使用量原単位 (熱量／延床面積原単位) 

2020
目標

2015

2013

2014

2012

0.048ｔ/m2以下

0.097t/m2

0.080t/m2

0.078t/m2

0.078t/m2見込み

0.080ｔ/m2以下

2.086t/m2見込み

2.101ｔ/m2以下

KPIの2014年度実績・今後の目標

年間ＣＯ２排出量原単位
（ＣＯ２排出量/延床面積原単位）

2010

2020
目標

基準年

目標

実績
2015

2013

2014

2012

1.311GJ/m2

2.623GJ/m2

2.159GJ/m2

0.083t/m2

※ 2015年1月に、（株）ダイエーを完全子会社化したことに伴い、2010年度に遡って
　 数値を再計算しました。

2011
2.238GJ/m2

2.105GJ/m2

年間エネルギー使用量原単位
 (熱量／延床面積原単位) 

・グループ統一の漏洩管理台帳および設備台帳作成準備がスタート
・2011年度の漏洩量把握は60%レベルの捕捉率
・日本チェーンストア協会としての意見反映を実施

・2012年度の漏洩量把握は90％以上レベルの捕捉率
・フロン類漏管理ワーキングチームの立ち上げ
・産業構造審議会のフロン類等対策WGや合同審議会で意見具申

フロン管理システム体制を確立

KPIの2014年度実績・今後の目標

空調のフロン類の補充量完全把握と漏洩防止

2020

目標
2015

2013

2014

2012

・7店舗に導入　・政府との良好な関係づくりの推進
・導入コスト、技術課題の解決は遅延
・日本チェーンストア協会を通じた認識の共有化を推進

・新規2店舗に導入　・自然冷媒導入推進に向け、社内ＰＴの立ち上げ
・産業構造審議会のフロン類等対策WGや合同審議会で意見具申
・導入コスト、技術課題の解決は遅延

冷ケースの自然冷媒設備の導入全店舗

2020

2015

2013

2014

2012

ダミー函率30%以上

ダミー20%以上店舗の割合 38.1%

ダミー20%以上の店舗の割合 37.4%

ダミー20%以上の店舗の割合 37.4%
（GMS：66.9%、SM：16.6%、DS：8.3%）

ダミー投函率20%以上の店舗 35.29%
（GMS64.06%、SM16.09%、DS8.11%）

ダミー舗全店投函率20%以上

KPIの2014年度実績・今後の目標

エコストア開発

2011

2020
目標

2015

2013

2014

2012

ダミー函率30%以上

ダミー20%以上店舗の割合 38.1%

ダミー20%以上の店舗の割合 37.4%

ダミー20%以上の店舗の割合 37.4%
（GMS：66.9%、SM：16.6%、DS：8.3%）

ダミー投函率20%以上の店舗 35.29%
（GMS64.06%、SM16.09%、DS8.11%）

ダミー舗全店投函率20%以上

KPIの2014年度実績・今後の目標

「イオン 幸せの黄色いレシートキャンペーン」の投函率

2011

2020
目標

2015

2013

2014

2012

15%削減

・環境車輛研究会を、業務委託先様と共同で発足
  大型天然ガス車輌の導入実験開始
・国内鉄道輸送取扱規模小売業界No.1

2010年度比12.7%削減

2013年度比　7.3％削減

2013年度比　3%削減

KPIの2014年度実績・今後の目標

物流センターから店舗までの配送における
1ケース当たりCO2排出量

2020
目標

2015

2013

2014

2012
5.6万kW

20万kW

KPIの2014年度実績・今後の目標

再生可能エネルギー（売電のみ）の発電能力

2020
目標

2015

2013

2014

2012

目標

実績

実績

目標設定

3.3万kW
エネルギー管理レベルの向上
イオンは、イオンリテールの店舗において「イオンのeco
プロジェクト」を運用する人材の育成に向けて、社内資格「イ
オン�エネルギーアドバイザー」を制度化しています。
「エネルギーアドバイザー」は、店舗でのエネルギーの使
用状況を把握するとともに、効率的な利用に向けた対策立
案や推進を担います。2015年2月末現在、のべ450人がエ
ネルギーアドバイザーに認定されています。
平成26年度には、一般財団法人省エネルギーセンター

フロン類の漏洩防止と自然冷媒の導入推進
1987年に採択された「モントリオール議定書」において、

オゾン層の破壊につながる特定フロンの生産・使用が廃止
されて以降、オゾン層を破壊しない代替フロンを冷媒とす
る冷凍・冷蔵設備が普及しました。しかし、代替フロンは地
球温暖化係数※1が非常に高く、大気への漏洩が問題となっ
ていることから、地球温暖化係数が低い自然冷媒への転換
が求められています。
こうした背景を踏まえてイオンは、2009年に日本の小売
業で初めて、地球温暖化係数の小さい自然冷媒※2（CO2）
の冷蔵・冷凍ケースを導入。その後2011年には、「イオン自
然冷媒宣言」を発表し、2015年度以降にオープンする新店
舗への自然冷媒機器の導入を計画しています。
2015年2月末現在、「イオン幕張新都心店」や食品スー
パーのマックスバリュ、コンビニエンスストアのミニストップ
など28店舗に、自然冷媒の冷蔵・冷凍ケースを導入してお
り、今後、既存の約3,500店舗も順次自然冷媒に切り替え
る予定です。
自然冷媒の導入に向けては、製造メーカーが少なく導入

コストが高いなど課題があります。こうした課題を解決し、
業界全体で自然冷媒の導入が進むよう、これまでに得た導
入効果を活かし、業界への啓発や同業種・他業種との連携
などに今後も積極的に取り組んでいきます。
※1��地球温暖化係数：地球温暖化への影響度を示す係数。CO2を1とすると、冷蔵・
冷凍ケースに使用されている代替フロンは数千倍になる

※2��自然冷媒：自然界に存在する冷媒で、CO2のほか、アンモニアや炭化水素などが
ある

イオン幕張新都心店の自然冷媒の冷凍ケース

0.048ｔ/m2以下

改正フロン法に対応した管理システムの稼働

0.097t/m2

0.11t/m2

0.08t/m2

0.078t/m2

0.08ｔ/m2以下

KPIの2014年度実績・今後の目標

年間ＣＯ２排出量原単位（ＣＯ２排出量/延床面積原単位）

2010

2020
目標

基準年

2010
基準年

目標

実績

実績

目標

実績

目標

実績

2015

2013

2014

2012

ＧＭＳ新店4店舗他、ＳＭ、小型店の新店
13店舗に導入（累計28店舗）

新店導入計画　25店舗以上

1.311GJ/m2

2.623GJ/m2

2.07GJ/m2

2.03GJ/m2

2.086t/m2

2.101ｔ/m2以下

年間エネルギー使用量原単位 (熱量／延床面積原単位) 

2020
目標

2015

2013

2014

2012

0.048ｔ/m2以下

0.097t/m2

0.080t/m2

0.078t/m2

0.078t/m2見込み

0.080ｔ/m2以下

2.086t/m2見込み

2.101ｔ/m2以下

KPIの2014年度実績・今後の目標

年間ＣＯ２排出量原単位
（ＣＯ２排出量/延床面積原単位）

2010

2020
目標

基準年

目標

実績
2015

2013

2014

2012

1.311GJ/m2

2.623GJ/m2

2.159GJ/m2

0.083t/m2

※ 2015年1月に、（株）ダイエーを完全子会社化したことに伴い、2010年度に遡って
　 数値を再計算しました。

2011
2.238GJ/m2

2.105GJ/m2

年間エネルギー使用量原単位
 (熱量／延床面積原単位) 

・グループ統一の漏洩管理台帳および設備台帳作成準備がスタート
・2011年度の漏洩量把握は60%レベルの捕捉率
・日本チェーンストア協会としての意見反映を実施

・2012年度の漏洩量把握は90％以上レベルの捕捉率
・フロン類漏管理ワーキングチームの立ち上げ
・産業構造審議会のフロン類等対策WGや合同審議会で意見具申

フロン管理システム体制を確立

KPIの2014年度実績・今後の目標

空調のフロン類の補充量完全把握と漏洩防止

2020

目標
2015

2013

2014

2012

・7店舗に導入　・政府との良好な関係づくりの推進
・導入コスト、技術課題の解決は遅延
・日本チェーンストア協会を通じた認識の共有化を推進

・新規2店舗に導入　・自然冷媒導入推進に向け、社内ＰＴの立ち上げ
・産業構造審議会のフロン類等対策WGや合同審議会で意見具申
・導入コスト、技術課題の解決は遅延

冷ケースの自然冷媒設備の導入全店舗

2020

2015

2013

2014

2012

ダミー函率30%以上

ダミー20%以上店舗の割合 38.1%

ダミー20%以上の店舗の割合 37.4%

ダミー20%以上の店舗の割合 37.4%
（GMS：66.9%、SM：16.6%、DS：8.3%）

ダミー投函率20%以上の店舗 35.29%
（GMS64.06%、SM16.09%、DS8.11%）

ダミー舗全店投函率20%以上

KPIの2014年度実績・今後の目標

エコストア開発
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2020
目標

2015

2013

2014

2012

ダミー函率30%以上

ダミー20%以上店舗の割合 38.1%

ダミー20%以上の店舗の割合 37.4%

ダミー20%以上の店舗の割合 37.4%
（GMS：66.9%、SM：16.6%、DS：8.3%）

ダミー投函率20%以上の店舗 35.29%
（GMS64.06%、SM16.09%、DS8.11%）

ダミー舗全店投函率20%以上

KPIの2014年度実績・今後の目標

「イオン 幸せの黄色いレシートキャンペーン」の投函率

2011

2020
目標

2015

2013

2014

2012

15%削減

・環境車輛研究会を、業務委託先様と共同で発足
  大型天然ガス車輌の導入実験開始
・国内鉄道輸送取扱規模小売業界No.1

2010年度比12.7%削減

2013年度比　7.3％削減

2013年度比　3%削減

KPIの2014年度実績・今後の目標

物流センターから店舗までの配送における
1ケース当たりCO2排出量

2020
目標

2015

2013

2014

2012
5.6万kW

20万kW

KPIの2014年度実績・今後の目標

再生可能エネルギー（売電のみ）の発電能力

2020
目標

2015

2013

2014

2012

目標

実績

実績

目標設定

3.3万kW

主催（経済産業省後援）の省エネ大賞・省エネ事例部門にお
いて、「総合スーパーにおけるエネルギーア
ドバイザー制度推進による省エネ」が省エ
ネ大賞（資源エネルギー庁長官賞）を受賞
しました。
今後も新規認定者を育成するとともに、
既認定者のレベルアップと海外を含むグ
ループ各社への制度拡大を推進していき
ます。
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TOPICS

気候変動情報開示先進企業に3年連続で選出
イオンは、国際的なNGOであるCDP※より、気候変動情報開示先進企業としてクライメート・ディスクロージャー・リーダーシップ・
インデックス2014に3年連続で選出されました。また、気候変動緩和への優れた活動を行う企業として、クライメート・パフォーマン
ス・リーダーシップ・インデックス2014に初選出されました。両選出とも、
国内小売業では唯一です。
※��CDP：カーボン・ディスクロージャー・プロジェクトの略。企業や都市の重要な環境情報を測
定・開示・管理・共有するグローバルシステムを唯一提供している国際的な非営利団体。世
界各国で調査し、日本では大手企業500社を対象としている。

重点課題　　低炭素社会の実現1

エコストアの開発 
[スマートイオンの展開]
イオンは、「従来型店舗と比べて20％以上のCO2排出量
削減とCASBEE※1A評価以上を取得した店舗」を「エコスト
ア」と定義し、環境にやさしい店舗づくりに取り組んできま
した。2005年5月にエコストア1号店「イオンタウン千種」が
誕生して以降、2013年2月までに12店舗のエコストアを展
開しました。
2012年9月、この取り組みをさらに進化させた「次世代

エコストア（スマートイオン）」の取り組みを開始しました。従
来の環境負荷の少ない“店舗づくり”に加えて、エネルギー
の効率的な利用や防災対応などに地域と協働で取り組む
“まちづくり”や“コミュニティづくり”の視点を取り入れた5
つの基準（スマートエネルギー、電子マネー・ネットとの融合、
交通環境（スマートモビリティ）、生物多様性・景観、防災・地
域インフラ）を策定。「イオンのecoプロジェクト」を実践する
取り組みとして位置付けています。
2013年3月のスマートイオン1号店「イオンモール八幡
東」のオープンを皮切りに、2014年度末までに7店舗※2の
「スマートイオン」をオープンしています。
2015年度は、「イオンモール沖縄ライカム」、「イオンモー

ル四條畷」の2店舗をスマートイオンとして展開する予定で
す。
※1��CASBEE：2001年に、国土交通省主導のもとで開発された建築物の環境性能評
価システム。地球環境・周辺環境にいかに配慮しているか、ランニングコストに
無駄がないか、利用者にとって快適か、などの性能を客観的に評価・表示する指
標として利用されている

※2�「イオンモール八幡東」、「イオンタウン新船橋」、「イオンモール大阪ドームシティ」、
「イオンモール幕張新都心」、「イオンモール名古屋茶屋」、「イオンモール京都桂
川」、「イオンモール木更津」の7店舗

電気自動車充電ステーションの設置
イオンは、電気自動車やプラグインハイブリッド車の普及
に対応するため、2008年に「イオンレイクタウン」（埼玉県
越谷市）に初めて電気自動車急速充電器を設置しました。
以降、新たに開店するショッピングセンターの大半に電気
自動車充電器を設置しているほか、既存の店舗にも状況に
応じて設置を進めています。
2014年度は、既存店への設置を積極的に進め、2015年
2月末現在の設置数は、105店舗・246基（うち急連充電器
96基、普通充電器150基）となりました。今後も、積極的な
導入を推進していきます。

合計店舗数（2015年2月現在）

105店舗・246基

60.0% 61.5%

16.4%

2007 2008 2009 2010 2011

17億
3,890万枚

16億
6,155万枚

13億
922万枚

7億
6,714万枚

4億
2,450万枚 60.4%

レジ袋削減枚数

レジ袋辞退率

48.0%

電気自動車充電ステーション
設置数

CO2削減のお客さまへのコミュニケーション
イオンは、商品の全ライフサイクル（原材料、加工段階、
流通、消費、廃棄、リサイクル）を通じて発生するCO2排出
量を商品に表示して“見える化”する「カーボンフットプリン
ト（CFP）」に積極的に取り組んでいます。この取り組みを通
じて、お客さまに、環境への関心をより一層高めていただく
ことができる一方、企業は、コスト分析およびCO2排出削減
の取り組みにつなげることができます。
2008年より、経済産業省が主催する「カーボンフットプ

リント（CFP）研究会」に参加し、経済産業省と連携した取り
組みを進める一方、2009年には社内プロジェクトを立ち上
げ、商品のCO2排出量を算定しています。
2014年度は、「宮崎県産�トップバリュ�グリーンアイ�ピー

マン」のライフサイクルCO2排
出量を算定しました。
また、2014年3月には、「バ
イオ・マイバスケット」の算定を
実施しました。

物流での見える化の推進
イオンは、「物流センターから店舗までの配送における1
ケース当たりCO2排出量」をKPIに定め、物流に関わるCO2
排出量を「見える化」することで、排出削減に努めています。
2014年度は、大型天然ガス車両や電気自動車などの環
境車両の導入やエコドライブの推進などに引き続き取り組
んだ結果、物流センターから店舗までの配送における1ケー
ス当たりCO2排出量は136.4ｇCO2となり、2013年度比
で7.3%削減しました。
また、行政、物流事業者、ガス供給会社、自動車メーカー、
大学などが立ち上げている環境に関する各種研究会に参
加するとともに、イオンが主催する環境車輌研究会や鉄道
輸送研究会を通じて、大型天然ガス車両の導入やモーダル
シフトの拡大を推進しています。
今後も、こうした取り組みを継続するほか、環境適応車両

の100%導入、「エコドライブ※講習会」の実施や優良ドライ
バー表彰制度の拡充など、ハード・ソフトの両面で取り組み
を進めていきます。
※��エコドライブ：優しい発進を心がけたり、無駄なアイドリングを止めるなど燃料の
節約に努め、CO2排出量を減らす運転のこと

商品・物流でのCO2削減

宮崎県産�トップバリュ
グリーンアイ�ピーマン

0.048ｔ/m2以下

改正フロン法に対応した管理システムの稼働

0.097t/m2
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0.078t/m2

0.08ｔ/m2以下
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年間ＣＯ２排出量原単位（ＣＯ２排出量/延床面積原単位）

2010

2020
目標

基準年

2010
基準年

目標

実績

実績

目標

実績

目標

実績

2015

2013

2014

2012

ＧＭＳ新店4店舗他、ＳＭ、小型店の新店
13店舗に導入（累計28店舗）

新店導入計画　25店舗以上
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0.097t/m2

0.080t/m2
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※ 2015年1月に、（株）ダイエーを完全子会社化したことに伴い、2010年度に遡って
　 数値を再計算しました。
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・グループ統一の漏洩管理台帳および設備台帳作成準備がスタート
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・環境車輛研究会を、業務委託先様と共同で発足
  大型天然ガス車輌の導入実験開始
・国内鉄道輸送取扱規模小売業界No.1

2010年度比12.7%削減
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実績
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3.3万kW

異業種企業と共同でモーダルシフトを推進
イオンの物流を担うイオングローバルSCM株式会社は、
同社が主催する「イオン鉄道輸送研究会」を通じ、会員各社
と共同で鉄道輸送の取り組みを研究し、CO2排出量の削減
を目指しています。
その取り組みとして、日本貨物鉄道株式会社の協力を得

メーカー工場、メーカー倉庫

東京貨物ターミナル駅（東京）

イオン物流センター、メーカー倉庫

イオン物流センター、メーカー倉庫

百済貨物ターミナル駅（大阪）

メーカー工場、メーカー倉庫

異業種の企業間で
専用列車を運転

て、同研究会に参加するメーカー7社※と共同で東京⇔大阪
間に専用列車を運行しており、イオンの鉄道輸送によるコ
ンテナ数は年間36,692基（12フィート換算）と大幅に拡大
しています。こうした取り組みが評価され、一般社団法人日
本物流団体連合会が主催する「第16回物流環境大賞」にお
いて、「物流環境特別賞」を受賞しました。
今後も業界を超えたモーダルシフトを積極的に進め、
CO2削減に取り組んでい
きます。
※��アサヒビール株式会社、味の素株
式会社、江崎グリコ株式会社、花
王株式会社、サッポロビール株式
会社、ネスレ日本株式会社、プロク
ター・アンド・ギャンブル・ジャパン
株式会社（P&G）　（五十音順）

イオン鉄道輸送研究会の専用列車
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重点課題　　低炭素社会の実現1

カーボンオフセットの取り組み
カーボンオフセットとは、自身の温室効果ガス排出量のう
ち、どうしても削減できない量の全部または一部を、他の場
所でのCO2排出削減活動を通じて創出された「排出権」を
購入して、オフセット(埋め合わせ)することです。
2014年度は、イオングループ各社で、以下のカーボンオ

フセットを実施しました。
2015年度も、継続して取り組んでいきます。

●イオン（株）
　・対象商品：バイオ・マイバスケット
　・対象期間：2014年4月～2015年2月
　・数量：700t-CO2

バリューチェーン全体のCO2排出量を集計
近年、企業自身が直接排出した温室効果ガス排出量（ス

コープ1）、および電力利用などによる自社の間接排出量
（スコープ2）の管理に加え、企業のバリューチェーン全体
を通じた排出量（スコープ3）の管理が求められています。こ
うした動きに対応し、イオンは2012年度からスコープ3排
出量の算定※を行っています。
今後も、データ収集の精度向上や算定範囲の拡大に努

め、収集したデータを分析し、CO2排出削減に向けた取り
組みを推進していきます。
※��算定に当たっては、「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定
のための排出原単位データベース（Ver.2.0）」などを参照しています。

2014年度スコープ3排出量

カテゴリー スコープ３排出量カテゴリー  排出量（t-CO2e)

1 購入した製品・サービス 2,872,268�
2 資本財 1,578,822

3 スコープ１，２に含まれない燃料及び
エネルギー関連活動 284,761�

4 輸送、配送（上流） 220,278�
5 事業から出る廃棄物 82,530�
6 出張 7,027�
7 雇用者の通勤 48,232�
8 リース資産（上流） ―
9 投資 31,543
10 輸送、配送（下流） ―
11 販売した製品の加工 ―
12 販売した製品の使用 18,998�
13 販売した製品の廃棄 47,539
14 リース資産（下流） 842,502�
15 フランチャイズ ―

TOPICS

温室効果ガス排出量についての　　　
第三者検証を受審
イオンは、グループの中核企業であ
る小売業のなかで一番排出量の多い
イオンリテール（株）が排出する温室効
果ガスの排出量（スコープ1およびス
コープ2）について、第三者による検証
を受けました。
今後も、データの信頼性向上とGHG排出量の継続的

な削減に努めていきます。
1. 検証範囲
　スコープ1およびスコープ2温室効果ガス排出量
2013年4月1日から2014年3月31日の期間における、イオンリ
テール株式会社の国内388店舗の運営に伴うエネルギー消費由
来のCO2排出量
2. 検証方法
　ISO14064-3（2006）：Greenhouse� gases-Part3：
Speciflication�with�guidance� for� the�validation�and�
verification�of�greenhouse�gas�assertions�の要求事項に
従って第三者による検証を受けた。

検証された温室効果ガス排出量
スコープ1
96,799�t-CO2e

スコープ2
1,021,303�t-CO2e

CO2排出削減に貢献する商品の開発・販売
イオンは、CO2排出削減に貢献する商品の開発・販売に
取り組んでいます。
例えば、「トップバリュ�グリーンアイ�北海道洞爺産雪蔵

じゃがいも」はその一つです。こ
のじゃがいもは、収穫後の保管
時の保冷に雪を利用すること
で、電気使用量の削減、ひいて
はCO2排出量の削減につなげ
ています。 トップバリュ�グリーンアイ

北海道洞爺産雪蔵じゃがいも

再生可能エネルギーの創出
[イオンのecoプロジェクト：つくろう作戦] 
イオンは、「イオンのecoプロジェクト」の一つである「つく
ろう作戦」において、2020年までに20万kW※の創電能力
を備えることを目標としています。
2014年度は、平屋のスーパーマーケット店舗、大型店
舗の新店、コンビニエンスストアを合わせて、合計47店舗・
22,621kWの創電能力の太陽光パネルを設置しました。
これにより、累計の導入店舗数は1,044店舗、創電能力は
55,868kWとなりました。
太陽光で発電した電気は、自家消費により電力使用量の
削減につなげているほか、固定価格買取り制度を利用して
電力会社に売電しています。売電によって得た利益は、電
力上昇分の相殺およびBCP対応、環境投資、再生可能エネ
ルギーへ再投資しています。
2015年度は、導入店
舗数65店舗、導入出力
3,146kWを予定してい
ます。
※��20万kWは、一般的な家庭のお
よそ45,000世帯の年間電力を
まかなう能力に相当します。

店舗での創エネルギー

太陽光パネルを設置

（公財）イオン環境財団の取り組み

グループ会社の取り組み

太陽光発電システムを中学校に寄贈

イオン環境財団は、環境にやさしい再生可能エネル
ギーの啓発・普及を目的として、さらには中学生に環境に
ついて学ぶ教材として活用いただくため、中学校への太
陽光発電システムの寄贈を行っています。
この取り組みは、財団設立20周年記念事業として
2009年度から5カ年計画で実施してきたものです。
2014年度末までに、日本15校、マレーシア10校、ベト

ナム10校の計35校に寄贈しました。

イオンリテール（株）

「うちエコ診断」の取り組み

環境省は、一般家庭部門の温室効果ガス排出削減を
目的として、地球温暖化や省エネ家電などに関する幅広
い知識を持った診断士が、専用のソフトを活用して各家
庭の実情に合わせた実行性の高い省CO2・省エネ提案・
アドバイスを行う「うちエコ診断」を推進しています。
生活者視点の光熱費削減・節約につながる省エネ提案

を重点施策に定めるイオンリテール（株）は、この施策の
推進に向けて、うちエコ診断実施機関への登録を実施。
2014年7月に認定を受けた後、2カ月後の9月に行われ
たエコ診断資格試験に54名が合格しました。そして11
月からは、54名の「うちエコ診断士」が、催事や店舗で計
265件の診断を実施しました。
2015年度は、「うちエコ診断」を受診し、指定の省エネ

リフォーム、省エネ機器をお買い上げいただいたお客さ
まに、「イオンエコポイント」としてWAONポイントを付与
する制度を導入し、さらなる省エネ推進を図っていきます。
また、「うちエコ診断士」配置店舗50店・100名体制を目指
して、資格取得に向けた啓発・支援を行っていきます。

ベトナム�ホーチミン市�タン�ニャット中学校

診断の様子

0.048ｔ/m2以下

改正フロン法に対応した管理システムの稼働

0.097t/m2

0.11t/m2

0.08t/m2

0.078t/m2

0.08ｔ/m2以下

KPIの2014年度実績・今後の目標

年間ＣＯ２排出量原単位（ＣＯ２排出量/延床面積原単位）

2010

2020
目標

基準年

2010
基準年

目標

実績

実績

目標

実績

目標

実績

2015

2013

2014

2012

ＧＭＳ新店4店舗他、ＳＭ、小型店の新店
13店舗に導入（累計28店舗）

新店導入計画　25店舗以上

1.311GJ/m2

2.623GJ/m2

2.07GJ/m2

2.03GJ/m2

2.086t/m2

2.101ｔ/m2以下

年間エネルギー使用量原単位 (熱量／延床面積原単位) 

2020
目標

2015

2013

2014

2012

0.048ｔ/m2以下

0.097t/m2

0.080t/m2

0.078t/m2

0.078t/m2見込み

0.080ｔ/m2以下

2.086t/m2見込み

2.101ｔ/m2以下

KPIの2014年度実績・今後の目標

年間ＣＯ２排出量原単位
（ＣＯ２排出量/延床面積原単位）

2010

2020
目標

基準年

目標

実績
2015

2013

2014

2012

1.311GJ/m2

2.623GJ/m2

2.159GJ/m2

0.083t/m2

※ 2015年1月に、（株）ダイエーを完全子会社化したことに伴い、2010年度に遡って
　 数値を再計算しました。

2011
2.238GJ/m2

2.105GJ/m2

年間エネルギー使用量原単位
 (熱量／延床面積原単位) 

・グループ統一の漏洩管理台帳および設備台帳作成準備がスタート
・2011年度の漏洩量把握は60%レベルの捕捉率
・日本チェーンストア協会としての意見反映を実施

・2012年度の漏洩量把握は90％以上レベルの捕捉率
・フロン類漏管理ワーキングチームの立ち上げ
・産業構造審議会のフロン類等対策WGや合同審議会で意見具申

フロン管理システム体制を確立

KPIの2014年度実績・今後の目標

空調のフロン類の補充量完全把握と漏洩防止

2020

目標
2015

2013

2014

2012

・7店舗に導入　・政府との良好な関係づくりの推進
・導入コスト、技術課題の解決は遅延
・日本チェーンストア協会を通じた認識の共有化を推進

・新規2店舗に導入　・自然冷媒導入推進に向け、社内ＰＴの立ち上げ
・産業構造審議会のフロン類等対策WGや合同審議会で意見具申
・導入コスト、技術課題の解決は遅延

冷ケースの自然冷媒設備の導入全店舗

2020

2015

2013

2014

2012

ダミー函率30%以上

ダミー20%以上店舗の割合 38.1%

ダミー20%以上の店舗の割合 37.4%

ダミー20%以上の店舗の割合 37.4%
（GMS：66.9%、SM：16.6%、DS：8.3%）

ダミー投函率20%以上の店舗 35.29%
（GMS64.06%、SM16.09%、DS8.11%）

ダミー舗全店投函率20%以上

KPIの2014年度実績・今後の目標

エコストア開発

2011

2020
目標

2015

2013

2014

2012

ダミー函率30%以上

ダミー20%以上店舗の割合 38.1%

ダミー20%以上の店舗の割合 37.4%

ダミー20%以上の店舗の割合 37.4%
（GMS：66.9%、SM：16.6%、DS：8.3%）

ダミー投函率20%以上の店舗 35.29%
（GMS64.06%、SM16.09%、DS8.11%）

ダミー舗全店投函率20%以上

KPIの2014年度実績・今後の目標

「イオン 幸せの黄色いレシートキャンペーン」の投函率

2011

2020
目標

2015

2013

2014

2012

15%削減

・環境車輛研究会を、業務委託先様と共同で発足
  大型天然ガス車輌の導入実験開始
・国内鉄道輸送取扱規模小売業界No.1

2010年度比12.7%削減

2013年度比　7.3％削減

2013年度比　3%削減

KPIの2014年度実績・今後の目標

物流センターから店舗までの配送における
1ケース当たりCO2排出量

2020
目標

2015

2013

2014

2012
5.6万kW

20万kW

KPIの2014年度実績・今後の目標

再生可能エネルギー（売電のみ）の発電能力

2020
目標

2015

2013

2014

2012

目標

実績

実績

目標設定

3.3万kW
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