
 

 

 

 

 

 

◼ 先進企業の自然エネルギー利用計画 （第２回） 

イオン 

２０５０年までに自然エネルギー１００％へ 

－国内・海外２万カ所以上の拠点で脱炭素を推進－ 
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1. 自然エネルギーの利用方針と導入計画 

 

小売業で最大手のイオンはグループ全体で使用する電力を 2050 年までに自然エネルギー100％へ切り

替える計画だ。国内と海外を合わせて約 300 社の合計 2 万カ所を超える店舗や事業所が対象になる。 

 

イオンの電力消費量は国内の主要グループ会社 52 社の合計で、年間に 74 億 kWh（キロワット時）に

のぼる。日本の電力需要（8505 億 kWh、2016 年度）の 1％近くを占めるだけに、全量を自然エネルギー

に転換するインパクトは大きい。海外の拠点における電力消費量もグループ全体の約 1 割ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1．イオンの概要 

 

 イオンは 2018 年 3 月に「イオン 脱炭素ビジョン 2050」を策定して、グループ全体の CO2 排出量を

2050 年までにゼロに減らす目標を掲げた。現時点で CO2 排出量のうち約 9 割を電力が占めていること

から、「脱炭素ビジョンの目標を達成するためには、CO2 を排出しない自然エネルギーの電力へ転換する

ことが大前提になる」（グループ環境・社会貢献部の金丸治子部長）。 

 

脱炭素ビジョンの策定と同時に、企業による自然エネルギーの利用を支援する国際イニシアチブの

「RE100」に加盟した。RE100 の加盟企業は使用する電力を自然エネルギー100％にすることを宣言した

うえで、毎年の進捗度合いを報告することが求められる。2050 年に CO2 排出量ゼロを目指すイオンに

とって、RE100 に加盟することは目標達成に向けた活動のひとつに位置づけられる。「改めて加盟の是非

を社内で議論する必要もなかった」（金丸氏）。 

 

 イオンの社名はラテン語で「永遠」を意味する。持続可能（サステナブル）な事業活動を展開すること

がグループの基本方針になっている。10 年前の 2008 年に「イオン温暖化防止宣言」を打ち出して以降、

事業を成長させながら CO2 排出量を削減する低炭素化に取り組んできた（図 1）。 

企業名  イオン株式会社

拠点数
 グループ約300社 （連結対象、海外を含む）
 合計2万1742カ所 （2018年2月末）

電力消費量  74億キロワット時 （2016年度、国内主要52社）

自然エネルギー
電力の利用率

 実績：1％以下 （太陽光発電の自家消費分）
 目標：100％ （2050年、グループ全体）

売上高  8兆3900億円 （2017年度、連結）

社員数  55万人 （グループ全体、2018年2月末）

主要事業  小売、ディベロッパー、金融、サービス
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図 1．イオンの脱炭素社会を目指す主な取り組み 

 

2010 年以降は大型の M&A（合併・買収）を実行してグループの規模が急速に拡大したが、それでも

CO2 排出量は減少している。2010 年から 2016 年のあいだにグループの連結売上高は 5.1 兆円から 8.2

兆円へ 60％増えたにもかかわらず、CO2 排出量は 8.2％削減できた（図 2）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2．事業の成長と CO2 排出量の削減 
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 これから 2050 年までに CO2 排出量をゼロに削減するため、2030 年の時点で 35％削減（2010 年比）

を中間目標として設定した（図 3）。2030 年まで毎年 2 ポイントずつ CO2 排出量を減らしていき、それ

以降は削減のスピードを加速させる。この中間目標は国が掲げた 26％削減（2013 年比）の目標を上回る。

しかもイオンが基準に設定した震災前の 2010 年の CO2 排出量は、震災後の 2013 年と比べて国全体で

8％も少ない。より排出量の低い基準年をもとに 35％削減を目指すことになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3．2050 年までに CO2 排出量をゼロに削減するロードマップ 

 

 CO2 排出量の削減は、省エネと自然エネルギーを組み合わせて推進していく。とりわけ電力消費量の

多い大型店舗の対策が重要だ。イオングループの店舗には従来型のスーパーマーケットや小型のコンビ

ニエンスストアのほか、複合商業施設のショッピングモールが全国に 300 カ所以上ある。「特に大規模な

ショッピングモールでは、年間の電力消費量が 3000 万 kWh を超えるようなところもあるため、省エネ

を実施する効果は非常に大きい」（グループ環境・社会貢献部の奥田勝文氏）。 

 

 大型店舗の CO2 排出量を削減する手段として、「スマートイオン」と呼ぶ環境配慮型のモデル店舗を

2013 年から展開している。神奈川県の座間市に 2018 年 3 月に開業した「イオンモール座間」が最新の

スマートイオンだ。このショッピングモールは延床面積が 11 万平方メートルあって、1 階から 3 階まで

合計 160 の専門店を収容するほか、2500 台の自動車を駐車できる。建物の屋上と壁面、さらに立体駐車

場の壁面にも太陽光パネルを設置して、全体で 1000kW（キロワット）の発電能力がある（写真 1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1．「イオンモール座間」に設置した太陽光パネル 
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省エネの面ではショッピングモール全体に LED 照明を採用したほか、空調機器を分散配置してエリア

ごとに電力消費量を効率的に削減する。さまざまな対策を組み合わせることで、イオンの標準的な店舗と

比べて CO2 排出量を 30％削減できる見込みである（図 4）。 

図 4．「イオンモール座間」に導入した最新のエネルギー機器 

 

さらにこれから開発する大型店舗では、CO2 排出量を 50％まで削減できる「次世代スマートイオン」

を展開する計画だ。最先端の省エネ技術を全面的に導入して CO2 削減量を拡大する。「まだ具体的な設

計には入っていないが、2020 年度までに次世代スマートイオンの第 1 号の店舗を開発したい」（金丸氏）。 

 

イオンは 2007 年から店舗の屋上などに太陽光パネルを設置して、自然エネルギーの発電量を拡大して

きた。現在までに合計で 6.5 万 kW の規模に達している。このうち 1700kW は固定価格買取制度（FIT）

が始まる以前に導入したもので、発電した電力を店舗内で自家消費する。それ以外の電力は FIT で売電

しているため、国や自治体に報告する CO2 排出量の削減には利用できない。FIT の買取期間（20 年間）

が終了すると、店舗に設置した太陽光発電設備の電力を CO2 排出量ゼロで計算できるようになる。 

 

太陽光発電の設備利用率（年間の発電効率）を全国平均の 12％で計算すると、6.5 万 kW の発電設備で

年間の発電量は約 6800 万 kWh になる。グループの主要 52 社が消費する電力量（74 億 kWh）に対して

1％弱にとどまる。「今後も新しい店舗には太陽光パネルを設置していく方針だが、それだけでは 100％に

到達できない。ありとあらゆる対策を実行していく必要がある」（金丸氏）。 
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1 つ目の対策として、自然エネルギーの電力を小売電気事業者から購入する取り組みを開始した。千葉

県の千葉市にある本社ビル 2 棟で使用する電力を 2018 年 3 月から、東京電力エナジーパートナーが提供

する水力発電 100％の「アクアプレミアム」に切り替えた（写真 2）。 

 

写真 2．イオン本社ビル。手前と右後方の 2 棟 

 

本社ビル 2 棟の電力消費量は 2017 年度の実績で 670 万 kWh である。イオングループ全体の電力消費

量に占める割合は小さいものの、シンボルになる本社を皮切りに、全国の店舗や事業所でも自然エネルギ

ーの電力を増やしていく。 

 

 特に地方の店舗では、地産地消型の自然エネルギーの電力を利用する方針だ。自治体などと連携をとり

ながら、地域で発電した自然エネルギーの電力を購入する。「2018 年度内に地方の店舗 1 カ所を地産地

消型の自然エネルギー100％に切り替える。それから全国各地の店舗に広げていきたい」（金丸氏）。 

 

 2 つ目の対策として、自然エネルギーの発電事業に出資することを検討している。その事業で発電した

電力を長期契約でイオングループの店舗に供給するスキームである。欧米の大手企業が自然エネルギー

の電力を調達する方法として活用している PPA（電力購入契約）と同様の形態だ。 

 

イオングループは以前から家庭向けの太陽光発電設備を店舗で販売している。FIT の買取期間を終了

する発電設備が 2019 年度から出てくるため、その電力も買い取る予定だ。FIT の対象からはずれた自然

エネルギーの電力は、国や自治体に報告する CO2 排出量をゼロで申告できる。イオングループの店舗で

利用すれば、CO2 排出量の削減に生かせる。 
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こうした取り組みに先がけて、イオングループのビル管理サービスなどを手がけるイオンディライト

が、地域で発電した電力を管理・小売する実証事業を 2018 年 4 月から進めている（図 5）。最先端の IT

（情報技術）として注目を集めるブロックチェーンの仕組みを利用して、自然エネルギーで発電した電力

を利用者のところまで追跡（トラッキング）できる点が特徴である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5．自然エネルギーで発電した地域の電力を管理・小売する事業 

 

イオンディライトは実証事業の成果をもとに、地域の自然エネルギーの電力を調達して販売する事業

に 2019 年度から乗り出す計画だ。これに合わせてイオングループの約 1000 店舗に専用の機器を設置し

て、各店舗で使用する電力がどの発電設備で作られたものかを追跡できるようにする。自然エネルギー

100％を実践する企業の先進的な事例になる。 
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2. 今後の課題と期待する効果 

 

イオンは中間目標に設定した 2030 年の CO2 排出量 35％削減（2010 年比）に向けて、省エネの推進

と自然エネルギーの拡大にグループを挙げて取り組んでいく。削減率 35％のうち 15％を省エネで、20％

を自然エネルギーの活用で達成することが目安になっている。 

 

 ただし省エネによる 15％削減は簡単ではない。すでに多くの店舗では LED 照明に切り替えるなど、

省エネ効果の大きい対策を実施済みだ。今後は店舗ごとの省エネに加えて、グループの複数の店舗で連携

しながらエネルギーの消費量を削減していく。 

 

 各店舗に設置した機器やセンサーで計測したデータをインターネット経由で遠隔地の管理センターに

送り、分析した結果をもとに店舗の機器をコントロールしてエネルギーの利用状況を最適化する（図 6）。

複数の店舗を組み合わせて余分なエネルギーを消費しないようにして、省エネの効果をいっそう高める

狙いだ。 

図 6．複数の店舗のエネルギー利用状況を遠隔で一括管理する仕組み 

 

 もう一方の対策である自然エネルギーの活用については、既存の電力の契約を切り替えることが中心

になる。「ただし現状では自然エネルギー100％の電力メニューや自然エネルギーの証書を購入すると、

コストが増えてしまう。いかにコストを抑えるかが当面の最大の課題になる」（金丸氏）。 

 

コストを抑制するために、イオングループの事業規模を生かしてエリアごとに電力を調達する方針だ。

日本国内に１万 7000 カ所以上の店舗と事業所があり、海外でもアジアの主要国に 4000 カ所以上の拠点

がある。エリアごとに購入する自然エネルギーの電力をグループでまとめて契約すれば、小売電気事業者

に対して価格の引き下げを要求しやすくなる。 

 



8 

 

 店舗に設置する太陽光発電にも引き続き注力する。イオンは 2012 年に環境負荷を削減する「イオンの

eco プロジェクト」を開始して、2020 年までに自然エネルギーの発電設備を 20 万 kW に増やす目標を掲

げた。ただし現在までに導入できたのは約 3 分の 1 の 6.5 万 kW で、あと 2 年半で目標を達成するのは

むずかしい状況になっている。 

 

eco プロジェクトを開始した当初に想定していたとおりには、太陽光パネルの設置場所を確保できない

ことが理由だ。その要因は店舗の屋上の耐荷重にある。「太陽光パネルを設置する架台が重いため、既築

の店舗では屋上の耐荷重を超えてしまうケースが多い。現在よりも軽量の架台を利用できるようになれ

ば、太陽光パネルを設置できる場所を増やせる」（グループ環境・社会貢献部の木下順次氏）。 

 

このほかに蓄電池の導入も重要な課題に挙がっている。イオングループにはスーパーマーケットなど

食品を扱う店舗が多く、冷蔵・冷凍に必要な電力を夜間でも消費する。「昼間の太陽光で発電した電力の

一部を夜間に使えるように、店舗に蓄電池を導入することを検討している」（金丸氏）。万一の停電時にも

蓄電池から電力を供給できれば、食品の品質を保てるためメリットは大きい。蓄電池のコストが低下する

状況を見ながら導入を進めていく。 

 

今後は太陽光発電に加えて、風力発電やバイオマス発電の電力を調達することも想定している。「2050

年までに自然エネルギー100％の目標を達成するために、洋上風力も含め、さまざまな自然エネルギーの

調達を検討していく」（同）。 

 

脱炭素ビジョンを策定して、RE100 にも加盟したことで、数多くの発電事業者や小売電気事業者から

新しい提案が来るようになった。店舗の規模や地域の特性に合わせて最適な方法を選択しながら、イオン

グループ全体で自然エネルギー100％を目指す。 

 

 

 

 

 

＊本レポートの内容はヒアリング実施日（下記）の時点の情報です。 

＊図と写真はイオンの提供によるものです（レポート冒頭の表を除く）。 
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