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特集 1　ステークホルダー・ダイアログ
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金 丸 私どもイオンは「お客さまを原点に平和を追求し、人間
を尊重し、地域社会に貢献する」を基本理念として、 
現在約300のグループ企業が13カ国で事業を 
展開しています。事業のグローバル化が進展し、環境・
社会への影響度も格段に高まりつつある状況を踏ま
えて、さまざまなステークホルダーとともに持続可能
な社会を実現するために2011年に「イオン サステナ
ビリティ基本方針」を制定しました。地域社会の発展と 
当社事業の成長を両立させるために4つの重点課題

「低炭素社会の実現」「生物多様性の保全」「資源の 

有効利用」「社会的課題への対応」を設定しています。 
また、CSRと事業が一体化した経営を目指し2020年 
までの目標「ビッグチャレンジ2020」を掲げ10項目に
取り組んでいます。

冨田  さまざまな活動を行われていて素晴らしいですね。 
一方で、取り組みが非常に幅広い印象を受けました。
2015年は国連総会での「持続可能な開発目標（SDGs）」
の採択や気候変動枠組条約第21回締約国会議

（COP21）のパリ協定のようにサステナビリティの分野で
大きな出来事がありましたが、同時に私は「CSR統合元
年」であったと考えています。「CSR元年」と呼ばれる2003
年以降から現在までは活動そのものを重視してきた 
時代でしたが、フェーズが変わり、今後は事業とCSRを
統合させたマネジメントが求められます。そのために
は活動内容を広く開示するだけでは不十分で、まずは 
ビジネスで直面する社会課題・環境課題を洗い出した
上で、自社にとっての重要性の視点で選択し掘り下
げていくことが必要です。これは世界共通の方向性と 
言えます。

河口 イオンはボトムアップ型ですね。「ビッグチャレンジ
2020」はトップダウンで策定した方針を現場に下すと
いう形ではなく、現場の自主的な取り組みをまとめたと
いう印象です。現場に自主的に取り組む風土があるの
は素晴らしいですが、外からするとグループ全体の戦
略性が見えにくいのが残念です。

冨田  今うかがった内容はGMS（総合スーパー）事業を
イメージすれば納得感があるのですが、他の事業
ではどうでしょうか。イオンでは幅広くビジネス
をされていますよね。グループ企業が増えるごと
に、新たな課題が出てくるはずです。各事業にお
ける環境や人権、社会に関するトピックをマッピン
グすると、イオンが取り組むべき課題や意義が明
確になり、ステークホルダーにより伝わりやすく 
なると思います。

金丸 そうですね。伝えるという点では、小売業として一番 
大事なステークホルダーはやはりお客さまであると 
考えています。イオンがこれまで取り組んできた活動
を、どのようにして皆さまにわかりやすくお伝えするか
は継続的な課題です。

河口 小売業はSDGsの目標12「持続可能な消費と生産」の
要です。「持続可能な消費と生産」を実現するために店
舗、物流、商品といったバリューチェーンの各段階でど
う取り組んでいるのかという視点でまとめるとわかり
やすいのではないでしょうか。木材の取り組みやフェア
トレード、オーガニック商品などもそこに落とし込める
はずです。

冨田 社会の変化に合わせて、方針や戦略を見直していく 
ことも必要ですね。外部環境も変わりますし、事業の 
買収、ビジネスモデルの変化もあります。たとえば 
1年ごとにレビューをして方向性を修正したり、戦略を 

5年ごとに見直したりするのは重要なプロセスです。
河口 2015年のパリ合意とＳＤＧｓはサステナビリティを推進

する国際的な枠組みです。英国や他の欧州諸国がこ
れらの最も強力な推進役でしたがＢｒｅｘｉｔ（英国のEU 
離脱）と難民問題、テロにより欧州勢の勢いが減速す
る可能性があります。一方でイオンはアジアシフトを 
掲げておられます。イオンがアジアを舞台にサステナ 
ビリティの活動で世界のリーダーになるチャンスでは
ないでしょうか。

冨田 CSRは英国など欧州で作られてきたモデルですので、
イオンがアジアの会社としてアジアなりのモデルを 
打ち出していくことを考えていかれてはどうでしょう。

「平和」を掲げる理念を基盤としてアジアオリジナル
を意識した取り組みに発展させていただきたいですし、

「No.1リテーラーとしてスタンダードを作る」くらいの
意気込みに期待しています。

若生 大変貴重な示唆をいただいています。COP21を経て
「低炭素」から「脱炭素」へとシフトしたように、世の
中の変化は非常に早く、課題にはスピード感を持って
取り組まなければなりません。各事業から出てくる問
題を包括的に認識しようと努力しているのですが、 
偏りなく把握する必要性をあらためて感じました。 
また、イオンがアジアなりのモデルを提案するのは大事
なことだと思います。事業を展開するアジアの国々では
抱える課題が国ごとに異なります。環境、資源循環、

社会の変化とイオンのCSR

アジアで事業を展開する企業として

基本理念のもと、グループをあげて経営と一体化したCSR活動の実践への 
挑戦を続けているイオンが、今後、社会の変化に対応しながら、どのような 
方向に進むべきか、有識者の方々と意見交換を行いました。
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添加物、フェアトレード、森林破壊などの課題に対し、 
各国の状況に合った形で建設的に取り組むにはどうし
たらよいか、指針を出せるようになれればと思います。

金丸 「ビッグチャレンジ2020」の中では「イオンのecoプロ
ジェクト」、「ネクスト1,000万本」、「廃棄物ゼロ」の3項
目に特に注力してきました。「イオンのecoプロジェク
ト」は2020年に向けたエネルギー方針で、東日本大震
災の経験を踏まえて策定したものです。内容としては、
店舗エネルギー使用量の50％削減（2010年比）、再生 
可能エネルギー20万kWの創出、全国100店舗の 
防災拠点化を掲げています。再生可能エネルギーは現
在1,000店舗以上に太陽光パネルを設置し5.7万kW
を創出していますが、2020年の目標到達に向けた施
策を強化したいと思っています。また、昨今の脱炭素の
流れを踏まえ、2030年、2050年に向けた目標設定の
必要があると考えています。

河口 脱炭素のための取り組みとして日本では太陽光発電は
現実的です。ただ、再生可能エネルギー20万kWの目
標をすべて自家発電で達成しようとするのではなく、
購入も含めて幅広く考えてはどうでしょうか。たとえ
ば地元密着型の「ご当地エネルギー」が活発ですが、 
そういった地域密着の市民電力と連携するのも1つの
方法です。それからバイオマス発電の活用はいかがで
すか。バイオマスは原材料を集めるのが難しいなどの 

課題がありますし、展開地域を選ぶ必要はありますが、
発電方法の多様化を考えてもよいのではないかと思い
ます。あと、エネルギーと同様に大事なのが水の問題
です。店舗で雨水利用をされているのでもっとPRして
はどうでしょうか。

冨田 これは3項目すべてに共通するのですが、2050年
頃までの大きな目指す姿が必要です。それによって 

「なぜ2020年までに店舗エネルギー使用量の半減を
目指すのか」といった目標設定に説得力が増します。 
また、定量化も重要です。たとえば、再生エネルギーの
創出目標である20万kWは設備容量であり、実際に
イオンが使う電力のうちどれくらいが再生可能エネ
ルギーなのかはわからないですね。その点を見えるよ
うにしていただきたいと思います。エネルギー使用量
の削減は気候変動対策の基本的な取り組みですが、 
より低炭素のエネルギーに切り替えるのも1つの方法
です。太陽光パネルを店舗に設置するだけではなく、
河口さんご提案のバイオマス発電も検討してはいかが
でしょうか。その際、これまで植樹してきた森を活かし、
森の手入れで発生する間伐材を材料にできると植樹 
活動に新たな価値が生まれますね。

金丸 森を「活かす」可能性ですね。イオンでは20年以上に 
わたり植樹活動を継続してきまして、2013年には累
計植樹本数が1,000万本に達しました。次の1,000万
本に向けた取り組み「ネクスト1,000万本」では長年に
わたり「植える」取り組みをしてきた企業だからこそ、 

「育てる」そして「活かす」活動に発展させていこうとし
ています。店舗木材や商品での活用など小売業なら
ではの活かし方に取り組みたいと考えています。また、 
森林破壊の問題にも対応しなければなりません。

冨田 長期の目標として、究極的には木材の完全循環を目指
していただきたいのですが、いかがでしょうか。製紙 
業界では事業で使用する木材と同等の植樹をして、 
新たな森林破壊を生まないモデルを構築しようとし
ています。難易度の高い取り組みではあるのですが、 
イオンでもチャレンジしていただきたいと思います。そ
の場合の定量化としては、まずは店舗建築に必要な 
木材量を測ることです。そして植樹した森からどれだ
けの木材が出るのか。数字を把握することで、植樹し
た森がイオンの使用する木材のうちどれくらいに相当 
するのかがわかってきます。これができると1,000万本
が生み出すインパクトに新たな見え方が加わります。

河口 そうですね、戦略上開示が難しい数字もあると思うの
ですが、CSRを本業と統合する上で定量化はある程度
必要です。本業に占める割合を示すことで1,000万本
が事業に与える影響が多いのか少ないのか伝わりや
すくなります。ところで、ミニストップではFSC認証の国
産材を使った店舗がすでに100店舗以上あるそうで
すね。この実績はもっとアピールしてはいかがでしょう
か。違法木材輸入禁止の法律ができて今後は海外から
の木材輸入が難しくなっていくと考えられますので、国
産材使用の先行事例としてもっと評価されてよい部分
です。また森林破壊に関しては、食品や生活用品に幅
広く使われているパーム油の問題があります。パーム
油の消費拡大に伴うプランテーション化が熱帯雨林の
破壊につながっているのですが、最近ではメディアでも
取り上げられるようになりました。消費者の間に森林
破壊に加担したくないという意識が広まる可能性があ
ります。

金丸 イオンは小売業や消費財メーカーが加盟する国際 
組織The Consumer Goods Forumに参加してい
まして、同フォーラムが掲げる「2020年までに森林破
壊を実質ゼロにする」という目標に賛同しています。
2014年に「持続可能な調達原則」を制定し、現在森林
資源の調達方針や商品、資材、建築での具体的な取り
組みを検討しているところです。
もう1つ注力している「廃棄物ゼロ」では、小売業だか
らできることとしてお客さまとのコミュニケーション
を大切に考えています。これからは買い物のあり方 
自体をお客さまと一緒に考えていく必要もあると思っ
ています。たとえば明日食べることが確実な食品なら
ば消費期限が短いものを選んでいただくことも廃棄

物削減の取り組みになります。それでも売れ残り廃棄 
される食品をどう活かしていくのかは、さまざまな 
ステークホルダーとも連携して考えていきます。

冨田 廃棄物はサプライチェーンのどこで多く出ています
か。現在の取り組みは店舗での工夫が多いのです
が、消費者が家庭で捨てるごみもかなりあるのでは
ないでしょうか。概算で構わないので消費者が出す
廃棄物量を定量化し、減らしていくアプローチをで
きるとよいです。お客さまに「イオンで買えばごみが
出ないので、だからいつもイオンで買うんですよ」と
言ってもらえるくらいになると素晴らしいですね。 
これからの統合の時代は、サプライチェーン全体を見
る発想が大事です。「できることからやる」のではなく、
イオンが本当に目指すべき姿を見極めて定量化し、 
そのためにどういう施策をするのか。すでに良い取り
組みをされているので、その意識で発展させてほしい
と思います。

「ビッグチャレンジ2020」注力分野

長期の目標を定め、
サプライチェーン全体を見る発想を

河口 「廃棄物ゼロ」に関連して言うと、欧州では「サーキュ
ラーエコノミー（循環経済）」に注力しています。日本の

「循環型社会」に似ていますがその動機は異なります。
日本は「官民協力してコストをかけても資源保護と埋
立地確保の為ごみを減らそう」ですが、サーキュラーエ
コノミーでは新たなビジネス・利益と捉えています。脱
炭素・資源枯渇で地下資源の採掘が難しくなるなか、す
でに地上にある資源をいかに有効活用していくか、地
上の鉱山を発掘する発想です。
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――熊本地震でも積極的な支援活動を展開されましたが、 
「イオンのecoプロジェクト」は防災も重要なキーワードです。

河口 現在の防災の取り組みを気候変動の視点から見ると違
う側面が見えてくるのではないでしょうか。「イオンの
ecoプロジェクト」そのものは、気候変動対策の「緩和
策」と「適応策」として見ることができます。店舗エネル
ギー使用量半減と再生可能エネルギーの創出は緩和
策、防災拠点100ヶ所は適応策に当たると言えます。
従来の日本企業の取り組みは緩和策が中心ですけれ
ども、海外企業では適応策に力を入れています。たとえ
ば温暖化の影響で光熱費がどれだけ上がるのかを予
測して店舗設計に活かすという具合です。また、適応策
としては調達リスクへの備えも重要な視点です。たと
えば気候変動による干ばつが商品の供給に影響する
といったリスクにどう対応するか。気候変動はビジネス
リスクですが、適応できればチャンスでもあります。

冨田 この「防災拠点100ヶ所」は素晴らしい活動だと思い
ました。「地域エコシステム」の一環なのでしょうか。 
イオンモールのように大きな施設が、今後は店舗が
街の拠点としてさまざまな機能を果たすようになる。 
そのさまざまな機能の1つに防災がある。そう捉えま
した。

若生 冨田さんがおっしゃる通り防災も「地域エコシステム」
の1つの要素ですが、防災は防災として各地で先行し
て進めています。「地域エコシステム」は2016年春に 

スタートした取り組みですが、イオン単独のプロジェク
トではなく、地域の行政、大学、病院、企業、交通機関、
金融等と協働して推進するものです。私どもには店舗
という物理的な施設があります。店舗を拠点として地
域で活躍する組織・個人の力をうまく組み合わせるこ
とができれば、より利便性が高く、安全で安心な街にな
る、その街に住む付加価値が高まるのでは、というアイ
デアから始まりました。

冨田 防災もイオン単独でできることではなく自治体や地域
との関わりが必要ですし、「地域エコシステム」を作る
上で核になる要素だと思います。取り組みを進めてい
くと地域社会にとってのイオンの存在意義が増してい
くのではないでしょうか。事業とCSRの統合の観点か
らは、非常に重要な方向性です。これを深掘りしていっ
たときに何が生まれるのか。展開に期待します。

河口 そうするとイオンはもはや小売業ではなくなってきます
ね。地域コミュニティマネージャーのような立場です。

「店舗に物を並べて売るだけ」という発想とはまったく
違っていて、まず「イオンとは人が集まる拠点」である。
そこにはお店があって暮らしに必要な物を売っている
よ、という逆の発想ですね。今までにあまりない新しい
ビジネスモデルが生まれるのではないですか。

若生 河口さんのおっしゃることから見通せるところは、小売
業という言葉が、以前からイオンが理念に掲げている

「平和産業、人間産業、地域産業」に変わっていくとい
うことですね。

――最後に、イオンに今後期待することについて、一言お願
いします。

河口 イオンの活動の中で「木」と「魚」はシンボリックです。冒
頭に「小売業は『持続可能な消費と生産』の要」と申し
上げましたが、この「持続可能な消費と生産」の分野に
はさまざまなトピックがあります。そのなかから「木」と

「魚」をアイコンとして取り上げ、社内外に伝えていっ
てはどうでしょうか。「木」にまつわる取り組みは店舗
での国産材利用やFSC商品など、植樹活動にとどまら
ない展開をされています。「魚」についてもMSC認証 
商品の品目数は日本の小売業でもっとも多いと聞き
ますし、ASC認証商品の発売はアジアで初めてだった
そうですね。ほかにも天然資源に依存しない完全養殖 
マグロを販売されるなど、他社に先行して取り組む圧
倒的なリーダーです。漁業の持続可能性の問題は日本
人の食生活に深く関わりますが、あまり知られていな
いので、積極的にPRして取り組みを育てていってほし
いと思います。

金丸 「木」や「魚」は乱獲や枯渇が心配されています。資源保
護と安定供給のためこれからも真摯に取り組んでいき
たいと思います。

河口 あとは、プライベートブランドでのオーガニックやフェア
トレード商品の取扱いですね。すでにコンビニでも買
えたのでビックリしましたが、こういったエシカル系の 
商品展開を推進し、また購入後捨てるところまでエシ
カルに消費できる方法を検討していただきたいです。 
冨田さんが言うように廃棄物削減の取り組みに対して
お客さまにどう関わっていただくかということです。
もうひとつ加えると、人材活用の取り組みにも期待しま
す。「ビッグチャレンジ2020」では「社会的課題への対
応」として「外国人の雇用拡大」が掲げられていますが、
全国に約150万人いるとされるニートやひきこもりの
方を採用する可能性はないでしょうか。職業訓練と組
み合わせて働く場を提供できれば社会的にも意義のあ
る取り組みとなります。

冨田 繰り返しになりますが、私はこれまでの取り組みの整 
理と長期の目標設定、定量化をした上で活動を深化さ
せていただきたいと思います。また一消費者としての 
視点からコメントすると、私もイオンのお店に行くこ
とがあるのですが、売り場でお客さまに伝えられてい 
ないのが非常にもったいなく感じられます。今のマー
ケットでは魚にMSC認証が付いているからといって 
必ずしも売上につながるわけではないのですが、

「MSC認証の魚が売れる時代をイオンが作る」くら
いの意気込みで取り組まないと発展しません。ぜひ店
舗での訴えかけを強化していただきたいと思います。 
イオンは消費者が日常的に使う店ですので、単なる売
り手と買い手の関係ではもったいないですね。お客さ

まとの新しい関係性を目指すことは本当のCSV（共通
価値の創造）につながりますのでチャレンジしていただ
きたいと思います。

若生 さまざまなご意見をいただき本当にありがとうござい
ました。イオングループにはパートタイマー含めて約 
52万人の従業員がいるのですが、理念である「小売業
は平和産業、人間産業、地域産業である」という考え方
はグループのどの事業でも従業員にかなり根付いてい
ると感じています。共有している理念のもと、これから
は事業のグローバル化を踏まえて、日本だけでなく、ア
ジアでの持続可能な社会の実現に貢献していくという
視点も強化していかなければなりません。グループの
成長に伴い、イオンが直面する課題は大きくなりこそす
れ小さくなることはないでしょう。グループの成長と社
会の発展を同時に実現していけるか。それがCSRの最
も重要な点だとお話をうかがいながらあらためて認識
しました。そのためにも事業で直面する問題が何なの
かを考え、プライオリティをつけて取り組んでいくこと
は重要なことだと思います。
また、イオンがアジアなりのモデルをどう作っていくか。
これは大きなゴールの1つです。目標が近いとそれが見
える人は限られますが、大きく遠い目標は多くの人の視
界に入ります。2050年の大きなゴールがどうあるべき
か、真剣に考えていかなければいけないと思いました。
本日いただいたお話を参考に取り組みを進めてまいり
ますので、引き続き厳しくご意見をいただければと思い
ます。今後ともよろしくお願いいたします。

イオンへの期待

お客さまとの新しい関係性を築く

店舗を拠点とした防災と地域エコシステム

小売業から平和産業、人間産業、
地域産業へ


