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FY20 のイケアのビジネス

500以上
イケアの販売拠点の数 

（以下を含む）：2

世界中で新しくオープンした
イケア店舗の数

445
12
3

60

60 市場で展開するイケア店舗の数

新しいオンラインショッピング
市場の数

テストロケーション 
( 試験的販売拠点）の数

396億ユーロ
イケアのリテール事業の売上高3

21万 7,000人
イケアのコワーカーの数

6,000 人
FY19 から増えたコワーカーの数

約1,600
イケアのサプライヤーの数 1 

約900 50 カ国以上で提携しているホーム 
ファニッシング製品サプライヤーの数

40 億人
イケアのウェブサイトへの訪問者数

45%
8億2500万人以上

FY20 のオンラインショッピング
売上高の増加率（前年比）

60 市場のイケア店舗への来店者数

2,000 以上
開発された新製品の数

9,500 以上
イケアの商品展開の数

89 世界全体の食品サプライヤー

2 https://about.ikea.com/en/about-us/year-in-review
3 売上税は除く。イケアのフランチャイジーによるイケアの製品、食品、サービスの売上高を含みます

（https://www.inter.ikea.com/en/performance）。

1 イケアは、ホームファニッシング、輸送、物流・流通サービス、製品の構成部品、食品を供給するサプライヤー約 1,600 社（1,592 社）と提携を結んでいます。
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FY20 のサステナビリティのハイライト

植物由来（プラントベース）食品の充実

2020 年 8 月に発売された HUVUDROLL/
フヴドロル プラントボールは、好調なス
タートを切りました。イケアの定番のミー
トボールに代わる、肉を使わないプラント
ボールのクライメートフットプリントは、
従来のミートボールの原材料と比べてわ
ずか 4％です。味や食 感にも妥協せず、
手ごろな価格も変わりません。

食品についてイケアが意欲的に取り組ん
でいる目標について、詳しくは 17 ページを
ご覧ください。

森林保全目標の達成

よりサステナブルな供給源から木材を調達する FY20 の目標を達成しま
した。現在、イケアの製品に使用されている木材の 98％以上は、森林
管理協議会 ®（FSC®）の認証を受けた木材またはリサイクル木材です。

詳しくは 44 ページをご覧ください。

イケアバリューチェーンのクライメートフット
プリントを削減

イケアのバリューチェーンのクライメートフッ
トプリントは、FY20 も引き続き減少し、ビジ
ネス全体で大幅な改善が見られました。照明や
設備機器商品のエネルギー効率化、植物由来食
品の増加、生産・輸送に占める再生可能エネル
ギーの割合の増加などの成果です。リテール売
上 1 ユーロあたりのクライメートフットプリン
トは、FY19 から FY20 の間に 7％減少しました。
ただし、FY20 は、ロックダウンによる売上の
損失とイケア店舗休業の影響により、クライ
メートフットプリントの絶対的削減値を前年比
で比較することは難しい状況です。

詳しくは 30 ページをご覧ください。

コロナ禍での人々の健康と生活を守るため、 
全力を尽くす

イケアの最優先事項は、コワーカー、お客さま、
サプライヤー、ビジネスパートナー、コミュニ
ティの健康と暮らしを守り、サポートすること
です。多くの市場で、現地行政や利害関係者と
協力して、イケア製品の寄付をはじめ、医療従
事者のための物資を生産したり、緊急支援活動
に必要なスペースを確保したりするなど、迅速
な対策を講じています。マスクや手袋、ベッド
や寝具、食品、おもちゃなど合計 170 万点以上
の製品を、病院、医療センター、救護施設に寄
贈しました。また、Inter IKEA グループは、新
型コロナウイルスのパンデミック下でも、イケ
アの外部サプライヤーの経営安定化を図るため、
財政支援を行いました。さらに、イケアのフラン
チャイジーである Ingka グループは、地域社会
の取り組みを支援するため、2600 万ユーロ規模
の救済金を用意することを発表しました。
詳しくは 10 ページをご覧ください。

イケア製品の循環性評価の完了

イケアは、家具からホームファニッシングアクセサリーま
で、9500 点以上におよぶ製品の循環性評価を完了しまし
た。これは、イケアがサーキュラービジネス（循環型ビジ
ネス）に転換する取り組みにおける大きな一歩です。

詳しくは 25 ページをご覧ください。
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リサイクルポリエステルの使用拡大

テキスタイル製品に占めるリサイクルポリエステ
ルの割合は、83％に達しました（FY19 の 59％か
ら増加）。イケアは今年度中に、当初の目標の適
用範囲を拡大することにしています。 

詳しくは 56 ページをご覧ください。

製品寿命を延ばす取り組み

FY20 には、家具の下取りプログラムや、家具を
サービスとして利用し、スペアパーツも簡単に
入手できる新しい製品利用モデルのテストを実
施しました。このモデルを通じて、1400 万個以
上のスペアパーツがお客さまに提供されました。

詳しくは 27 ページをご覧ください。

限られた予算で室内の空気をきれいにする
新ソリューション

屋内の空気は人々の身心の健康に不可欠なものであ
り、きれいな空気は少数の人たちだけが得られる高
価なものであってはなりません。2020 年秋、イケア
は、中国本土において FÖRNUFTIG/ フォルヌフティ
グ 空気清浄機を発売しました。

詳しくは 16 ページをご覧ください。

再生可能エネルギー使用率 100％を目指して

小売り事業で使用する再生可能エネルギーの割
合は、51％とわずかに減少しました。しかし、よ
いニュースもあります。23 カ国のイケアリテール
で 100％再生可能電力を達成し、アイスランドと
バルト諸国 1 も今年中に目標を達成します。輸送
に関しても、代替燃料の割合を大きく前進させま
した。イタリアとフランスでは現在、通常のディー
ゼルトラックに比べて CO 2 排出量を 80％削減
する液化バイオガスまたは圧縮バイオガスを使
用しています。イケア製品の製造では、FY20 末
までに、基準となる FY16 と比較して、クライメー
トフットプリントの絶対値が 15.5％減少しまし
た。これは、再生可能エネルギーを増加させ、
石炭の段階的廃止をさらに進めたことによるもの
です。

詳しくは 36 ページをご覧ください。

クライメートポジティブにつながる
行動を促進する投資

FY20、Inter IKEA グループは、クライメー
トポジティブになる取り組みをスピード
アップさせるため、2 億ユーロを投資する
ことを発表しました。イケアのサプライ
チェーンで再生可能エネルギーへの移
行を促すこと、さらに森林再生、荒れた
森林の回復、森林管理の改善を通じて大
気中の CO2 を除去することを目指してい
ます。

詳しくは 29 ページをご覧ください。

新たなイケアのサプライヤー行動規範（IWAY）

FY20 には、イケアのサステナビリティ戦略に掲げ
ているコミットメントと主な目標に沿うように、
IWAY を改訂しました。新しい IWAY 6 では、環境、
社会、動物について、サプライヤーに求める行動を
定義しています。改訂版となる IWAY には、生物
多様性や環境保全、動物福祉、従業員の能力開
発の対策強化など、新しいトピックが含まれてい
ます。

詳しくは 74 ページをご覧ください。

社会的に立場が弱い人や取り残された人々が、
働きがいのある仕事を得られるような支援の提供

世界各地の 6 つのソーシャルビジネスとのコラボレー
ションから生まれた BOTANISK/ ボータニスク コレク
ションを発売し、労働市場から取り残されていた人々
のための雇用機会を拡大しました。FY20 にはまた、グ
ローバルなソーシャルビジネス商品 KLARAFINA/ クラ
ラフィーナと MOAKAJSA/ モーアカイサ シリーズを発
売し、大規模なソーシャルビジネスサプライヤーを採
用しました。安定的な販売量を増やすとともに、こう
したサプライヤーの下で働く、社会の主流から取り残
された人々の数を大幅に増やすことができました。
IKEA Social Entrepreneurship B.V. プログラムでは、
イケアのサプライチェーンに属していない 36 の社会起
業家の活動拡大を支援しました。

詳しくは 71 ページをご覧ください。

サポートを必要とする人のことを考えてデザイン
された、包括的な新コレクション

OMTÄNKSAM/ オムテンクサム コレクションは、
サポートを必要とする人の日常生活を楽にするた
めに、人間工学の専門家や医療従事者の支援を
受けて開発されました。

詳しくは 67 ページをご覧ください。

1 ともにイケアのフランチャイジー、Miklatorg による運営。
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FY20 のサステナビリティへの取り組み
使い捨てプラスチックの復活を抑止

新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、使い捨てプラスチッ
クの需要が再び増加傾向にあります。イケアのビジネスでは、
2020 年にホームファニッシング製品からすべての使い捨てプラス
チック製品を排除しました。可能な限り、使い捨てプラスチック
製品を使用した梱包材をサプライチェーンからなくしたいと考え
ています。詳しくは 56 ページをご覧ください。 

健康的でサステナブルな暮らしを手ごろなものにする

大半の人は、健康的でサステナブルな暮らしを望んでいます。 
しかし、そうした暮らし方はお金がかかると考えられており、
これが最大の障壁となって立ちはだかっています。そのため、
環境と社会に配慮した手ごろな製品やサービスの開発が必要と
されています。詳しくは 15 ページをご覧ください。 

コロナ禍で弱い立場の人々が受ける打撃を軽減する

新型コロナウイルスの世界的流行は、人
間の生活を脅かす危機です。健康へのリ
スクをはじめ、収入や生計への影響、不
平等の拡大、社会福祉・セキュリティ・
支援の低下など、各コミュニティにさま
ざまな形で影響が出ています。ほかの人
よりも特に大きな打撃を受けているの
が、子どもなど社会的に弱い立場に置か
れている人々や、社会から取り残されて

いる人々です。Oxfam は、貧困層が 5
億人以上に増えるおそれがあり、数十年
にわたる社会貢献活動の成果が後退して
しまうと警告しています。コロナ禍がイ
ケアのバリューチェーンに与える影響、
そしてコミュニティ、コワーカー、パー
トナーに対しイケアが行っている支援に
ついて、詳しくは 10 ページをご覧くだ
さい。

ウクライナの衛生伐に関する法解釈について

イケアのビジネスでは、違法に伐採された木材を一切使用していま
せん。FY20、イケアのビジネスは、ウクライナにおいて違法伐採木
材を調達した容疑をかけられました。第三者機関が森林伐採地を
視察し調査した結果、違法伐採木材がイケアのサプライチェーンに
納入されたことを示す証拠は見つかっていません。この調査では、
衛生伐 1 を沈黙期間 2 に行うことに関する法解釈が難しいことが指
摘されました。イケアは、森林管理協議会（FSC）が、この矛盾す
る法律問題に対処し解決するために講じている対策に従って行動し
ます。詳しくは 45 ページをご覧ください。

生物多様性を向上させる行動を加速させる

地球では今、さまざまな生物が絶滅に追い込まれ、生態系が脅
かされています。気候変動に加え、遺伝的多様性の減少は、現
代に生きる私たちが直面している最大の課題の 1 つです。イケア
は、イケアのバリューチェーン全体で生物多様性および生態系を
保護し改善するための積極的な対策を講じ、自然にポジティブ
な影響を与えます。詳しくは 41 ページをご覧ください。

サプライチェーンを監視する

新型コロナウイルスの世界的流行により、移動制限や安全対策が
徹底され、企業のサプライチェーン監査活動は制限されています。
そのため、IWAY 要件の遵守状況を確認する作業をリモートで行わ
なければなりませんでした。コロナ禍では通常よりも多くの労力が
必要とされますが、私たちはサプライヤーとこれまで以上に緊密に
連携して取り組んでいます。人権を尊重し、促進するというイケアの
ビジネスが掲げるコミットメントは、かつてないほど重要な意味を
持っています。詳しくは 60 ページと 63 ページをご覧ください。

気候変動を 1.5℃に抑えるために、
さらなる緊急対策を講じる

科学に基づいて設定された長期目標に引き続き取り組んでいく
ことの重要性が、今まで以上に高まっています。イケアのビジ
ネスは、これまで同様、パリ協定の合意を満たすために力を注ぎ、
地球の気温上昇を 1.5℃に抑制するための行動を実行していきま
す。詳しくは 28 ページをご覧ください。

1 衛生伐とは、森林の健康状態と生産性を向上させるために、病気になった樹木やダメージを受けた樹木を伐採する林業の慣行です。
2 沈黙期間とは、野生生物の群れの繁殖および子育て期間を指します。この期間は、野生生物が落ち着いて過ごせるように、伐採や狩猟などの活動は制限されます。

!

!
!

!

!

!

!
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このレポートについて

1 https://newsroom.inter.ikea.com/Publications/ikea-sustainability-strategy---people---planet-positive/s/5b72986f-d8c5-42fe-b123-f5f9d00a17bb
2 100％達成など、目標達成の定義：イケアでは全体で 98％以上の達成率を獲得した場合、目標を完全に達成したとみなします。これは、予期しない混乱や新しい 

サプライヤー / ビジネスパートナーの追加等により、任意の時点における 100％の達成を保証できないためです。

3 Inter IKEA Holding の全関連会社の概要はこちらをご覧ください。https://www.inter.ikea.com/en/performance/download-financial-reports
4 https://about.ikea.com/en/about-us/the-ikea-franchise-system

サステナビリティレポート FY20 は、2018 年に見直しされ
た、イケアのピープル・アンド・プラネット・ポジティブ
戦略 1 の進捗状況を報告するものです。この戦略では 2030
年までの目標を掲げています。このレポートには、バリュー
チェーン全体の主な活動内容に加えて、現在進行している
活動についても最新情報を記載しているため、サステナビ
リティ戦略を支える 3 つのフォーカスエリアの進捗状況を
評価する 2 ことができます。 
今回の報告期間は、2019 年 9 月 1 日から 2020 年 8 月 31
日までの 2020 事業年度（FY20）です。
イケアのビジネスとは、イケアブランドのもとで活動する
すべての事業体が行うビジネス活動を指します。また、こ
のレポートに出てくる「私たち」という表記は、イケアの
ビジネス全体を表します。
イケアのバリューチェーンには、バージン原材料の調達・
生成、製品の製造・輸送、イケア店舗、お客さまのご来店、
お客さまのご自宅での製品の使用、製品の廃棄までが含ま
れます。

1 つのブランドを支える多くの企業
サステ ナビリティレポート FY20 は、Inter IKEA Holding 
B.V. とその関連会社 3 からなる Inter IKEA グループが発行し
ています。Inter IKEA グループは、フランチャイズ本部、イ
ケア製品の開発・サプライを担当する事業、特定の製品を
製造する事業で構成されています。イケアのサステナビリティ
に関する全体目標を管理するのは、戦略的サステナビリティ
協議会であり、議長は Inter IKEA グループの CEO が務めま
す。詳しくは 81 ページをご覧ください。Inter IKEA グループ
は、イケアの 12 のフランチャイジーと世界各国のサプライ
ヤーと協力して事業を運営しています。 

Inter IKEAグループは、3つの主要な事業で構成されています。

Core Business Franchise は、イケアコンセプトの継続的
な発展と、新規および既存の市場へ滞りなく展開する責任を
負っています。イケアのフランチャイズの本部であり、イケ
アブランドの所有権者である Inter IKEA Systems B.V が含
まれます。 

Core Business Range は、IKEA of Sweden AB と IKEA 
Communications AB、その関連事業で構成されています。
Core Business Range は、イケア製品の開発およびデザ
インを担当しています。

Core Business Supply は、イケア製品を調達し、フラン
チャイジーに配送します。IKEA Supply AG と IKEA Industry 
AB、その関連事業が含まれます。IKEA Industry AB は、イ
ケアの全製品の約 11％を製造する戦略的メーカーです。

Inter IKEA グループについて、詳しくは http://inter.IKEA.
com をご覧ください。

私たちは、イケアのビジネスが長期にわたり成長・発展で
きるように、フランチャイズシステムを採用しています 4。
つまり、「より快適な毎日を、より多くの方々に」というイ
ケアのビジョンを実現するために、イケアという 1 つのブ
ランドのもと、オーナーが異なるさまざまな企業で多くの
人々が働いているということです。フランチャイズは、す
べての人が貢献し協力し合うことを奨励するシステムです。
フランチャイズシステムは、イケアコンセプトを発展させ、
イケアブランドの強固な基盤を構築すると同時に、着実な
成長を後押しします。そして、継続的な成長はスケールメ

リット（規模のメリット）をさらに拡大します。その結果、
手ごろな価格の製品を、世界中のより多くの人々に手に取っ
てもらうことができます。  イケアのビジネスについて、詳
しくは about.IKEA.com をご覧ください。

税金およびコンプライアンス関連のレポートについては、
Inter IKEA グループおよびイケアのフランチャイジーがそれ
ぞれ発行するレポートをご参照ください。Inter IKEA グルー
プ は、inter.IKEA.com お よ び newsroom.inter.IKEA.com

にてレポートを公開しています。

多くの場合、イケアのフランチャイジーは、イケアのビジ
ネスとその他の活動を記載した独自のレポートを発行して
います。イケアのサステナビリティ目標に対する各フラン
チャイジーの貢献について、詳しくは各社のレポートをご
参照ください。

Ingka グループ
32 市場

Al-Futtaim 
4市場

Dairy Farm
4市場

Miklatorg 
4市場

IKANOグループ
4市場

Sarton
3 市場

Al-Homaizi
3市場

House Market
3 市場

Al-Sulaiman
2市場

FalabellaMAPA 
1 市場

Northern Birch
1 市場

イケアのフランチャイジーInter IKEAグループ

イケア製品の
サプライヤー

IKEA of Sweden AB
イケア製品全体の開発・デザイン

IKEA Industry AB
イケア製品の戦略的メーカー。 
イケアの全製品の約 11％を生産

IKEA Supply AG
イケア製品の調達および配送

Inter IKEA Systems B.V.
イケアコンセプトの所有権者 
イケアのフランチャイズ本部

イケアのフランチャイズシステムおよびバリューチェーンの主要組織（子会社とサプライヤーを除く）を簡略化して示したもの（2020年8月31
日現在）
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FY20 は、いろいろな意味で困難を極
めた 1 年でした。なかでも、新型コロ
ナウイルスの感染拡大は、世界中の
人々の生活を一変させました。こうし
た状況においても、フランチャイズシ
ステムを支え、バリューチェーンの拡
大に貢献していただいたコワーカー、
お客さま、サプライヤー、リテール業
者、その他のパートナーの皆さまに感
謝を伝えたいと思います。

私たちは、全員が当事者といえる緊急の課題を解決
するため、たゆまぬ努力を重ね、イケアのサステナ
ビリティアジェンダを 2030 年までに達成するとい
う目標に向ってともに前進しています。このレポー
トでは、FY20 に実施された取り組みの状況を総合
的に報告します。

この 1 年、私たちは多くのことを学び、働き方に変
革をもたらし、これまでにない創造性あふれるソ
リューションを発見しました。「より快適な毎日を、
より多くの方々に」というイケアのビジョンは、今
の世の中にこれまで以上に直結する理念です。 

新型コロナウイルスの感染拡大がイケアのバリュー
チェーンに携わるコワーカーやビジネスパート
ナー、コミュニティへ直接的な影響を及ぼし、それを
軽減するために緊急措置が必要になるとしても、私
たちは長期的なコミットメントを見失うことはあり
ません。イケアのビジネス全体で、戦略的な取り組
みを今も続けています。 

予算に余裕のない人でも、健康的でサステナブルな
暮らしを無理なく手に入れられるようにすること。
これは、イケアのビジネスにしかできない役割であ
り、私たちにはそれを実現する機会があります。私
たちは、イケアの製品をより手ごろな価格で多くの
人が購入しやすいものにすること、そして「ピープ
ル・アンド・プラネット・ポジティブ」を目指して
ビジネスモデルを変革することに全力で取り組んで
います。また、今年の困難な状況のなかでも、気候
変動への取り組みを加速し、平等な循環型社会を提
唱していくことを固く決意しています。 

よいスタートを切った 1 年でしたが、コロナ禍の影
響により、緊急対策、革新的なソリューション、コ
ラボレーション、デジタル変革の加速が必要となり
ました。 

春には、約 75％のイケア店舗が平均で 7 週間休業
することになりましたが、オンラインショッピング
が大幅に増加し、店舗の営業再開後にはリテール売
上がかなり速いスピードで回復しました。この結果、
FY20 にイケアリテールが達成した総売上高は 396
億ユーロに上りました（FY19 から 4％減）。イケア
のウェブサイトには 40 億人以上の訪問者があり、
中国など 3 つの新市場でオンラインショッピング事
業を立ち上げました。これは、重要なマイルストーン
です。 

今年度も、バリューチェーン全体のクライメート
フットプリント削減を目指し、大々的な取り組みを
継続していきます。これまでの成果には、製品の生
産と輸送で使用される再生可能エネルギーの割合が
増加したことや、イケアの照明や設備機器製品のエ

イケアは、
健康的でサステナブルな 
暮らしを手ごろなものにする、
またとない機会に 
直面しています

はじめに：

イントロダクション  |  ピープル・アンド・プラネット・ポジティブになる：FY20 の進捗  |  ステークホルダーエンゲージメント  |  サステナビリティガバナンス  |  持続可能な開発目標（SDGs）の指標 



9 - イケアのサステナビリティレポートFY20

ネルギー効率が大幅に改善したことなどが挙げら
れます。また、IKEA Food でもクライメートフッ
トプリントの削減に取り組み、イケア定番のミー
トボールに代わる植物由来のプラントボールを発
売しました。この HUVUDROLL/ フヴドロル プラン
トボールでは、従来のミートボールの原材料と比
べ、クライメートフットプリントをわずか 4％に
抑えています。味や食感、手ごろな価格をそのま
ま維持したこの製品は、たちまち成功を収めまし
た。 

イケア全体の取り組みにより、FY19 から FY20 に
かけて、リテール売上 1 ユニットあたりのクライ
メートフットプリントが 7％減少しました。ただ
し、FY20 は売り上げの損失により、クライメー
トフットプリントの絶対的な削減値を代表性を
もって前年比で語ることができません。詳しくは
30 ページをご覧ください。

今年度は、長期的な森林保全目標も達成しました。
2021 年 1 月には、「フォレスト・ポジティブ・ア
ジェンダ 2030」を新たに始動させました。生物
多様性を守り、イケアのビジネスだけにとどまら
ず、地球規模で気候変動に取り組む活動をさらに
発展させていきます。イケアの新しいフォレスト・
ポジティブ・アジェンダについて、詳しくは 47 ペー
ジをご覧ください。

FY20 は、人と家との関係が変化した年でもあり
ました。新型コロナウイルスの感染拡大により、
何百万人もの人々が、数週間あるいは数カ月も自

るよう呼びかけています。

困難なこの 1 年において、イケアブランドのもとで活
動するすべての企業が、サステナビリティアジェンダ
の改善のために成し遂げた成果を私たちは誇りに思
います。協力して取り組み、知識を共有し、ともに
解決策を創造するとき、初めて必要な変革を実現す
ることができます。私たちの旅は終わっていません。
やるべきことはまだまだあります。イケアは未来をポ
ジティブに捉えています。

宅で過ごすことを強いられました。イケアの調査
によると、世界全体で 10 人中 8 人が、自分の家を
安全で安らげる場所と感じていることが明らかに
なりました。ほとんど一夜にして、私たちの家は、
オフィスに、学校に、ジムに、公園に、そしてソー
シャルスペースに姿を変えました。また、人々は
より健康的でサステナブルな暮らしを求めている
ものの、なかなか実現できずにいることもわかっ
ています。今求められているのは、家庭内の空気
と水の浄化、廃棄物の削減、省エネを可能にする
手ごろなソリューションです。 

この実現にあたり、イケアは重要な
役割を担っています。私たちは、多
くの人々にとって魅力的な製品やソ
リューションを手ごろな価格で提供
し、健康的でサステナブルな暮ら
しを当たり前の選択肢にしたいと考
えています。 

また、グローバル規模での対話に参加し、コラボ
レーションに対する取り組みや共同体のニーズにつ
いて透明性を確保していきます。2020 年 5 月、イ
ケアは 155 社の企業とともに、国連主導の気候変
動 に 関 す る 共 同 声 明「Uniting business and 
governments to recover better」に署名しました。
この声明は、強靭なゼロカーボン経済への移行と
よりよい復興の間には密接なつながりがあることを
強調しています。また、各国政府に対し、地球の
気温上昇を 1.5 度に抑制するための対策を強化す

Jon Abrahamsson Ring
Inter IKEA グループ チーフ
エグゼクティブオフィサー

Lena Pripp Kovac
チーフサステナビリティ
オフィサー
Inter IKEA グループ
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新型コロナウイルスのパンデミックは、
人々の身心の健康に大きな打撃を与え、
その生活を脅かす危機です。収入や生
計を奪う今回のコロナ危機は、社会で
もっとも弱い立場の人々に大きな打撃
となり、不平等や不安を増大させてい
ます。そして、あらゆる場所にさまざま
な形で悪い影響が出始めています。

この困難な状況の中、イケアが第一に考えているのは、
コワーカー、お客さま、ビジネスパートナー、イケア
が事業を展開するコミュニティの健康と生活を守り、
支援することです。

イケアのビジネスの多くは、現地行政や利害関係者と
協力して、イケア製品の寄付をはじめ、医療従事者の
ための物資を生産したり、緊急支援活動に必要なス
ペースを確保したりするなど、迅速な対策を講じてい
ます。 

地域コミュニティに緊急支援を提供するためのアドバ
イスやガイドラインを公開し、現地に権限を与えるこ
とにより、適切な対応をスピーディに実行できるよう
にしました。

また、マスク、手袋、ベッド、寝具、食品、おもちゃ
など合計 170 万点以上の製品を、病院、医療センター、
救護施設に寄贈しました。
リテール事業でもほかの事業でも、イケアが重視した
のは、できる限り多くのコワーカーの生活を可能な限

り長く守っていくことでした。子どものいるコワーカー
に対しては、追加の育児休暇やフレキシブルな勤務調
整を可能な限り提供しました。イケアの生産部門は、
生産レベルの大幅な低下により大きな打撃を受けまし
た。サプライビジネスは、イケア店舗の休業や国境閉
鎖の影響を受け、まったく新しい製品フローを導入す
る必要に迫られました。2020 年春には、約 75％のイ
ケア店舗が平均で 7 週間休業することになりましたが、
イケアのサプライヤーの大半も、同じ期間、休業を余
儀なくされました。こうした理由から、イケアの一部
のユニットでは、最善の努力を尽くしたにもかかわら
ず、コワーカーを自宅待機させたり、解雇したりする
ことになりました。売上が改善し、コワーカーが仕事
に戻れるようになると、自宅待機期間中に失われた収
入をコワーカーに払い戻したフランチャイジーもありま
した。1

私たちは、それぞれのサプライヤーとオープンな対話を
心がけ、どのようなアクションを協力して取るべきか
話し合いました。可能な限り、購入契約を守り、将来
の注文をキャンセルすることなく、新しい現実に対応
できるよう調整しました。また、コミュニティを支援し、
サプライヤーの事業活動も継続できるよう、マスクや
医療従事者向け防護具などの製造も始めました。

新型コロナウイルスのパンデミック
中、 コミュニティやそこに暮らす
人々を支援するため、イケアは行動を
起こしました

カナダの IKEA Richmond は、支援を必要とする人々のために 815 点の寝具セットを寄付しています。 1 政府の支援も受けた Ingka のマーケットは、その分を還元することにしました。
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イケアのソーシャルビジネスパートナーは、社会でもっ
とも弱い立場の人々を雇用しています。コロナ禍にお
いて、こうしたソーシャルビジネスパートナーを支援
するため、ただちに行動を起こすことが重要でした。
IKEA Social Entrepreneurship B.V. を通じて、注文数を
確保したり、収入減や経営危機を乗り越えるための財
政支援を行っています。

IKEA Spain は、5000 床規模の病院の設立を
支援しました。KEA China は、テキスタイル
やチェア、ワゴンなど、11 万 7000 点の製品を
寄付しました。 

家庭内暴力の被害者にとって、外出制限は自宅
に 閉じ込 めら れ ることを 意 味します。IKEA 
Germany と IKEA Switzerland は、家庭内暴
力から逃れるため避難している女性や子どもが
安全な家で新生活を始められるよう、女性向
けの家具付きアパートを用意しました。

韓国のイケアリテールは、大邱（テグ）で新型
コロナウイルスと最前線で闘う医療従事者やボ
ランティアスタッフのために、ゲストベッドと寝
具を寄付しました。また、社会的に弱い立場に
置かれている家庭や子どもたちに、ホームファ
ニッシング製品やソフトトイを送りました。

Rangsutra の拠点は、パンデミックの影響が
深刻だったインドのウッタル・プラデーシュ州
とラージャスターン州にあります。Rangsutra
は、支援を受けて、現地の生産センターから
在宅勤務体制へと運営方法を変革しました。 

Jordan River Foundation（JRF） は、IKEA 
Social Entrepreneurship B.V. から財政支援を
受け、職人への賃金の支払いを継続すること
ができました。これは、JRF の事業活動を再
開可能にした重要な支援でした。 

インドの IKEA Hyderabad は、店舗の近くに
設置された隔離施設に、ベッド 200 台、マッ
トレス、枕、枕カバー、テーブル、チェア、カー
テン、スポンジ、水筒を提供し、開設準備を支
援しました。

コロナ禍において、多くの子どもたちが休校の影
響を受けています。IKEA Portugal は、80 以上の
ローカルの慈善団体と協力し、弱い立場にある子
どもとその家族 1 万世帯に「let’s play and learn

（遊んで学ぼう）」キットを寄付し、自宅での学習を
支援しました。IKEA Russia は、ロックダウン中も
自宅で運動を続けられるように、障がいのある子
どもたちにスポーツ用具を提供しました。

コワーカーは、思いやりを持って地域コミュニティのニーズに応え、コロナ禍の支援体制を率先して整備しました。

Inter IKEA グループは、新型コロナ
ウイルスのパンデミック下でも、イケ
アの外部サプライヤーの経営安定化を
図るため、財政支援を行いました。

さらに、イケアのフランチャイジーであるIngkaグルー
プは、地域社会の取り組みを支援するため、2600 万
ユーロ規模の救済金を用意することを発表しました。

当然ながら、不確定要素はまだたくさんあります。
現在の危機的状況が過ぎても、今回のパンデミック
の影響はこの先何年も続くでしょう。私たちの働き
方やほかの人との関わり方にも影響が残るはずです。

私たちはこれからも、イケアのバリューチェーン、そ
してイケアが活動する地域コミュニティに関わるすべ
ての人々の健康とウェルビーイング（心身ともに満た
された状態）を守るため、私たちのルーティンと働き
方を変化させていきます。

コワーカーは、思いやりを持って地域コミュニティの
ニーズに応え、コロナ禍の支援体制を率先して整備
しました。こうした取り組みは今も継続しています。
活動例はこのレポートに記載しきれないほどあります
が、ここではその一部を紹介します。
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ピープル・アンド・ 
プラネット・ 
ポジティブになる

イケアのサステナビリティ戦略「ピープル・アンド・プ
ラネット・ポジティブ」では、イケアのバリューチェーン
に属する人々に共通のサステナビリティアジェンダと
目標を設定しています。この戦略はそれらを達成する
ためのロードマップであり、長期的で力強い、共通の
アジェンダを示します。イケアブランドのもとで事業
活動を行う各企業は、共通の目標とコミットメントの
実現に貢献する独自の戦略的目標を設定します。

イケアのサステナビリティに関する目標とコミットメン
トは、国連の持続可能な開発目標（SDGs）に沿って、
2030 年までの達成を目標に設定されています。この
戦略の目的は、イケアの意思決定および目標設定に
おいて、インスピレーションを与え、行動を促し、指針を
示すことです。みんなで力を合わせて、私たちが暮ら

す世界、そしてイケアのエコシステム全体にポジティ
ブで重要な変化を起こすことを目指します。今後数年
間、この戦略に沿ってイケアのビジネス全体でアク
ションを起こしていきます。この戦略は、イケアの戦
略枠組みと整合性が取れていることを確認すると同時
に、世界中で起き得る大きな変化に適応するため、
毎年見直しを行います。 

私たちはすべての答えを持っているわけではなく、目
標を単独で達成できるわけでもありません。そのた
め、私たちは力を合わせて働き、学んだことについて
透明性を保つよう努めています。イケア自身が持つ
起業家精神のカルチャーに則り、完璧になるのを待
つことなく常に前進していきます。

イケアの大きな目標は、人や地球にポジティブな影響を与えること、そして、
2030 年までに多くの人々が地球の限りある資源のなかでより快適な暮ら
しを実現できるよう、インスピレーションを提供し、力となることです。

FY20 の進捗

健康的でサステナブルな暮らし  -  サーキュラー＆クライメートポジティブ  -  公平性とインクルージョン  -  イケアと社会起業家  -  IWAY
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ピープル・アンド・プラネット・ポジティブ戦略は、
実質的な課題に基づいて策定されています。イケ
アビジネスが持つ影響力の観点から、これらを最
も重要なサステナビリティの課題と判断しました。 

戦略を策定するにあたっては、利害関係者がイケ
アに期待していること、そしてイケアがポジティブ
な変化を遂げていることを示しやすい分野につい
ても調査しました。その結果、特定された重要性
の高いトピックを、気候変動、持続不可能な消費、
不平等という 3 つの課題に分類しました。
 
私たちは、「外からの」視点を維持するため、利害
関係者、各種報告書、諮問委員会、サステナビリティ
協議会、新しいパートナーから、重要性評価プロ
セスに関する意見を定期的に受け取っています。詳
しくは 77 ページをご覧ください。  

FY20 には、2030 年までの次の 10 年間について
報告ができるように、サステナビリティパフォー
マンスを測定する枠組みの開発に着手しました。
今年度中の進展は見られたものの、新型コロナウ
イルスの影響により、当初の計画の変更を余儀な
くされました。この枠組みの開発は FY21 も継続
して進めていきます。

マテリアリティ（重要課題）：

フォーカスエリアの選択

人権

働きがいのある仕事

社会的影響

不平等

持続不可能な消費

気候変動

健康とウェルビーイング 
家および職場での暮らし 
からの影響

リソースの効率化
クライメート 
フットプリント

原材料の使用
調達の仕方
生産からの影響
物流からの影響
販売からの影響

ピープル・ 
アンド・ 

プラネット・ 
ポジティブ

健康的で 
サステナブルな

暮らし

サーキュラー＆
クライメート 
ポジティブ

公平性と 
インクルージョン

人々がより健康的でサステナブルな暮らしを
するよう促し、実現する

サーキュラービジネス（循環型ビジネス）への
転換を図る

イケアのバリューチェーン全体で、適切で 
有意義な仕事の提供とサポートを行う

サーキュラー（循環型）でサステナブルな消費を
促進する

クライメートポジティブを実現する

インクルーシブなビジネスを目指す

より快適な毎日を生み出すための社会的ムーブ
メントをつくる 

資源の再生、生態系の保護、生物多様性の改善
に寄与する

イクオリティ（平等性）の促進に努める

！

！

！

主な課題重要性の高いトピック イケアの重点領域 イケアのコミットメント

健康的でサステナブルな暮らし  -  サーキュラー＆クライメートポジティブ  -  公平性とインクルージョン  -  イケアと社会起業家  -  IWAY

イントロダクション  |  ピープル・アンド・プラネット・ポジティブになる：FY20 の進捗  |  ステークホルダーエンゲージメント  |  サステナビリティガバナンス  |  持続可能な開発目標（SDGs）の指標 
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健康的でサステナブルな暮らし
イケアは、健康的でサステナブルな暮らしを、多
くの人々にとって手の届く、手ごろで魅力的なも
のにするための道を切り開きます。イケアには、
その目標を達成する大きなチャンスがあると同時
に、実現する責任もあります。

健康的でサステナブルな暮らしに対する関心は年々高まってきており、
新型コロナウイルスのパンデミックによってさらに注目を集めるようにな
りました。FY20 に実施した健康的で持続可能な生活に関する世界的な
消費者調査 1 では、多くの人はより健康的でサステナブルな暮らしに強
い関心を持っているものの、実行に移すためにはもっと手ごろなソリュー
ションが必要だと考えていることが明らかになりました。
 
調査レポートによると、企業が社会と環境の両方にやさしい製品・サー
ビスをより手ごろな価格で提供することを、回答者はもっとも強く
望んでいます。さらに、調査に参加した 4 人のうち 3 人が、環境への
影響を減らしたいと考えており、より長持ちする製品を選ぶ傾向があ
ることがわかりました。肉を食べる人の中でもかなりの数の人々が、
肉を使った食品と比べておいしさや栄養価、値段が変わらないなら、
植物由来の代替品に切り替えてもいいと考えています。そして、若い
世代ほど変化を望んでいます。

2030 年に向けたイケアの目標は、10 億人以
上の人々が限りある地球の資源の範囲内でよ
り快適な暮らしを実現するためのヒントを提
供し、力となることです。

イケアの目標 2030 年

1 https://globescan.com/people-want-healthy-sustainable-living-choices-2020/

イケアのコミットメント

人々がより健康的でサステナブルな暮ら
しをするよう促し、実現する

サーキュラー（循環型）でサステナブル
な消費を促進する

より快適な毎日を生み出すための社会的
ムーブメントをつくる 

健康的でサステナブルな暮らし  -  サーキュラー＆クライメートポジティブ  -  公平性とインクルージョン  -  イケアと社会起業家  -  IWAY
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人々がより健康的で 
サステナブルな暮らしを 
するよう促し、実現する

健康的でサステナブルな暮らし – コミットメント 1：

今日、経済的に余裕のない人が、健
康的でサステナブルな暮らしを実現
するためのソリューションを購入す
るのは困難ですが、イケアにはこう
した状況を変えられる可能性があり
ます。イケアのビジネスの規模と範
囲を生かして、生産と配送を効率化
し、より健康的でサステナブルな行
動に影響を与えることができます。

イケアは、現在のニーズに応えるだけでなく、より
多くの人々に持続可能な新しいソリューションをよ
り手ごろな価格で提供していきます。また、他社と
協力して業界の変革に取り組みます。

イケアは、健康とサステナビリティに配慮しながら、
すべての製品とソリューションをデザインするこ
とを目指しています。製造方法（使用する原材料な
ど）、機能性、家庭での使用方法などもこの対象に
含まれます。 

2030 年に向けた戦略的目標 

手ごろで完全なホームファニッシングソリュー
ションを開発し、そのソリューションを推進して
いきます。人々の暮らしにおける健康とウェル
ビーイング（心身ともに満たされた状態）を追求
し、地球の限りある資源の範囲内で快適な暮ら
しを送るための機能や知識も提供します。

イケアは、以下を実現するソリューションの開発
に力を注いでいます。

• クリーンなエネルギー、空気、水

• 資源のムダを抑えた生活と廃棄物の削減

• 健康的な食事、睡眠、運動

健康的でサステナブルな暮らし  -  サーキュラー＆クライメートポジティブ  -  公平性とインクルージョン  -  イケアと社会起業家  -  IWAY
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人々がより健康的でサステナブルな暮らしをするよう促し、実現する

FY20 の進捗と主な活動
さまざまな節水技術の開発 

世界の真水の約 10％が家庭で使用されています。
この割合は、世界全体でさらに増加することが
予想されています。また、イケア店舗に来店さ
れるお客さまの 40％以上が、水ストレスの高い
地域に住んでいます。FY20、イケアのビジネス 1

はデンマークの企業 Flow Loop と提携を結び、
シャワーの水を再利用するソリューションを開
発し、水の効率的な利用を促進しました。この
ソリューションは、クローズドループ方式で水
の再利用と浄化を行うことで、平均的なシャワー
ソリューションと比較して最大 80％の水を節約
し、エネルギーの使用量も最大 70％削減するこ
とを目指しています。

再生可能エネルギーを手ごろな選択肢に

現在、太陽光パネルは 9 市場で販売されており、
2025 年までに 30 市場に広げることを目標としてい
ます。2 一部の市場では、イケアのフランチャイジー
によって、お客さまのクリーンエネルギーへの移行

（生産者または消費者としての移行）を支援するサー
ビスの提供が検討されています。このサービスを利
用すると、エネルギーフットプリント（エネルギー
生産における環境負荷）の削減と電気代の節約が実
現します。FY20 末には、9 市場で太陽光パネルと
蓄電システムが販売されました。3 すでに 1 万人以
上のお客さまが、家庭用太陽光パネルを購入されて
おり、合計で 1,000 万ユーロを超える節約、6 万トン
の CO2 相当量の削減を達成しています。既存市場と
新規市場を対象に、現在のサービス内容を拡充した
新しいサービスを開発中です。 

LED ソリューションのエネルギー効率が向上

イケアでは、LED の開発に継続的に取り組んでいま
す。2016 年と 2020 年で比較すると、LED 電球の消
費 電 力「 ル ーメ ン・ パ ー・ ワ ット（lm/W）」 を
36.1％、相対的に削減することができました。2021
年から 2022 年にかけては、商品展開の拡大にさら
に重点を置き、LED 電球シリーズ全体でより一層省
エネ効果を高めていきます。家庭で使用されるイケ
ア製品のクライメートフットプリントを削減する取り
組みについて、詳しくは 39 ページをご覧ください。

HOPPVALS/ホップヴァルスとTRIPPEVALS/トリッペヴァルスのブラ
インドは、内側のハニカム構造が窓辺に断熱層をつくるため、冷暖
房費を減らせます。

1Inter IKEA グループを通じて。
2 フランチャイジーの Ingka グループにより運営されている市場。
3 現在、2 カ国で電力サブスクリプション紹介サービスのテストを実施中です。9 カ国で太陽光発電システムを提供しており、そのうち 4 カ国では蓄電システムも提供して
います。

MISTELN/ミステルン ノズルは、水の使用量を最大90％削減できます。 
MISTELN/ミステルンの丈夫で信頼性の高いソリューションの開発に、
予想以上の時間がかかっており、発売は2022年になる見込みです。

手ごろな空気清浄機の発売

大気汚染は最大の健康問題の 1 つで
あり、解決策を見つけるため、イケア
も何らかの役割を果たしたいと考えて
います。2020 年 12 月、 中 国 本 土で
FÖRNUFTIG/ フォルヌフティグ 空気
清浄機が発売されました。ほかの市
場では、2021 年から販売を開始する
予定です。

健康的でサステナブルな暮らし  -  サーキュラー＆クライメートポジティブ  -  公平性とインクルージョン  -  イケアと社会起業家  -  IWAY
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エクササイズのためのソリューション

FY20 中、エクササイズのための新製品は開発
されませんでしたが、今後の製品開発に関する
戦略的目標には盛り込まれています。  

睡眠環境の改善

自然光や街灯の明かりをさえぎる遮光カーテンや
ブラインドを取り入れると、大きな効果があります。
リサイクルポリエステルでつくられたHILLEBORG/
ヒッレボリ 遮光カーテンなら、より快適な眠りが
得られます。

睡眠は、健康的な生活を送るうえでとても大切なもの。イケアでは、
遮光カーテンや吸音パネル、温度調節機能のあるテキスタイル、人
間工学に基づいたエルゴノミクス枕など、睡眠の質を高める製品を
ご用意しています。 

植物由来（プラントベース）食品の拡充 

2025 年までに、レストランで提供している主な
料理の 50％をプラントベースに（ベジドッグや
プラントボールなど）、80％を赤身肉以外にしま
す。 さら に、 包 装 食 品 の 商 品 展 開 の うち、
80％をプラントベースにします。2022 年までに、
販売している食品やスナックの 20％をプラント
ベースに切り替えることを目指します。現時点で
は 17.8％まで増えています。また、プラントベー
スの製品に動物性食品を一切使用しないとい
う、より厳格な定義を新たに定めました（以前
の定義では、プラントベースの原材料を 90％使
用し、牛肉は使用しないとしていました）。

自然素材にこだわったスイーツやスナック 

2020 年、イケアは、キャンディのラインナップを
一新しました。ゼラチンフリーで、天然の香味
料 2 と色素のみを使用した、LÖRDAGSGODIS/
ルーダスゴディス シリーズを新たに発売しまし
た。MUNSBIT/ ムンスビートのブルーベリー入り
ナッツ・バーも登場し、スナックの品ぞろえを
充実させました。

より健康的な選択を促す

健康的でサステナブルなイケアの食品をもっと
知ってもらうための情報発信を強化していきます。
健康的でサステナブルな食品を選ぶためのヒン
トを与え、もっとも望ましい選択肢を見つけられ
るようお手伝いします。

おいしくて健康的でサステナブルな食品を、多くの人々が購入できるよう、手ごろな価格で提供すること。このムーブメントを推進するため、
イケアの食品ラインナップに、質の高いプロテインを含んだより健康的な製品を増やすという新しい目標を 2025 年に向けて設定しました。

1 料理に関しては、バランスの取れた食事の基準に従って目標を設定し、包装製品に関しては、バランスの取れた栄養のプロファイリングシステムに従っています。これらの基準は、Inter IKEA グループが外部パートナーと共同で作成した枠組みであり、IKEA Food 製品の栄養品質を高めるため、製品開発において使用されています。
2 天然のフレーバー成分とは、自然に存在する物質であり、食品に使用される香料および香料としての性質を持つ特定の食品成分に関わる欧州議会・理事会規則（EC）No1334/2008（2008 年 12 月 16 日）第 3 条の定義に基づいて特定されているものです。

より健康的な食事を実現するための新たな目標 

2022 年に向けた目標の達成に引き続き取り組み、
販売する食品やスナックの 5 食に 1 食はより健康的
な食品とすることを目指します。現在は 8.5％まで増
えています。2022 年までの目標に加えて、FY20 には、
より健康的な新しい食品と植物由来（プラントべース）
の食品に関する目標を設定しました。イケアのバラン
スの取れた食事の基準に従い、2025 年までに、レス
トランで提供している主な料理の 80％、包装された
食品の 60％をより健康的なものにします。1 
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LIDKULLEN/リドクレンは、腰掛けているとたえず体が動くので、筋肉や背骨が鍛えられ、自然に健康的な姿勢が保てます。

イケアの Life at Home Report1 によると、世界中で
78％もの人々が、2020 年に起きた新型コロナウイル
ス感染拡大に伴う外出制限中、家が「安全で安らげ
る場所」と感じていました。たくさんの人が、かつて
ないほど長い時間を自宅で過ごしており、家になんら
かの手を加えた人は、5 人に 2 人いました。

このレポートからは、ほかにも重要な情報が見えてき
ます。37％の人が料理をすることが増えた、44％が家
族と過ごす時間が増えた、29％が家で運動をしてい
ると回答しました。また、オンラインでの交流を楽しん
でいる人は 22％、家族との食事の機会が増えた人
は 28％、在宅勤務をしている人は 17％という結果も
判明しました。 

今後は、健康とウェルビーイング（心身ともに満たさ
れた状態）に大きな与える影響をもたらす光と自然を
考慮し、アウトドアとインドアの一体化が進んでいく
でしょう。家の建築や修理に使用する素材は、衛生
面から厳選されるようになり、新鮮な空気の流れを
増やすイノベーションなど、健康面での改善を図るよ
う空間が設計されていきます。

FY20 には、これまで以上に多くの人々が在宅勤務を
開始しました。イケアは、ウェルビーイングと人間工
学の観点からホームオフィス環境を改善する、手ごろ
なソリューションを提供しています。これは、家の中に
用途別に分かれた部屋が少なくなり、複数の用途に対
応したスペースが増えていることを示す一例です。

在宅勤務では、邪魔されずに集中して仕事をするのが難しい場合も
あります。EILIF/エイリフの吸音効果があるスクリーンは、雑音を遮
断し、視界に邪魔なものが入らないようにできるため、快適なホー
ムオフィス環境をつくることができます。

1 定量調査は、2020 年 7 月から 8 月にかけて 37 カ国で実施し、成人 3 万 8210 人が調
査に参加しました。詳しくはこちらをご覧ください：https://lifeathome.ikea.com/

家と私たちの 
新しい関係

FY20 は、人と家との関係が変化し
た 1 年でした。世界中の人々が、さ
まざまな形でその変化を経験してい
ます。

SKARSTA/スカルスタは、仕事中に姿勢を変えて体を動かすことがで
きるため、気分転換になり仕事もはかどります。立ったり座ったり
して姿勢を変えると血流がよくなり、長時間同じ姿勢でいることに
よる健康リスクを軽減できます。
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すべてをオープンにし、信頼できる
方法で持続不可能な消費の問題を解
決するには、イケアのビジネスの隅々
まで目を配る必要があります。私た
ちは、販売する製品、販売方法、そ
してサーキュラー（循環型）でより持
続可能な行動や考え方を社会に広め
るための対策について、客観的に検
討していきます。

イケアは、未来の若者のニーズや夢を犠牲にする
ことなく、現代に生きる人々の要望や理想を追求
するために、これからも、サステナビリティに配
慮しながら働き方を改善していきます。私たちは、
イケアのデモクラティックデザイン 1 のアプロー
チおよび「サーキュラー（循環型）プロダクトデ
ザインの原則」2 に基づいてすべての製品を開発
しています。イケアのビジネス全体を通して製品
と原材料の寿命を延ばし、それによりサーキュ
ラーエコノミー（循環型経済）の実現に努めます。
さらに、購入したイケア製品をメンテナンスしな
がら使用し、最後は人に譲るなど、循環型モデルを
実現するためのヒントを提供し、力となります。

2030 年に向けた戦略的目標

• 循環型サービスなどを通して、購入したイケ
ア製品のメンテナンスや譲渡を可能にし、製
品や原材料を長持ちさせることで、サーキュ
ラービジネスを推進します。
詳しくは 27 ページをご覧ください。

• 循環型製品の割合を 100％にします。詳しくは
25 ページをご覧ください。

• イケアのマーケティング、コミュニケーション、
セールスの方法を、健康的でサステナブルな選
択を促し、支援する形に変えていきます。
詳しくは 21 ページをご覧ください。

サーキュラー（循環型）で 
サステナブルな消費を促進する 

健康的でサステナブルな暮らし – コミットメント 2：

イケアの目標は、循環型製品の割合を 100％にする
ことです。この目標を達成するため、サーキュラー
デザインを導入し、再生可能な素材とリサイクル素
材の割合を増やし、効率的な生産や原材料の効率的
な使用を促進するとともに、再利用・改修・再製造・
リサイクルを可能にしていきます。

1 デモクラティックデザインの詳細：https://about.ikea.com/
en/life-at-home/how-we-work/democratic-design

2 イケアの「サーキュラー（循環型）プロダクトデザインの原則」
に関する詳細： 
https://newsroom.inter.ikea.com/publications/
designing-for-circularity-and-our-future/s/20f17dff-c43f-
46c9-a5d4-be766859b760
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イントロダクション  |  ピープル・アンド・プラネット・ポジティブになる：FY20 の進捗  |  ステークホルダーエンゲージメント  |  サステナビリティガバナンス  |  持続可能な開発目標（SDGs）の指標 

https://newsroom.inter.ikea.com/publications/designing-for-circularity-and-our-future/s/20f17dff-c43f-46c9-a5d4-be766859b760
https://newsroom.inter.ikea.com/publications/designing-for-circularity-and-our-future/s/20f17dff-c43f-46c9-a5d4-be766859b760
https://newsroom.inter.ikea.com/publications/designing-for-circularity-and-our-future/s/20f17dff-c43f-46c9-a5d4-be766859b760


20 - イケアのサステナビリティレポートFY20

世界中の人々の間では、自分自身の
健康、そして「地球の健康」に対す
る不安が高まっています。そのため、
若い世代では特に、健康的でサステ
ナブルな暮らしを望む人たちが増えて
います。

イケアは、ビジネスの規模と範囲を生かして、でき
るだけ多くの人々に働きかけながら、健康的でサス
テナブルな未来の実現に向けてムーブメントをリー
ドしていきます。 

2030 年に向けた戦略的目標

健康的でサステナブルな暮らしを実現するうえで重
要な課題について、コミュニティをつくり、支援す
る：イケアは、暮らしをより健康的でサステナブル
なものにするため、コワーカーやお客さま、パート
ナー、市民と積極的に関わり、知識を共有し、健
康的で持続可能な習慣を広めます。

次のページでは、知識共有や行動変容のためにど
のような方法を試しているか、詳しく説明します。

コロナ禍におけるイケアとコミュニティの連携につ
いて、詳しくは 10 ページをご覧ください。

健康的でサステナブルな社会を提唱する：社会をよ
り健康的でサステナブルなものにするための政策、
戦略、規制を提唱します。健康的でサステナブルな
生活を実現するというイケアのビジョンに沿わない
製品や原材料を、今後も法律に先立って段階的に
廃止していきます。また、他社と協力して業界の変
革に取り組みます。

次のページでは、イノベーションや変革に対するイ
ケアの取り組みについて詳しく説明します。

詳しくは、77 ページの「ステークホルダーエンゲー
ジメント」をご覧ください。

より快適な毎日を生み出すための 
社会的ムーブメントをつくる 

健康的でサステナブルな暮らし – コミットメント 3：
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より快適な毎日を生み出すための社会的ムーブメントをつくる

FY20 の進捗と主な活動

1Ingka グループのリテールビジネスに適用されます。

イノベーションをもたらし、変革を促す

使い捨てプラスチック製品を全面廃止 

2020 年 1 月、全世界を対象に、ホームファニッ
シング製品における使い捨てプラスチック製品
の使用を全面的に廃止しました。

知識共有や行動変容を可能にするアプローチを
テスト中

イケアは、健康的でサステナブルな暮らしを実
現するため、消費者にインスピレーションを与
え、ノウハウを共有し、コミュニティを構築す
るための新しい方法を常に模索しています。

一例を挙げると、消費者やコワーカーによりサ
ステナブルな暮らしへの意識を高めてもらうた
め、IKEA Better Living アプリ 1 を開発しました。
このアプリでは、自分が実行したサステナブル
なアクションを記録し、日々の暮らしを改善し
たり共有することができます。アクティブユー
ザーは現在、約 9 万 7000 人に達しています（コ
ワーカーは 5669 人）。

イノベーションをもたらし、変革を促す：
過去の実績

• イケアのビジネスでは、2015 年まで
に照明製品をすべて LED 電球に切り
替えることを決めました。2010 年に、
商品展開から白熱電球を段階的に減ら
し、1 ユーロの低価格でお客さまに提
供できる LED 電球を開発しました。

• 1990 年 代、 イ ケ ア は 風 船 の 販 売 を 
中止しました。保護者の監督下で使用
しなかった場合、子どもが窒息する 
おそれがあり、予防措置としてこの判
断を下しました。これは、ソフトトイ
にプラスチック製の目を使用しないと
い う 決 定 に も 影 響 を 与 え て い ま す

（1997 年 )。

• 同様の理由から、2016 年には、コー
ドがない、あるいはコードに手が届き
にくいカーテンやブラインドのみを 
販売することを決定しています。

イケアは長年にわたって、より持続
可 能な社 会をつくり、人々がより 
安全な家を手に入れることができる
よう、さまざまな製品を段階的に廃
止し、革新的なソリューションを取
り入れてきました。

充電式ではないアルカリ電池を段階的に廃止

FY20、イケアは、2021 年 10 月までに世界全体で非充電
式アルカリ電池の販売を段階的に終了することを発表し
ました。この目的は、電池の使用頻度が高いお客さまに、
長期的に見ると、充電式電池を使う方が廃棄物の削減や
費用の節約につながることを周知し、充電式電池への移
行を後押しすることです。
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サーキュラー＆クライメートポジティブ
気候変動、そして世界の天然資源使用量の増加
による影響は、イケアのビジネスにもすでに表
れています。さらに重要なのは、人々の暮らし
や野生生物にも影響が出始めていることです。

イケアがピープル・アンド・プラネット・ポジティブになるために
は、イケアのビジネスの成長とは別に、責任ある調達への取り組
み、資源の利用改善の継続、（1.5℃目標と合わせて）温室効果
ガス（GHG）排出量の絶対値の大幅な削減をさらに推し進めて
いく必要があります。また、サーキュラービジネスに移行するこ
とで、バリューチェーン全体のシステムに変革を起こすことを目
指しています。

イケアのクライメートフットプリントでもっとも大きな割合を占め
るのは、原材料に由来するものです。製品と原材料の寿命を延
ばし、再生可能エネルギー使用率 100％への移行を加速させる
ことで、クライメートフットプリントを大幅に削減することができ
ます。目標は、バージン化石原料および燃料への依存から脱却
することです。このような取り組みを通じて、生物多様性が保全
され、きれいな空気や清浄な水を享受できる世界の実現にも貢
献していきます。

2030 年に向けたイケアの目標は、サーキュ
ラー＆クライメートポジティブビジネスに転換
することです。経済的成長と原材料の使用を
切り離し、イケアのバリューチェーン全体で
発生する温室効果ガス排出量よりも多くの排
出量を削減します。これにより、今世紀末ま
でに地球の気温上昇を 1.5°C に抑えるという
目標に貢献します。

イケアの目標 2030 年

イケアのコミットメント

サーキュラービジネス（循環型ビジネス）へ
の転換を図る

クライメートポジティブを実現する

資源の再生、生態系の保護、生物多様性の 
改善に寄与する

健康的でサステナブルな暮らし  -  サーキュラー＆クライメートポジティブ  -  公平性とインクルージョン  -  イケアと社会起業家  -  IWAY
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サーキュラービジネス（循環型ビジネス）
への転換は、イケアがお客さまと出会う
方法や場所、開発する製品やサービス、
原材料の調達方法やサプライチェーンの
開発など、イケアのビジネスの各方面に
影響を与えます。サーキュラービジネスは、
再生可能エネルギーと再生資源をベース
にしたビジネスモデルです。

現在、人々の暮らしや行動は変化し、人が地球に与える
影響についても関心が集まっています。多くの人々が、狭
い住空間に移り住み、少ない家具や持ち物で暮らし始め
ており、そうした暮らしに価値を感じています。ムダの多
い生活を望む人はいません。しかし、まだ使えるものを
手放すことができずにいる人は大勢います。

循環しない直線型のビジネスモデルを継続すると、2050
年までに約 800 億トンもの天然資源が不足すると推定さ
れています。1 環境に大きな負担を与えるだけでなく、食
べ物や住む場所など基本的なニーズを満たすためのソ
リューションを、多くの人に手ごろな価格で提供する機会
も奪われます。

サーキュラービジネスへの 
転換を図る 

サーキュラー＆クライメートポジティブ – コミットメント 1：

1 https://www.accenture.com/t20150523T053139__w__/us-en/_acnmedia/Accenture/
Conversion-Assets/DotCom/Documents/Global/PDF/Strategy_6/Accenture-Circular-
Advantage-Innovative-Business-Models-Technologies-Value-Growth.pdf
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再利用

お客さまがイケア製品を使用することで
あり、通常の使用やお手入れのすべての
側面を含みます。

改修 

使用済みのイケアの製品や破損品、基準
に準拠していないイケア製品を、限られ
た修復のみで「新品同様」に整備する 
プロセスです。 

再製造 

解体された製品から利用可能な部品を取
り出し、新製品の生産工程で使用します。
イケアのビジネスにおける資源再生や 
コスト削減を促します。

リサイクル 

製品で使用されていた部品を、新たな原材料
へ 転 換 さ せ、 イ ケ ア の ビ ジ ネ ス や 外 部 の 
サプライチェーンで活用するプロセスです。
リサイクルは、全製品の部品が到達する最終
段階です。

• すべての製品の開発工程にイケアの「サーキュラー
（循環型）プロダクトデザインの原則」を適用し、
最初期段階から再利用、改修、再製造、リサイ
クルを考慮してデザインします。

• 新しい調達源の発掘・調整、新材料の開発を進め、
再生可能な素材やリサイクル素材のみを使用する
ことを目指します。

• 既存および新規のお客さまが購入した製品のメン
テナンスや譲渡のためのサーキュラー（循環型）
ソリューションを開発します。

• 支援活動やコラボレーション、ビジネスパートナー
シップを通じて、主導的な役割を果たしつつ、ほ
かの組織との協力体制を構築します。

サーキュラービジネスへの転換を図る

2030 年に向けた戦略的目標

イケアのサーキュラービジネスモデルでは、循環ループを以下の 4 段階に定義しています。

再利用 改修 再製造 リサイクル
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製品の寿命を延ばすための鍵は、
さまざまなライフステージに合わせ
て、家具を修理、改修、調整して
使用できるかどうかです。

たとえば、IVAR/ イーヴァルや BROR/ ブロール 
収納システムなど、イケアのモジュラー式製品は
木製で、取り扱いや修理が簡単なうえ、追加分を
必要に応じて取り入れることができます。こうし
た製品は、寮の部屋や初めてのひとり暮らしの部
屋に最適なソリューションです。生活や好きなス
タイルが変化した場合には、ガレージやクロー
ゼットなど、ほかのスペースに移動させて使い続
けることができます。
 
VIMLE/ ヴィムレ ソファシリーズ（右の写真）も
よい例です。この製品は、モジュール方式により
再利用が可能な、標準化したプラットフォームを
使用しています。取り外し可能なカバーと標準化
したパーツを使用しているので、手入れが簡単に
なり、お客さまの変化するニーズに対応できます。
分解や再組み立てが容易なため、改修も可能で
す。このため、リサイクルする前に原材料をより 
長く使用することができます。

サーキュラービジネスへの転換を図る

FY20 の進捗と主な活動

製品評価では、以下が、もっとも影響力がある分野
と特定されました。

• 標準化と適応性を重視したデザインにより、ス
ペアパーツが標準化されているため、メンテナン
スや修理がしやすく、再利用や改修につながり
ます。また、ほかの製品の部品を再利用して再
製造もできます。

• 原材料の選定と組み合わせは、リサイクルや
原材料の寿命を延ばす試みを成功させる重要
な要素です。想定される使い方に合わせて適切
な原材料を使用し長持ちさせることで、不要な
ゴミを最小限に抑え、原材料の不適切な使用も
回避することができます。また、プロセスをシン
プルにすることでリサイクルも可能にします。

• ホームファニッシングアクセサリーは、家具よ
りも高い割合で循環性を備えています。これは、
部品や原材料の組み合わせという観点から、構
造が比較的シンプルであることが要因です。

評価から得た重要な知見の 1 つは、大型家具から小
さなデコレーションに至るまで、あらゆるタイプの製
品を循環可能なものにできるということです。 

子どもとともに成長することを考えてデザインされた MINNEN/ 
ミンネン 伸長式ベッド。製品を長く使うことができます。 

製品の寿命を延ばすもう 1 つの鍵は、組み立て、分解、再組み立て
が容易かどうかです。その一例がくさび式ダボ。イケアの家具の組
み立てや分解が簡単なのは、この接合部の技術のおかげです。くさ
び式ダボは、LISABO/ リーサボー テーブルシリーズに使用されてい
ます。

循環型製品の評価 

イケアの製品がサーキュラー（循環型）プロダクト
デザインの原則 1 をどの程度満たしているかを確認
する評価作業は、計画通りに進んでいます。Home 
Smart、照明、設備機器の各シリーズを除き、9500
点以上の製品を評価し、現状を明確に把握しました。
サーキュラープロダクトデザインの原則の達成率が
もっとも低い製品は 28.6％、もっとも高い製品は
100％でした。次のステップでは、全製品カテゴリー
のロードマップを作成し、2030 年までに各製品を
循環型に移行するために必要なアクションをまとめ
ます。

1 イケアのサーキュラープロダクトデザインの原則に関する詳細：https://newsroom.inter.ikea.com/gallery/image/ikea-circular-product-design-guide-2019/
a/567266c8-96ed-4024-8d71-a881446ce9af

循環型製品のデザイン
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イケアの商品展開の 60％以上が木材
や綿などの再生可能な素材をベース
にしており、10％以上がリサイクル素
材を含んでいます。1

原材料の課題を解決するためのイケアの取り組み
は加速しており、リサイクル素材の利用拡大など、
さまざまな分野で斬新で刺激的な変化をもたらし
続けています。たとえば、イケアでは、リサイク
ル木材の加工施設・設備、物流の開発に対し投資を
継続し、パーティクルボードでリサイクル素材の
使用量を増やしています。現在、パーティクルボー
ドの 25％にリサイクル素材が使用されています。
また、フォームの開発も続けています。2025 年
までに再生可能な素材またはリサイクル素材を用
いたフォームを 20％に増やすことを目標に取り
組んでいます。

リサイクル素材に関しては課題もあります。なか
でも、入手可能性、品質、生産における技術的問題、
および廃棄品の回収は難しい課題です。カーボン
スチールなどの一部の原材料は、市場に十分な量
のリサイクル素材が出回っていないため、需要の
増加に追いつくことができません。また、ガラス
やフロートガラス、陶磁器といった原材料は、リ
サイクル素材の割合が高くなると、品質面や技術

再生可能な素材やリサイクル素材のみを使用することを目指す

面の問題が生じるおそれがあります。イケアでは、
こうした種類の原材料に特に力を入れており、これ
までにないまったく新しいソリューションを見つけ
るために、さまざまなテストを重ねているところで
す。リサイクル素材について、詳しくは 56 ページを
ご覧ください。 

リサイクルマットレス

イケアは、オランダのリサイクル業者RetourMatras 
と協力して、リサイクルポリエステルの実用化に取
り組んでおり、現在テストの最終段階に入ってい
ます。実用化されると、通常なら焼却処分や埋め
立て処分になるマットレスを年間 300 万枚減らす
ことができます。さらにイケアでは、大豆由来の
リサイクル可能なポリオールも引き続き使用してい
ます。北米ではこの素材を 6 年前から使用してお
り、ヨーロッパでも使用を開始しました。今後の
コンフォート製品でフォームの使用を減らすため、
技術革新に取り組んでいます。また、代替品とな
る原材料や製品の廃棄のためのソリューションに
ついても検討を続けてまいります。

リサイクル素材を使用した新製品

リサイクル素材を用いた新製品には、リサイクル /
リカバリーコットンを使用した TIPHEDE/ ティプヘ
デ ラグ、リサイクルプラスチック製の SVALLET/
スヴァレット ランプ、リサイクルポリエステル製の
ANNAKAJSA/ アンナカイサ カーテン（上の写真）
および BENGTA/ ベングタ 遮光カーテンなどがあ
ります。また、NYSKJÖLD/ ニーショリド 水切りマッ
トは、100％リサイクルの布地を用い、パイピングを
施して改良されました。リサイクルポリエステルに
ついて、詳しくは 56 ページをご覧ください。

HILJA/ ヒリア カーテンには、500ml のペットボトル 55 本分
のリサイクルポリエステルが使われています。

1 さまざまなリサイクル素材の使用量を増やしていますが、すべての原材料とその
使用量の測定方法を見直し中であるため、FY20 の実績として新たに報告できる数
字はありません。

木材など資源の使用量を減らすため
イノベーションを常に模索

単板積層材（LVL）は、木材加工製品です。この
新しい木質材料を取り入れることで、木材の使用
量を最大 40％削減できるほか、用途によっては強
度面で金属を上回る場合もあり、気候への影響も
大幅に軽減できます。また、製造工程で発生する
廃棄物が、ほかの加工製品よりも少ないため、木
材の有効活用にもつながります。人気の KLIPPAN/ 
クリッパン ソファは、この新技術を採用して、よ
りサステナブルで良質な製品を低価格で実現した
見本といえるでしょう。
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Furniture as a service（サービスとしての家具）

FY20 は、ヨーロッパの 6 市場 1 において家具のリー
スモデルをテストしました。お客さまがイケアの家
具をお手入れしながら使用したり、譲渡したりでき
る循環型モデルのあり方を探る取り組みです。 

レンタル期間中は必要に応じて家具のメンテナンス
および修理を行います。返却された家具はクリーニン
グ、改修を行い、次のレンタルに備えます。現在の
課題は、より効率的で拡張性のあるソリューションを
見つけることです。  

1 フランチャイジーの Ingka グループによる運営。
2 フランチャイジーの Dairy Farm による運営。

エレン・マッカーサー財団とのパートナーシップ

FY20、イケアは、エレン・マッカーサー財団と提携を
結びました。この提携の狙いは、循環型社会に関する
さらなる発信と開発ができるよう、協力して、共通の
定義を行うことにあります。イケアが取り組んでいる
コラボレーションについて、詳しくは 77 ページをご
覧ください。  

家具の買取り

大半のイケア店舗では、返品された製品や破損品、
展示品をアウトレットエリアで割引価格で販売し、
廃棄物の削減に取り組んでいます。FY20 にこの方法
で販売された製品は 3050 万点におよびました。現
在、不要になったイケアの家具を買取り、アウトレッ
トエリアで良質な中古品として再販するイケア店舗
が各国で増えてきています。IKEA Sweden1 は現在、
イケアの中古製品だけをそろえたポップアップ店
舗を運営し、これまでにない新しい形式をテストし
ています。このテストの結果を通じて、このサービス
の可能性をさらに探っていきます。

FY20、IKEA Taiwan2 は、世界一高いグリーンビルである台北 101
とリース契約を締結しました。IKEA Taiwan と台北 101 は、3 年間
にわたり、季節に合わせた室内装飾サービスなどを含む循環型のリー
ス契約のもと、パートナーとして協力していきます。IKEA Taiwan
はすべての家具を下取りし、改修後、イケア店舗で再販売します。 

スペアパーツが入手しやすいオプションを用意し、
製品の寿命を延ばす

FY20 中、製品を長く使っていただくため、お客さ
まに 1400 万個以上のスペアパーツを提供しました。
お客さまがこれまでより簡単にスペアパーツを入手
できるよう、便利で使いやすいオンライン注文ソ
リューションを開発しました。FY21 に、世界各国の
イケアのウェブサイトで提供を開始します。 

お客さまが購入したイケア製品のメンテナンスや譲渡を可能にし、サーキュラービジネスを推進する
主導的な役割を果たしつつ、ほかの組織との 
協力体制を構築する
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2030 年に向けてのイケアのコミット
メントは、イケアのビジネスを成長さ
せつつ、バリューチェーンが排出する
よりも多くの温室効果ガスの排出量を
削減することでクライメートポジティ
ブを実現することです。これにより、
今 世 紀 末までの世界 の 気 温 上 昇を
1.5℃に抑えることに貢献します。

クライメートポジティブの実現に向けた最初のアク
ションは、1.5℃目標に従って、2030 年までにバリュー
チェーン全体のクライメートフットプリントを半減す
るという責 任を果たすことです。まず、バリュー
チェーン全体で温室効果ガス排出量を大幅に削減す
ることでこの目標を実現します。そのために以下の取
り組みを行います。
 
• サステナブルな選択を推進し、サーキュラー 

ビジネスへの転換を図ります。

• イケアのバリュー チェーン 全 体 で 再 生 可 能 
エネルギー使用率 100％を目指します。

• イケアの製品に、よりサステナブルな素材や 
食品原材料を使用します。

クライメートフットプリントを半減させるための 2 つ
目の対策として、自然作用を用い、大気中の CO2 を
除去します。これは、バリューチェーン内の森林・農
地管理を改善して、土地、植物、製品の中に CO2 を
貯留することで実現します。サーキュラーエコノミーを
実現し、イケアの製品や原材料に炭素がより長くとど
まるようにします。

クライメートポジティブになり、イケアが排出する量
より多くの温室効果ガスを削減するための最後のア
クションは、イケアを超えて社会全体の CO2 排出削
減に貢献することです。イケアは、お客さまがご自宅
で再生可能エネルギーを生成できる環境を整備し、
イケア製品に使用する部品だけでなく、サプライヤー
の運営全体を再生可能エネルギーに転換できるよう
支援します。 

私たちは、目の前にある課題がとてつもなく大きな
挑戦であることを知っています。イケアの目標は、他
者と力を合わせて行動を起こすことによって初めて達
成できます。私たちはこれからも、模範を示してリー
ドし、成功事例を共有するだけでなく、協力して解
決策を生み出し、必要な政策の転換を提唱するとと
もに、社会のあらゆる部分においてアクションを起こ
すよう働きかけていきます。

クライメートポジティブを 
実現する 

サーキュラー＆クライメートポジティブ – コミットメント 2：
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左のグラフは、イケアのビジネスを成長させながらク
ライメートポジティブを実現し、イケアのバリュー
チェーンが排出するよりも多くの温室効果ガスを削減
するための貢献要素を示しています。温室効果ガス
排出量の削減は絶対値で 15％のみではありますが、
イケアのバリューチェーンを超えた関連要素における
改善が最大の効果を生んでおり、イケアのクライメー
トフットプリントがイケアの成長と比例して伸びない
よう切り離すための主な原動力となっています。その
他の貢献要素は、土地、植物、製品の中に炭素を蓄
えること、そして、イケアだけでなく社会全体の CO2

排出削減を達成することです。

クライメートポジティブを実現するため、イケアは、
以下の戦略的目標とサブ目標を設定しています。1 

温室効果ガスの排出を大幅に削減する目標

2030 年までの全体的な目標は、イケアのビジネスを
成長させつつ、バリューチェーンからの温室効果ガ
スの絶対排出量を、2016 年と比較して少なくとも
15％削減することです。同期間の推定成長率を考慮
すると、これは製品当たりの平均クライメートフッ
トプリントを約 70％削減することに相当します。
さらに、イケアのバリューチェーンの特定の部分に
対して適用されるサブ目標を設定しています。 

土地、植物、製品に炭素を蓄える目標

現在、炭素の除去と貯留による気候への影響を評価
するための世界的な計算基準はありません。Inter 
IKEA グループは、世界資源研究所（WRI）および持
続可能な開発のための世界経済人会議（WBCSD）
が率いる、温室効果ガス議定書を拡張し、炭素除去、
土地利用、バイオエネルギーに関する計算および報
告基準を提供するためのグローバルプロジェクトに
共同出資することで、この作業に貢献しています。
これは、炭素排出と除去の世界的なバランスを取る
というパリ協定の目標達成を助けるものとなりま
す。

プロジェクトの完了予定は 2021 年末です。基準が
策定されたあと、イケアは戦略的目標を設定し、ベー
スラインおよび年間の進捗を開示していきます。

イケアを超えて社会全体の削減に貢献する目標

目標の達成方法は FY21 のサステナビリティレポー
トで報告します。目標は FY21 中に策定します。成
果の測定方法については、2020 年春に確立する予
定でしたが、延期されました。社会全体の削減に対
するイケアの取り組みを過大評価しない仕組みをつ
くりたいという思いから、延期を決定しました。

1 イケアの目標は、Science Based Targets イニシアチブ（SBTi）の 1.5°C 目標、Exponential Road Map（1.5 度ビジネス戦略）、Cool Food Pledge などのイニシアチブを通
じて外部から整合性と正当性を立証されています。

2030 年までの全体的な目標は、イケ
アのビジネスを成長させつつ、バ
リューチェーンからの温室効果ガス
の排出量を削減することです。これを、
カーボンオフセット証明書を購入せ
ずに達成することを目指します。

土地、植物、製品に炭素を貯留

残存温室効果ガス排出量

従来通りの場合

イケアを超えて

温室効果ガスの大幅な削減
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クライメートポジティブを実現する

2030年に向けた戦略的目標

気候変動対策を促進させる資金として 
2 億ユーロを投資 

2019 年、気候 変 動 枠 組 条 約 第 25 回 締 約国会 議
（COP25）に先立ち、Inter IKEA グループは、気候
変動対策を促進する目的で 2 億ユーロの投資を行う
ことを発表しました。この投資は、サプライヤーとビ
ジネスパートナー（輸送など）が使用する再生可能
エネルギーを調達するためのポートフォリオと、森林
再生および森林管理の改善に投資するポートフォリ
オの 2 種類にわかれています。詳しくは 34 ページを 
ご覧ください。

クライメートポジティブを実現するイケアの経路

健康的でサステナブルな暮らし  -  サーキュラー＆クライメートポジティブ  -  公平性とインクルージョン  -  イケアと社会起業家  -  IWAY
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FY20 のイケアのクライメートフットプ
リントは、推計で 2120 万トンの CO2
に相当します。 

FY19 には、トレンドの変化が見られました。イケア
のビジ ネス が 成 長 を 続 け て い るに も 関 わらず、 
バリューチェーン全体のクライメートフットプリントの
絶対値は減少しました。FY20 では、イケア店舗休業
の影響により売上が減少したため、イケアのクライ
メートフットプリントの絶対的な削減値を代表性を
もって前年比で語ることができません。注目すべき点

は、バリューチェーン全体で大幅な改善が見られた
結果、リテール売上 1 ユニットあたりのクライメート
フットプリントが FY19 から FY20 の間に 7％減少し
たことです（表を参照）。FY19 から FY20 にかけて、
バリューチェーンのクライメートフットプリントは絶対
値で 11％減少しました。

FY20 には、クライメートフットプリントの総量に影
響する多くの分野において着実に進展が見られまし
た。たとえば、イケアの照明や設備機器製品のエネ
ルギー効率が向上したことや、植物由来の食品が大

幅に増加したこと、イケア製品に使用される再生可
能エネルギーの割合が増えたこと、電気自動車やほ
かのゼロ・エミッションの車両を用いたご自宅への
配送サービスが 2 倍以上になったことなどが挙げら
れます。 

バリューチェーン全体を再生可能エネルギー使用率
100％に転換する試みの中、イケア製品の製造で使
われる再生可能エネルギーの割合はわずかに増えて
46％となり、イケアリテールやほかの業務（倉庫やオ
フィスなど）では 51％に減少しました。これは主に、

再生可能エネルギーへのアクセスが困難な市場にお
いて、イケア店舗とカスタマーフルフィルメントユニッ
トの数が増えたことによるものです。もう 1 つの課題
は、イケア全体のフットプリントでもっとも大きな割
合を占める原材料のフットプリントを、再生可能な素
材やリサイクル素材を使用するなどの方法を用いて
削減することです。 

バリューチェーンのクライメートフットプリントの絶対値は、ベースラインとなる FY16 から 11.5％減少しました。コロナ禍でイケア
店舗が臨時休業したことが主な要因ですが、それだけが影響したわけではありません。リテール売上 1 ユーロ当たりのクライメートフッ
トプリントは、FY20 に 7％減少しました。

クライメートポジティブを実現する

FY20の進捗と主な活動

イケアが使用した全食品原材料の重量のうち、牛肉および豚肉の重
量が占める割合は、11％（FY19）から 9％（FY20）に減少しました。
牛肉と豚肉のクライメートフットプリントは、全食品原材料と比較し
て69％から 64％に減少しました。詳しくは 33 ページをご覧ください。

家 庭 で 使 用 す る 照 明 製 品 の ク ラ イ メ ー ト フ ッ ト プ リ ン ト は、 
平均 36.1％改善し、設備機器製品では 9.6％改善しました（FY16 の
ベースラインと比較して）。詳しくは 39 ページをご覧ください。

FY16

FY19

FY20

リテール事業売上高 
（単位：10億ユーロ）

クライメートフットプリント 
（指標 VS ベーススライン）

売上1ユニットあたりの 
クライメートフットプリント 

（売上10億ユーロあたりのCO2排出量
（CO2百万トン換算））

36.4 100 0.66

41.3 99.2 0.58

39.6 88.5 0.54

1ユーロ当たりのクライメートフットプリント（リテール売上高）

健康的でサステナブルな暮らし  -  サーキュラー＆クライメートポジティブ  -  公平性とインクルージョン  -  イケアと社会起業家  -  IWAY
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FY20FY16 FY19 ベースライン（FY16）と比較したFY30の目標
イケアのクライメートフットプリント - パフォーマンス VS FY16 のベーススライン

（単位：CO2 百万トン換算）
イケアのバリューチェーンの各段階におけるクライメートフットプリント

（単位：CO2 百万トン換算）

1 「イケアリテールおよびその他の事業」に出張は含まれていません。FY20 の出張のフットプリントは 0.03
でした。詳しくは 40 ページをご覧ください。

FY16：24 （読み方の例：2400 万トンの CO2 相当量）

FY19：23.8

FY20：21.2

-0.8％（vs FY16）

ベースライン

-11.5％ (vs FY16）

FY30 の目標 

FY16 と比較して絶対値で少なくとも 15％削減 1.1

-15%FY30：20.4

FY20 は、売上の損失とイケア店舗休業の影響により、クライメー
トフットプリントの絶対的な削減値を代表性をもって前年比で
語ることができません。

+10.9％（vs FY16）

0.61

FY16

FY20

FY19

FY16

FY20

FY19

FY16

FY20

FY19

FY17

FY20

FY19

FY16

FY20

FY19

FY16

FY20

FY19

FY16

FY20

FY19

FY16

FY20

FY19

0.67

0.68
+9.7％（vs FY16）

+0.6％（vs FY16）
+11.2％（vs FY16）

ベースライン

ベースライン

ベースライン

ベースライン（FY16 のデータが不完全なため、FY17 のデータを使用）  

ベースライン

ベースライン

ベースライン

ベースライン

9.5

10.6

9.6

（FY30 の目標：策定中） 

 FY17 と比較した FY30 の目標 

FY16 と比較した FY30 の目標

-7.1％（vs FY16）

0.9

0.8
0.9 -0.4％（vs FY16）

-26.7％（vs FY16）

6.5

4.7
5.2

（FY30 の目標：策定中） 

-19.3％（vs FY16）

-6.5％（vs FY16）
-15.5％（vs FY16）

3.0

2.8

2.5

-80%

-7.2％（vs FY16）
-34.4％（vs FY16）

1.04

0.96

0.68

-25%

-8.9％（vs FY16）

1.4

1.3
1.6

FY30 の目標：FY16 と比較して相対値で 50％削減（範囲：Inter IKEA グループおよび Ingka グループのイケアのリテール事業）

+14.1％（vs FY16）

食品原材料

原材料

-14％（vs FY17）

1.14

1.13

0.98

-15%

-80%

-0.8％（vs FY17）

イケアのクライメートフットプリントの最大部分は、バー
ジン原材料の生成や加工（45％）、およびお客さまの家庭
での製品の使用（22％）（これには、製品の廃棄までに使
用される照明および設備機器のエネルギーが含まれます）
に由来します。

ク ラ イ メ ー ト フ ッ ト プ リ ン ト の 算 出 方 法、 ス コ ー プ 
1 ～ 3 の排出量に関する詳細はこちらをご覧ください：
http://preview.thenewsmarket.com/Previews/IKEA/
DocumentAssets/577111.pdf 

お客さまの来店＆ 
配送サービス

家庭での製品の使用

製品の廃棄

イケアリテール 
およびその他の事業 1

製品輸送

生産

FY16 と比較した FY30 の目標

FY16 と比較した FY30 の目標

（FY30 の目標：策定中） 
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クライメートポジティブを実現する

原材料（FY20 にイケアのバリューチェーンから発生したクライメートフットプリント総量の 45％を占める )

（FY30 の目標：策定中）

+11.2％（vs FY16）

+0.6％（vs FY16）

FY16：9.5 ベースライン

FY20：9.6

FY19：10.6

クライメートフットプリント（単位：CO2 百万トン換算）1

原材料のクライメートフットプリン
トは、FY20 の売上が減少したため、
ベースラインとなる FY16 から大き
な変化はありません。 

原材料のクライメートフットプリントは、依然と
して予測に基づいて測定されるため、追跡が難し
い分野です。現時点で、異なる量の原材料でも年
間の数値を正確に算出できるのは、木材、紙ベー
スの原材料、キャンドルのみです。原材料のクラ
イメートフットプリントを削減することは長期的
な開発アジェンダであり、イケアではクライメー
トロードマップを原材料に関するあらゆる戦略の
中に組み込んでいます。これらのロードマップに
は、FY30 までに削減すべき約半分の量を達成す
るためのアクションがまとめられていますが、
FY30 の目標を達成するには、さらなるアクション
が必要です。

目標を達成するためには、木材製品にバイオベー

スの接着剤を使用すること（化石原料を使用した接
着剤は、イケアのクライメートフットプリント全体
の 6％を占めています）、ボード工場で再生可能エ
ネルギーを導入すること、そしてイケア製品で多く
使用する金属（スチールおよびアルミニウム）のリ
サイクル含有量を高めることが必要です。現在 
イケアでは、目標とする削減に必要なあらゆる対
策を確実に実行できるよう、原材料に関する戦略を
全面的に改訂しています。

原材料の中でもっとも大きな割合を占めているのは木材ですが、金
属は生産に多くのエネルギーを使用するため、クライメートフット
プリントが高くなります。イケアでは、金属のリサイクル含有量を
大幅に増やすことを目指します。

イケアの木材製品に用いられる、化石原料を使用した接着剤は、イ
ケアのクライメートフットプリント全体の 6％を占めています。引き
続き、柔軟性のある利用が可能なバイオベースの代替品を探し求め
ます。

イケアのビジネスでは資源効率を高め、サーキュ
ラービジネスへの転換を図りますが、引き続き、
製品と食品にバージン原材料を使用することにな
ります。イケアの原材料の開発および優先度の高
いバージン原材料の責任ある調達について、詳
細をぜひご確認ください。バージン原材料は、以
下の 4 つのグループに分類されます。

森林管理（木材）
44 ページ

農業（植物および動物）
49 ページ

無機物およびバージン化石原料
55 ページ

リサイクル素材
56 ページ

重量 
（シェア％）

クライメート
フットプリント 
（シェア％）

原材料のフットプリント VS 原材料の重量（シェア％）

69%
木材

24%
木材

10%
紙

12%
紙

8%
金属

28%
金属

5%
プ ラ ス チ ッ ク
およびゴム

3%
テキスタイルおよび
コンフォート

6%
その他（キャンドル、 
陶磁器、ガラス、天然繊維）

14%
プラスチック
およびゴム

18%
テキスタイル
およびコンフ
ォート

5%
その他（キャンドル、 
陶磁器、ガラス、天然繊維）

1 範囲：温室効果ガスプロトコル、スコープ 3 排出量：購入した製品・サービス –Tier 1 サプライヤー（ホームファニッシング、食品（包装食品のみ）、製品部品、 
カタログ、印刷物）のエントリーゲートまでのバージン原材料の生成や加工。
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クライメートポジティブを実現する

食品原材料（FY20にイケアのバリューチェーンから発生したクライメートフットプリント総量の3％を占める）

FY30 の目標
2030 年に向けたイケアの目標は、2016 年と比較して、
食品関連の温室効果ガスの排出量を少なくとも 25％削
減、または食品関連のカロリー当たりの温室効果ガスの
排出量を少なくとも 38％、相対的に削減することです。

FY20、イケアレストラン＆カフェやそ
の他の食品サービスのタッチポイント
は、収容人数を減らして営業しました。
売上の減少により、クライメートフッ
トプリントが大幅に削減され、FY30 に
向けた目標も達成されました。

食品のクライメートフットプリントは、食品原材料
1kg 当たりの kg CO2 換算で 25.6％削減されました。
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、イケア店舗
の営業体制が変更された際、真っ先に休業エリアとなっ
たのは、イケアレストラン＆カフェや食料品提供サー
ビスのタッチポイントであり、営業再開がもっとも遅
かったのもこのエリアでした。売上の減少以外にも、
牛肉および豚肉の重量がほかの食品原材料と比較して
着実に削減されたこと（FY19 の 11％から FY20 は 9％
に減少）、パンデミック中に提供メニューを減らしたこ
とが主な要因となり、食品原材料 1kg 当たりのクライ
メートフットプリントの削減が進みました。

FY30 に向けた絶対値目標はすでに FY20 で達成されま
したが、FY30 に向けて売上が増加するのに伴い、この
レベルを維持できるか、または上回ることができるか
が大きな課題です。そのため、植物由来の食品の割合を
さらに増やし、赤身の肉を使用した製品を減らしてい
く取り組みが極めて重要になってきます。

-25%

2 ミートボールの食品原材料のフットプリント。

植物由来食品の拡充

2020 年 8 月、HUVUDROLL/ フヴドロル プラン
トボールが発売されました。従来のミートボー
ルの原材料と比べ、クライメートフットプリン
トをわずか 4％に抑えています。2 エンドウ豆
由来タンパク質、オーツ麦、リンゴ、ジャガイ
モなどを原料とし、味や食感に妥協せず、イケ
アの定番商品をよりサステナブルな選択肢とし
て再現するために工夫を凝らしました。今後、
イケアレストラン＆カフェで提供している主な
料理の 50％を植物由来に、80％を赤身肉以外
にすることを目指しています。 

-7.2%（vs FY16）

-34.4％（vs FY16）

FY16：1.04

FY20：0.68

FY19：0.96

ベースライン

FY16と比較したFY30の目標

クライメートフットプリント（単位：CO2百万トン換算）1

1 範囲：温室効果ガスプロトコル、スコープ 3 排出量：購入した製品・サービス –Tier 1 食品サプライヤーのエントリーゲートまでのバージン原材料の生成や加工。
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FY30 の目標
2030 年までに、生産による温室効果ガスの絶対排
出量を 2016 年と比較して 80％削減します。

サブ目標

2030 年までに、生産にお
ける再生可能エネルギー

（電気、加熱、冷却、その
他 の 燃 料 ） の 使 用 率
100％を目指します。

遅くとも 2025 年までに、
石 油 ベ ー ス の 燃 料 の 使
用を、実行可能な製造過
程において段階的に廃止
し、クライメートフット
プリントを大幅に削減し、
大気の質を改善します。

-6.5%（vs FY16）

-15.5%（vs FY16）

クライメートポジティブを実現する

生産（FY20にイケアのバリューチェーンから発生したクライメートフットプリント総量の12％を占める）

FY20、イケア製品の生産に伴うクラ
イメートフットプリントは、ベース
ラインとなる FY16 と比較して絶対値
で 15.5％減少しました。

生 産 と は、 外 部 の Tier 1 サ プ ラ イ ヤ ー、IKEA 
Industry および IKEA Components で行われる、イ
ケアのホームファニッシング製品および食品、製品
の構成部品、カタログ、その他の印刷物の製造を指
します。生産に関するクライメートフットプリント
のデータは、前年（2019 年）のデータをベースに
して測定されるため、新型コロナウイルスのパンデ
ミック以前に改善が達成されていたことは注目すべ
き点です。この成果は、主に、再生可能エネルギー
の割合の増加（45.7％から 46.2％）と、製造現場で
使用される石炭および石油由来燃料の継続的削減

（13.7％から 12.7％）に起因します。IKEA Industry
の工場および IKEA Components における再生可能
エネルギー使用率は 88.5％です（FY19 は 87.0％）。
石炭および石油由来燃料の使用は減少しています
が、FY25 までに全面的に廃止するという目標を達

成するためには、段階的廃止を加速させる必要があ
ります。  

また、直接取引のあるサプライヤーの再生可能エネ
ルギーへの転換を促進するため、1 億ユーロの財政
支援を行い、再生可能エネルギー使用率の向上を加
速させます。この取り組みには、29 ページで説明
した、気候変動対策を促進する資金として投入した
2 億ユーロの一部が使われます。

-80%

FY16：3.0

FY20：2.5

FY19：2.8

IKEA カタログのフットプリントを削減する

私たちは、IKEA カタログのフットプリントを削減す
る努力を続け、イケアを象徴するこのカタログの発
行を終了する決定に至りました。イケアでは、2015
年に、IKEA カタログのライフサイクル全体（森林伐
採から郵送、廃棄まで）のクライメートフットプリン
トを測定し始めました。それ以来、1 部当たりのクラ
イメートフットプリントは 50％以上削減されていま
す。クライメートフットプリントは、1.09kg CO2 換
算から 0.52kg CO2 換算に減少されました。IKEA カタ
ログは 70 周年を迎えましたが、発行を終える最後の
年に重要なマイルストーンに到達しました。 

イケア製品のサプライヤーにおいて再生可能エネ
ルギー使用率 100％を目指す 

イケアは、すべてのサプライヤーが 2025 年までに再
生可能電力使用率 100％を達成し、2030 年までに再
生可能エネルギー使用率 100％を達成することを目
指しています。FY20 には、13 社のサプライヤーが再
生可能エネルギー使用率 100％に達し、61 社が 90％
以上に到達しました。リトアニアにある家具のサプラ
イヤー Vilniaus Baldai は、FY20 に目標を達成しまし
た。Vilniaus Baldai AB は、製造過程で出る廃木材を
再生可能エネルギー源として利用することにより、再
生可能エネルギーを自給自足で賄い、さらに、余っ
た熱を首都ヴィルニアスの地域熱供給事業に販売で
きるようになりました。これにより、再生可能な暖房
ソリューションを利用できる家庭は 7000 世帯におよ
ぶと推測されており、多くの人々により手ごろ価格で
再生可能エネルギーを届けています。イケアの市場で
使用されている再生可能エネルギーについて、詳しく
は 37 ページをご覧ください。 

太陽光パネル

ポーランドのズボンシネクにある IKEA Industry の工
場では、今後数年かけて、5 万 2000 枚の太陽光パネ
ルを設置する計画を立てています。これにより、年間
約 1 万 5200 トンの CO2 相当量を削減できます。これ
は、ヨーロッパ最大規模の太陽光発電設備の 1 つにな
ります（自社使用の設備として）。 

ベースライン

再生可能エネルギーの割合（％）

製造現場での石炭および 
石油由来燃料使用率（％）

13.7%

FY19 FY25

12.7%

FY20

100%
45.7% 46.2%

FY19 FY30FY20

FY16と比較したFY30の目標

1 範囲：温室効果ガスプロトコル、スコープ 3 排出量：購入した製品・サービス – スコープ 1・2 排出量および連結したスコープ 3：Tier 1 サプライヤー
（ホームファニッシング、食品、製品の構成部品、カタログ、印刷物）の燃料およびエネルギー関連活動（輸送・流通時のロスを含む）。

クライメートフットプリント（単位：CO2百万トン換算）1

健康的でサステナブルな暮らし  -  サーキュラー＆クライメートポジティブ  -  公平性とインクルージョン  -  イケアと社会起業家  -  IWAY

イントロダクション  |  ピープル・アンド・プラネット・ポジティブになる：FY20 の進捗  |  ステークホルダーエンゲージメント  |  サステナビリティガバナンス  |  持続可能な開発目標（SDGs）の指標 
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クライメートポジティブを実現する

製品輸送（FY20にイケアのバリューチェーンから発生したクライメートフットプリント総量の5％を占める）

FY30 の目標
2030 年までに、製品輸送による温室効果ガスの絶対
排出量を 2017 年と比較して 15％削減します。

製品輸送の全体量は FY16 から FY19
の間に 1.2％増加しましたが、FY20
は、 パ ン デ ミ ッ ク の 影 響 に よ り、 
大幅に減少しましたが（FY16 と比較
して 8.2％減）。 

これが、FY16 と比較して製品輸送関連の温室効果
ガス排出量が 14％減少した主な要因です。さらに、
輸送効率も 5.2％向上しました。FY20 の代替燃料の
割合は、前年比 1％増の 3％となりました。この増
加は、FY19 に海上輸送で試験運用していたサステ
ナブルなバイオ燃料の使用を拡大したことが大きく
影響しています。わずかな増加ではありますが、再
生可能燃料の使用拡大に向けた重要な一歩であり、
イケアの戦略的目標を達成し、製品輸送からの温室
効果ガスを大幅に削減するために欠かせない前進 
です。

-0.8%（vs FY17）

-14%（vs FY17）

FY17：1.14

FY20：0.98

FY19：1.13

-15%  FY17と比較したFY30の目標

ベースライン（FY16のデータが不完全なため、FY17のデータを使用）

廃棄物を輸送燃料に変える取り組み 

イケアは、2021 年上半期から、イタ
リアで初めて重量物輸送に液化バイ
オガスを使用します。液化バイオガ
スは、肥料から生産され、国内輸送
の 32 ％ を カ バ ー す る 見 込 み で す。 
イタリアにおけるイケアのサプライ
ヤーの大半が拠点を置くトリヴェン
トに、給油所が設置されます。これ
に よ り、CO2 相 当 量（ 絶 対 値 ） の
24％削減が期待できます。

1 範囲：温室効果ガスプロトコル、スコープ 3 排出量：Tier 1 製品輸送サプライヤーの上流の輸送・流通および連結した燃料・エネルギー関連活動。

クライメートフットプリント（単位：CO2百万トン換算）1

健康的でサステナブルな暮らし  -  サーキュラー＆クライメートポジティブ  -  公平性とインクルージョン  -  イケアと社会起業家  -  IWAY

イントロダクション  |  ピープル・アンド・プラネット・ポジティブになる：FY20 の進捗  |  ステークホルダーエンゲージメント  |  サステナビリティガバナンス  |  持続可能な開発目標（SDGs）の指標 
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クライメートポジティブを実現する

イケアリテールおよびその他の事業（FY20にイケアのバリューチェーンから発生したクライメートフットプリント総量の3％を占める） 

+9.7%（vs FY16）

+10.9%（vs FY16）

FY16：0.61

FY20：0.68

FY19：0.67

-80%

FY30 の目標
2030 年までに、リテールおよびその他の事業から
の温室効果ガスの絶対排出量を 2016 年と比較して
80％削減します。

クライメートフットプリントの絶対値は、
ベースラインとなる FY16 から 10.9％増
加しました。

クライメートフットプリントが FY16 から増加した主
な理由は、イケアの店舗数が増加したこと、そしてイ
ケアのオムニチャネル変革を受け、カスタマーフル
フィルメントユニットが急増したことにあります。中
でも、再生可能エネルギーへのアクセスが困難な市場
ではこれらの傾向が顕著でした。このため、再生可能
エネルギー使用率（再生可能電力を含む）が FY19 の
53％からわずかに減少し、FY20 は 51％となりました。
2025 年までに、イケアリテールやその他の事業で再
生可能電力使用率 100％を達成するためには、迅速に
行動を起こすことが極めて重要です。イケアは、中国、
ロシア、インドといった、再生可能エネルギーへの転
換という点において特に大きな課題を抱えている国に
重点を置いて取り組んでいます。コロナ禍の影響と 
測定方法の変更により、FY19 と FY20 の間でクライ
メートフットプリントのパフォーマンスを比較するこ
とが困難になっています。この 1 年の間に、フットプ
リントの測定に、以前は対象外だった社用車 3 からの
フットプリントが含まれるようになりました。

イケアリテールおよびその他の事業（生産を除く）における再生
可能エネルギー使用率（再生可能電力を含む）は、FY19の53％か
らFY20は51％とわずかに減少しました。

再生可能エネルギー使用率 100％を目指して

イケアリテール、生産現場、オフィスや倉庫などのそ
の他の事業を含むイケアの業務のクライメートフット
プリントは、電力消費および建物の冷暖房に使用され
る燃料に由来します。また、物品の移動に使用するト
ラックやフォークリフトからのフットプリントも若干
存在します。リテール部門のクライメートフットプリン
ト を 削 減 す る に は、 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 使 用 率
100％を達成することが不可欠です。

この 1 年で、アイスランドとバルト諸国 4 のイケアリ
テールでは、100％再生可能電力による運営を実現しま
した。FY20 の時点で、イケアリテールの 23 の市場に
おいて、再生可能電力使用率 100％を達成しています。

1 範囲：温室効果ガスプロトコル、スコープ 1・2 排出量およびスコープ 3：Inter IKEA グループの事業（IKEA Industry および IKEA Components で行われる生産は除く）お
よびフランチャイジーのビジネスのイケアリテール部分の燃料・エネルギー関連活動（輸送・流通時のロスを含む）。このため、「スコープ 3：フランチャイズ」がこれに
含まれます。

2 範囲：Inter IKEA グループ（IKEA Components および IKEA Industry の独自ユニットでの生産を含む）および Ingka グループのイケアのリテール事業（スコープ 1 および 2）。

3FY20 には、社用車からの Well-To-Tank（WTT）排出量に関する新しい測定方法が追加されたため、3 万 4000 トンの CO2 相当量が増えました。FY21 のレポートには、
FY16 から FY19 の推定データが追加されます。

4 ともにイケアのフランチャイジー、Miklatorg による運営。

サブ目標

ベースライン

2025 年までに、リテールおよびその他の事業で
再生可能電力使用率を 100％にします。2

再生可能電力の使用率（％）

78%

FY20FY19 FY25

77%
100%

FY16と比較したFY30の目標

クライメートフットプリント（単位：CO2百万トン換算）1

健康的でサステナブルな暮らし  -  サーキュラー＆クライメートポジティブ  -  公平性とインクルージョン  -  イケアと社会起業家  -  IWAY

イントロダクション  |  ピープル・アンド・プラネット・ポジティブになる：FY20 の進捗  |  ステークホルダーエンゲージメント  |  サステナビリティガバナンス  |  持続可能な開発目標（SDGs）の指標 
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世界中で再生可能電力使用率 100％を達成するた
め、イケアは複数の市場でイケア店舗、倉庫、工場、
駐車場の屋上に太陽光発電パネルを設置し、再生
可能な電力を現場で生成できるよう投資していま
す。32 の市場でイケア店舗を運営する Ingka グ
ループは、敷地以外の場所にある風力発電所およ
び太陽光発電所にも投資を行っています。また、
14 カ国で 547 基の風力タービンと 150 万枚の太
陽光パネル設置した 2 カ所の太陽光発電施設を所
有・運営しています。

しかし、多くのところで使用率 100% を達成する
にはまだ十分ではありません。太陽光パネルでは、
最大でも店舗の消費電力の約 40％、工場の 15％
しか賄うことができないからです。残りの電力は
グリッドから購入する必要があり、なるべく新し
い設備から購入することが理想です。大半の市場
では、風力発電所や太陽光発電所からの電力は低
価格ですが、中国やロシアなど影響の大きい多く
の国では、こうした電力を利用することが難しい
状況にあります。そのため、イケアの事業と直接

サプライヤーの双方が、電力購入契約などを通じて
再生可能電力使用率 100％を達成できるかどうか、
また、達成できる場合はどのような方法で進める
かを評価するため、各国で独自の事前調査とプロ
ジェクトが進行中です。これと連動して、政策や規
制の整備を促す取り組みも行っています。

スマートな冷暖房 

地熱および空気熱源ヒートポンプやバイオガス / バ
イオマスボイラーなどの再生可能な冷暖房テクノロ
ジーは、2030 年までに再生可能エネルギー使用率
100％を達成するうえで欠かすことのできないもの
です。現在は、Ingka グループが運営するイケアの
リテール事業の再生可能ネルギーの 40％はこうし
たテクノロジ―やその他のテクノロジーとの組み合
わせから賄っています。

食品ロスを削減し、気候への影響を低減する

人が食べるために毎年生産されている食品は、約 3 分
の 1 が捨てられています。私たちは、食品をムダに
しないよう最大限の努力をしなければなりません。1

イケアは、野心的な目標を掲げ、実現に向けて継続
的に取り組み、その過程で学んだ教訓を生かして、
臨機応変に行動を変化させていきます。2017 年に、
全世界のイケア店舗で FY20 までに食品ロスを 50％
削減するという目標を設定しました。この目標に到
達することはできませんでしたが、世界中の店舗の
60％以上で廃棄食品計量器を導入し、平均で 32％

の削減に成功しました。これは、1000 万食分の食
事が廃棄を免れたことを意味します。現在は、世界
中の店舗で食品ロスの量を測定し、2022 年末まで
に廃棄物の量を半減させることを目指しています。
 
2020 年 8 月末までに食品ロス 50％削減という当初
の目標を達成できなかった原因は、主に、廃棄食品
計量器の導入が遅れたことにあります。2017 年の
時点では、コワーカーのトレーニングを含め、通信
機能を持った計量器をもっと速いペースで導入でき
ると考えていました。
 
しかし、取り組みを初めて 3 年経過した今、53 市
場 440 店以上に導入していくためには、もう少し時
間が必要なことがわかりました。また、新型コロナ
ウイルスの影響もあります。コロナ禍により、イケ
ア店舗の大半が休業にすることになったため、食品
ロスソリューションの導入について今後の計画の見
直しを迫られました。

1 https://www.unenvironment.org/thinkeatsave/get-informed/worldwide-food-
waste

再生可能電力使用率 100％を達成するために

健康的でサステナブルな暮らし  -  サーキュラー＆クライメートポジティブ  -  公平性とインクルージョン  -  イケアと社会起業家  -  IWAY
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クライメートポジティブを実現する

お客さまの来店および配送サービス（FY20にイケアのバリューチェーンから発生したクライメートフットプリント総量の6％を占める）

FY30 の目標
2030 年までに、お客さまの来店および配送サービス
による温室効果ガス排出量を、2016 年と比較して、 
お客さま 1 人当たり 50％、相対的に削減します。3

+14.1% (vs FY16)

-8.9％ (vs FY16)2

FY20、お客さまの来店および配送サー
ビスからのクライメートフットプリン
ト は、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス の 影 響 で 
来店者数が減少したことにより大幅に
減少しました。 

ほとんどのお客さまは自動車でイケア店舗にいらっ
しゃいます。多くのイケア店舗に充電ステーションを
設置することで、お客さまは電気自動車を使用できる
ようになります。また、イケアは公共交通機関の電化
の促進にも協力しています。  

現在、32 の市場で、2020 年末までに全店舗で電気自
動車（EV 車）用の充電ステーションを設置することを
目指しています。6 これらの市場では、FY20 に約 1000
台の新しい充電ステーションを導入し、93％の店舗で
充電ステーションが利用可能になっています。7 現時点
の予測では、2020 年末までに設置率 100％の目標を達
成できる見込みです。

EV 車およびその他の排出ガスゼロソリューションを利
用した配送サービスの件数は、FY19 の 4.8％から FY20
には 9.6％に倍増しました。

お客さまの来店および配送サービスについて、将来、
イケアの全フランチャイジーのパフォーマンスを報告
できるよう、新しいモデルをイケアのビジネス全体で
整備していきます。

FY16：1.4

FY20：1.3

FY19：1.6

1 範囲：温室効果ガスプロトコル、スコープ 3 排出量：Inter IKEA グルー
プおよびフランチャイジーのビジネスのイケアリテール部分におけ
る下流の輸送・流通。

2 お客さまの来店および配送サービスの計算モデルは、FY20 に更新さ
れました。

3 範囲：Inter IKEA グループおよび Ingka グループのイケアのリテール事業。
4,7 Ingka グループのイケアのリテール事業。
5 範囲：Ingka グループが運営するイケア店舗（駐車場付き）のみ。
6,8 この目標は、イケアリテール（Ingka グループ）のみに適用されます。

ベースライン

配送サービスを排出ガスゼロにする取り組み 8

イケアの配送サービスを排出ガスゼロにする取り
組みの一環として、FY20 には、お客さまへ商品を
届ける物流の最後の区間「ラストワンマイル」で
の配送サービス向けの新しい EV 車プロトタイプ
のテストを実施しました。現在、電気自動車は
19 カ国で使用されています。Ingka グループでは、
2025 年までにすべての市場で、電気自動車また
はその他の排出ガスゼロの車両による配送達成
率 100％を目指しています。

サブ目標

2020 年までに、すべての
イケアのタッチポイント
で電気自動車充電ステー
ションの利用を可能にし
ます。5

2025 年までに、お客さま
への配送サービスにおい
て電気自動車またはその
他 の 排 出 ガ ス ゼ ロ の 
ソリューションの使用率
100％を目指します。4

EV 車の充電ステーションが
設 置 さ れ た イ ケ ア 店 舗

（Ingka グループ）の割合

83%

FY19

93%

FY20 2020年末

EV 車またはその他の排出ガ
スゼロソリューションの使
用率

4.8%

FY19 FY25

9.6％

FY20

100%

100%

クライメートフットプリント（単位：CO2百万トン換算）1
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クライメートポジティブを実現する

家庭での製品使用（FY20にイケアのバリューチェーンから発生したクライメートフットプリント総量の22％を占める）

家庭での製品使用によるクライメート
フットプ リント は、FY16 か ら FY20 
の間に 26.7％削減されました。照明
製 品 の エ ネ ル ギ ー 効 率 が 平 均 で
36.1％向上し、設備機器製品につい
ては 9.6％向上しています。また、お
客さまが家庭で入手し、製品に使用
できる再生可能エネルギーの比率も
増えています。  

今後、EU の新たなエコデザイン指令でさらに厳密
に定められることもあり、引き続きエネルギー効率
の改善に取り組むことが重要になってきます。また、
イケアが事業を展開する市場で、多くの人が再生可
能電力を利用できるようにしていかなくてはなりま
せん。そして、よりサステナブルな素材を用いた製
品をさらに増やしていく必要があります。

-19.3%（vs FY16）

-26.7%（vs FY16）

FY16：6.5

FY20：4.7

FY19：5.2

（FY30 の目標：策定中）

多くの人にとって利用しやすい選択肢となった 
IH コンロ

イ ケ ア の MATMÄSSIG/ マ ト メ シ グ IH コ ン ロ は、 
多くの方にお使いいただけるサステナブルな製品の
一例です。継続的な製品開発により、調理面積を維
持しながら全体のサイズは小さくなり、また生産量
が多いために低価格になりました。フルサイズの IH
コンロを使用するのに必要な電力が得られない家庭
でも使用できる適切な選択肢です。このコンロがあ
れば、今までは利用できなかった効率的な IH 技術を
ご自宅で利用できるようになります。

よりサステナブルなロウでつくられた
キャンドル

キャンドルの新シリーズ、VÄLDOFT/ ヴェ
ルドフトの原料は菜種油です。菜種油は、
ほかのロウの代替品になるよりサステナブ
ルな原材料です。菜種油の使用により、パー
ム油と比較して CO2 排出量を最大 3 分の 1
削減できます。

ベースライン

家庭での製品使用によるクライメートフットプリントの削減
は主に、エネルギー効率の高いLED電球のエネルギー効率を
さらに改善することによって推進されてきました。FY20に
は7600万個のLED電球を販売しました。

1 範囲：温室効果ガスプロトコル、スコープ 3 排出量：販売した製品の使用および連結した燃料・エネルギー関連活動（輸送・流通時のロスを含む）。

クライメートフットプリント（単位：CO2百万トン換算）1
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クライメートポジティブを実現する

製品の廃棄（FY20にイケアのバリューチェーンから発生したクライメートフットプリント総量の4％を占める）

イケアのクライメートフットプ
リント総量の約 4％は製品の廃
棄によるもので、リテール業務
や商品輸送と同等です。

FY20 は、コロナ禍により売上が落ち込み、
製品の廃棄によるクライメートフットプリン
トは減少しました。イケアは、廃棄物を焼却
したり埋め立て処分したりするのではなく、
リサイクル資源として利用するサーキュラー
ビジネスへの転換を図るため、製品の廃棄に
よるクライメートフットプリントの削減をさ
らに進めていきます。ただし、最初に必要な
のは廃棄物を発生させないための予防策で
す。再利用を奨励し、改修や再製造を通して
製品の寿命を可能な限り長く保ち、最後のス
テップとしてリサイクルに回します。 

-0.4%（vs FY16）

-7.1％（vs FY16）

FY16：0.9

FY20：0.8

FY19：0.9

ベースライン

クライメートポジティブを実現する

出張（FY20にイケアのバリューチェーンから発生したクライメートフットプリント総量の0.1％を占める）

FY30 の目標
2030 年までに、出張による温室効果ガス排出量を、
2016 年と比較して相対値で 50％削減します。

FY20、出張によるクライメート
フットプリントは大幅に減少しま
した。その主な理由は、2020 年
3 月から 8 月までの出張件数が
最小限に抑えられたためです。  

今後は、飛行機を利用した出張ではなく、オン
ライン会議やリモートワークを通じて得た新
たな学びを生かしていきます。2030 年の目
標を達成するため、あるいは上回るために現
在のパフォーマンスを維持 / 改善するうえで、
今回得た教訓は極めて重要になります。

-0.1％（vs FY16）

-57.5％（vs FY16）

FY16：0.07 

FY20：0.03

FY19：0.06

ベースライン

（FY30 の目標：策定中）

クライメートフットプリント（単位：CO2百万トン換算）2

1 範囲：温室効果ガスプロトコル、スコープ 3 排出量：販売した製品の廃棄後の処理。 2 範囲：温室効果ガスプロトコル、スコープ 3 排出量：Inter IKEA グループおよび Ingka グループのイケアのリテール事業の出張。

クライメートフットプリント（単位：CO2百万トン換算）1
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資源の再生、生態系の保護、
生物多様性の改善に寄与する

サーキュラー＆クライメートポジティブ – コミットメント 3：

イケアは、ホームファニッシングソ
リ ュ ー シ ョ ン の 原 材 料 や 食 品 原 材
料を大量に使用するため、常により
少ないものからより多くのものを生
み出す新しい方法を発見すべく努力
しています。
 
2030 年に向けてのイケアの目標は、ビジネスを成
長させつつ資源の再生を行うことです。イケアの製
品には、責任を持って調達した再生可能な素材とリ
サイクル素材のみを使用し、資源の再生、生態系の
保護、生物多様性の改善に寄与することでポジティ
ブな影響を与えます。環境や社会、動物福祉に関す
る基準を含む、責任ある調達基準の確保と開発を継
続します。

当然ながら、常に重視することは、原材料の使用、
特にバージン原材料の使用を削減することです。製
品や原材料の寿命を延ばすためにイケアが行ってい
る取り組みについて、詳しくは 19 ページをご覧く
ださい。

私たちの仕事は、さまざまな原材料、複雑なサプラ
イチェーン、サステナビリティに関わる複数の要素
に影響を与えます。イケアの最大の強みは、長期的
なコミットメントを掲げ、世界中のサプライヤー、
NGO、利害関係者との長年にわたる関係のもとで
仕事ができることです。また、現場を大切にし、状
況に合わせて適応し改善する体制が整っているとい
う強みもあります。この領域は急速に進化しており、
厳密な法的コンプライアンスが求められますが、進

歩や変化に対してオープンでいることも必要です。
木材はイケアにとって主要な原材料の 1 つであるた
め、林業はイケアのビジネスにおいて常に大切にす
べき分野です。イケアのフォレスト・ポジティブ・
アジェンダについて、詳しくは 44 ページをご覧く
ださい。

FY20、イケアは、Business for Nature による行動
喚起に賛同する署名を行いました。この行動喚起で
は、各国政府に対し、失われた自然をこれからの 10
年間で回復させるための政策を採用するよう呼びか
けています。詳しくは 80 ページをご覧ください。
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資源の再生、生態系の保護、生物多様性の改善に寄与する

戦略的目標 

以下は、FY20 以前に達成した目標です。一度達成し
た目標は、毎年達成することが必須とされています。

• イケアの製品に使用されている木材の 98％ 1

は、森林管理協議会（FSC）認証の木材または
リサイクル木材です。 

• すべての綿は、よりサステナブルな供給源から
調達したものです 2（FY15 以降、イケア製品の
製造に使用する綿はすべて、よりサステナブル
であると定義された供給源から調達したもの、
およびリサイクルしたものを使用しています）。

• イケアブランドのチョコレートには、UTZ 認
証を受けたカカオのみ使用します。

• コーヒーはすべて、UTZ 認証を受けています。

• お茶は UTZ、レインフォレスト・アライアンス、
フェアトレード認証を受けたもののみを使用し
ます。

• 「 持 続 可 能 な パ ー ム 油 の た め の 円 卓 会 議
（RSPO）」の認証を受けたパームオイルのみを
扱います。 

策定中の目標：
 
• フォレスト・ポジティブ・アジェンダの一部

として、2030 年までの新しい森林保全目標を
2021 年 1 月に発表しました（47 ページを参照）。

• 農業、無機物、リサイクル素材の各ブロック
に新しい目標を設定します。

• イケアの長期目標は、ウォーターポジティブ
の実現です。水質や水の利用可能性を向上さ
せるための水管理プログラムを主導し、開発
していきます。また、汚染された水の浄化と
生物多様性の保護のための再生プロジェク
トをリードします。これには、プラスチック
ごみが水路や海へ流出するのを防ぐプロジェ
クトを主導することも含まれます。2021 年か
ら 2022 年にかけて、次のステップとして、新
しい目標と KPI を定め、ベースラインを設定
します。 

イケアでは、指標と目標を以下のように設定しています。一部の目標は達成されましたが、2030 年までに
目標をさらに発展させるエリアもあります。

1 イケアでは全体で 98％以上の達成率を獲得した場合、目標を完全に達成したとみなします。これは、予期しない混乱や新しいサプライヤー / ビジネスパートナーの成長等
により、任意の時点における 100％の達成を保証できないためです。

2 Better Cotton（ベター・コットン）基準に基づいて栽培された綿花や、その基準の遵守に向けて取り組む農家の綿花、リサイクルコットン、米国のほかの基準（「e3 
Cotton Program」など）に基づいて栽培された、よりサステナブルな供給源から調達した綿を指します。 FY20 に、イケアがもっとも大量に使用した原材料は木材と綿でした。原材料について、詳しくは 32 ページをご覧ください。 
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イケアのビジネスは、資源効率をさ
らに向上させ、サーキュラービジネ
スに移行します。ただし、ホームファ
ニッシングのソリューションや食品
のラインナップには、引き続きバー
ジン原材料を使用します。

イケアは、バージンおよびリサイクル材料を含むす
べての原材料について、責任ある調達を今後も強化
していきます。私たちが目指すのは、関連するすべ
ての側面を考慮に入れて、できるだけ総合的に原材
料の評価を行うことです（右図「責任ある調達のた
めの包括的アプローチ」を参照）。 

FY20 には、バージン原材料を責任ある調達で確保
するための新しい枠組みを開発しました。この枠組
みに従うことにより、イケアのビジネス全体で共通
アプローチのもと責任ある調達を行うことができま
す。これまで、重要な原材料については、それぞれ
独自のプログラムをつくっていましたが、イケアの
サプライチェーン内の相互の結びつきがますます強
くなっていることを受け、共通のアプローチを定義
する必要が出てきました。たとえば、木材の責任あ
る調達は、無垢材や紙のアジェンダに影響があるだ
けでなく、再生可能なプラスチックやテキスタイル
の原料であることからプラスチックやテキスタイル
のアジェンダにも組み込まれる必要があります。

この枠組みは、さまざまなイケアのビジネスに適用
でき、社内に新しい働き方を広めることができます。
また、外部の認証プログラムなどの開発において、
イケアのビジネスが果たす役割を示すこともできま
す。場合によっては、サプライチェーン全体と協力
して、原材料の栽培、採掘、収穫の方法を新しい形
に変えることもあります。こうした変革は、データ
収集やデータ分析を容易にする新しいテクノロ
ジーを導入したり、既存の計画や業界の取り組みに
参加したりして進めるだけでなく、まったく新しい

供給体制への投資や異なるバージン原材料の選択と
いった方法を取ることもあります。

最新の情報をもとに、もっとも関連性の高い分野に
重点的に取り組めるよう、イケアは責任ある調達の
原則を強化しました。

責任ある調達のためのアプローチで
は、バージン原材料を 4 つの主要グ
ループに分類しています。

このようにバージン原材料をグループ化すること
で、共通点を見つけながら効果的に取り組みを進
め、総合的な対策を取ることができます。 

資源の再生、生態系の保護、生物多様性の改善に寄与する

FY20 の進捗と主な活動

1「バージン原材料」とは、最終製品の原料となる商品、完成品、エネルギー、中間材料の生産に使用される基本的な原材料を指します。バージン原材料という用語は、未加工の原材料、または最低限の加工のみを施した原材料を意味します。

責任ある調達のための包括的アプローチ：バージン原材料を責任ある調達で確保するためには、サステナビリティに関するさまざまな側面を検
討する必要があります。そうしないと、1 つか 2 つの課題にのみフォーカスし、部分的な最適化で終わってしまうリスクがあります。たとえば、
森林破壊を食い止めるには、土地利用の変化を止める取り組みだけでは十分ではありません。森林破壊は、既存の土地で持続不可能な農業が行
われた結果、発生していることが多いからです。持続可能な農業の支援や小農地所有者の生活の改善などを考慮した、より包括的なアプローチ
が必要です。 

大気の質 生物多様性

土地利用

気候変動

公正な労働 イクオリティ（平等性）、 
ダイバーシティ、インクルージョン

健康と安全

土地の権利

残留物
土壌

水
動物福祉

抗生物質

騒音

子どもたち

食料の安定
確保

小農地所有者

透明性とトレーサビリティ

暴力、紛争

企業倫理と法的 
コンプライアンス

生成
収穫
集荷

化学物質

森林管理（木材）
44 ページ

農業（植物および動物）
49 ページ

無機物およびバージン化石原料
55 ページ

リサイクル素材
56 ページ

健康的でサステナブルな暮らし  -  サーキュラー＆クライメートポジティブ  -  公平性とインクルージョン  -  イケアと社会起業家  -  IWAY

イントロダクション  |  ピープル・アンド・プラネット・ポジティブになる：FY20 の進捗  |  ステークホルダーエンゲージメント  |  サステナビリティガバナンス  |  持続可能な開発目標（SDGs）の指標 



44 - イケアのサステナビリティレポートFY20

2012 年、イケアでは、2020 年までに FSC 認証を受
けた木材やリサイクル木材を含め、よりサステナブ
ルな供給源（MSS）から木材を調達するという目標を
設定しました。サプライヤーやその他のパートナー
との協力により、FY20 の終わりまでにこの目標を
達成することができました。

イケアの製品に使用されている木材の総量
（単位：100万m3、丸太換算）

18

21

19

FY18 

FY19 

FY20 

この数値は、ホームファニッシング製品や梱包材に使用した
木材の量です。木材の総使用量の約 12％はリサイクルされて
おり、ほぼすべての木材が FSC 認証を受けています。

FY20 の終わりには、イケア製品に使用されている木材の 98％が、
よりサステナブルな供給源から調達したものになりました。

木材は、再生やリサイクルが可能で、
耐久性があり、しかも美しい原材料
です。イケアのホームファニッシン
グビジネスでもっともよく使われて
いる原材料は木材であり、クライメー
トポジティブを実現するための重要
な要素でもあります。FY20、イケア
は森林保全目標を達成しました。現
在、イケア製品に使用されている木
材の 98％は、よりサステナブルな供
給源から調達したものです（FSC 認
証を受けた木材やリサイクル木材）。

イケアは厳しい要件を設定し、世界中で同様の取り
組みを行う組織と提携することで、林業の発展に貢
献しています。イケアは業界に変革を起こし、責任
ある森林管理を当たり前のものとすることを目指し
ています。世界各地の森林、そして森の生態系に対
する危機は、依然として増大しています。森林破壊
は、持続不可能な農業、インフラの拡大、違法伐採
により引き起こされ、世界の森林が抱える最大の課
題の 1 つとなっています。 

イケアは、サプライヤーやパートナーと協力して、
木材を効率的に使用するための新しい方法を常に生
み出しています。ムダを最小限に抑え、原材料を最
適な形で使用して製品を製造することで、より少な
いものからより多くのものをつくりだしています。
木材は、メンテナンスがしやすく、お手入れも簡単

なため、循環型行動の推進に役立つ寿命の長い製
品をつくることができます。

FY20 にイケアがホームファニッシング製品に使用
した木材の量は、丸太換算で 1900 万 m3 に減少し
ました（FY19 は丸太換算で 2100 万 m3）。この数値
は、ホームファニッシング製品や梱包材に使用した
木材の量です。木材の総使用量の約 12％はリサイク
ルされており、ほぼすべての木材が FSC 認証を受け
ています。

2020 年の森林保全目標の進捗 

イケアの家具に使用されている木材はすべて、イケ
アが独自に定めている重要要件を必ず満たしている
必要があります。違法伐採が行われている森林や、
社会的紛争のある地域、保全価値の高い森林などか
ら調達した木材を使用しないためです。イケアでは、
すべてのサプライヤーに対して、業務およびサプラ
イチェーン全体で要件を守るための手順を確立する
よう求めています。また、サプライヤーは、木材を
使用した原材料の供給源を追跡できなければなりま
せん。さらに、要請に応じて、48 時間以内に合法性を
示す証拠と木材の供給源を提示する必要があり 
ます。

イケア製品に使用されている木材はすべて、イケア
のサプライヤーの行動規範である「IWAY」の森林
管理基準に従って調達されています。詳しくは 
74 ページをご覧ください。

森林管理
木材などのバージン原材料を含む
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イケアでは、木材調達の 3 つの柱として、法的コン
プライアンス、市場ベースの認証システム、森林管
理のためのパートナーシッププロジェクトを掲げて
います。私たちは、現時点で、FSC がもっとも信頼
性が高く、認知度の高い森林認証システムであると
考えています。その理由は、FSC が、バランスよく
構成された複数の利害関係者で意思決定を行い、森
林管理基準を定めたり、基準への適合性を検証した
りしているためです。

FY20 は、木材をよりサステナブルな供給源（more 
sustainable sources、以下 MSS）から調達する取
り組みの最後の年でした。この 1 年は、残された
ギャップを埋めるために優先度の高い地域やプロ
ジェクトに注力し、FY20 末までに、MSS 木材使用
率の目標（MSS 木材使用率 98％以上）を達成する
ことができました。わずかな量ですが、MSS への
移行過程にある木材が含まれることがあります。た
とえば、新しいサプライヤーとパートナーシップを
組んだり、サプライチェーンに予測できない混乱が
発生したりした場合にこれが生じます。イケアは、
サプライヤーとの協力体制を継続し、可能な限り、
こうした木材を MSS に移行できるよう努力します。
こうした取り組みによって、日々イケアのビジネス
は成長し、責任を持って調達された木材の使用量を
増やすことができます。

FY20 にイケアの家具に使用した木材は、主にポー
ランド、ロシア、ベラルーシ、スウェーデン、ドイ
ツで調達されました。目標達成に向けた主な課題は、

一部の国で FSC 認証材の入手が限られていることで
す。そのため、森林管理アジェンダを世界的に広め、
FSC 認証材を全体的に入手しやすくするため、多く
の取り組みが行われています。

リスクの高い国（イケアでは木材の約 30％をこれら
の国から調達している）では、2017 年以来すべての
木材をサステナブルな供給源から調達しています。 

フォレストポジティブの実現には、
イケアの製品で使用する木材のニー
ズを満たすだけでなく、それ以上の
貢献を行う必要があります。

FSC や世界自然保護基金（WWF）などの利害関係
者と構築しているグローバル規模のパートナーシッ
プ 1 を通じて、責任ある森林管理の実現に向けて市
場に変革を起こすうえで必要な専門知識や支援を提
供しています。 

WWF とのパートナーシップは 18 年におよび、約
19 カ国で活動しています。私たちは、違法伐採と
闘うためにサプライチェーン全体の透明性を高め、
原生林や保全価値のある森林を特定し、情報を公開
しています。また、ヨーロッパとアジアにおいて森
林管理の改善活動も行っています。

衛生伐 2 に関する法解釈について 

FY20、イケアのビジネスは、ウクライナにおいて
違法伐採木材の調達の疑いをかけられました。 
第三者機関が森林伐採地の視察を行い、イケアの
ウッドサプライ＆フォレストリーのスペシャリス
トチームも内部調査を実施した結果、違法伐採木
材がイケアのサプライチェーンに納入されたこ
とを示す証拠はありませんでした。この 2 つの調
査では、沈黙期間中の衛生伐に関する法解釈が難
しいことが指摘されました。3 イケアは、森林管
理 協 議 会 が 問 題 解 決 の た め に 講 じ て い る ア ク
ションを支持するとともに、ウクライナやそれ以
外の地域で責任ある森林管理をさらに改善するた
め、相反する法律の問題解決に取り組んでいます。

1 https://www.wwf.se/ikea/
2 衛生伐とは、森林の健康状態と生産性を向上させるために、病気に

なった樹木やダメージを受けた樹木を伐採する林業の慣行です。
3 沈黙期間とは、野生生物の群れの繁殖および子育て期間を指します。

この期間は、野生生物が落ち着いて過ごせるように、伐採や狩猟な
どの活動は制限されます。
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5% 
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4％
ルーマニア
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チェコ共和国 26％ 

ポーランド
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ベラルーシ

6% 
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6% 
中国
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その他–39か国

木材の調達国-FY20（全体に占める割合）
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ベトナムの森林と農家を支援

ベ ト ナ ム で は、FAO 主 催 の Forest and Farm 
Facility（FFF）1 とパートナーシップを結び、林業・
農業組織の強化を支援し、気候変動の影響を受
けた土地の復旧と生活の改善に貢献しました。
その結果、土地の所有権確保や責任ある森林管
理の向上、収入増加といった成果に加え、少数
民族を含むローカルの林業・農業従事者に対す
る社会的サービスや文化的サービスの提供が実
現しました。

ロシアの間伐材に関して基準を策定し、より 
適切な慣行を実践

ロシアの FSC と IKEA Industry Tikhvin（バージン
原材料と最終製品を生産するイケアのメーカー）
との協力により、サステナブルな森林管理強化
策の一環として、幼齢林で利用価値がない樹木
の間伐を行う際の知識を普及しました。この取
り組みを通じて、林業の関係者や環境活動家、
政府関係者を招き、IKEA Industry Tikhvin でワー
クショップを実施しました。FSC が商業目的の
間伐の基準を策定したことを受け、今後は、認
証取得者がより高い水準の森林管理に移行する
ためのロードマップを作成する予定です。 

原生林のマッピングと保護

中東欧にまたがるドナウ・カルパチア地域の
WWF とのパートナーシップでは、責任を持って
管理されている森林面積を拡大する活動や、違
法伐採の防止と削減のための活動を支援してい
ます。私たちは、こうした取り組みを通じて、
健全な生態系の維持に貢献しています。また、
この地域ですでに確認されている原始林や原生
林について、保全活動の実施手順を策定するた
めの支援を行いました。現在、この地域に属す
る中東欧諸国では、17 万ヘクタールにおよぶ原
生林が保護されており、全森林面積の約 40％が
信 頼 で き る 機 関 か ら 認 定 を 受 け て い ま す。 
イケアは、WWF との森林管理パートナーシップ
プログラムの第 7 フェーズに進むことになり、
13 カ国を対象に活動を進めていきます。

FSC 認証林の継続的な拡大

私たちは、森林所有者に選ばれる選択肢として
FSC が発展するよう、引き続き貢献していきます。
FY20、スロバキアでは、業界や行政、WWF など
と連携して活動した結果、FSC 認証の森林面積が
30 万ヘクタールを超えました。また、スロバキ
ア政府は、2024 年までにすべての国有林で FSC
認証を取得する決定を行いました。 

1 http://www.fao.org/forest-farm-facility/about/en/
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2030 年に向けた新しいフォレスト・ポジティブ・ 
アジェンダ

2020 年にイケアは、2030 年までの新しいフォレスト・
ポジティブ・アジェンダを策定しました。生物多様性の
保全活動や、森林を生計の頼りにする人々の生活の支
援、気候変動の緩和につながる取り組みの強化を目指
します。

2030 年に向けたイケアのフォレスト・ポジティブ・アジェン
ダには、以下の内容が含まれています。

• イケアのビジネスのために調達する木材だけにとどまら
ず、世界全体で責任ある森林管理を主導し、当たり前に
なるよう取り組みます。

• 生物多様性を改善し、木材のサプライチェーン全体で森
林を生計の頼りにする人々の権利やニーズを支援すると
ともに、イケアのビジネスから発生する量より多くのク
ライメートフットプリントを削減します。

• よりスマートな方法で木材を使用するためのイノベー
ションを促します。また、すべての製品を開発の最初期
段階から再利用、改修、再製造、リサイクルを考慮して
デザインし、できるだけ長く製品に炭素を蓄えます。

• イケアの木材製品の 3 分の 1 以上を、リサイクル木材か
ら製造します。 

• 遅くとも 2030 年までに、イケアのサプライチェーンか
ら調達されたすべてのバージン原材料が森林や自然生態
系の破壊につながるものではないことを確認し、その安
全性を保証します。イケア製品で使用される木材はすべ
て、責任を持って管理され、森林破壊のリスクを排除し
た森林から調達します。

• もっとも信頼性の高い第三者機関による世界的な認証制
度から認定を受けたサステナブルな供給源から調達した
木材のみを今後も使用し続けます。

2030 年までの次の 10 年間に向けた計画の一環として、私
たちは、生物多様性などへの影響を測定するプロジェクトを
開発するほか、木材のサプライチェーン内の森林を生計の
頼りにする人々やコミュニティのために、公正性とインク
ルージョンに関するアジェンダにさらに重点を置いて取り
組みます。 

籐のサプライチェーンにおいて、トレーサビリ
ティの改善、籐の種に関する知識向上を実現

イ ケ ア は、 東 南 ア ジ ア に お い て 籐 サ プ ラ イ
チェーンのコンプライアンスを強化する活動を
行っています。英国のキューガーデン（王立植物
園）との提携を継続したのもその一環です。この
提携のもと、DNA ベースの最先端技術を用いて
サプライチェーン全体のさまざまな段階で籐の
種を識別できるツールを開発しました。
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木材の廃棄を削減する

サーキュラーエコノミーの原則を適用す
ることで、イケアのビジネスから廃棄物を
なくすことを目指します。その 一 例が
IKEA Industry の取り組みです。 

木材は、IKEA Industry で特に使用量が多い原材
料です。FY20 には、1,053,905 トンもの廃材が
発生しました。1 パーミル未満のものは廃棄物と
みなされました。67.2％は木質ペレットや木材練
炭、その他の木材として販売され、残りの 32.8％
は、イケアの工場で加熱用のバイオ燃料として使
用されました。この使用量は、生産現場で使用さ
れる再生可能エネルギー源の中で大きな比率を占
めています。これは、循環的機能を高め、資源の
価値を十分に活用する対策の一例といえるでしょ
う。リサイクル木材を使用した生産を増やすため
の取り組みについて、詳しくは 26 ページをご覧
ください。

FY20 には、木材を除き 33,685 トンの廃棄物が発
生しました。そのうち 81.4％がリサイクルされ、
17％はエネルギー回収に回され、1.6％は埋め立
てられました。IKEA Industry では廃棄物を出さ
ないことを目指し、廃棄物を削減する方法を模索
しています。すべてのユニットで、どのような廃
棄物が出ているのか、それを発生させないために
はどうすればよいかについて理解を深めるように
しています。サプライヤーが使用する梱包材の問
題について、サプライヤーと協力して取り組むこ
ともそうした活動の 1 つです。昨年に比べて廃棄
物を大幅に削減できた要因はいくつかあります。
もっとも大きな要因は、新型コロナウイルスの影
響で数カ所の工場が封鎖されたこと、生産が減少
したことです。 

リサイクル木材の生産能力を拡大 

IKEA Industry をサーキュラービジネスに向けてさら
に前進させるための重要な一歩は、スウェーデンのフ
ルツフレードにあるパーティクルボード生産ユニット
に新設されるリサイクルラインに投資を行ったことで
す。2020 年 5 月初旬、この生産ユニットは従来の作
業方法を変え、リサイクル木材を一部使用したボード
の製造を開始しました。フルツフレードで生産される
パーティクルボードの 50％に、リサイクル木材を使
用することを目指しています。これにより、リサイク
ル木材を 20 万トン使用することになり、59 万本分の
バージン原材料を節約できます。パレットや無垢材の
家具などから発生した木材廃棄物を使用することで、
原木の使用を最小限に抑えると同時に、廃棄物を生
まれ変わらせることができます。
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綿や食品原材料などのバージン原材料を含む
作物および畜産物を含む農産物は、食
品や再生可能な素材の生産に欠かせ
ないものであり、サーキュラー（循環型）
ビジネスや気候変動に関するイケアの
目標にも影響を与えます。 

しかし、資源を大量に消費する農業システムは世界
全体で行われており、森林破壊、水不足、生物多様
性の損失、土壌劣化、温室効果ガス排出量の増加、
農家やコミュニティへの悪影響を引き起こしていま
す。こうした課題に対処するため、イケアは長年にわ
たり、さまざまな基準を開発し、よりサステナブルな
供給源から原材料を調達してきました。私たちは先を
見据えて農産物をグループ化し、土地の利用を総合
的に捉えるアプローチを通じて再生農業のムーブメン
トを加速させたいと考えています。

よりサステナブルな綿

2015 年より、イケアのホームファニッシングソリュー
ションで使用されている綿はすべて、よりサステナブ
ルであると定義された供給源から調達したもの、ま
たはリサイクル素材を使用しています。イケアが採用
している認証スキームの 1 つは、ベター・コットン・イ
ニシアチブ（BCI）をベースにしています（イケアは、
BCI の創設メンバーです）。 

*オーストラリア、ブルキナファソ、カメルーン、コートジボワール、
カザフスタン、キルギスタン、スペイン、ウルグアイ 

29％
中国

19％
インド

15％
ブラジル

23％ 
パキスタン

4％
米国

4％
トルコ

6% 
その他*

農業
インドの耐候性綿生産システム 

（WWF との共同活動）

このプロジェクトでは、農業従事者がより効率的
な節水技術を学び、採用できるよう支援しました。
マハーラーシュトラ州ジャルナの約 3 万人の綿花
生産者に対し、害虫駆除、過度な灌漑の回避、適
切なタイミングでの種の収穫・保存について技術
支援を行いました。プロジェクトに参加した綿花
生産者からは、収穫量が増え、土壌を適切な水分
量に維持できるようになったという報告があがっ
ています。

パキスタンのアグロフォレストリープロジェクト
（WWF との共同活動）

これは、湿地を保全し生態系を強化することをねら
いとしたプロジェクトです。BCI などの世界的なサ
ステナビリティ基準に沿って、綿を含む作物のサス
テナブルな栽培を確実に実施できるようになり、土
壌侵食を抑制したり肥沃な土壌をよみがえらせた
りすることができます。FY20 には、実施範囲を拡
大し、活動を行った湿地は 28 カ所から 52 カ所と
なりました。 

イケアのビジネスでは、サプライチェーンで従来使用
していた綿をすべて段階的に廃止し、よりサステナブ
ルな供給源から調達した綿とリサイクルされた綿の
みを使用しています。こうして、農業従事者の生計、
収穫量、収入の改善に貢献し、環境への悪影響を低
減しています。より持続可能な方法を開発する取り組
みは、現在も進行中です。

大企業であるイケアには大きな影響力があります。
FY20 のイケアの全製品カテゴリーで消費された綿
リント ( 綿花の長繊維）の総量は 128,662 トンで、
世界の綿花生産量の約 0.5％を占めています。

イケアのビジネスは、世界で消費される原材料のバ
ランスを改善するうえで有効な、よりサステナブルな
方法や原材料を常に模索し続けています。 

綿の原産国
フレッシュ/バージン綿 
（よりサステナブルな供給源から調達した綿のみ）
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イケアのビジネスは、国連の「ビジネスと人権に関す
る指導原則（UNGP）」に基づき、人権を尊重し、支援
することに全力を尽くしています。FY20 は、新疆ウイ
グル自治区での人権侵害や強制労働に対する懸念が深
刻化しました。強制労働は決して容認できるものでは
ありません。私たちは、イケアのサプライチェーンで
不正行為の兆候が認められた場合、直ちに行動を起こ
します。

現在、Inter IKEA グループは、新疆ウイグル自治区の
サプライヤーやサブサプライヤーと直接的なビジネス
関係はありません。イケアが綿を調達している中国の
ほかの地域および世界各国の産地では、専門家や監査
員によって、イケアの綿の調達について、トレーサビ
リティが確立され、人権を含めたイケアの基準の遵守
状況も確認されています。

イケアは、よりサステナブルな供給源から調達した綿
のみを使用し、コンプライアンスを最優先事項に掲げ、
改善プロジェクトの現場で導入パートナーや認可機構
と協力して取り組みます。こうすることで、世界の綿
花産業を改善していくことができると考えます。 

イケアのサプライチェーンにおける強制労働の防止策
は、ビジネスパートナーとの継続的な取り組みに盛り
込まれています。サプライヤーとのパートナーシップ
は、長期的な関係と明確な期待事項によって支えられ
ており、その内容はイケアのサプライヤーの行動規範
である IWAY に記載されています。1

イケアのビジネスは、綿花産業にポジティブな影響を
もたらすため、業界全体の改善を目指して今後も産業
の現場から取り組み続けていきます。私たちは、一部
の地域では、この取り組みが大変な道のりになること
もわかっています。そのため、状況の改善に向けて継
続して努力していくことが一段と重要になります。

中国での綿の調達に関するイケアの声明

パキスタンでの生産高拡大プロジェクト（WWF
との共同活動）

4000 人以上の農業従事者が、節水対策やスマー
トな水保全対策を導入するためのトレーニングを
受けました。こうした手法により、使用する水の
24％を節約でき、収穫量も最大 20％増加しま 
した。

綿花栽培における水の管理プロジェクト（WWF
との共同活動）

トルコ、メンデルス川流域の農場までを含めたイ
ケアのサプライチェーン全体で、可能な限り水の
使用を効率化することを目指すプロジェクトです

（ウォーターポジティブの実現に向けたイケアの
取り組みについて、詳しくは 57 ページをご覧く
ださい。）FY20 に始動したこのプロジェクトは、
公的機関、市民社会、民間企業を含む複数の利害
関係者で構成されたプラットフォームを確立し、
トルコ国内のほかの綿花栽培地域でも再現可能な
水管理モデルの開発に取り組んでいます。

中国の東営での Better Cotton（ベター・コットン）
プロジェクト

現地のパートナーBinzhou Nongxi Cotton Cooperative 
と連携し、2020 年 4 月、3000 軒の小規模農家を対
象に、持続可能な綿花栽培を目指すプロジェクトを
開始しました。このプロジェクトでは、綿花栽培にお
ける化学物質（肥料や農薬）の適切な使用、土壌・
水の管理方法の改善、繊維の品質に対する意識向上
に重点的に取り組んでいます。 

パキスタンのアグロフォレストリープロジェクト
（WWF との共同活動）
 
このプロジェクトを通じて、パキスタンに 8 万 2000
本以上の新しい木が植えられました。これらの樹木は、
大気中の二酸化炭素を 5 年で平均 4,139 トン、25 年
で 2 万 5000 トン以上吸収することが見込まれます。 

気候変動に対して耐性を持つ作物生産（CRCP）
プロジェクト（WWF との共同活動）

パキスタンの 4100 軒の農家が、気候変動に対応
した作物の生産についてのトレーニングを受けま
した。気候変動によるリスクを軽減することがね
らいです。本収穫年度のデータ分析によると、温
室効果ガス（GHG）排出量は全体で 20％以上減
少し、収穫量はほぼ 15％増加したことがわかっ
ています。 

1 イケアのサプライヤーの行動規範である IWAY について、詳しくは 74 ページをご覧ください。
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イケアはよりサステナブルな食品
システムを目指して取り組みを続
けています。このシステムには、
責任ある調達における課題のさま
ざまな要素をはじめ、健康的でサ
ステナブルな暮らしを多くの人々
にとって手ごろな選択肢にすると
いうイケアの目標も反映されます。

イケアが重点を置いているのは、栄養価の向
上、梱包材の改善、質の高いプロテインの開発、
食品ロスの削減、責任ある農業・生産・供給
の実現などです。また、より健康的な植物由
来の食品を継続的に拡充していくとともに、責
任ある調達を継続することも目標としています。

詳しくは、17 ページの「健康的でサステナブル
な暮らし」をご覧ください。

食品原材料：責任ある調達を行った植物由来の原材料をより多く

パーム油
イケアでは、パーム油をキャンドルと食品のみに使用
しており、「持続可能なパーム油のための円卓会議

（RSPO）」の認証を受けたパーム油のみを扱います。
FY20 は、 食 品 で の RSPO 認 証 パ ー ム 油 使 用 率 が
99％、キャンドルでは 100％でした。

小規模農家からのコーヒー調達
イケアは FY20 も、ウガンダにおける KAWACOM お
よびサプライヤーのAhold Coffee Companyとのパー
トナーシップを継続し、ホワイトナイルプロジェク
トを通じてホワイトナイル地方の小規模農家から
コーヒーを調達し、支援を必要とする人々の生活向上
に貢献しました。FY20 末の時点で、PÅTÅR/ ポートー
ルのシングルオリジンコーヒーの生産に 28,172 人が
携わりましたが、このうち 13,943 人は小規模農家の
人々でした。

コーヒーとカカオ
コーヒーとカカオはすべて、UTZ 認証やレインフォ
レスト・アライアンス認証を受けたもののみを扱いま
す。イケアのプライベートブランドのチョコレートは
すべて、UTZ 認証やレインフォレスト・アライアン
ス認証を受けており、すみ分けられています。FY20 は、
製品全体で認証カカオを 69％使用しました。

お茶
お茶は、UTZ/ レインフォレスト・アライアンス認証、
またはフェアトレード認証を受けたものを使用しま
す。FY20 にイケアが使用した認証茶葉の割合は 98％
でした。

EU のオーガニック基準
上記以外に、一部のイケア製品は、EU のオーガニッ
ク基準に適合しており、認定されています。
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IKEA Food「ベター・プログラム」
では、よりサステナブルな畜産業の
ためのビジョンを掲げ、イケアのサ
プライチェーンで使用する主要な畜
産物の調達基準を定めています。

IKEA Food「ベター・プログラム」は、農場レベル
での動物福祉、公衆衛生、環境管理に重点を置い
ています。イケアでは、2025 年末までに、卵、鶏肉、
豚肉、牛肉、乳製品、サーモンのすべての調達を、
このプログラムに完全に準拠したものにするこ
とを目標としています。ベター・プログラムは、
サプライヤーや NGO、農業コンサルタントと協力
しながら、最新の科学を取り入れ、科学的根拠に
基づいて開発されています。 

1 https://preview.thenewsmarket.com/Previews/IKEA/DocumentAssets/571508.pdf
2 https://preview.thenewsmarket.com/Previews/IKEA/DocumentAssets/571509.pdf

ベター・チキン

ベター・チキン・プログラムおよびロードマップ
（2018 年発行）では、世界中のイケアのサプライ
チ ェ ー ン に 適 用 さ れ る 鶏 肉 製 品 の 調 達 基 準、 
そして 2025 年までの主な目標を定めています。
2020 年には、最初の納品までの想定スケジュー
ルを含め、実施に向けた最新のロードマップ 1 を
発表しました。

ベター・ピッグ

2020 年には、ベター・ピッグ・プログラムと大
まかなロードマップ 2 を始動させました。すべて
の豚肉製品に関する調達基準を定め、世界中の 
サプライチェーンに適用されます。 イケアは、
よりよい空間、よりよい行動、よりよい群管理、
よりよい健康、よりよい環境、よりよい抗生物質
の使用管理という、6 つの「ベター原則」を策定
しました。2021 年には、ベター・チキン・プロ
グラムと同様、地域ごとのロードマップを公表す
ることを目指しています。 

革：食肉処理場までのトレーサビリティを確保

イケアでは、これまでの数年間、すべての食肉処
理場まで追跡できる環境を整備してきました。 
今後も、畜産場への直接的な追跡も含め、革製品
の調達に関する取り組みを進めていきます。また、
ヨーロッパ、ブラジル、アルゼンチンを含む複数
の地域でトレーサビリティを確保しており、今年
はロシアにも拡大する予定です。

動物と IKEA Food「ベター・プログラム」
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1 世界全体でイケアが使用した豚肉の総量の 37.5％に相当します。EU では、スウェーデンミートボール用の豚肉は、QS 規格（約 96％）および RSPCA Assured Outdoor 
Bred（約 4％）の認証を受けています。QS のスキームは、種付け後の一定期間、妊娠クレート飼育を認める EU の法律に従っています。

2 世界全体でイケアが使用した豚肉の総量の約 45％に相当します。
3 屠殺前のスタニング（気絶処理）や食肉処理場への輸送に関連するデータが 100％を示していない場合、それは、サプライチェーン内の動物の大半にスタニング（気絶処理）

が行われていない、あるいは 8 時間以上経過してから輸送されたことを示すものではありません。これは、レポートを作成するために現時点において納得のできる形で確
認できた数値です。イケアでは、動物ベースのサプライチェーンについて、これからも透明性の向上に努めていきます。

4 世界全体でイケアが使用した牛肉の総量の 54.6％に相当します。

私たちの最終目標は、動物が生きている間、不安定
な心の状態ではなく、バランスの取れたよりポジ
ティブな心の状態で過ごせるようにすることです。
6,7,8 動物福祉は、よりサステナブルな畜産業を実現
するというイケアのビジョンを支える中心的要素で
す。また、サステナビリティに関するほかの重要要
素と引き換えに犠牲にするものが出てくる場合で
も、動物福祉の向上について妥協することはありま
せん。

人間のウェルビーイング（心身ともに満たされた状
態）は、私たちの食品に欠かせない動物の健康と密

接なつながりがあるとイケアは考えます。イケアが、
薬剤耐性菌の発現を抑制する対策に注力しているの
はこのためです。この取り組みは、畜産物ごとに策
定したベター・プログラムを通じて進めていきます。
ベター・プログラムでは、成長促進や集団感染予防
のための抗生物質の使用を排除することを目指し、
世界保健機関（WHO）が人間の健康にとって「極
めて重要な抗菌剤のうち最優先」と規定している抗
生物質の使用を段階的に廃止するようサプライヤー
に求めます。

イケアのミートボール

• EU および北米において、イケアのミートボー
ル用に調達する豚肉は、妊娠ストールと呼ば
れる拘束檻を使わずに飼育し、スタニング 

（気絶処理）してから屠殺したものです。1

• EU でイケアのミートボール用に調達している豚
肉は、8 時間以内に食肉処理場に輸送されてい
ます。3

 
• EU でイケアのミートボール用に調達している

牛肉は、屠殺前にスタニング（気絶処理）され、
8 時間以内に食肉処理場に輸送されています。

• イケアは、ミートボールとソーセージの原材
料である家畜の飼料として消化される大豆の
量と同じだけ、RTRS（責任ある大豆に関する
円卓会議）認証クレジットを取得しています。
これらのクレジットは、ブラジルのマラニョン
州およびピアウイ州の生産者から購入したも
のです。

5  Fraser, D., Weary, D. M., Pajor, E. A., & Milligan, B. N. (1997). A scientific conception of animal welfare that reflects ethical concerns（倫理的問題を反映した動物
福祉の科学的概念）。Animal welfare、6、187-205。 

6 FAWC (2009)。Farm Animal Welfare in Great Britain: Past, Present and Future（英国における家畜福祉：過去、現在、未来）英国農用動物福祉審議会。 
7 Mellor D. J. (2016). Moving beyond the “Five Freedoms” by Updating the “Five Provisions” and Introducing Aligned “Animal Welfare Aims”（「5 つの条項」を更新

し、統一された「動物福祉の目標」を取り入れ、「5 つの自由」を超える）。Animals（MDPI のオープンアクセスジャーナル）、6(10)、59。 
8 Edgar, J. L., Mullan, S. M., Pritchard, J. C., McFarlane, U. J., & Main, D. C. (2013). Towards a “Good Life” for Farm Animals: Development of a Resource Tier 

Framework to Achieve Positive Welfare for Laying Hens（家畜の「快適な暮らし」を目指して：産卵鶏に快適な環境を与えるための資源層フレームワークの開発）。
Animals（MDPI のオープンアクセスジャーナル）、3(3)、584-605。doi:10.3390/ani3030584。

ASC 認証および MSC 認証のシーフード

イケアでは、シーフードに関して、対象となる水産資
源を枯渇させない形で調達しています。水産養殖管理
協議会（ASC）および海洋管理協議会（MSC）の認証を
受けたシーフードのみを調達しており、イケア店舗は
チェーン・オブ・カスタディー（管理の連鎖）認証を
受けています。イケアが世界全体で使用した魚介類の
総量のうち、ASC または MSC の認証を受けているもの
は 98.2％に達しました。FY19 は 91.2％でした。

現在、イケアは、ASC の動物福祉に関するテクニカル
ワーキンググループのメンバーとしても招かれていま
す。私たちは産業界、研究者、ASC と協力して、ASC
の基準に初めて動物福祉に関する指標を盛り込む活
動を進めています。  

• イケアが世界で扱うサーモンはすべて、スタニン
グ（気絶処理）してから屠殺したものです。 

• イケアの商品展開で使用するサーモンの飼料とな
る大豆はすべて、認証を受けた供給源から調達し
ています。  

動物福祉：イケアは、適切な動物福祉とは、動物
が精神的・肉体的に健康であることを最優先に考
え、種本来の自然な行動ができる環境をつくるこ
とであると考えます。5
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大豆：イケアが重視するバージン原材料の 1 つ

イケアのサステナビリティ目標を達
成するためには、すべての大豆原料を
サステナブルな調達ポリシーに従っ
て調達する必要があります。

大豆は、人間が消費する食品、動物の飼料、輸送用
燃料、工業製品に用いる大豆油などに使用される原
材料で、イケアのさまざまな製品にも含まれています。

森林や自然生態系の破壊は、大豆の生産に関連
するもっとも切迫した課題です。特に南米では、
鶏、サーモン、牛、豚の飼料にする大豆栽培が
急務となっています（前ページの「イケアのベ
ター・プログラム」を参照）。大豆は、イケアの
食品の原材料として、また革製品やダウン製品
に使われる家畜や家禽（飼育されている鳥類）
の飼料として間接的に使用されます。

1 大豆フットプリントの計算は、責任ある大豆に関する円卓会議のフットプリント計算ツールを使用して算出しています。

イケアが使用する大豆のほとんどは飼料として使用
されており、このことで私たちは 3 つの大きな課題
に直面しています。

1. 現在、すみ分けされた認定済みの大豆はすべて
の国で入手できるわけではありません。

2. 食品サプライチェーン全体で使用される大豆の
量を特定することは困難であり、大まかな見積
もりに頼ることも少なくありません。

3. 豚肉、牛肉、乳製品などのより複雑なサプライ
チェーンでは、飼料に使用されている大豆を追
跡することが難しく、農家が使用する飼料をコン
トロールすることは困難です。

こうした課題に対処するため、私たちはサプライ
チェーンで使うすべての動物の大豆飼料について計
画を策定し、2020 年には新しいマイルストーンに
到達しました。 

• RTRS（責任ある大豆に関する円卓会議）認証
のクレジットを購入し、食品、革製品、ダウン
製品、フェザー製品に使用されるサプライ
チェーン内の動物の飼料となる大豆をすべて
賄っています。1

 

• イケアは、RTRS 認証大豆のクレジットを購入
することにより、ブラジルのセラード（熱帯
サバンナ）生物群系で森林破壊や原生植物絶
滅のリスクがもっとも高い地域（マラニョン
州およびピアウイ州）の支援を行っています。

• イケアは、業界全体に影響を与える「Cerrado 
Manifesto Statement of Support」 に 署 名 し
ました。コンサルティングメンバーとして作
業部会にも参加し、セラード生物群系の森林
破壊を阻止し、原生植物を保全する活動を支
援しています。 

• 引き続き、調達とトレーサビリティに関する
方針を強化し、イケアのビジネス全体で持続
可能な大豆を使用するための計画を拡充させ
ていきます。
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無機物原料およびバージン化石原料
には採取産業が必要になります。イ
ケアのビジネスでは、2030 年までに
これらの原料の使用を段階的に廃止
します。

2030 年までに、再生可能な素材とリサイクル素材
のみ使用するという目標を達成するためには、バー
ジン無機原料を再生可能な素材やリサイクル含有
量を増やした代替品に置き換える必要があります。
この目標を達成するまで、イケアはこうしたバー
ジン原材料の責任ある調達に取り組んでいきます。 

イケアでは、バージン無機原料の段階的廃止を進め
ていますが、中には廃止するのが困難なものもあり
ます。たとえば、一部の鉱物は、代替品に置き換え
ることが難しい特定の性質を持つものがあります。
電子機器では特にその傾向が多く見られます。また、
セラミックスのように、リサイクル含有量 100％の
代替品に移行できるほど材料技術が進化していない
ものもあります。

課題としては、採取作業を行う労働者の健康と安全、
暴力と紛争、採鉱による環境への影響などが挙げら
れます。

有害な化学物質を段階的に廃止

イケア製品の製造に使用する化学物質はすべ
て、製品の開発から廃棄までのライフサイク
ルを考慮に入れ、安全なものを使用する必要
があります。イケアでは、変化する要求と新
しいエビデンスを反映するために化学物質に
関する戦略を定期的に更新しています。長年
にわたって、製品への化学物質の使用の問題
に積極的に取り組み、有害性が疑われる化学
物質は、しばしば法規制に先立って段階的に
廃止してきました。この取り組みは FY20 も
継続して行いました。1 

金属や砂など再生不可能な原材料を含む

無機物およびバージン化石原料

1 イケアの現在の取り組みについて、詳しくはこちらをご覧ください：
https://newsroom.inter. ikea.com/about-us/our-view-on-
chemicals/s/9966f0ae-ab19-4606-8443-0cb8464befb1?cultureSeo
Name=GLOBAL

イケアのビジネスでは、こうしたバージン原材料の
責任ある調達を促進する方法をさらに模索していき
ます。まず、イケアのビジネスに極めて重要なバー
ジン無機原料を見極め、環境にポジティブな影響を
与える原料サプライチェーンを特定することからス
タートします。 

FY21 には、非政府組織 Pact と提携し、無機材料の
抽出や採掘がもたらすリスクを見つけ、サステナビ
リティに与える影響について知識を蓄積していま
す。Pact の専門知識をもとに、こうしたバージン
原材料の責任ある調達を改善するため次のステッ
プを決定します。優先度の高い一部のバージン原材
料から着手し、その他のバージン原材料を徐々に対
象に組み込むことを目指します。

金属材料に関する新たな方針を 2020 年夏に始動

FY20 の終わりに、金属からの温室効果ガス排出
量削減に向けたロードマップが承認されました。
原材料からの温室効果ガス排出量削減にもっとも
効果があるのは、リサイクルしたスクラップや革
新的なテクノロジーを活用して原材料を確保する
ことです。サプライチェーン全体でこうした原材
料の利用を促進するために、すでにいくつかの取
り組みが始まっています。イケアでは、2030 年
までにバージン化石原料の使用を終了することを
目指しています。
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循環型社会の実現にリサイクル素材
は欠かせません。限られた資源で暮
らすためには、廃棄されるものがな
く、古い製品が新しい資源として生
まれ変わる循環型のシステムに移行
する必要があります。 

イケアは、リサイクル素材の需要を増やし、廃棄さ
れる素材を責任ある方法で調達することで、環境汚
染の防止を目指します。

海洋プラスチックによる汚染防止 

イケアは、使い捨てプラスチック製品を段階的に廃
止することを目指しています。2020 年 1 月 1 日ま
でに、ホームファニッシング製品 1 から使い捨てプ
ラスチック製品を全面廃止しました。FY20 の終わ
りまでに、イケアの製品に使用されたプラスチック
の 44％がリサイクル素材または再生可能な素材を
使用した製品に切り替わり（FY16 は 24％）、FY19

（40％）と比較してわずかに増加しました。現時点
では、すべての製品タイプに代替素材が存在してい
るわけではありません。しかし、これからも新しい
ソリューションや製品を見つける努力を続けていき

ます。取り組みの例としては、イケアではプラスチッ
ク製ストローを廃止し、市場に合わせて紙や竹、金
属を用いたストローを提供しています。

イケアは海洋プラスチック削減のための国際イニシ
アチブ NextWave に加盟し、水域へと向かうプラス
チック廃棄物を活用するための、汎用性の高いサプ
ライチェーン構築に取り組んでいます。また、FY20
には、NextWave の社会的責任分科会にも参加しま
した。ここでは、インフォーマルセクターを含む加
盟団体が、プラスチック廃棄物を適切に調達できる
よう、ガイドラインとロードマップを共同策定して
います。 

リサイクルポリエステルを使用した LEN/ レーン 毛布。1 ストロー、プレート、カップ、冷凍庫バッグ、ゴミ袋、プラスチックコーティン
グした紙皿・紙カップなどがあります。

イ ケ ア で は、KUGGIS/ ク ッ ギ ス 収 納 ボ ッ ク ス、TROLLBO/ 
トロルボー ランプ（上の写真）、SNYPON/ ニーポン 鉢カバー
など、リサイクルプラスチックを使用した製品などを販売して
います。

リサイクル素材のインクルーシブな調達 

リサイクル素材の使用を増やすためには、世界中でリ
サイクル素材の調達先を大幅に増加させる必要があり
ます。一部の国では、リサイクル素材は非公式経済に
よって扱われており、劣悪な労働条件、健康上および
安全上の深刻なリスク、児童労働、社会的排除など、
さまざまな社会的リスクを伴っています。非公式な廃
棄物処理に携わる人々が置かれている危うい立場、 
そして廃棄物と汚染の削減に対する彼らの貢献を認識
し、イケアはリサイクル素材を包括的に調達し、非公
式の廃棄物管理組織を前向きに発展させる方法を見い
だしていくことに取り組んでいます。

リサイクルポリエステル

イケアは、テキスタイル製品に使用するバージンポリ
エステルを、2020 年末までにリサイクルポリエステ
ルに移行する決定を下しました。これを受け、FY20
末（2020 年 8 月）までに、リサイクルポリエステル
の使用率は 83％に達しました（FY19 は 59％、FY18
は 24％）。 

この移行過程において、私たちは、テキスタイル製品
だけでなく、家具も移行対象になる可能性に気づきま
した。そのため、当初目標としていた範囲を広げ、目
標の水準も上げることにしました。これにより、イケ
アの家具の外側・内側に使われているバージンポリエ
ステルの布地や中素材はすべて、段階的に廃止され、
リサイクルポリエステルに置き換えられます。FY20
の終了時点で、テキスタイル製品と家具を合わせた転
換率は 72％になりました。2030 年までにイケアの製
品には再生可能な素材やリサイクル素材のみを使用す
ることを目指し、今後数年かけて、製品に使用する素
材のリサイクル含有量を増やしていく予定です。 

サーキュラービジネスを実現するためのイケアの取り
組みについて、詳しくは 23 ページをご覧ください。

リサイクルしたプラスチック、ポリエステル、紙、金属などの素材を含む

リサイクル素材
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イケアは、水の問題に積極的に関与し 1、優れた水
管理人になることで、環境と社会のためにサプライ
チェーンを通して水質および水の利用可能性を高め
ることを目指しています。

水の処理方法や節水対策は、イケアのサプライ
チェーンにおいて、20 年以上にわたり取り組んで
きた課題です。たとえば、水の保全や節約に関する
方法は、イケアのサプライヤーの行動規範である
IWAY に記載されています。今後は、より広い視野
に立って、あらゆる方面から水の問題を考えていき
ます。  

イケアでは、お客さまやサプライヤーが直面してい
る干ばつの脅威を認識するとともに、気候変動と過
剰な水の使用により、世界全体で淡水資源が不足し
ている現状も把握しています。イケアのバリュー
チェーン全体のリスク評価を実施し、私たちのビジ
ネスが特に大きな影響を与える主なフォーカスエリ
アを特定しました。イケアでは、水の問題に積極的
に関与するうえで重視するフォーカスエリアを、水
の消費量削減、水質の改善、水の利用可能性の向上、
リーダーシップおよび影響力の 4 つに絞り込みまし
た。各フォーカスエリアの詳細は以下のとおりです。

• バ リュ ー チ ェ ーン 全 体 お よ び 家 庭 で 利 用 
できる多様な節水技術を開発します。詳しくは 
16 ページをご覧ください。 

• 水処理施設からの排水に制限を設けることを提
唱し、この制限を順守することで、世界でもっ
とも厳しい要求事項を満たし、将来的に陸地、
河川、湖、海に汚染物質が堆積することを防止
します。

• 水ストレスの高い地域や非常に高い地域、河川
流域には、水を大量に消費するバージン原材料
や製造業務が集まっています。こうした地域で
の水の利用可能性を高めるため、他者と協力し
て長期的な目標とアクションを確立します。 

• 知識を共有して意識向上に努めるほか、バリュー
チェーン全体で水質および水の利用可能性を高
めるため、共同アクションを喚起します。 

次のステップとして、2021 年から 2022 年にかけて、
新しい目標や KPI を作成し、水質の改善と利用可能
性の向上をさらに推し進めるため、各プログラムで
ベースラインやアクションを設定します。また、ベン
チマーク測定を実施して、他者と連携しながら、もっ

とも必要な場所での行動を促していきます。サプライ
チェーン内の水管理および排水処理施設に関する年次監
査を通じて、進捗状況を把握します。 

イケアは WWF と連携し、トルコのメンデルス川流域 
（50 ページを参照）およびインドのノイヤル・ババニ川
流域で共同アクションプロジェクトを展開し、テキスタ
イル製品を生産しています。長期的な目標を掲げ、水質
改善や水の利用可能性向上に取り組み、河川流域の回復
に努めています（49 ページを参照）。

1 イケアは水の問題に積極的に関与し、優れた水管理人になることで、私たちの事業とサプライチェーンにおいてきれいな水の利用可能性を高めていきます。イケアは水を
効率的に使用し、水を排出するときは、少なくとも使用前と同じ程度にきれいな状態にします。また、革新的で手ごろな価格の製品を開発および促進し、お客さまが水の
使用量を削減できるようにします。さらに他者と協力し、人やコミュニティにサステナブルできれいな水を供給できる状況をつくりだします。

バリューチェーンにおける水の効率的な 
利用

イケアのビジネスでは、日々、水の消費量を
削減するための新しい方法を模索していま
す。その一例は、インドネシアのイケアリ
テール Alam Sutera2 です。水の消費量を分
析し、景観整備に雨水を利用したり、すべ
ての水栓を自動水栓に交換したりすること
により、効率的に水を利用できるようにし
ました。この結果、合計で 18.2％の節水に
成功しています。 

イケアのサプライヤーの大半は、水の消費
量を削減するためにプロセスの最適化を
図っています。テキスタイルサプライヤー
の多くは、処理工程を見直し、ゼロリキッ
ドディスチャージ（ゼロ排水）に移行して
います。たとえば、パキスタンのあるサプ
ライヤーは、高度な浄水システムを導入し
て、再生水使用率 60％を達成しました。ト
ルコに拠点を置く別のサプライヤーは、逆
浸透システムを再利用し、水の消費量を
21.7％削減しました。また、バングラデシュ
のサプライヤーは、ゼロリキッドディス
チャージ・システムを導入し、生産工程で
使用する水を 80％削減しています。 

ウォーターポジティブの実現

水の消費量が 12％減少したのは、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で売
上が減少したことと、食品のデータ品質が改善したことが主な原因と考えら
れます。

バリューチェーン全体における水利用
（千m3）

579,717

754,340

665,623

FY18 

FY19

FY20 

原材料（495,088）
家庭での製品の使用（101,492）
ホームファニッシングサプライヤー（37,885）
食品原材料（24,366）

ICOMP（268）
リテール業務（6,524）

2 フランチャイジーの Dairy Farm が運営。
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公平性とインクルージョン
前例のない特別な 1 年だった 2020 年。イケアは、 
バリューチェーン全体の人々の健康、幸せ、生活を
守ることに全力を尽くしました。 

新型コロナウイルス感染症の拡大は、世界中に大きな影響を与えていま
す。社会的に弱い立場に置かれた人々がもっとも深刻な打撃を受けてお
り、格差がますます広がっています。今まで以上に、公平性とインクルー
ジョンを実現するというコミットメント、そして「より快適な毎日を、
より多くの方々に」というビジョンに従って行動することが重要になっ
てきています。2020 年に発生したさまざまな問題により、想定した通り
の成果を挙げられなかった取り組みもありました。しかし、私たちが目
標を見失うことはありません。イケアは、責任ある賃金設定や人権をベー
スラインとした評価といったさまざまなプロジェクト、イケアの事業活
動において子どもの人権を尊重する継続的な取り組み、そしてイクオリ
ティ（平等性）と働きがいのある仕事を実現するための活動を続けてい
ます。FY20、イケアは、さまざまな課題に対処し、人やコミュニティへ
の悪影響を軽減するために行動を起こしました。詳しくは 10 ページをご
覧ください。

イケアは、2030 年までに、多くの人に利益をも
たらす公平でインクルーシブな社会を構築する
リーディング企業の 1 つになることを目指しま
す。これを実現するために、多様性を受け入れな
がらビジネスを成長させること、ダイバーシティ

（多様性）を尊重し、奨励すること、バリュー
チェーン全体で適切かつ有意義な業務が行われる
よう推進すること、人々が自分自身とその家族に
とって快適な生活を送れるようにすることに取り
組んでいきます。

イケアの目標 2030 年

イケアのコミットメント

イケアのバリューチェーン全体で、働きがい 
のある有意義な仕事の提供とサポートを行う

インクルーシブなビジネスを目指す

イクオリティ（平等性）の促進に努める
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私たちは、バリューチェーン全体で、
人権を尊重し、保護することに尽力
しています。特に、子どもの権利、
働きがいのある仕事、ダイバーシティ

（多様性）とイクオリティ（平等性）を
支援するインクルーシブな職場に重
点を置いて取り組んでいます。

私たちは、国連の「ビジネスと人権に関する指導原
則」や「子どもの権利とビジネス原則」に記載され
ているビジネスの責任に基づいて、このコミット
メントを掲げています。

イケアは次のことに取り組みます。

• イケアのバリューチェーン全体で、働きがいの
ある有意義な仕事の提供とサポートを行う。

• インクルーシブなビジネスを目指す。

• イクオリティ（平等性）の促進に努める。

イケアのビジネスの規模や範囲を考えると、私たち
には、多くの人々にポジティブな変化をもたらす責

任とチャンスがあります。 
私たちは、権利の擁護、共創、パートナーシップ、
起業家精神、イノベーション、多様性の受け入れを
推進する支援者とともに、ポジティブな変化を起こ
します。イケアの力だけではこの目標を実現するこ
とはできません。そのため、こうした支援者の存在
が私たちには重要です。バリューチェーン全体にポ
ジティブな変化をもたらすには、地域コミュニティ、
行政、NGO、その他の利害関係者の協力が欠かせ
ません。

公平性とインクルージョン

イケアのコミットメント

イケアのバリューチェーンは、世界中の何百万もの人々の生活
に関わっています。
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有意義な仕事とは、仕事を通じて自
分の人生に意味を見い出し、人とし
て成長するだけでなく、社会に貢献
し、付加価値をもたらすことができ
ると感じる仕事です。

国際労働機関（ILO）が定義する「働きがいのある
人間らしい仕事」とは、安全で健康的に働ける職場
が確保されていて、自由と平等が保障され、結社の
自由が守られている仕事です。これには、雇用の確
保、勤務時間の余裕を持った事前共有、収入の安定、
トレーニングも含まれます。イケアでは、この定義
に有意義な仕事も加えています。 

イケアは次のことに取り組みます。

• 常に職場の安全徹底と人々の健康維持・増進へ
の貢献に積極的に取り組みます。

• 能力やスキル開発への道を用意し、人々が成長
し、その潜在能力を最大限に発揮できるように
します。

• 規則的で安定した雇用、かつ勤務時間が余裕を
もって共有される労働環境を提供し、支援しま
す。

• 他者と協力して公正な収入を見定め、イケアの
バリューチェーンのすべての人が公正な収
入を得られるようにします。

• イケアのバリューチェーンのすべての人が発
言の権利を持ち、仕事に熱心に取り組み、職場
で積極的な役割を果たせるようにします。

イケアのバリュー
チェーン全体で、 
働きがいのある 
有意義な仕事の提供と
サポートを行う

 公平性とインクルージョン – コミットメント 1：
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イケアのバリューチェーン全体で、働きがいのある有意義な仕事の提供とサポートを行う

FY20の進捗と主な活動
人間工学に配慮した職場

自宅のワークスペースを含め、人間工学に基づいて
デザインされた優れた職場の実現は、FY20 のフォー
カスエリアの 1 つでした。人間工学に配慮した快適
な空間は、健康的な暮らしだけでなく、仕事に対す
る高い満足度や安全な職場とも密接なつながりがあ
ります。

職場の安全徹底に努め、コワーカー
の 健 康 維 持・ 増 進 に 貢 献 し ま す。 
イケアの目標は、すべてのコワーカー
とサプライヤーの全従業員が、働き
がいのある仕事と公正な収入を得ら
れる環境を整備することです。

イケアカルチャーの中心にあるのは「人」です。私
たちは、ビジネスのあらゆる部分において敬意と連
帯感から生まれる価値を大切にし、日々の行動を通
じて人権の尊重に努めています。

イケアのビジネスとサプライヤーは、世界中で事業
活動を行っています。そのため、イケアが事業を行っ
ている地域では、社会的な違いや文化の違いを尊重
し、きめ細やかな配慮をしています。イケアやイケ
アのサプライヤーで働くコワーカーは、住む場所に
関係なく、高い水準の待遇を受ける権利があります。

イケアはサプライヤーと緊密に連携して、労働者の
健康と安全、緊急事態や防火、化学物質への対応に
焦点を当て、サプライチェーンの健康面と安全面に
おけるシステムとプロセスを開発しています。サプ
ライヤーが遵守すべき要件は、行動規範である
IWAY で明確に定められています。

FY20 のコロナ禍において、コワーカーの健康と安
全を守るためにイケアが講じた対策について、詳し
くは 10 ページをご覧ください。

責任ある賃金設定プロジェクトについて、詳しくは
69 ページをご覧ください。

IKEA Industry での成果

IKEA Industry は、板材と木製家具のメーカーです。そ
のため、健康面・安全面における主なリスクは、機械
や 化 学 薬 品 の 取 り 扱 い と 頻 繁 な 輸 送 で す。IKEA 
Industry は、すべてのコワーカーが毎日安全に作業を
行うことができる強固なセーフティカルチャーの構築
に力を注いでいます。FY20 の事故件数は FY18 と比べ
29％減少しましたが、「ゼロ・アクシデント」の目標を
達成するためには、さらなる努力が必要です。健康と安全を重視するカルチャーを構築する

FY20 における大きなフォーカスの 1 つは、コワー
カーに健康と安全に関する取り組みに参加しても
らうことでした。特に重要なのは、バリュー
チェーン全体の各リーダーから強いコミットメン
トを引き出すことです。たとえば、IKEA Industry
では、すべての工場のマネジメントチームが、
FY20 に実施された一連のワークショップに参加
しました。IKEA Industry の全ユニットでは、イン
シデントや事故を簡単に報告・処理できる共通の
方法を導入すべく取り組んでいます。この方法が
実現すると、コワーカーは報告されている事故の
状況や実際の対応を参考にして対処できるように
なります。

IWAY 6 について

詳しくは 74 ページをご覧ください。

124

FY19 

FY20 

FY18 176

IKEA Industry
休業災害*の発生件数の推移

143 

*1日以上の休業を必要とする事故。

コワーカーの健康、安全、ウェルビーイング

86.0

52.5

FY19 

FY20 

FY18 100.5

*事故につながる可能性のあった安全でない状況、行為またはニアミス。

IKEA Industry 
報告された事故の件数*（千件）
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私たちは、イケアのビジネスを成長
させ、多くの人に機会を提供したい
と考えています。

イケアカルチャーは、連帯感という価値観を中心
に据えています。私たちが目指すのは、多様性を
受け入れ、誰もが自分らしく働ける職場です。私
たちは、すべての人が公平でインクルーシブな待
遇を受ける権利を持っていると考えます。

イケアの基本理念はイクオリティ（平等性）です。
イケアで働くすべての人が、自分が大切にされ、
まわりの人が自分の意見に耳を傾けてくれると感
じられる環境をつくりたいと考えています。一人
ひとりの独自性、そして自分らしくいる権利を尊
重します。インクルーシブなカルチャーを培い、
ダイバーシティ（多様性）の追求を止めることは
ありません。私たちは、平等な機会と連帯感を提
供できるよう努力を重ねていきます。イケアバ
リューを実践し、自分らしく働くことができた時、
私たちは最大の力を発揮できます。ダイバーシティ
とインクルージョンが実現すると、お客さまにつ
いて理解が深まり、さらにはイケアのビジョンに
基づいたイノベーションの促進にもつながります。
イケアはこれまで大きな進歩を遂げてきましたが、
現状に甘んじることはありません。私たちは、こ
れからも意欲的な取り組みに挑戦し続け、イケア
のバリューとカルチャーの中核を成すダイバーシ
ティ、インクルージョン、イクオリティを実現し、
さらに発展させていく必要があります。 

インクルーシブな 
ビジネスを目指す

 公平性とインクルージョン – コミットメント 2：
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インクルーシブなビジネスを目指す

FY20の進捗と主な活動

IKEA Way は、人道主義の価値観を
もとに、活気ある強固なイケアカル
チャーを培うため、主要なリーダーを
支援するプログラムです。このプログ
ラムの焦点は、価値観に基づく意思
決定と包括的なリーダーシップです。 

IKEA Way プログラムは、バリューチェーン全体の
リーダーが、絶えず変化するビジネス上の課題に
対処できるようサポートするものです。また、互い
に協力して取り組み、手本となる行動でリードして、
事を成し遂げるためのよりよい方法を見つけるとい
うイケアカルチャーの強化にも役立ちます。

1986 年に導入された IKEA Way は、形態を変えな
がら今日まで 運 用されてきました。新しいバー
ジョンは、FY20 にスタートしています。 

FY20 には、新型コロナウイルスのパンデミック以
前に、190 人のマネジャーを対象とした 3 つのプロ
グラムが実施されました。FY21 は、900 人のマネ
ジ ャ ー が オ ン ラ イ ン で 参 加 す る 予 定 で す。 
バリューチェーン全体で計 2000 人のマネジャーが、
プログラムに参加します。

イケアの事業活動で人権を尊重する
ためには、プロセス、運営文書、働
き方を定期的に見直し、追跡調査を
行う必要があります。 

FY20には、Inter IKEAグループにおいて、人権をベー
スラインとした評価プロジェクトを開始しました。
プロジェクト全体のねらいは、ビジネスと人権に関
する指導原則に定められているとおりに人権尊重
の責任を果たすうえで、イケアの主要なビジネスプ
ロセスと意思決定がどの程度適切に機能している
かを評価することです。

新型コロナウイルス危機により、プロジェクトの完
了は FY21 半ばまで延期されています。

プロジェクトチームの活動は、パンデミック危機管
理アプローチに関するデータ収集へと一時的にシフ
トされており、そこから得た知見を全体的な評価
に反映していきます。

プロジェクトの目標は、ポリシー、ビジネスプロセ
ス、意思決定に人権がどのように組み込まれてい
るか適切に説明できるようにすることです。これに
より、成功事例や改善の可能性のある領域を明ら
かにし、人権に関する適正評価システムの共通ビ
ジョンとロードマップを作成するための基盤を確立

できます。人権をベースラインとした評価プロジェク
トは、バリューチェーン全体の人々にポジティブな影
響をもたらし、人権を尊重するというイケアの目標を
達成するうえで重要な取り組みです。

FY20、イケアは、業界団体、業界ネットワーク、そ
の他の企業や NGO とともに、EU で人権デューデリ
ジェンスを法制化する動きをめぐり、対応を協議する
会議に参加しました。イケアのビジネスでは、人権
デューデリジェンスの法制化に向けてすでに準備態
勢が整っています。さらに、企業や組織が人権を尊
重し、持続可能な事業開発を実現するために適切な
対策を講じるよう働きかけ、その取り組みを支援す
るポリシーや枠組み、機構の導入を促します。

「IKEA Way」プログラム 人権

健康的でサステナブルな暮らし  -  サーキュラー＆クライメートポジティブ  -  公平性とインクルージョン  -  イケアと社会起業家  -  IWAY

イントロダクション  |  ピープル・アンド・プラネット・ポジティブになる：FY20 の進捗  |  ステークホルダーエンゲージメント  |  サステナビリティガバナンス  |  持続可能な開発目標（SDGs）の指標 



64 - イケアのサステナビリティレポートFY20

イケアは、私たちが行う活動すべて
において、子どもの権利が尊重され
るよう取り組んでいます。FY20 も引
き続き、子どもの権利に関するロー
ドマップに従って活動を進めていき
ます。FY19 に作成したこのロード
マップでは、イケアの取り組みの主
なフォーカスエリアを定めています。

イケアでは、「子どもの権利とビジネス原則」およ
び国連の「ビジネスと人権に関する指導原則に基づ
いて方針を決めています。

ロードマップがあることで、強みとギャップがそれ
ぞれ存在する領域を特定することができます。ロー
ドマップのすべての領域は等しく重要であると考
え、積極的な取り組みを継続していきますが、イケ
アは、子どもの安全確保と責任あるマーケティン
グを最優先事項として掲げています。

子どもの安全確保 1

子どもや若者はさまざまな形でイケアのビジネスと
接します。私たちが事業活動を行う社会のコミュニ
ティメンバーや訪問先の家族の一員として、あるい
はイケア店舗やオフィス、生産現場の訪問者や製品
開発パネルやラボの参加者として、さらにはマーケ
ティング活動の対象者として、私たちは子どもや若
者と関わりを持ちます。イケアは、事業活動を通じ
て直接的または間接的に接するお子さまの安全確保
と保護に努めています。イケアの目標は、イケアの
ビジネス全体で子どもの安全対策を強化すること 
です。2 

FY20 も、イケアの主要な事業部門では、子どもの
安全確保に関する意識を高め、知識を増やす努力を
続けました。また、Inter IKEA グループを対象に、
子どもの安全確保に関する新しいポリシーも策定し
ました。このポリシーは、イケアのビジネス全体で
子どもの安全対策を強化するための重要な一歩であ
り、Inter IKEA グループのコワーカーが守るべき必
要事項が記載されています。 

責任あるマーケティング

FY20 には、責任あるマーケティングと子どもの
権利のためのツールキットを開発するうえで重要
な土台がつくられました。このツールキットは、
イケアのマーケティングおよびコミュニケー
ションで子どもを扱う際の表現について、コワー
カーをサポートすることがねらいです。このツー
ルキットの提供は、イケアのすべての事業活動で
子どもの権利を尊重するという目標を達成するた
めに大きな進展となります。「イケアのマーケ
ティングおよびコミュニケーションで子どもを扱
う際の表現に関するツールキット」の草案が
2020 年に 9 月にまとめられました。FY21 にはバー
ジョン 1.0 が公開されます。

子どもの権利に関するロードマップには、以下のフォーカスエリアが含まれています。

• 遊ぶ権利
• 子どもが安全に使える製品および

ソリューション
• 児童労働の防止、若年労働者への

支援

• 子どもの参加
• 子どもの安全確保
• 子ど もの 権 利 を支 援 するマー ケ

ティングおよびコミュニケーション
• 家族にやさしい職場環境

1 子どもの安全確保とは、企業が、接触する子どもたちを守るために講じるすべての対策を指します。また、企業と直接的または間接的に接触した結果とし
て子どもに悪影響が及ばないようにするための予防的な措置も含まれます。https://www.unicef.org/csr/files/UNICEF_ChildSafeguardingToolkit_FINAL.
PDF

2 イケアのフランチャイザーである Inter IKEA グループが、子どもの安全確保に関するポリシーを策定しました。詳しくは 79 ページをご覧ください。

子どもの権利
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コロナ禍の影響を受けている子どもたちを 
支援する

イケアは、バリューチェーンの中で、新型コロナ
ウイルス感染症拡大による打撃を受けている
人々を守り、支援しています。その中でも、特に
子どもへの支援を重視しています。たとえば、食
料やおもちゃ、ゲーム、家具を家庭に届けたり、
家庭内暴力の被害者や難民・移民労働者を支援し
たりしています。イケアは、学校閉鎖の影響を受
ける子どものために、遊びや学習に必要な教材を
提供し支援しています。また、イケアのコワーカー
に対しては、追加の育児休暇やフレキシブルな勤
務調整を認め、家族をサポートできるようにしま
した。

移民労働者の子どもの支援活動を継続する

イケアは 2016 年から、中国の「I home」プログ
ラムを通じて、仕事のために都市部に移り住んだ
親が家に残してきた子どもたちを、再び親と一緒
に暮らせるようにする活動を続けています。イケ
アは、サプライヤーのもとで働く従業員の子ども
に、一緒に暮らす機会を与えたり、学童保育所を
つくったりしています。また、子どもたちが学校
に通えるようサプライヤーに働きかけています。
2016 年以来、イケアのサポートを受けて、13 社
のサプライヤーが 213 の家族を一緒に暮らせるよ
うに手配しました。学童保育所は 12 カ所建設さ
れ、628 人を超える子どもたちが利用しています。

新型コロナウイルスの危機に直面し、コロナ禍が
もたらした課題を抱えながらも、イケアは、この
プログラムの登録サプライヤーを増やす試みを続
けています。FY20 には、1 社のサプライヤーが
このプログラムに新たに参加しました。FY20 に
目標としていた 3 社には及びませんでしたが、
FY21 には、プログラムの規模を拡大し、さらに
多くの機会の創出を目指しています。 

子どもの遊ぶ権利をサポートする

子 ど も た ち が デ ザ イ ン し た ソ フ ト ト イ
「SAGOSKATT/ サゴスカット」コレクションは、
第 6 回目を迎え、2020 年 10 月に発売されました。
売上金はすべて、子どもたちの遊び、成長、楽し
い活動の権利を支援する各地の取り組みに寄付さ
れます。

Real Play Coalition について、詳しくは 79 ページを
ご覧ください。

学校での子どもの権利を強化する
パートナーシップ

FY20、IKEA Germany とユニセフは長期的なパー
トナーシップを締結しました。このパートナー
シ ッ プ が 掲 げ る 5 年 計 画 で は、Child Rights 
School プログラムを通じ、ドイツ国内の学校で
子どもの人権を強化することを目指しています。
このプログラムには、150 校 3 万 7500 人の児童、
2250 人の専門家が参加し、2024 年までに「子ど
もの人権が尊重される学校」に生まれ変わるこ
とを目指します。

イケアのバリューチェーン全体で子どもの権利を
保護する 

FY19 から FY20 にかけて、イケアは Centre for 
C h i l d  R i g h t s  a n d  C o r p o r a t e  S o c i a l 
Responsibility（CCR CSR） と の 活 動 を 継 続 し、
天然繊維サプライチェーン、中でもシーグラス（水
草）や籐のサプライチェーンにおいて、子どもの
権利を脅かすリスクの把握に努めました。

評価結果から、子どもたちに悪影響を及ぼしてい
ることが判明し、CCR CSR から、子どもの権利を
守る対策を強化するよう提言を受けました。提言
には、内外の利害関係者が根本原因をより深く理
解できるよう支援する方法、さらに児童労働や子
どもの権利を脅かすリスクを軽減するための対策
などが盛り込まれていました。イケアでは、天然
繊維サプライチェーンでこのガイドラインを実践
するための次のステップを進めているところで
す。また、これらの提言から教訓を得て、広範な
サプライチェーン管理システムを改善する方法も
模索しています。さらに、子どもの権利が徹底し
て守られる体制への改革を目指して、ほかの利害
関係者と協力して取り組んでいきます。
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イクオリティ（平等性）はイケアのビ
ジョンに到達するための基本となる
ものです。私たちは、公平でインク
ルーシブな世界をつくりあげるという
社会の目標、価値観、信念を支援し
ます。イケアは、バリューチェーン全
体でイクオリティを推進し、発展させ
ていきます。

イクオリティ（平等性）は、よりよい暮らしを築く
ための土台です。イケアは、ジェンダー平等に加え、
高齢者、若者、民族的コミュニティ、LGBTQ+ コミュ
ニティ、障がいを持つ人の権利と機会も支援します。
今年は、多くの面で格差が広がり、新たな問題点
も浮かび上がってきました。私たちは、イケアが現
在進めている取り組みを強化する方法を探るととも
に、今年になって増幅した課題や複雑さに対処す
るためにどのようにやり方を変えるべきかを検討し
ています。イケアには、強固な基盤があります。し
かし同時に、社内でイクオリティを支持し定着させ
るためにはやるべきことがまだまだあります。さら
に、イケア以外での変革を促す対話やムーブメント
にも参加する必要があります。 

イクオリティ（平等性）
の促進に努める

 公平性とインクルージョン – コミットメント 3：
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イクオリティ（平等性）の促進に努める

FY20の進捗と主な活動
イケアリテールでは、11 社のうち 7 社において女性のマネジャー
の比率が 40％を超え、FY19 と比較して改善されました。

中東では、リテール部門全体でジェンダーの多様性を高めるた
めに積極的に取り組んでおり、概ね、改善の傾向が見られます。

イケアのビジネス全体のあらゆるレベルにおいて、ダイバーシ
ティ（多様性）とイクオリティ（平等性）を達成する方法はまだ
あります。また、FY20 の結果はジェンダー平等および全般的な
平等の 1 つの側面を示しているにすぎません。

LGBT+ の受け入れを推進する STORSTOMMA/ ストールストッ
マ キャリーバッグ。26 市場で 200 万個の売上を達成。

難民や弱い立場の人々への支援

16 カ国 1 で難民や弱い立場の人々に対して、就労
に向けた能力開発のためのサポートを行っていま
す。 こ の 取 り 組 み を 通 じ て、2022 年 ま で に、 
イケアの 300 部門 2500 人を対象に職業訓練や語
学力向上の機会を提供します。2

インクルーシブなデザイン

FY20 には、スウェーデン語で「思いやり」や「や
さしさ」を意味する OMTÄNKSAM/ オムテンク
サム コレクションが発売されました。人間工学
の専門家や理学療法士らと協力して開発されたこ
のシリーズには、クッション、テーブル、チェア、
持ちやすい花瓶、ふたを楽に開けられるキャップ
オープナーなどがあります。

民族、人種、国籍に関係なく、誰もが
公平な扱いを受け、平等な機会を得る
権利があります。

私たちは、人種差別や偏見を強く非難し、差別や差
別的な行動に対しては一切容認しません。FY21には、
Ingka グループが運営する市場を対象に、民族、 
人種、国籍の不平等をなくすためのグローバルロー
ドマップを作成します。このロードマップに従って、
さまざまなコミュニティの文化や多様性を反映した
人材やリーダー職を採用するという目標を達成しま
す。また、多様性を受け入れるビジネスプラクティ
スを確立するための測定指標もこれに含まれます。

 コワーカー（％） マネジャー（％）

イケアのフランチャ
イジー 男性 女性 男性 女性

 Ingkaグループ 50 50 50 50

Miklatorg 45 55 38 62

Dairy Farm 50 50 52 48

Sarton 53 47 50 50

IKANOグループ 53 47 53 47

House Market 39 61 54 46

Al-Futtaim 72 28 79 21

MAPA 57 43 65 35

Northen Birch 52 48 53 47

Al-Sulaiman 79 21 78 22

Al Homaizi 82 18 72 28

Falabella3 - - - -

Inter IKEAグループ

IKEA Industry 63 37 74 26

Range & Supply 51 49 56 44

Core Business 
Franchise4

49 51 52 48

FY20のコワーカーのジェンダーの多様性

1 フランチャイジーの Ingka グループにより運営されている市場。
2 このプログラムは、フランチャイジーの Ingka グループが主導しています。
3  Falabella の店舗は 2021 年にオープン予定のため、データは FY21 のレポート

に記載されます。
4 Delftストア、IKEA Älmhult、Inter IKEAグループの部門を含みます。
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1 フランチャイジーの Miklatorg による運営。

賃金のジェンダー平等

ジェンダー平等に対するイケアの取
り組みには、年に一度、給与評価を
実施し、性別による賃金格差を測
定するものがあります。 

賃金のジェンダー平等を実現し、それを維持す
るため、FY20 に以下の取り組みを行いました。 

• 基本給の設定原則を分析する。

• マネジャーおよび採用担当者のために、 
賃金のジェンダー平等に関するオンライン
学習ソリューションを開発する。

• 無意識の偏見の防止に引き続き取り組む。 

• 賃金の透明性を確保し、報告と説明責任を
改善することで男女間の公平な報酬を提唱
する。

バルト諸国のイケアリテール：1 マネジャーの 
半数以上が女性

エストニア、ラトビア、リトアニアの一般市民は、
ジェンダー平等について高い意識を持っています。イ
ケアリテールは、バルト諸国市場に 7 年以上前に参入
しましたが、ジェンダー平等を追求しつつ、高水準の
能力を確保するという目標にも積極的に取り組んでい
ます。その結果、充実したイケアカルチャーが根付き、
高い水準のリーダーシップ能力が維持されています。
現在は、マネジャーの 60％が女性、40％が男性となっ
ており、組織全体でこの比率はほぼ同じです。

イケアの目標を達成するには、イクオリティを重視す
る姿勢を私たちの働き方にも採り入れる必要がありま
す。そのために以下の方法を実行します。

1. 毎月、組織全体およびマネジメント職の結果を
追跡調査する。

2. 採用および給与レビューの際に、賃金格差を積
極的に評価し、平等性を担保する。

3. 後継者育成計画を戦略的に進め、マネジャーの
後継者を社内で選定・育成する。

4. 新しい採用キャンペーンを開始する際は、コミュ
ニケーションで多様性を打ち出し、異なる背景を
持つ候補者を幅広く集める。
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世界中の多くの国や産業では、移民労
働者が経済の大部分を支えるバック
ボーンであり、国、業界、企業に価値を
もたらしています。2020 年、移民労働
者は、さまざまな産業、とりわけ農業
の運営を維持するうえで欠かせない存
在でした。

残念ながら、移民労働者の多くは、仕事を得るため
に高い手数料を支払わなければなりません。 

イケアは、責任ある採用のためのリーダーシップグ
ループ（LGRR）の創設メンバーであり、責任ある
採用を推進しています。私たちは、仕事を得るため
に労働者はお金を払うべきではなく、採用費用は雇
用主が負担すべきであるという「雇用主負担原則」を
支持する立場をとっています。

リーダーシップグループとイケアのバリューチェーン
全体の力を結集して、私たちは 3 つの分野に焦点を
当て構造改革に取り組んでいます。

• 実行をサポートするツールとアイデアを開発
および共有することにより、責任ある採用の
需要を生み出します。

• 倫理的な人材派遣会社を特定するシステムを
支援することで、労働力の倫理的な供給が行
われるようにします。

• 規制の改善を通じて、移民労働者の保護をよ
り強固なものにします。

責任ある採用

イケアの責任ある賃金設定プロジェク
トでは、賃金を決める要素だけでなく、
賃金に関する慣行が多くの人にとって
どの程度公平かつインクルーシブなも
のかを考慮しながら、総合的に賃金を
検討します。

確固とした賃金設定原則の策定、対話の強化、仕事
での平等性の確保、生活賃金の支払い、枠組みに 
関する能力開発など、組織の慣行を整え、体系的な
アプローチを構築します。

FY20 は、責任ある賃金設定アプローチをさらに
発展させ、今まで以上にイケアのビジネスとコ
ワーカーの現実に即したものにすることができま
した。しかし、新型コロナウイルスの世界的流行
による健康問題と経済危機により、イケアのバ
リューチェーンのさまざまな部分でより広範に枠
組みや評価手法をテストするという当初の計画を
延期せざるを得なくなりました。FY21 には、ビ
ジネスの即応性、プロセス、評価方法などを強化
するとともに、この計画を完了してバリュー
チェーンへの統合を開始する予定です。
 
私たちは、この目標の達成には、辛抱強く努力を
重ねる必要があることを理解しています。責任あ
る賃金設定の実現に向けたマイルストーンの中に
は、当初の計画よりも早く到達できるものもあり
ますが、システム全体の改革が必要になるものも
あります。いずれにせよ、継続的な取り組みが成
功を左右する鍵となります。

責任ある賃金設定
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タイにおける人材採用と移住のマッピングプロジェクト  

イケアは、国際移住機関（IOM）と協力して、タイの
サプライチェーンで働くカンボジア、ミャンマー、ラ
オスからの移民労働者を保護するため、10 カ月間にわ
たるパートナーシップを締結しました。このプロジェ
クトは、雇用主負担原則を広める取り組みに大きく貢
献しています。タイだけでも、イケアのサプライ
チェーンでは 4000 人以上の移民労働者が働いてい 
ます。

プロジェクトの成果は、以下のとおりです。

• 課題の特定。主な課題の 1 つは、雇用主と移民
労働者の間にある言語の壁でした。この課題に
対処するためのツールがつくられる予定です。
その他の課題としては、すべての利害関係者に、
移民労働者の権利と責任に対する意識が不足し
ていることが挙げられます。 

• 26 社のビジネスパートナーへのトレーニング。
The International Recruitment Integrity 
System（IRIS）1 のような国際基準、タイおよび
労働者の出身国の法律、効果的な苦情処理の仕
組み、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に
より増大する労働搾取リスクを中心にしたセッ
ションを実施しました。

• サプライヤー向けのガイド：責任ある採用およ
び働きがいのある仕事を促進するためのメカニ
ズムと手法をまとめました。

• イケアのビジネスパートナーや一般の人向けに、
『Human Resources Guidebook on Employer 
Obligation and Cultural Sensitivity（ 雇 用 主 の
義務と文化的な配慮に関する人事部向けガイド
ブック）』を発行します（現在、作成中）。この
ガイドブックのねらいは、よりよい労働環境を
築くとともに、職場でタイの労働者と移民労働
者を隔てる壁を取り除くことです。 

1 https://iris.iom.int/

イケアは、引き続き、国際移住機関（IOM）をサポー
トし、諮問委員会のメンバーとして The International  
Recruitment Integrity System（IRIS）の開発に取
り組みます。IRIS は、人材採用担当者（人材派遣会
社）のための自主認証スキームで、責任ある採用が
確実に実施されることを目的としています。IRIS で
は、責任ある採用のベンチマークが定められていま
す。

Inter IKEA グループは、以下の活動を通じて IRIS を
積極的にサポートしています。

• IRIS の取り組みとその実践に関する戦略的お
よび技術的なアドバイスを提供する。

• 倫理的な採用を促進するための利害関係者の
取り組みについて成功事例および進捗情報を
共有する。

IRIS では、信頼性、実行可能性、着実性を検証する
ために、大規模な試験を実施しています。一部の国
ではすでに導入されており、今後数年間でほかの地
域にも徐々に導入される予定です。IOM は、タイ
のイケアと協力して、最近完了したプロジェクトに
能力開発プログラムを組み込み、展開しています。

The International Recruitment Integrity System（IRIS）1
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社会起業家は、社会や人々の繁栄に
つながるビジネスアイデアを生み出
します。イケアは、社会起業家を支
援し、力を合わせて課題に取り組ん
でいます。私たちは、弱い立場に置
かれている人や社会から取り残され
ている人のために、雇用を創出し、
より快適な暮らしを実現できるよう
努力しています。

新型コロナウイルスの感染拡大でもっとも大きな打
撃を受けているのは、社会的に弱い立場にある人々
です。そのため、イケアのこうした取り組みがかつ
てないほど重要になっています。 
 
私たちは、現在、さまざまな形で社会起業家と協力
しています。たとえば、イケア店舗やオンラインス
トアで販売される製品を製造する社会的企業と提
携を結んだり、世界各地の社会起業家のために財政
支援プログラムやそれ以外の支援プログラムを提供
したりするほか、各国ではお客さまへのサービスや
アップサイクルした製品を提供している地元の社会
的企業とも提携しています。

社会的企業とのパートナーシップ

イケアのソーシャルビジネスパートナー 7 社からの
報告によると、この 1 年間で約 2700 人（そのうち
89％が女性）が製品の製造に携わり、2 万 8000 人を
超える小規模生産者がバージン原材料を供給しまし
た。特にフォーカスしているのは女性活躍ですが、
それにはホームファニッシング製品を製造するパー
トナーが大きな貢献をしています。収入を得ること
で、労働者や小農地所有者の家族にもポジティブな
影響が直接もたらされます。 

FY20、イケアは、社会起業家との仕事の規模を広げ、
事業を安定させることに注力しました。現在、イケ
アは製品需要の安定化に集中し、ホームファニッシン
グビジネスのさまざまな分野で取引のあるパート
ナーの大半は、世界中で通年販売される（期間限定
のコレクションではなく）、ソーシャルインパクト製
品を製造しています。この体制により、1 年を通じて
高い生産量を維持でき、事業継続性も向上するほか、
コスト効率の高い生産が実現しています。その結果、
持続可能な雇用を増やすことができます。私たちは、
2025 年までに、9 万 5000 人の人々がソーシャルビ
ジネスパートナーシップのもとで働くようになるこ
とを目指しています。この目標を実現するために、
既存および新規のソーシャルビジネスパートナーと
共同でさらに多くの製品を開発していきます。

イケアと社会起業家 

Kavitha Nagaraj（かご編み職人、インド）。
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HANTVERK/ハントヴェルク 植木鉢

BOTANISK/ボータニスク 植木鉢つり下げ用ホルダーKLARAFINA/クララフィーナ クッションカバー

TILLVERKA/ティルヴェルカ ボックス

社会的企業の規模を拡大する取り組みの一環とし
て、以下の 3 社と新たに協力体制を築いています。 

• ベトナムの Saitex：異なる能力を持つ人や若
者に職業訓練を行い、リサイクルデニム製品の
製造スタッフに採用します。  

• バングラデシュの Classical：ジュート製品の 
サステナブルな生産を実現するため、弱い立場
に置かれた女性や先住民を雇用します。 

• インドの Spun：手づくりのテキスタイル製品
の生産に最貧地区に暮らす女性たちを雇用し、
長期的な生計手段を与えます。

これらの新しいパートナーは、ほかのパートナーよ
りも規模が大きく、拡張性にも優れているため、 
生 産 量 が 増 え、 よ り 多 く の 雇 用 を 創 出 し ま す。 
2022 年発売予定の新しいコレクションが、初めて
の製品になります。

FY20 には、社会的影響をもたらす以下のコレク
ションや製品が発表されました。

• HANTVERK/ ハントヴェルク コレクションは、
インドやヨルダン、ルーマニア、タイの職人と協力
してつくったスカンジナビアスタイルの製品です。

 
• BOTANISK/ ボータニスク コレクションには、

サステナブルな供給源から調達した原材料でつ
くられたガーデニング用品、鉢カバー、大型の
バスケットなど、18 種類の製品がそろっています。
BOTANISK/ ボータニスクは、仕事を必要として
いる人々が特に多い地域で雇用創出に取り組む
社会的企業 6 社とのコラボレーションから生ま
れました。 

• MOAKAJSA/ モーアカイサと KLARAFINA/ ク
ララフィーナのクッションカバーは、ハンドメイ
ドによる 1 点ものの商品として世界中で販売され
ており、インドでの雇用創出にも貢献しています。

• TILLVERKA/ ティルヴェルカ コレクションは、
社会的企業 i-did、イケアのプロダクトデザイ
ナーと開発チームが共同で開発した、リサイク
ルフェルト製品のパイロットプロジェクトから誕
生しました。このコレクションは、古いテキスタ
イルを生まれ変わらせるだけでなく、労働市場
から取り残された人々に新しい仕事を得る機
会を提供しています。古いテキスタイルをフェル
トに加工することは、リサイクル業界ではよく知
られているプロセスですが、i-did はそのフェル
トをデザイン性の高い製品に生まれ変わらせて
います。
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イケアでは、アフリカやインドネシアの食品や
商品を中心に、社会事業をマッピングして評価
するプロセスを開始しています。イケアの市場
で販売する加工食品を供給できる社会的企業と
パートナーシップを締結するねらいです。バー
ジン原材料（茶葉、ナッツ、コーヒーなど）の
一般的な調達方法ではなく、ソーシャルビジネ
スパートナーから最終製品を購入し、仕上げを
ヨーロッパで行う方法をとることで、支援地域
でより多くの雇用と収入を創出できます。

イケアは、南米にあるイケアのフランチャイジー 2 社と
提携して、2 つの促進プログラムを展開し、イケアのビ
ジネスの南米進出をサポートしています。また、WWF 
Mexico とのパートナーシップも始動しました。コミュ
ニティ保全に努める企業に対し、自然保護のための持続
可能な生産活動を推進するとともに、生計手段を増やす
こ と を 目 指 し ま し た。Ashoka（ グ ロ ー バ ル ） と
Acumen（東アフリカ）とともに取り組んだ初の促進プ
ログラムは成功裏に終わりました。現在は、Ashoka と
のフォローアッププログラムがスタートしています。こ
の促進プログラムでは、専任のコワーカーがイケアのビ
ジネスに関する知識を共有し、ビジネス上の課題や制度
改革の問題などを抱える社会組織や社会的企業を支援し
ます。社会的企業のリーダーは、より多くの人に手を差
し伸べ、より大きな影響を与えるために、事業規模を拡
大する方法について学びます。

計 36 の社会起業家と社会的企業が、1 年間の能力開発プ
ログラムを通じて支援を受けました。1 このうち 60％が
女性でした。支援を受けた社会起業家の多くは、東アフ
リカと南米を拠点にしていますが、ヨーロッパと南アジ
アの社会起業家も含まれています。このうち 3 分の 2 は、
食品と農業、倫理的で持続可能な製造、職業訓練および
就職紹介という 3 つの分野で活動していました。

取り組みの拡大とその他のプロジェクト 支援プログラムを通じて社会起業家を支援する

1 IKEA Social Entrepreneurship が FY20 に 実 施 し た 活 動 や プ ロ グ ラ ム に つ い て 
詳しくはこちらをご覧ください：https://gbl-sc9u2-prd-cdn.azureedge.net/-/media/
ikeasocialentrepreneurship/ise-annual-review-fy20.f?rev=006dce6024d646c38d91d1
c17c3f4cf1&hash=0A5DAF08BF618371A8582728B80668A5

女性経営者のコミュニティ保全企業（メキシコ、オアハカ）写真提供：WWF Mexico
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IWAY とは、イケアのサプライヤーの
行動規範です。1 イケアがサプライヤー
との間で長年にわたって適用している
プログラムであり、環境的条件、社会
的条件、労働条件に関する最小要件を
定めています。IWAY はイケアのサプラ
イヤーに対する明確な期待内容を設定
したもので、サプライヤーとの対話を
促し、価値観を共有するための基盤と
なります。

IWAY は 2000 年に導入されて以来、環境的および
社会的な発展やグローバルなバリューチェーンにお
ける新たな問題に対応できるよう定期的に更新され
ています。過去 20 年間で、サプライチェーンの特
定の部分に関する追加要件を策定したほか、児童労
働の防止や若年労働者への支援といった特定のテー
マに対するイケアの立場を明確にしました。IWAY
は、働きがいのある仕事、結社の自由、健康と安全
などに焦点を当てることで、バリューチェーン全体
に人権を尊重する意識を広めるために使用するツー
ルでもあります。

FY20 には、最新版の IWAY を公開しました。 

イケアは、サプライヤーの IWAY 基準への準拠率を
定期的にモニターしています。これによって、サプ
ライヤーが徐々に IWAY の要件を満たしている様
子を把握できます。また、サプライヤーが IWAY
の要件を確実に満たすために特に注意すべき点や
協力が必要な点を見つけるためにも役立ちます。 

IWAY 

1 イケアの行動規範の概要は、82 ページをご覧ください。
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 1 IWAY 基準 5.2 の IWAY 必須要件：https://gbl-sc9u2-prd-cdn.azureedge.net/-/media/aboutikea/pdfs/iway-standard-general-section
2 この表には、イケアのフランチャイジーの現地サプライヤーは含まれません。
3 イケアの製品サプライチェーンでは、特別な場合を除き飛行機を使用することはありません。
4 ほかの組織とは異なり、サプライヤーレベルではなくイケアの主要商品向けの食品を製造する個別の拠点を指します。
5 直接取引を行う素材サプライヤー。貿易業者、物流業者、IKEA Industry 独自のユニットを除きます。IKEA Industry 独自のユニットはすべて IWAY 承認済みです。
6 IKEA Industry は、2015 年から IWAY の適用を開始しており、IKEA Industry の IWAY ロードマップで設定された目標に従い、FY23 までにサプライヤーの IWAY 遵守率 100％を目指しています。
7 コロナ禍の影響により監査能力が限られているため、FY20 のデータは FY19 に比べて減少していますが、取り組みはロードマップに従って順調に進んでいます。
8 ほかの組織とは異なり、サプライヤーレベルではなく個別の拠点を指します。
9 デジタルサプライヤーは含まれません。
10 IWAY 必須要件は、最初の納品またはサービス提供の前にサプライヤーが満たす必要のある要件です。この要件に照らし合わせて、ホームファニッシング製品の重要なサブサプライヤーの監査を実施しています。

IWAY レポート
IWAY を確実に守り、検証し、報告するために透
明性と信頼性のあるルーティンを実施するのに
加えて、イケアの IWAY 監査員と第三者組織に
よって予告ありの監査と予告なしの監査の両方
が行われます。サプライヤーが業務において
IWAY 要件を満たすことができず、定められた期
間内にその逸脱を是正できなかった場合、そのサ
プライヤーとの取引は段階的に廃止され、ビジネ
ス契約は終了します。是正期間は、準拠していな
い内容によって異なります。IWAY 必須要件 1 に
関する逸脱の場合は即座に取引が停止されます。
その他の IWAY 要件の場合は 90 日間です。

新型コロナウイルス感染症のパンデミックがイ
ケアのサプライヤーに与えた影響について、詳し
くは 10 ページをご覧ください。

イケアは、サプライヤーと長期にわたる関係を構築することが
大切であると考え、サプライヤーの育成を非常に重視していま
す。ホームファニッシングサプライヤーとの平均的な提携期間
は 11 年です。私たちは、特定の地域の状況を理解することに努
め、適切な環境的条件、社会的条件、労働条件の実現に向けて、
一貫したアプローチを取っています。

ホームファニッシング製品の主要仕入れ国
（全体のうちの％-FY20）

28%
中国

8%
イタリア

6%
リトアニア

4%
ドイツ

31%
その他

19%
ポーランド

4% 
スウェーデン

IKEA
サプライヤーの 
種類2

FY20の 
サプライヤー数

説明 IWAY遵守率

FY17 FY18 FY19 FY20

ホームファニッシン
グサプライヤー

879 イケアのホームファニッシング製品を製造 98% 98% 97% 95%

輸送業者（陸上 
および海上）3

244 イケア製品をサプライヤーから店舗や配送
センターに輸送

97% 98% 97% 94%

世界各地の食品供給
センター4

108 イケアレストラン＆カフェやビストロ、 
スウェーデンフードマーケットで販売する
主要な商品展開のために食品や食材を提供

87% 96% 97% 99%

IKEA Components 300 イケアのホームファニッシング製品に使用
する部品や素材をイケアのサプライヤーや
サブサプライヤーに供給

99% 98% 98% 95%

IKEA Industry5 398 イケアのサプライチェーンの中で、無垢
材、ボードオンフレーム、ボードを使用し
た家具をイケアや関連企業に供給

60% 64% 77％6 72％7

IKEAカタログに 
関わる施設8

31 印刷版のIKEAカタログ用にパルプ、紙、印
刷サービスを提供9

63% 80% 87% 93%

IWAY必須要件によって承認されたホームファニッシング製品の重要な 
サブサプライヤー10

91% 93% 94% 95%
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FY20 には、次世代の行動規範となる IWAY 6 が完成
しました。この改訂版では、イケアのコワーカーやサ
プライヤー、その他の多国籍企業や非政府組織も対
象に含まれています。また、IWAY が人、社会、地球
にポジティブな影響をもたらすことができるように、
機能やアプローチも改善されています。

最新の IWAY 6 は、FY21 に公開され
ます。私たちはサプライヤーと協力し
ながら、イケアのバリューチェーン全
体で IWAY の実践を徹底できるよう取
り組んでいきます。 

IWAY 6 の目標の 1 つは、基本要件を定義するだけで
なく、最小要件を上回る改善を常に成し遂げる方法を
示すことです。IWAY 6 には、基本要件を上回る進展を
目指す要件も含まれています。たとえば、IWAY の基
本要件では、全従業員の勤務時間が残業を含め週に
60 時間を超えないように求めています。さらに進展
させる場合、サプライヤーは、所定労働時間が週に
48 時間を超えないよう作業を計画し、残業しなくて
も仕事を終えられるようにする必要があります。これ
は、すべての人がより多くの恩恵を享受できる状況に
改善するための段階的アプローチです。

次世代の IWAY 
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他者と協力し、変革を促し支援してい
くことは、イケアのサステナビリティ目
標を達成するうえで欠かすことのでき
ない行動です。こうした行動を通して、
私たちは他者から学び、互いに刺激し
合い、力を合わせて解決策を導き出す
ことができます。
 
私たちは常に、利害関係者とよりよい関係を構築で
きるよう努めています。イケアの主な利害関係者は以
下のとおりです。

• コワーカー：イケアのビジネスで働く 21 万 7000
人のコワーカーと積極的に関わり、コワーカー
の安全とウェルビーイング（心身ともに満たされ
た状態）を確保し、ビジネスを発展させるため
の彼らのアイデアを有効に活用します。詳しく
は 61 ページをご覧ください。

• コミュニティ：コミュニティに参加して、アイデ
アの習得や共有に努めます。生活にポジティブ
な影響をもたらせるよう協力して取り組み、イン
クルーシブな地域経済を実現します。詳しくは
59 ページをご覧ください。

• サプライヤー：1600 社近くのサプライヤーと協
力し、イケアのサプライチェーンの環境への負

担を最小限に抑えながら、労働条件の改善に取
り組みます。詳しくは 61 ページをご覧ください。

• お客さま：より健康的でサステナブルな暮らしに
は何が必要か理解するため、お客さまのご自
宅を訪問（家庭訪問）し、お客さまの意見を伺っ
ています。詳しくは 15 ページをご覧ください。 

• パートナーと協力者：イケアのビジネスを脅かす
可能性のある複雑で大きな課題を共に解決して
くれるイケアのパートナーや協力者の存在は、
ますま重要になってきています。また、制度改
革においても大切な存在です。 

ピープル・アンド・プラネット・ポジティブ戦略の改
訂にあたり、上記すべての利害関係者グループから
意見を収集しました。詳しくは 13 ページをご覧くだ
さい。 

FY20 にパートナーおよび協力者と行った主な取り組
みの概要は、次のページのとおりです。 

ステークホルダーエンゲージメント 
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環境や多様性に配慮したリカバリーを提唱する 
ムーブメント

欧州グリーン・ニューディール：イケアは、欧州グ
リーン・ニューディールの目標を支持しています。
この政策は、サーキュラー＆クライメートポジティ
ブの実現を目指すイケア独自の取り組みと一致して
います。今年、イケアのチームは EU と緊密に連携し、
2050 年までにクライメートニュートラルを達成す
るという基本方針を法制化し、サーキュラーエコノ
ミーへの転換を加速させました。 

よりよい復興の支持を表明：FY20 の春に、Inter 
IKEA グループと Ingka グループは、政治指導者や
ビジネスリーダーのほか、労働組合、NGO、シン
クタンクの代表者 180 名が参加するグリーン・リカ
バリー・アライアンスに加盟しました。長期的な気
候変動対策に対する新たなコミットメントをすべて
の利害関係者に呼びかけると同時に、新型コロナウ
イルスの世界的流行がもたらす緊急の課題にも対処
します。
 
さらに、Inter IKEA グループと Ingka グループは、
他 企 業 と 力 を 合 わ せ て「Uniting Business and 
Government」キャンペーンを展開し、野心的な気
候変動対策とコロナ禍からの経済復興を整合させる

「ネットゼロ・リカバリー」を採択するよう各国政
府に呼びかけています。米国では、イケアのビジネ
スが「LEAD on Climate 2020」に加盟し、300 社
以上の企業と共同で、長期的な気候変動対策を盛り

込んだ経済復興計画を通過させるよう米議会に求め
ました。

健康的でサステナブルな暮らしへの意識を高める

10 YFP/One Planet Network、サステナブルなラ
イフスタイルと教育プログラム：この 10 年計画の枠
組みは、6 つのプログラムを通じてサステナブルな消
費と生産への切り替えを促進するための世界的な取
り組みです。Inter IKEA グループは、サステナブルな
ライフスタイルと教育を追求するプログラムのマルチ
ステークホルダー諮問委員会のメンバーです。

GlobeScan の健康的でサステナブルな暮らしに関
する報告書（2020 年版）：イケアは、このレポート
の作成にパートナーとして協力しています。このレ
ポートは、世界中で蓄積した知見を企業に提供し、
企業が健康的でサステナブルな暮らしに対する消費
者の考えについて理解を深め、消費者の行動を引き
出 せ る よ う に サ ポ ー ト す る こ と が ね ら い で す。 
27 カ国 2 万 7000 人の回答者から集めたデータから
は、新型コロナウイルスの世界的流行にもかかわら
ず、消費者は自分が環境に与える影響について依然
として高い関心を寄せており、生活習慣を変えたい
と考えていることが明らかになりました。

Cool Food Pledge：FY19、イケアは、世界資源研
究 所 お よ び そ の 他 の 機 関 が 主 導 す る Cool Food 
Pledge に参加し、2030 年までに食品に関連する温

室効果ガス排出量を 25％削減することを約束しま
した。今年度、私たちは大幅な削減を達成していま
す（33 ページを参照）。 

食品ロスと廃棄物に関する「10x20x30」イニシアチ
ブ 1：IKEA Food のビジネスは、世界最大規模の食品
リテール業者およびプロバイダー数社と連携し、サ
プライチェーンで食品ロスと廃棄物の削減に取り組
む新しいイニシアチブに署名しました。「10x20x30」
という名前のこのイニシアチブには、世界最大規模
の食品リテール業者とプロバイダーの 10 社が集まり、
各 社 が 20 社 の 主 要 サ プ ラ イヤ ー と 協 力 して、 
2030 年までに食品のロスと廃棄物を半減することを
目指しています。この取り組みは、Champions 12.3
に よ っ て 考 案 さ れ、 共 同 開 発 さ れ ま し た。
Champions 12.3 は、企業（イケアのビジネスからの
代表者も含む）、各国政府、市民団体の幹部からな
る自主的な連合で、2030 年までに 1 人当たりの世界
的な食品ロスを半減させるという目標（SDG 12.3）の
達成に向け積極的な活動を行っています。

気候変動への取り組みに弾みをつける

国連気候変動枠組条約と COP25：イケアは、気候
変動対策をリードし、社会のあらゆる部分と協力し
てポジティブな影響を生み出す活動を続けていま
す。2019 年 12 月、マドリードで開催かれた COP25
の期間中、イケアは多くの会合に参加し、2030 年
までにクライメートポジティブを実現し、サーキュ

ラービジネスに転換するための取り組みから学んだ
ことを共有しました。また、国連気候変動枠組の担
当者やその他のパートナーと緊密な連携体制を確立
しました。 

WWF とクライメートポジティブの定義：イケアは
FY20 も、WWF のリーダーシップのもと他企業と協力
して、クライメートポジティブの世界的な定義を策定
する取り組みを継続しました。2021 年にイギリスの
グラスゴーで開催予定の COP26 において、堅固で機
能的な定義を提案することを目指しています。

温室効果ガス議定書の拡張：イケアのビジネス 2 は、
世界資源研究所および持続可能な開発のための世界
経済人会議と共同で、炭素除去、土地利用、バイオ
エネルギーの気候影響を評価するための算定および
報告基準づくりに貢献しています。気温上昇を 1.5°C
にとどめるための重要要素として IPCC が特定した
炭素除去の貢献を定量化するためには、世界的に認
められた基準の設定が欠かせません。 

1.5°C Supply Chain Leaders：Inter IKEA グループ
は、世界の企業の約 80％を占める中小企業（SME）
に、意欲的な温室効果削減目標を設定するよう働き
かける新しいイニシアチブに参加しました。大企業
とも協力して、サプライチェーン内の SME と密に
連携し、パートナーやその他の関係者にツールやリ
ソースを提供しています。このイニシアチブは、
ニューヨークで開催された環境ウィークに合わせて
始動しました。

1 https://www.wri.org/news/2019/09/release-major-food-retailers-providers-join-new-10x20x30-food-loss-and-waste-initiative
2Inter IKEA グループを通じて。
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Race to Zero と COP26： イ ケ ア は、WWF や
Science Based Targets イニシアチブなどのパート
ナーとともに、「Race to Zero」キャンペーンに貢
献するため、さまざまなイベントやプロジェクトに
参加しています。2021 年にグラスゴーで開催され
る COP26 に向けて、社会の意識を高めることがね
らいです。COP26 は、各国が気候変動の影響を緩
和するとともに、気候変動適応策を強化することを
確認する重要な会議です。 

サーキュラービジネスへの転換

エレン・マッカーサー財団：9 月、イケアのビジネ
ス 1 は、サーキュラーエコノミー（循環型経済）の
推進において世界をリードするエレン・マッカー
サー財団との新しい戦略的パートナーシップを締結
したことを発表しました。循環型社会への転換を共
同で推進し、世界規模で持続的に影響をもたらすこ
とを目指します。 

欧州家具産業連盟（EFIC）：イケアのビジネス 2 は、
家具業界においてサーキュラーエコノミーのビ
ジョンを促進するための EFIC ワークグループに積

極的に参加しています。連盟を代表する唯一の企業
として、私たちは規制当局や各国政府と協力しなが
ら、サーキュラービジネスを成功させるための適切
な環境をつくり出すことができます。

責任ある調達と自然保護

生物多様性への影響のマッピング：Inter IKEAグルー
プは、世界自然保全モニタリングセンターとの協力
のもと、イケアのサプライチェーンにおける生物多
様性への潜在的影響について理解を深めるプロジェ
クトを主導しています。その結果、ローカルおよび
グローバル単位での取り組みが計画され、イケアの
ビジネス内でも生物多様性の保全と生態系の強化が
より一層重視されます。

Business for Nature による行動喚起：イケアは、
560 社を超える企業と連携し、各国政府に対して、
失われた自然をこれからの 10 年間で回復させるた
めの政策を採択するよう働きかけています。このイ
ニシアチブは、2020 年の国連総会で政策決定者に
向けて発表されました。ポスト 2020 生物多様性枠
組の主な目標を支持するものであり、2021 年に中

国で開催される重要な国連サミットにおいて採択さ
れる予定です。 

次の段階に進んだ WWF とのパートナーシップ : 
FY20 に、イケアのビジネス 3 は、長年のパートナー
である WWF との協力体制を次の段階へと前進させ
ました。2025 年までに、人々の権利とニーズを守
りつつ、重要な自然の保全、管理、回復を進め、生
物多様性を向上させ、クライメートポジティブなバ
リューチェーンを実現することを目指します。 

より公平でインクルーシブな世界の構築に向けた 
貢献

子どもの安全確保に関する UNICEF の実践コミュニ
ティ：FY20 にイケアは、子どもの安全確保に関す
る学びや経験を共有するために、UNICEF 主催の実
践コミュニティで積極的な活動を行っています。4

イケアは、子どもの社会参加に関する Global Child 
Forum のイベントにも出席しました。
 
Real Play Coalition：2018 年、「子どもの理想的な
発育に役立つ幅広いスキルを磨く、遊びをベースに

した機会を促進する」という共通理念のもと、イケ
ア、The LEGO Foundation、National Geographic、
Unilever は共同でこの連合を立ち上げました。 
FY20 には、報告書「Reclaiming Play in Cities（都
会に遊びを取り戻す）」をまとめ、都会では遊ぶ機
会が不足しており、都市全体の戦略も欠如している
ことを指摘しました。これを受け、PlacemakingX
との連携のもと、子どもにやさしい対策を取り入れ
た都市の例を紹介し、こうした対策をほかの都市に
も広めていくグローバルな取り組みを新たにスター
トさせました。報告書「Reclaiming Play in Cities」
はこちらでご覧ください：www.realplaycoalition.
com/reclaiming-play-in-cities-report/

The Nordic Business Network for Human Rights  
(NBNHR)：組織やサプライチェーンにおける人権の
問題に積極的に取り組む、世界のさまざまな企業で
構成されたプロフェッショナルネットワークです。5 ビ
ジネスや人権、さまざまな難問について、専門家や加
盟企業と知識を共有する目的で設立されました。こ
のネットワークの主な目標は、人権に関する多様な
枠組みをビジネス上の具体的な状況に移行し、応用
することです。最終的には、加盟企業の人権パフォー

1,2,3 Inter IKEA グループを通じて。
4 子どもの安全確保とは、企業が、接触する子どもたちを守るために講じるすべての対策を指します。また、企業と直接的または間接的に接触した結果として子どもに悪影響が及ばないようにするための予防的な措置も含まれます。

https://www.unicef.org/csr/files/UNICEF_ChildSafeguardingToolkit_FINAL.PDF
5 https://www.humanrights.dk/projects/nordic-business-network-human-rights 
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マンスが改善されることを目指しています。 

責任ある採用のためのリーダーシップグループ（LGRR）： 
イケアは「責任ある採用のためのリーダーシップグルー
プ」の創設メンバーとなり、労働者は仕事を得るため
にお金を払うべきではなく、採用費用は雇用主が負担
すべきであるという「雇用主負担原則」を支持する立
場をとっています。その目的は 2026 年までに、労働
者に請求される採用手数料をあらゆる場所で撤廃する
ことです。主な責任ある採用に関するイケアのガイド
ラインは、イケアのサプライヤーでの採用慣行に関す
る期待事項を示しています。 

国際移住機関（IOM）：1951 年に設立された IOM は、
移民の分野における主要な政府間組織であり、政府、
政府間、非政府パートナーと緊密に連携して活動を行っ
ています。イケアは IOM の長年のパートナーであり、
IOM は移民労働者の倫理的な採用への取り組みを発展
させるうえでイケアのビジネスをサポートしてきまし
た。また、Inter IKEA グループは、IOM が開発中の国
際的人材採用の自主認証プロセス「The International 
Recruitment Integrity System（IRIS）」の推薦者とし
ての役割も果たしています。1

世界経済フォーラムが主導する COVID-19 Response 
Alliance for Social Entrepreneurs：新型コロナウイ
ルスのパンデミックを受け、IKEA Social Entrepreneurship  
B.V. は、50 社以上のグローバルな組織で構成された前
例のないコラボレーションに参加し、1 万 5000 人を超え
る社会起業家を支援しました。累積すると、190 カ国以
上で 15 億人を支援したことになります。私たちは、コロ
ナ禍で深刻な打撃を受けている社会的に立場の弱い
人々のニーズに応えるべく努力しています。 

UNHCR によるグローバル難民フォーラム：2020 年
12 月、イケアはジュネーブで開かれたグローバル難民
フォーラム 2 に参加しました。このフォーラムでは、
世界中で 2590 万人におよぶ難民を支援するため、国
際社会が結束し具体的な対策を生み出すことを目指し
ました。難民はさまざまなスキルや経験を有し、ビジ
ネスや社会に大きな価値をもたらす存在です。Inter 
IKEA グループは、Jordan River Foundation とのパー
トナーシップを通じて、400 人の女性がサステナブル
な暮らしを送れるよう支援します。また、Ingka グルー
プは、30 カ国 300 店舗 / ユニットで、2500 人の難民
に職業訓練と言語習得プログラムを提供し、支援を行
う計画です。IKEA Foundation は、今後 5 年間で、難
民と難民を受け入れるコミュニティの所得を高め、よ
り自立できるように支援するプログラムに 1 億ユーロ
の資金を提供します。

1 https://iris.iom.int/ 
2 https://ikeafoundation.org/story/our-commitments-to-support-refugees-on-the-path-to-self-reliance/ 

イケアのビジネスと IKEA Foundation は、ジュネーブで開催されたグローバル難民フォーラムに参加しました。イケアリテール
（Ingka グループ）、Inter IKEA グループ、IKEA Foundation はそれぞれ、今後数年にわたり、難民が受け入れ先のコミュニティの
一員になれるよう支援する取り組みを進めています。難民はスキルや経験を有し、ビジネスや社会に価値をもたらす存在であるとい
うのが、私たちの共通の考えです。
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サステナビリティガバナンス
イケアのバリューチェーン全体のサステナビリティ 

イケアのサステナビリティ戦略であるピープル・
アンド・プラネット・ポジティブは、イケアの目標
と取り組みを示し、2030 年に向けたイケアのフラン
チャイズシステムの共通アジェンダを掲げていま
す。イケアのフランチャイズシステム内のすべての
人々がこの戦略に基づいて集中して協力し合うこと
で、バリューチェーン全体で人、社会、地球にポジ
ティブな影響を及ぼすことができます。この戦略を
実現するための目標、ターゲット、ロードマップを
イケアのビジネスの各部門で設定することにより、
地域ごとの特性や現実に即した形での実施や活動が
可能になります。

サステナビリティは、イケアのビジネスの一部 

サステナビリティは、イケアのビジネスに欠かせな
い要素です。私たちは、イケア全体の方向性に沿っ
て包括的な視点でサステナビリティに取り組みま
す。イケアのフランチャイズシステム内の各ビジネ
スは、成功を収めるよう組織化されており、サステ
ナビリティに関する全体目標に貢献します。イケア

のサステナビリティに関する全体目標を管理するの
は、戦略的サステナビリティ協議会であり、主要な
目標は、イケアのサステナビリティレポートで総合
的に追跡し報告します。

戦略的サステナビリティ協議会 

2017 年 2 月に設立された戦略的サステナビリティ
協議会は、イケアのフランチャイズシステムにおけ
る各企業の独立性を尊重しながら、イケアのフラン
チャイズシステム全体を通して立場を共有し、また
今後の発展とコミットメントにばらつきが出ないよ
う調整しています。主な合意事項は次のとおりです。
 
• 社会におけるイケアブランドの役割
• 常に人権を尊重するなど、フランチャイズシ

ステム全体の戦略的方向性と目標、および循
環的でクライメートポジティブなビジネスを
実現するという目標

• イケア固有のサステナビリティ要件の調整。
たとえば、イケアのサプライヤーの行動規範

（IWAY）に含まれる要件など
 

戦略的サステナビリティ協議会は年 2 回開催されま
す。Inter IKEA グループとフランチャイジーの代表
者が参加して、サステナビリティに関する全体的な
目標について説明およびフォローアップが行われま
す。協議会の招待メンバーはイケアのフランチャイ
ジーおよび Inter IKEA グループ企業（または主要な
事業）のマネージングディレクターです。Inter 
IKEA グループの CEO が戦略的サステナビリティ協
議会の議長を務めます。

サステナビリティに関するワーキンググループ 

Inter IKEA グループとフランチャイジーから特定分
野の専門家が集まってワーキンググループをつく
り、成功事例を共有して、イケアのバリューチェーン
で利用できる知識を築き上げています。各ワーキン
ググループでは、イケアのサステナビリティ戦略を
実現するため、戦略的イニシアチブと計画について
話し合い、意見のとりまとめを行います。

ピープル・ 
アンド・ 

プラネット・ 
ポジティブ
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Inter IKEA グループのサステナビリティマネジメント 

Inter IKEA グループのサステナビリティマネジメント・
チームは、Inter IKEA グループに属する企業のサステ
ナビリティマネジャーで構成されます。サステナビリ
ティマネジメント・チームは、サステナビリティに関
する目標とコミットメントについて意見をとりまとめて
策定し、パフォーマンスについて報告する責任を持ち
ます。また、環境的影響や社会的影響を伴うビジネ
スの戦略的決定に関する提言を行い、戦略的サステ
ナビリティ協議会の議題や決定事項を立案します。
FY20 に、Inter IKEA グループのサステナビリティマネ
ジメント・チームに参 加したメンバーは、Range、
Supply、Franchise、Industr y、Supply Chain 
Operations、Food、Compliance & Monitoring、
I W AY  D e v e l o p m e n t 、C o m m u n i c a t i o n  & 
Engagement、People & Culture 部門のサステナビ
リティマネジャーでした。議長は、Inter IKEA グルー
プのチーフサステナビリティオフィサーが務めました。 

企業倫理

イケアのビジネスのあり方は、イケアの創業者であ
るイングヴァル・カンプラードの『ある家具商人の
言葉』、そして『イケアバリュー』にも書かれてい
るバリュー（価値観とカルチャーに基づいています。
イケアのサプライヤー（IWAY）、イケアのフランチャ
イジー（IConduct）、Inter IKEA グループのコワー
カー（Inter IKEA グループの行動規範）の 3 つのグ
ループにそれぞれ適用される 3 種類の行動規範があ

ります。すべての行動規範は同じ基準に基づいてつ
くられていますが、対象者の実際の仕事に即してカ
スタマイズされています。

• Inter IKEA グループの行動規範：グループ内
およびビジネスパートナーやその他の利害関
係者に対する行動の原則を中心として構築さ
れています。基本的な考え方は、誠実さ、尊敬、
公正さ、高潔さに基づいて、常識をもって適
切なビジネスを行うことです。この行動規範
は、Inter IKEA グループのすべてのコワーカー
に適用されます。

Inter IKEA グループの行動規範は、腐敗防止に
関する内容を含む Inter IKEA グループのポリ
シーによって補われます。Inter IKEA グループ
のすべてのコワーカーに対してトレーニン
グを実施することにより、ポリシーに対する
意識を高め、日常業務の中で実践できるよう
に後押ししています。疑問が生じた場合には、
コワーカーはいつでもマネジャーによるサ
ポートを受けられます。個人で対処するのが
難しい問題が生じた場合は、Inter IKEA グルー
プの Raising Concern Line を利用することが
できます。 
 
FY20 には、Inter IKEA グループのコワーカー向
けに、腐敗防止に関する最新のポリシーが発表
されました。Inter IKEA グループは、事業活動を
行うすべての国・地域で、いかなる汚職も決し
て許容しません。信用、尊敬、高潔さ、誠実さは、

イケアバリューおよびイケアのビジネスのあり
方を支える基本理念です。このポリシーでは、
汚職に対し明確な立場を示すだけでなく、日々
の意思決定においてすべてのコワーカーの助け
となるよう、腐敗防止に関する期待事項、役割・
責任を明確に定めています。

FY20 には、Inter IKEA グループ行動規範違反
に関する懸念が 24 件、Inter IKEA グループの
Raising Concern Line に報告されました（FY19
は 29 件、FY18 は 34 件でした）。Inter IKEA グ
ループは、Inter IKEA グループ調査マニュアル
に基づく一貫したアプローチで内部調査を行っ
ています。FY20 には、Inter IKEA グループの人
事部門、法務 部門、リスク部門の約 40 人の 
コワーカーが、ルールの認識と理解を高める
ためのトレーニングを受けました。FY21 には、
調査を実施するコワーカーに、特に聞き取り
調査スキルについて、さらなる実践的なトレー
ニングを行う予定です。イケアのフランチャ
イジーでは、懸念事項を管理および解決する
ため、専用の苦情処理ルーティンも実施され
る見込みです。

• IConduct：イケアのフランチャイジーは、ビ
ジネス要件に従って、責任あるビジネスを確
実に遂行し、イケアブランドを守る義務があ
ります。これらの要件は、IConduct（イケア
のフランチャイジーの行動規範）に記載され
ています。 

•  IWAY：製品、サービス、資材、部品の責任あ

る調達を促す IKEA Way（IWAY）は、イケアの
サプライヤーの行動規範です。IWAY では、イ
ケアのすべてのサプライヤーおよびサービス
プロバイダーに適用される社会的条件、環境
的条件を定めています。詳しくは 74 ページを
ご覧ください。 

イケアのビジネス全体を通じて、私た
ちは力を合わせて働き、学んだことに
ついて透明性を保ち、常に働き方を改
善するよう努めています。 
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持続可能な開発 
目標（SDGs）の指標

国連の持続可能な開発目標（SDGs）は、貧困やジェンダー平等、気候変動など地球規模の問題に人々が共同で取り組むための枠組みを規定しています。また、私たちはイケア
のブランドやバリューチェーンが持つ世界的な影響力の観点から、SDGs の達成に貢献するために重要な役割を担っていることを認識しています。SDGs は、ピープル・アンド・
プラネット・ポジティブ戦略と 2030 年までの目標が策定された際、重要な指標の 1 つとして使用されました。多くの活動は、互いに密なつながりを持っているため、SDGs の
複数の目標に影響を与えます。このセクションでは、SDGs の各目標に特に関連するイケアの活動とリンクをまとめています。

あらゆる場所で、あらゆる形態の貧困に終止符を打つ

社会起業家とタイアップして、貧困の削減や女性の地位向上、地域社会の社会問題や
環境問題に取り組みます。71 ページ

全世界のイケア店舗で食品ロスを削減します。37 ページ

栄養価の向上、質の高いプロテインの開発、食品ロスの削減、責任ある農業の実現など、
よりサステナブルな食品システムを目指して取り組みを続けています。51 ページ

飢餓に終止符を打ち、食料の安定確保と栄養状態の 
改善を達成するとともに、持続可能な農業を推進する

能力やスキル開発への道を用意し、人々が成長し、その潜在能力を最大限に発揮でき
るようにします。60 ページ

イケアのサプライヤーの行動規範である IWAY を通じて、イケアのサプライヤーが若
い世代に仕事の機会を提供すべきであることを周知し、確実に実現するよう支援しま
す。74 ページ

すべての人に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、 
生涯学習の機会を促進する

多様性を受け入れ、誰もが自分らしく働ける職場づくりを目指します。62 ページ

すべてのビジネス、イケアのすべての市場の全レベルにおいて、ダイバーシティと
ジェンダー平等を含むイクオリティを推進し、賃金のジェンダー平等の実現・維持に
努めます。66 ページ

イケアのサプライヤーの行動規範である IWAY を通じて、多様性を受け入れるインク
ルーシブな職場づくりを促進するうえで、サプライヤーに期待することを周知します。
74 ページ

ジェンダーの平等を達成し、すべての女性と女児の
エンパワーメントを図る

イケアのすべての製品とソリューションは、健康とサステナビリティに配慮してデザ
インされます。15 ページ

健康的でサステナブルな暮らしに関連するトピックについて、コミュニティを構築し
支援します。20 ページ

健康的でサステナブルな社会を提唱し、その実現に向けてリーダーとしての役割を果
たします。20 ページ

あらゆる年齢のすべての人の健康的な生活を確保し、
福祉を推進する

すべての人に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を
確保する

水資源の効率的な利用に役立つ製品やソリューションを提供します。16 ページ

ウォーターポジティブを実現します。57 ページ

すべての人に手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的な
エネルギーへのアクセスを確保する

クリーンエネルギーに関連する製品とソリューションの開発に重点的に取り組みます。
16 ページ

イケアのバリューチェーン全体で再生可能エネルギー使用率 100％を目指します。 
34 ページ

すべての人のための持続的、包摂的かつ持続可能な経済成長、生産
的な完全雇用およびディーセント・ワーク（働きがいのある人間ら
しい仕事）を推進する

職場の安全徹底と人々の健康維持・増進に貢献します。61 ページ

安定した、定期的かつ予測可能な雇用を提供し、支援します。61 ページ

イケアのバリューチェーンのすべての人が発言の権利を持ち、仕事に熱心に取り組み、
職場で積極的な役割を果たせるようにします。61 ページ

責任ある賃金設定プロジェクト。69 ページ

社会起業家とタイアップして、貧困の削減や女性の地位向上、地域社会の社会問題や
環境問題に取り組みます。71 ページ

イケアのサプライヤーの行動規範である IWAY を通じて、サプライヤーが、イケアの
バリューチェーンで働く従業員に働きがいのある仕事を提供し、サポートを行うため
の最小要件を周知し、その要件が確実に満たされるようにします。74 ページ

イケアのサプライヤーの行動規範である IWAY を通じて、イケアのバリューチェーンで働
く従業員の職場での健康と安全を確保するための最小要件を周知し、その要件が確実に満
たされるようにします。74 ページ
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強靭なインフラを整備し、包摂的で持続可能な産業化を 
推進するとともに、技術革新の拡大を図る

よりスマートな方法で木材を使用し、できるだけ長く炭素を貯留するための技術革新に
取り組みます。44 ページ

生産現場での石炭および石油由来燃料の使用を段階的に廃止し、再生可能エネルギー使
用率 100％を目指します。34 ページ

イケアは業界に変革を起こし、責任ある森林管理を当たり前のものとすることを目指し
ます。44 ページ

国内および国家間の格差を是正する

責任ある採用の実現に寄与し、「雇用主負担原則」を支持します。69 ページ

都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能
にする

きれいな空気を実現する製品とソリューションの開発に重点的に取り組みます。 
16 ページ

製品輸送における代替燃料の割合を増やします。35 ページ

持続可能な消費と生産のパターンを確保する

人々がより健康的でサステナブルな暮らしを送るためのヒントを提供し、力となりま
す。15 ページ

手ごろで完全なホームファニッシングソリューションを開発し、そのソリューションを
推進していきます。人々の健康とウェルビーイング（心身ともに満たされた状態）を
改善し、地球の限りある資源の範囲内で快適な暮らしを送るための機能や知識も提供
します。15 ページ

循環型でサステナブルな消費を促進します。19 ページ

すべての製品を最初期段階から再利用、改修、再製造、リサイクルできるようにデザイン
します。24 ページ

再生可能な素材やリサイクル素材のみを使用することを目指す。26 ページ

イケアのマーケティング、コミュニケーション、セールスの各活動を通じて、健康的
でサステナブルな選択を促進し支援していきます。19 ページ

より快適な毎日を生み出すための社会的ムーブメントをつくります。20 ページ

他者と力を合わせて循環型社会の実現に取り組みます。27 ページ

気候変動とその影響に立ち向かうため、緊急対策を取る

ビジネスを成長させつつ、イケアのバリューチェーンで排出されるよりも多くの温室
効果ガスを削減します。29 ページ

土地、植物、製品に炭素を蓄えます。29 ページ

イケアを超えて社会全体の温室効果ガスの排出量削減に貢献します。29 ページ

イケアのサプライヤーの行動規範である IWAY を通じて、イケアのバリューチェーン
の環境的基準を改善します。74 ページ

海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、持続
可能な形で利用する

汚染された水の浄化と生物多様性の保護のための再生プロジェクトをリードします。
これには、プラスチックごみが水路や海へ流出するのを防ぐプロジェクトを主導する
ことも含まれます。42 ページ

水産養殖管理協議会（ASC）および海洋管理協議会（MSC）の認証を受けたシーフー
ドのみを扱います。53 ページ

イケアは、国際イニシアチブ NextWave に加盟し、水域へと向かうプラスチック廃
棄物の需要創出に取り組んでいます。56 ページ

陸上生態系の保護、回復および持続可能な利用の推進、森林の持
続可能な管理、砂漠化への対処、土地劣化の阻止からの回復、 
ならびに生物多様性損失の阻止を図る

フォレストポジティブを実現します。44 ページ

よりサステナブルな供給源からの調達。43 ページ

イケアのサプライヤーの行動規範である IWAY を通じて、イケアのバリューチェーン
の環境的基準を改善します。74 ページ

持続可能な開発に向けて平和で包摂的な社会を推進し、すべての人
に司法へのアクセスを提供するとともに、あらゆるレベルにおいて
効果的で責任ある包摂的な制度を構築する

イケアのバリューチェーン全体で責任あるビジネスを確立するため、企業倫理に従っ
て行動し、協力して取り組みます。82 ページ

持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、グローバル・
パートナーシップを活性化する

イケアのサステナビリティ目標を達成するために、他者と協力して変革を推進し支援
します。77 ページ
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