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このレポートについて

このレポートでは、2030 年までにクライメートポジティブを
実現するというイケアのコミットメントと比較した FY21 の実
績についてまとめています。クライメート（気候）へのコミッ
トメントは、イケアのサステナビリティ戦略およびピープル・
アンド・プラネット・ポジティブの鍵となる要素です。このレ
ポートでは、イケアのバリューチェーンおよびフランチャイズ
システム全体でのさまざまな活動に加えて、進捗状況を評価
するために現在進行している取り組みについても最新情報を
紹介します。イケアのクライメートレポートは、Inter IKEA 
Group が発行しています。 

今回の報告期間は、2020 年 9 月 1 日から 2021 年 8 月 31 日
までの 2021 事業年度（FY21）です。 

イケアのビジネスは、イケアブランドで運営する、すべての
事業体によるビジネスアクティビティと定義されます。このレ
ポートにおける「私たち」とは、イケアのビジネスを指します。
イケアのバリューチェーンには、原材料の調達や抽出、製品
の製造・輸送、イケア店舗の運営、お客さまのご来店、家で
の製品の使用、製品の廃棄までが含まれます。

イケアのサステナビリティレポート FY21 の全文を読む 

https://gbl-sc9u2-prd-cdn.azureedge.net/-/media/aboutikea/newsroom/publications/documents/ikea-sustainability-report-fy21.pdf
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イケアのクライメートレポートへようこそ。これは、毎年
発表しているイケアのサステナビリティレポートと併せ
て、気候について深く掘り下げた補足レポートです。こ
のタイミングで、クライメートレポートをリリースするの
は、気候変動が社会の大きな課題のひとつとして認識さ
れていること、また、イケアにとって重視すべきポイント
だからです。気候変動は、「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に非常に大きな影響
を与えます。そのため、クライメートポジティブの実現に
向けたコミットメントや目標について、現在の進捗や直
面する目標を包み隠さず総合的に公開することが重要に
なります。

グラスゴーで開催された国連気候変動会議 COP26 の報
告書では、世界の平均気温が 2.7℃上昇するという見通
しが示されました 1。最新の IPCC 報告書（AR6）によると、
世界の平均気温は 2030 年代に 1.5° C 以上上昇すること
が避けられません。世界的なブランドであるイケアは、
こうした問題とその解決策両方の当事者です。

イケアは、クライメートポジティブを実現するという約束
の中で、イケアのバリューチェーン全体の温室効果ガス
排出量を大幅に削減するという野心的な目標を設定して
います。イケアのクライメートフットプリントの最大部分
は、イケアの製品に使用される原材料（52％）、および
お客さまの家庭での製品の使用（17％）（これには、製
品の寿命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。 

嬉しいことに、FY21は、イケア全体のクライメー
トフットプリントはベースラインの FY16 と比較
して絶対値で 160 万トン（CO2 換算）減少しま
した。イケアの売上が過去最高を上回ったにも
かかわらず、5.8％削減できたことになります。
つまり、2030 年までにベースラインの FY16 と
比較して 15％以上削減するという目標に向かっ
て順調に歩みを進めています。

期限までに残された時間は 3 分の 2 ありますが、私たち
はすでに目標の 3 分の 1 を達成したことになります。こ
れは、イケア全体のコワーカーがイケアのあらゆる部分
のフットプリントの削減に懸命に取り組んだ成果です。
私たちはともに、すでに優れている LED 電球のエネル
ギー効率を大幅に向上させたり、プラントボールやベジ
ドッグなど、プラントベース（植物由来）の食品の売上
を増やしたりするなど、短期的・中期的な多くの取り組
みを実現してきました。こうしたすべてのことが、金銭的
に豊かではないより多くの人々がサステナブルなソリュー
ションを選択できるようにするというイケアの約束を後
押ししています。

その他にも、イケアの業務の再生可能エネルギー使用率
を 100％にするという大きな取り組みも行っています。
たとえば、 さらに 10 の市 場で再生可 能 電 力 使 用 率
100％を実現しました。最大の成果を収めたのがロシア
で、イケア店舗と工場の両方で再生可能電力使 用率
100％を成し遂げました。中国では、イケアの全工場だ
けでなく、パッケージ（梱包）部門や配送部門にも再生

1 排出ギャップ報告書 2021 | 国連環境計画（UNEP）

毎年着実に 
可能電力を確保しました。これにより、2021 年 1 月 1 日
時点で、イケアが世界で所有するすべての工場で再生可
能電力のみを使用していることになりました。さらに、
イケアが直接取引する 1,600 のサプライヤーが 100％再
生可能電力を購入できるようにするプログラムも開始し
ました。 

しかし私たちはまだまだやるべきことがあることを認識
しています。店舗のフットプリント、輸送、イケアの製品
に使われている原材料を含め、すべてのクライメートフッ
トプリントが正しい方向に向かっている訳ではありませ
ん。2030 年までに残された期間は 8 年。目標達成に必
要な長期的な取り組みを明らかにし、イケアのビジネス
プランに組み込んできました。原材料に関しては、影響
削減に向けて具体的なプランを策定しています。 

必要なガイダンスと基準を確実に整備して、科学的事実
に基づいてリードするために、FY21 に多くのイニシアチ
ブとコンサルティングに取り組みました。 Climate and 
Clean Air Coalition（CCAC）およびストックホルム環境
研究所（SEI）と共同で、企業がバリューチェーン全体の
大気汚染を測定できるようにする新たな外部ガイダンス
を発表しました。私たちは、炭素除去、土地利用、バイ
オエネルギーに関する温室効果ガスプロトコルだけでな
く、Science Based Targets イニ シ ア チ ブ（SBTi） の
Forestry, Land and Agriculture（FLAG）プロジェクト
を通じて、新たな外部基準の策定に深く関与しています。

測定して確実な目標を設定して炭素を除去し、蓄えて、
クライメートポジティブになるという約束を果たすため
に、こうした基準は欠かせません。

クライメートポジティブを目指す私たちの旅は続きます。
FY22 は、「世界の平均気温上昇を 1.5° C に抑える」と
いうコミットメントを完全に科学に基づいたものにする
ために、新しいネットゼロの基準に準拠していきます。
これまでと同様に、どこで排出量が増える可能性がある
のか、どこで行動をさらに迅速化できるのかを常に把握
することで、排出量のさらなる削減を目指していきます。
私たちは共に、これから毎年着実に前進していく必要が
あります。

はじめに  |  クライメートポジティブを実現する  |  FY21 の進捗の概要  |  イケアのバリューチェーン全体のクライメートフットプリント  |  付録

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2021
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クライメートポジティブを実現する
イケアは 2030 年までに、ビジネスを成長させ
ながら、温室効果ガスをバリューチェーンの排
出量よりも多く削減することで、クライメート
ポジティブを実現しようと取り組んでいます。
これにより、今世紀末までの世界の気温上昇
を 1.5℃にとどめることに貢献します。 

クライメートポジティブを実現するには、まずバリュー
チェーン全体のクライメートフットプリントを「世界の平
均気温上昇を 1.5° C に抑える」という目標に沿って削減
する必要があります。この目標には、2030 年までに排
出量を半減させ、最終的に 2050 年までにネットゼロを
実現するという目標も含まれます。

クライメートフットプリントを削減するために、私たちは
次のような戦略目標を設定してきました。優先度順に列
挙します。

1. バリューチェーン全体の温室効果ガス排出量を絶
対値で大幅に削減する。

2. バリューチェーン内の林業、農業、製品を通じて、
大気中の炭素を除去し、貯留する。

3. バリューチェーンを超えて、お客さま、サプライ
ヤー、調達地域のクライメートフットプリントを
削減する。

私たちは、バリューチェーン内やお客さま、サプライ

ヤー、調達地域に関連するクライメートフットプリン
トの根本原因に対処する必要があると固く信じている
ため、カーボンオフセットを使用せずにクライメート
ポジティブを実現するという約束を果たします。その
ようにしなければサステナブルなビジネスに転換する
ことはできません。

1. バリューチェーン全体の温室効果ガス排出量を絶対値で大幅に削
減する

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推定 70％削減することに相当します。

さらに、バリューチェーンの特定の部分に対して適応されるサ
ブ目標を設定しています。こうしたサブ目標を積み重ねること
で、全体で 15％以上の削減を実現できます。

0
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2. バリューチェーン内の林業、農業、製品を通じて、大気中の炭素
を除去し、貯留する

原材料、食品、燃料として使用される木や農作物は、成長過程
で炭素を吸収し、それを体内と土壌に蓄えます。こうして大気
中の CO2 を除去できるため、土地を責任を持って管理すれば、
クライメートフットプリントを削減することができます。カー
ボンオフセットとは別に、こうしたことをサプライチェーン内
で行うことで、責任を持って製品の原材料を調達することがで
きます。

3. バリューチェーンを超えて

温室効果ガスを排出量以上に削減するために、イケアは、自身
のクライメートフットプリントとして説明責任を負う範囲だけ
でなく、お客さま、サプライヤー、調達地域のクライメートフッ
トプリントにまで拡大し、社会全体の削減に貢献します。
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クライメートポジティブが実現してない部分 1ビジネス成長に伴う排出量の推定値
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1 クライメートポジティブが実現してない部分は、現在のプランに基づいています。
取るべき一連のアクションを決定するまで、私たちはこの部分の縮小に努め、炭
素を除去し貯留する最終的な方法を探ります。
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FY21 の進捗の概要

イケアのクライメートフットプリントと
事業の成長の比較
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が継続。
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1. バリューチェーン全体の温室効果ガ
ス排出量を絶対値で大幅に削減する

FY20 も FY21 も、新型コロナウイルス（COVID-19）が
業務に影響を及ぼし、その結果、クライメートフットプ
リントにも影響が及びました。私たちは、サプライチェー
ンの混乱、レストランの一時的な閉鎖、生産および輸送
用海上コンテナへの影響に直面しました。FY21 のイケ
アのクライメートフットプリントは、CO2 換算で 2,620 万
トンと推定されます。これは、ベースラインの FY16 と比
較して 5.8％減少していますが、FY20 と比較すると 5.7％
増加しています。予想していたように、リテールの売上
がパンデミックの影響から回復し始めたために、クライ
メートフットプリントが増加しました。 

パンデミック前のレベル（FY19）と比較すると、リテー
ル事業の売上が増加している一方で、クライメートフット
プリントはおよそ 180 万トン（CO2 換算）減少しています

（FY21 と FY19 の比較）。FY19 に実現した反比例の状況
が現在も続いているのです。この傾向は、リテール事業
の売上あたりのクライメートフットプリントにも表れてお

り、FY19 から FY20 は 8 ％、FY20 から FY21 は 0.1％
減少しています。

FY21 に私たちは、LED 電球のエネルギー効率を引き続
き向上させ、FY20 と比較して平均で 7.8％優れたエネル
ギー効率を実現するなど、クライメートフットプリント全
体に影響を及ぼす多くの分野で着実に前進しました。ま
た、前進を遂げた分野として、バリューチェーン全体の
再生可能エネルギー、特に再生可能電力の使 用率を
100％にする取り組みも挙げられます。 
 
原材料の課題に関しては、マテリアルフットプリントが依
然として増加するネガティブな傾向が見られますが、戦
略目標を達成するためのプランを整備しました。こうし
た取り組みの成果を得るのは、プラントベースの食品や
再生可能エネルギーの成果を得るよりも時間がかかりま
す。新しい原材料に関しては、イノベーションとスキル向
上の両方を実現して初めて全体的なフットプリントに目
に見える影響が表れるためです。

FY20 の COVID-19 による混乱を無視した場合の傾向 

はじめに  |  クライメートポジティブを実現する  |  FY21 の進捗の概要  |  イケアのバリューチェーン全体のクライメートフットプリント  |  付録
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FY21 に温室効果ガス排出量を大幅に削減するために行った主な活動

1 SOLHETTA/ ソールヘッタ LED 電球が発売される前の、イケアの LED 電球
の売上の 80％を占める LEDARE/ レーダレおよび RYET/ リーエトとの比較

2 IKEA Industry および IKEA Components
3 IKEA Supply によるプログラム

人々が手ごろな価格でエネルギーを節約できるよう
にする新たな手段を導入

FY21 に SOLHETTA/ ソールヘッタ LED 電球を導入
しました。この電球は、約 2 万 5,000 時間持続し、
イケアの従来の電球よりも手ごろでエネルギー 
効率が平均 35％優れています 1。SOLHETTA/ ソー
ルヘッタ LED 電球の詳細はこちらをご覧ください

（26 ページ）。

廃棄木材からより多くのエネルギーを生成
する投資を行い、大気汚染を最小限に抑制

IKEA Industry は Meva Energy AB と、再生
可能電力の生成に関する契約を結びました。
Meva Energy テクノロジーは、現状ではリ
サイクルできず焼却処分されている廃棄 
木材から電気と熱を生成します。この新し
いエネルギーテクノロジーは、従来のテク
ノロジーよりも多くの電気を出力するだけ
で な く、 大 気 汚 染 を 最 小 限 に 抑 え ま す 

（18 ページ）。

大気汚染に関する新たなコーポレートガイダ
ンス

気候と大 気 浄 化 の 国 際 パートナーシップ
(Climate Clean Air Coalition/CCAC) および 
ストックホルム環境研究所と共同で、大気汚
染物質排出に関する新たな基準の策定を開
始し、支援しました。これは、企業がバリュー
チェーン全体の大気汚染への影響を測定し、
その削減策を取れるようにするものです。こ
のガイダンスの初版は COP26 で発表されま
した。今後、イケアビジネスとその他の数社
がこのガイダンスをテストし、改良をサポート
していきます。

また COP26 では、世界経済フォーラムが主
催する Alliance for Clean Air に加盟しまし
た。これは、科学に基づいた方法でクリーン
な空気を実現する企業活動を促進することを
目指しています。

プラントベース（植物由来）食品の選択肢をさらに
提供

FY21 は、1 年を通じてプラントボールを提供した初
めての年でした。プラントボールの原材料のクライ
メートフットプリントは、肉をベースにしたバー
ジョンのわずか 4％です（15 ページ）。

さらに 10 の市場でイケアの事業の再生可能電力使用
率 100％を達成

FY21 に、さらに 10 の市場が 100％再生可能電力に
切り替えました。最大の成果は、ロシアのイケアの
業務（店舗、オフィス、工場）において再生可能電
力使用率 100％を達成したことです（21 ページ）。

世界の全工場、パッケージ（梱包）部門、配送部門
で再生可能電力使用率 100％を達成 2

2021 年 1 月 1 日時点で、中国の IKEA Industry およ
び IKEA Components でも再生可能電力使用率 100％
を 達 成 し、 こ れ で IKEA Industry お よ び IKEA 
Components による全世界での全事業が再生可能電
力のみを使用していることになります（16 ページ）。

サプライヤーの 100％再生可能電力への転換を 
加速化

イケアビジネスは、サプライヤーの再生可能電力使
用率 100％へ向けた転換を加速させるプログラムを
開始しました 3。このプログラムは、イケアが直接
取引している 1,600 のサプライヤーをサポートする
もので、まず最大の仕入れ国であるポーランド、中
国、インドの 3 カ国で導入されます。これらの国々
で再生可能電力使用率 100％を達成することで、
CO2 換算で年間 45 万 1,000 トンの排出量を削減で
きます。これは、イケアの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およそ 2％に相当し
ます（17 ページ）。

生産での石炭由来および石油由来の燃料の使用を段
階的に廃止

セラミックの生産と、石炭を大量に使用していた数
社のテキスタイルサプライヤーにおける石炭の使用
を完全に廃止することで、2.3％の削減を実現しま
した。FY16 から、石炭由来および石油由来の燃料
の生産での使用をほぼ 3 分の 1 削減してきました。
製品輸送に使用する代替燃料の割合は、FY20 の
3.3％から 0.8％に減少しました（16 ページ）。

サプライチェーンのリサイクルポリエステルの割
合を増加

2020 年に、ポリエステル製のテキスタイル製品の
リサイクル含有量 90％という大きな節目を迎えま
した。現在は、ポリエステルおよび繊維を使用す
るすべての商品に広げています。（13 ページ）。 

私たちは、肥料、殺虫剤、水が少なくて済み、
原材料のクライメートフットプリントの低減
に貢献する再生可能な天然繊維を取り入れ、
使用量を増やしています。

板材に使用する接着剤はイケアのクライメー
トフットプリントの 5％を占めるため、化石
原 料 由 来 の 接 着 剤 か ら バ イ オ 由 来 の 
接着剤への変更に取り組んでいます（10 ペー
ジ）。

はじめに  |  クライメートポジティブを実現する  |  FY21 の進捗の概要  |  イケアのバリューチェーン全体のクライメートフットプリント  |  付録

新しい原材料とイノベーショ
ンによってフットプリントを
縮小させる取り組み

https://about.ikea.com/en/newsroom/2021/10/29/air-pollution-emissions-guidance
https://about.ikea.com/en/newsroom/2021/10/29/air-pollution-emissions-guidance
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FY21 に私たちは、炭素の除去と貯留による気候変動への
影響を測定するグローバルな計算基準を開発する温室効
果ガスプロトコルの仕事に引き続き貢献しました。

こうして、炭素除去、土地利用、バイオエネルギーの計算
および報告に関するガイダンスを通じて、温室効果ガスプ
ロトコルをさらに充実させていきます。そしてこれに基づ
いて、Science-Based Targets イニシアチブ（SBTi）が、
森林、土地、農業に関する目標設定の基準を完成させます
が、イケアのビジネスはこうした仕事にも貢献していま
す。完成は 2022 年末の予定です。この 2 つの基準が完成
したら、私たちは、クライメートポジティブを実現すると
いう約束の一環として、森林、農業、製品を通じて炭素を
除去し貯留する戦略目標を設定します。

透明性を確保するため、そして森林、農業、製品を通じた
炭素の除去と貯留に貢献するために、今年は把握できる限
りの暫定数字を開示することにしました。クライメートポ
ジティブを実現するという約束に貢献していることを示
すためです。どの数字も暫定であり、変わる（増減する）
可能性があること、温室効果ガスプロトコルによるガイダ
ンスが完成したら改訂されることに注意してください。

炭素の除去と貯留への貢献は主に、イケアが製品に使用す
る木材を調達している森林の炭素貯蔵レベルの増加によ
るものです。FY21 に、CO2 換算（推定）で 530 万トンが
森林を通じて削減されました（森林での正味の削減量）。
つまり、木材の伐採と嵐や火災による消失を考慮に入れ、
平均すると、森林（地上部バイオマス）が正味で増加して
いることになります。世界で木材の生産に使用されている
多くの森林は、現状では積極的に管理されておらず、もっ
と積極的に管理することで、大気からさらに多くの炭素を
除去できる可能性があります。同時に、原生林など、保護
する価値の高いエリアの保護も非常に重要です。こうした

森林は膨大な量の炭素を蓄えていることが多く、生物の多
様性や土壌保全などの面で欠くことのできない役割を果
たしています。責任を持った木材の調達についてはこちら
をご覧ください。

2 番目に貢献しているのが、製品に使用される木材自体の、
炭素を蓄える効果によるものです。この炭素は遅れて大気
中に再放出されるため、これは一時的な効果です。木製品
に関しては、平均で 20 年間の放出遅延があると推定され
ます。木製品の一時的な炭素貯留による放出遅延の効果
は、CO2 換算で 140 万トンと推定できます 1。私たちは、
イケアの製品と原材料の寿命を循環型のビジネスモデル
によって延ばすことで、この効果を高めるように努めてい
ます。詳細はこちらをご覧ください。

炭素を除去し蓄える効果は潜在的に極めて大きいものの、
最終的に 2050 年までに温室効果ガスの排出量が絶対値で
90％以上削減されなければネットゼロは実現しないこと
を認識することが重要です。そして残りの排出量は、炭素
を除去し蓄える効果によって中和されます 2。

1 製品のリサイクル素材の含有量を算入し、土地の炭素除去に貢献しない原材料を除外しています。製品への炭素の一時的な貯留による遅延放出を推定す
ることで、パリ協定に沿った残りの世界の二酸化炭素収支をマイナスにするあらゆる排出の重要性を認識しています。

2 Science-based Targets イニシアチブ – ネットゼロ基準 

2. バリューチェーン内の林業、農業、製品を通じて、大気中の炭素を除去し、貯留する

成長の早い人工林をつくることに加えて、荒廃地の天然林を復元することで炭素を除去し蓄えるモデルを単純化したものです。
木製品の炭素を蓄える効果を伸ばすことや、リサイクルすることも盛り込んでいます。責任を持って管理されている人工林の
木は、大気から大量の二酸化炭素（CO2）を吸収します。木は木製品に使用され、炭素を一時的に蓄える役割を果たします。寿
命を迎えた原材料の再利用、改修、再生産、リサイクルによって、炭素を蓄えるこうした効果を延ばすことができます。回復
力に富む環境において、責任を持って管理されている人工林の気候変動の軽減に対する貢献と、天然林の生物多様性や土壌保
全面などに対する貢献をともに考慮する必要があります。異常気象や有害生物などによって炭素が大気中に再放出されないよ
うにするうえで、森林環境が回復力に富むことが重要です。森林の成長、炭素の貯留、その他の環境への効果（生物多様性へ
の貢献など）のバランスを取る総合的な観点が不可欠です。

年月

木製品の寿命を延ばすことで、除去された炭素を
さらに長く蓄えます。

製品が寿命に達した後に木材をリサイクルする 
ことで、除去された炭素を引き続き蓄えます。 

天然林は、気候変動の緩和に不可欠な役割を果たします。この例では、天然
林は人工林よりも成長が遅く、除去され蓄えられる炭素の量は一定に推移し
ています。同時に、こうしたエリアはすでに炭素を蓄えており、生物多様性
に貢献しているため、極めて重要です。天然林は、健全なエコシステムを確
保するどのような環境アプローチにも欠かせないものです。

伐採された木の CO2 は木製品内に留まります
（木製品の寿命を 20 年と推定し、リサイクルに
よる効果を除外しています）。

人工林は天然林よりも成長が早く、 
以下に示しているように、 

よりハイペースで大気から 
炭素を除去できます。

除
去

さ
れ

蓄
え

ら
れ

る
炭

素

除去され蓄えられる
炭素のレベルが
高まります。
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https://about.ikea.com/en/sustainability/responsible-sourcing/being-forest-positive
https://about.ikea.com/en/sustainability/responsible-sourcing/being-forest-positive
https://about.ikea.com/en/sustainability/a-world-without-waste/why-the-future-of-furniture-is-circular
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FY20 と比較すると、バリューチェーンを超
えた取り組みを評価する方法が開発され、
その結果を開示し始めます。。

炭素を除去し蓄える目標が設定されるまで、正式な
戦略目標は設定されません。炭素の除去と貯留によ
る貢献が大きくなればなるほど、バリューチェーン
を超えた活動の負担は小さくなります。戦略目標は
まだ設定されていませんが、私たちはイケアの責任
範囲を拡大するという課題の一環として、すでにそ
うした活動に積極的に取り組んでいます。

こうした活動をカーボンオフセットとして活かすの
ではなく、イケアのビジネスの変革に確実に結び付
けていくために、イケアの責任範囲を拡大する取り
組みでは、すべてバリューチェーンに関連したアク
ションや活動を行っています。つまり、どの活動も、
イケアの製品、サプライヤー基盤、または調達エリ
アのいずれかに関連した活動になっています。 

そのため、どの貢献も以下のエリアのいずれかに該
当している必要があります。

FY16 FY20 FY21

187

93

166

SOLSTRÅLE/ ソールストローレ 家庭用太陽光発電によって回避でき
た CO2 換算量（単位：1,000 トン）

1 Ingka グループの複数の市場で販売しています。
2 照明、設備機器、水栓、シャワー、循環型のサービスやソリューションは、イケアのクライメートフットプリントの温室効果ガス排出量としてすでに計算されているため、

除外しています。これらの製品による改善は、イケアの責任範囲を拡大する活動ではなく、（温室効果ガス排出量を大幅に削減する）イケアのクライメートフットプリント
として計算されています。

家庭での資源活用：SOLSTRÅLE/ ソールストローレ 家
庭用太陽光発電など、再生可能エネルギーの生成を可
能にするソリューション 1 。また、目的の用途で使用
された場合にエネルギーや水を消費する製品の効率化
を図るソリューションもこれに含まれます。 MISTELN/
ミステルン 水栓アダプターもその 1 つです 2 。

サプライヤー向けの再生可能エネルギー：イケアのビ
ジネスだけでなく、サプライヤーパートナーが全工場、
全業務の再生可能エネルギー使用率を 100％に転換で
きるようにするイケアのビジネスによるアクション。 

イケアの調達エリアの林業と農業の改善：イケアが資
源を調達するエリアの環境全体のために森林管理と農
作業法を改善するイケアのビジネスによるアクション。

貢献度を過大評価しないように、ベースラインとなる
FY16 からこれまでに回避できた温室効果ガス排出量の
合計をまとめるのではなく、毎年実現した貢献のみを計
算しています。今年は、SOLSTRÅLE/ ソールストローレ 
家庭用太陽光発電による家庭での資源活用の効果のみ
を開示しています。一部の大手サプライヤーは、自社の
全工場のクライメートフットプリントと、イケア向け部分
のみのクライメートフットプリントを交互に報告している
ため、報告する数字の一貫性を確保するまで、さらに時
間を要します。そのため今年は、サプライヤーによるイ
ケアの責任範囲を拡大する活動への貢献は開示していま
せん。また、温室効果ガスプロトコルの炭素除去、土
地利用、バイオエネルギーに関するガイダンスが完成す

るまで、開示しない予定です。開示すると、二重計算に
つながる可能性があるためです。

FY21 に SOLSTRÅLE/ ソールストローレ 家庭用太陽光
発電で回避できた排出量の合計は、CO2 換算でおよそ
18 万 7,000 トンに上ります。これは、National Grid 社
の電気を家庭用太陽光発電による再生可能電力に置き
換えた効果として計算されています。家庭での製品の使
用のクライメートフットプリントを照明と設備機器で計算
しているのと同様に、平均的な効果を家庭用太陽光発
電パネルの耐用期間で計算しています。

3. 責任範囲をイケアだけでなく、お客さま、サプライヤー、調達地域のクライメートフットプリントにも拡大する

はじめに  |  クライメートポジティブを実現する  |  FY21 の進捗の概要  |  イケアのバリューチェーン全体のクライメートフットプリント  |  付録
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FY21FY16 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 - 実績 VS FY16 のベースライン
（単位：百万トン、CO2 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：百万トン、CO2 換算）

1 過去のデータは変えるべきではありませんが、データ品質や科学が向上した場合は過去の数字を改
訂しています。

2 資本財、リテール設備に関連する資材、コワーカーのユニフォーム、イケアの業務で発生した廃棄
物のクライメートフットプリントを含みます。 

FY30 の目標
FY16 と比較して絶対値で少なくとも 15％削減

FY30：23.6

FY21 は、イケアの売上が過去最高を上回ったにもかかわらず、イ
ケア全体のクライメートフットプリントは、ベースラインの FY16
と比較して絶対値で 160 万トン（CO2 換算）減少しました。予想し
ていたように、リテールの売上がパンデミックの影響から回復し始
めたために、FY21 はクライメートフットプリントが増加しました。

FY16：27.81 ベースライン

FY17：28.2 +1.5％ （vs FY16）

FY18：29.0 +4.6％ （vs FY16）

FY19：27.9 +0.6％ （vs FY16）

FY20：24.7 -10.8％ （vs FY16）

FY21： 26.2 -5.8％ （vs FY16）

-15％ （vs FY16）

FY16 ベースライン12.1
FY21 +13％（vs FY16）13.6

（FY30 の目標は策定中） 

FY16 ベースライン0.96
FY21 -27.5％（vs FY16）0.70

-25％ ベースライン（FY16）と比較した FY30 の目標

FY16 ベースライン2.9
FY21 -29.6％（vs FY16）2.1

-80％ ベースライン（FY16）と比較した
FY30 の目標

FY17 ベースライン（FY16のデータに不備があるため、FY17）  1.14
FY21 -2.8％ （vs FY17）1.11

ベースライン（FY17）と比較した FY30 の目標-15％

+11.4％（vs FY16）
0.53FY16

FY21 0.59
ベースライン

ベースライン（FY16）と比較した FY30 の目標（範囲：Inter IKEA Group および Ingka グループのイケアのリテール事業）-80％

FY16
FY21

ベースライン
-30.6％（vs FY16）

6.4
4.5

（FY30 の目標は策定中） 

FY16
FY21

ベースライン
+1.0％（vs FY16）

1.7
1.8

（FY30の目標は策定中） 

FY16
FY21

ベースライン
-28.6 （vs FY16）

目標：現在はこうしたクライメートフットプリントに積極的に対処していないため目標は設定していないが、今後アジェンダを策定次第、設定予定

0.28
0.20

原材料

イケアのリテール 
事業＆その他の業務

家庭での製品の使用

FY16
FY21

ベースライン
-0.9％ （vs FY16）

1.50
1.49

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

お客さまの来店＆ 
配送サービス

製品輸送

食品原材料

生産

製品寿命

FY16
FY21

ベースライン
-30.8％（vs FY16）

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

0.21
0.15コワーカーの通勤＆出張

その他 2

イケアのクライメートフットプリントの最大部分は、原材料の生成や加工
（52.2％）、およびお客さまの家庭での製品の使用（17.1％）（これには、製品
の寿命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計算の詳細な内訳、排出スコープ 1、2、3 は、
29 ページをご覧ください。

原材料のクライメートフットプリントの削減は、長期的な開発アジェンダです。
イケアの原材料に関するあらゆる戦略にクライメートロードマップを組み込ん
でいます。ロードマップは、これまでのところ、取り組みの特定に役立ってお
り、FY30 までのフットプリント削減目標の少なくとも半分には到達できると
思われます。

はじめに  |  クライメートポジティブを実現する  |  FY21 の進捗の概要  |  イケアのバリューチェーン全体のクライメートフットプリント  |  付録
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FY21 に、原材料は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 52.2％を占めている

FY30 の目標：策定中

クライメートフットプリント（単位：百万トン、CO2 換算）1

イケアの製品には、さまざまなタイプの原材料
が使用されています。こうしたさまざまな原材
料が、イケアのクライメートフットプリントに最
大の影響を与えています。そのため、クライメー
トフットプリントを削減するには、クライメート
フットプリントの最大の原因である木材、金属、
紙、テキスタイル製品、プラスチックといった
原材料に集中的に取り組むことが重要です。こ
れらを合算すると、原材料ニーズの約 90％を
占め、その中でも重量の 61％を占める木質素
材の影響が最も大きくなっています。  

原材料のクライメートフットプリントの削減は、長期的な
開発アジェンダです。イケアの原材料に関するあらゆる
戦略にクライメートロードマップを組み込んでいます。
ロードマップは、これまでのところ、取り組みの特定に
役立っており、FY30 までのフットプリント削減目標の少
なくとも半分には到達できると思われます。 

FY21 に原材料のクライメートフットプリントは FY20 と
比較して 15％増加し、ベースラインとなる FY16 と比較
して 13％増加しています。その主な理由は、イケアのビ
ジネスが新型コロナウイルス（COVID-19）のパンデミッ
クの影響から回復しつつある中で売上高が増加し、販売

FY16：12.1

FY19：13.1

FY20：11.8

FY21：13.6 +13％（vs FY16）

+8.3％（vs FY16）

-2.0％（vs FY16）

ベースライン

される製品の量と使用される原材料が増加したためで
す。イケアの製品に使用される原材料の量は、主な原材
料の集合推定値に基づいているため、現段階でさらに何
らかの結論を導き出すのは困難です。 現在、量がさまざ
まである原材料の正確な年間の数値が出ているのは、
木材、紙ベースの資材、プラスチック、キャンドルのみ
です。FY21 の重点の 1 つに、これまでの原材料の試算
方法を見直して修正し、原材料のより正確な量を算出で
きるようにすることがありました。同時にイケア全体レベ
ルで原材料のより正確な請求額を算出する仕事が完了
し、試算を測定データにすることができました。原材料
の消費量が以前に試算した量よりも大きかったため、こ
うした修正によって、原材料のクライメートフットプリン
ト全体が増加する結果となりました。フットプリントの
計算方法については、こちらをご覧ください（31 ページ）。

私たちはさらに前進して、イケアのビジネス内で使用さ
れる原材料の方向性を明確にしました。このように方向
性を明確にすることで、既存商品の原材料の選択や、新
商品の開発だけでなく、原材料のイノベーションや開発
に不可欠な取り組みを特定することができます。主な取
り組みとして、木製品用のバイオ接着剤や低炭素スチー
ルの導入、アルミニウム、プラスチック、ポリエステル
の 100％リサイクル素材への切り替え、よりサステナブ
ルなセルロース系テキスタイル繊維の使用、原材料サプ

ライヤー（板材工場や製紙工場など）での再生可能エネ
ルギー使用率 100％の実現などが挙げられます。

私たちの全体としての課題は、手ごろさ（アフォーダビリ
ティ）、アクセスのしやすさ（アクセシビリティ）、サステ
ナビリティにあります。たとえば、多くの場合、リサイク
ル含有量の高い原材料、革新的な新しい原材料、新しく
登場したテクノロジーに切り替えると、切り替え当初はお
客さまが支払う最終価格に影響が及ぶため、そのソ
リューションの潜在的な規模や影響が限定されることに
なります。手ごろでサステナブルな原材料があったとして
も、アクセスが限られたり、原材料のトレーサビリティ
の 確 保 が 難 し か っ た り す る こ と が あ り ま す。 す 
ぐに導入できるイノベーションやソリューションを見つけ
ることも課題の 1つです。必要とされる多くのソリューショ
ンはまだ研究段階であったり、性能をさらに高める必要
があったりするためです。

FY21 に調達した原材料のうち、55.8％が再生可能素材
で、17.3％がリサイクル素材でした 2 。責任を持った原
材料の調達の詳細については、イケアのサステナビリティ
レポート FY21 をご覧ください。

2 これまでこうした数字を報告する方法が一貫していなかったため、進捗を適切に数
字に反映することが出来ませんでした。現在、体系的な測定方法の導入に取り組ん
でいます。このレポートでは、暫定的な解決策として、数字は原材料の調達に基づ
いて手作業で計算されています。 

1 範囲：温室効果ガスプロトコル、排出スコープ 3：購入した製品・サービス – ホームファニッシング、食品（包装のみ）、部品、カタログ、印刷物の一次サプライヤーの段
階までに行う原材料の生成と輸送。

原材料

重量 
割合（％）

61％
木材

10％
金属

10％
紙

8％
その他 *

6％
テキスタイル製品

5％
硬質プラスチック

原材料のフットプリント VS 原材料の重量 

クライメート
フットプリント

割合（％）

22％
木材

27％
金属

10％
紙

10％
その他 *

19％
テキスタイル 
ファニッシング

12％
硬質プラスチック

* その他：キャンドル、セラミック、カス
タムメイドのワークトップ、電子機器、
グリーンプラント、ガラス、天然繊維

はじめに  |  クライメートポジティブを実現する  |  FY21 の進捗の概要  |  イケアのバリューチェーン全体のクライメートフットプリント  |  付録
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https://gbl-sc9u2-prd-cdn.azureedge.net/-/media/aboutikea/newsroom/publications/documents/ikea-sustainability-report-fy21.pdf
https://gbl-sc9u2-prd-cdn.azureedge.net/-/media/aboutikea/newsroom/publications/documents/ikea-sustainability-report-fy21.pdf


11 - イケアのクライメートレポート FY21

木質素材
木材は、イケアの製品に最も多く使用されてい
る素材です。木材は、私たちのアイデンティティ
であり、スウェーデンの伝統です。木材には、パー
ティクルボード、ファイバーボード、無垢材など
があります。現在、イケアが使用するすべての
木材と紙の 99.5％は、森林管理協議会 ®（FSC®）
の認定材やリサイクル材など、サステナブルな
調達先から仕入れたものです。私たちは、イケ
アのフォレストポジティブアジェンダ 2030 を
通じてさらに木材のサステナビリティを高めて
いくことを目指しています。

多くの木質素材では、大量の接着剤を使用して木材部
品や繊維を接着しています。板材に使用する接着剤は、
イケアのクライメートフットプリントの 5％に相当します。
そのため、バイオ接着剤に切り替えることが、クライメー
トフットプリントの全体目標を達成する鍵となる要因で
す。これまで、性能、コスト、クライメートフットプリン
トの面で有望な、さまざまな今後の選択肢を想定してき
ました。現在、パーティクルボード向けのバイオ由来の
システムの導入を準備しています。また、ファイバーボー
ド向けのシステムも小規模な生産に対応するように進化
しています。現在、IKEA Industry が開発を主導して、
さらに多くの選択肢について調査を進めています。

バイオ接着剤の大きな課題は、すべてが現在使用してい
る従来の接着剤や塗布技術と併用できる訳ではないとい
うことです。そのため、段階的に増やしていくことはで
きません。工場は、段階的にではなく完全にバイオ接着
剤に切り替えて、それに応じて工場、機械、技術を新し
くする必要があります。さらに、バイオ接着剤は化石原
料を使用した接着剤よりも高コストなため、低コストを
維持するという課題もあります。主な理由の 1 つに、化

石燃料を使用した接着剤は、60 年以上にわたって板材業界
で使用しやすいように最適化されてきたことがあります。 

木質素材のクライメートフットプリントを削減するもう 1 つの
方法として、100％再生可能エネルギーを使用して板材を生
産する方法が挙げられます。木製板材業界の再生可能エネ
ルギーの使用率は、すでに高い状態にあります。現在、私た
ちは、矛盾がないかを明確にして、再生可能エネルギー使用
率 100％を実現する適切なアクションを取るために、数量化
されたベースラインを開発しています。 

32％
高・中密度の 
ファイバーボード

8％
無垢材

45％
パーティクル 
ボード

クライメート
フットプリント

割合（％）

53％
パーティクル 
ボード

20％
高・中密度の 
ファイバーボード

24％
無垢材

重量 
割合（％）

4％
その他

15％
その他

木材が炭素を除去し蓄える潜在的な効果をクラ
イメートパフォーマンスフレームワークに盛り
込む

温室効果ガス排出量の削減に加えて、木質素材
の調達と使用も、炭素を除去し蓄えるという課
題に貢献する主な要因です。FY21 に私たちは、
森林と土地の炭素プールに関する入手可能な
データを、イケアのフットプリントのモニタリ
ングに必要なデータと組み合わせるなどして、
イケアの原材料に関連する森林の管理とその他
の土地の利用システムの炭素を除去し蓄える効
果をモニタリングする機能を引き続き開発しま
した。 

原材料のフットプリント VS 原材料の重量

はじめに  |  クライメートポジティブを実現する  |  FY21 の進捗の概要  |  イケアのバリューチェーン全体のクライメートフットプリント  |  付録
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https://about.ikea.com/en/newsroom/2021/01/25/ikea-launches-new-2030-forest-agenda-to-push-for-improved-forest-management-and-biodiversity-globally
https://about.ikea.com/en/newsroom/2021/01/25/ikea-launches-new-2030-forest-agenda-to-push-for-improved-forest-management-and-biodiversity-globally
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紙は、イケアが循環性を高める新しい梱包ソ
リューションや素材に移行していく中で、ます
ます大量に使用している素材です。紙は再生可
能かつリサイクル可能で、世界中で最も広くリ
サイクルされている梱包素材の 1 つです。 

そのため紙は、消費者向けの包装においてプラスチック
製の梱包ソリューションから移行を図るうえで鍵となる
素材です。梱包からプラスチックをなくす取り組みの詳
細をご覧ください。 

紙の用途が増えているため、紙の使用量だけでなく紙の
クライメートフットプリントも増えています。こうした
傾向に対抗するために、私たちは革新的な梱包ソリュー
ションを開発しています。また、化石原料を使用した梱
包部品の代わりになるものも探しています。これは、再
生可能な梱包材またはリサイクル梱包材の使用率 100％
を達成する最後のステップです。紙は、寿命の短い使い
捨て材料というイメージが強いため、その用途が制限さ
れています。また、紙は湿気に弱いため、世界の一部の
地域や家庭の特定のエリアに用途が限られています。

私たちは、調達先を再生可能エネルギーの使用率の高い
製紙工場に継続的にシフトする取り組みも行っていま
す。バリューチェーンの川上統合を促進していくことで、
イケアの影響下でさらに多くの生産プロセスを整備し、
よりサステナブルなプロセスに変更できるようにしてい
ます。  

紙 金属
金属は、イケアの製品に最もよく使用されて
いる原材料ではありませんが、クライメート
フットプリントには最大の影響を与えていま
す。この原材料を生成し処理する際のエネル
ギー密度が高く、鉄鋼業で石炭やコークスが
多用されているためです。

しかし金属は、鍋やフライパンのような製品において、
他の素材に簡単に置き換えられないという特性を持っ
ています。イケアの製品に使用されている主な 3 つの
金属素材は、カーボンスチール、アルミニウム、ステ
ンレススチールです。 

私たちは製品のリサイクル含有量を段階的に高めて、
着実に前進しています。リサイクル金属のフットプリ
ントは、バージン金属のフットプリントよりも大幅に
小さいため、こうした取り組みによってクライメート
フットプリント全体を削減しています。また、コーク
スや石炭の使用がほぼ排除されている低炭素スチール
など、金属のクライメートフットプリントを大幅に削
減する新たなテクノロジーの調査も行っています。 

製品の開発過程でより良い金属を選択することで、ク
ライメートフットプリントのさらなる削減を実現でき
ます。こうした取り組みによって、「より少ないものか
らより多くを得る」ソリューションを開発し、生産で
の原材料の使用を最適化し、（できる限りステンレスス
チールよりもカーボンスチールを選択するなど）適切
な用途に適切な金属を選択できるようにします。

大きな課題の 1 つが、リサイクル金属素材 100％の達成
です。ほとんどの金属類のリサイクル含有量を高めて
きましたが、リサイクル金属素材の供給量は十分では
なく、また 100％リサイクルスチールの生産には技術
的な問題があるため、これ以上リサイクル率を高める
のはとても厳しいです。また、私たちの市場における
購買力は小さく、こうした制限のどちらにも影響を及
ぼすことができません。それでも私たちは、できる限
り情報を収集して影響を及ぼすために、この業界内で
のアライアンスやコラボレーションを推進しています。

重量 
割合（％）

86％
カーボンスチール

6％
ステンレス
スチール

6％
アルミニウム 2％

その他 

68％
カーボンスチール

6％
ステンレス
スチール

23％
アルミニウム

クライメート
フットプリント

割合（％）

3％
その他 

原材料のフットプリント VS 原材料の重量
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テキスタイル製品
この原材料カテゴリーには、ベッドテキスタ
イル、カーテン、タオル、その他のホームテ
キスタイルに使用されるテキスタイルだけで
なく、ソファやチェアに使用される中素材（詰
物）も含まれます。

2017 年から 2021 年までに、テキスタイル製品の全素
材における再生可能な素材またはリサイクル素材の割
合は 29％から 56％に増加しました。最大の成果を上げ
たのは、バリューチェーンへのリサイクルポリエステ
ルの導入で、2021 年末までに 88％の割合に達しました。
当初、ポリエステルの課題はテキスタイル製品を対象
にしていましたが、後に中素材にも対象を広げました。
リサイクルダウン（羽毛）とフェザー（羽根）を使用
した初の商品の発売にも成功しました。

FY21 は、製品にさらに多くのビスコースを導入し、着
実な前進を遂げました。こうすることでコットンへの
依存を軽減でできるだけでなく、テキスタイル製品に
さまざまな特性を与えることができます。 

フォームに関しては、長期にわたる建設的な取り組み
を行っています。現在、さまざまなタイプの再生可能
なポリオールが承認され、ポストコンシューマー素材

（製品として使用された後に廃棄された材料や製品）の
リサイクルが最終テスト段階に入り、業務での運用に
移行しつつあります。同様に、ヘンプやジュートなど、
植物由来の靱皮繊維の用途を広げる新たなソリュー
ションがイケアの製品に登場しています。 私たちは、
これらの素材をより自然な形で使うだけでなく、他の
素材とブレンドする大きな可能性を秘めていると考え
ています。  

新しい生産プロセスと原材料  

VEDBO/ ヴェードボー パーソナルチェアは
元々、成型フォームと金属製のフレーム部品
を使用してつくられていました。このチェア
の新しいデザインは、リサイクルポリプロピ
レン 50％、ヘンプ繊維 50％の圧縮成形シェル
を使用して部品を最小限にし、よりサステナ
ブルな素材を使用してつくられており、現在
ロシアで試作が行われています。 

サプライチェーンのリサイクルポリエステルの割
合を増加

2020 年に、ポリエステル製のテキスタイル製品
のリサイクル含有量 90％という大きな節目を迎
えました。私たちの野心的な目標には、化石燃
料由来のバージン原材料に依存しないことも含
まれています。現在、私たちはポリエステルを
使用するすべての製品へとスコープを広げ、硬
貨プラスチックは除きますが、中素材（詰物）
などすべてのポリエステル使用製品のリサイク
ル素材使用率を測定しています。このように範
囲を広げても、サプライチェーンのポリエステ
ルの 88％がリサイクル素材となっています。

私たちが FY21 にこうした量のバージンポリエス
テルをリサイクルポリエステルに置き換えた影
響によって、ポリエステルの使用によるクライ
メートフットプリントを約 45％削減することが
できました。これによって CO2 換算で約 27 万
1,000 トンの排出量を削減できました。

主な課題は、テキスタイルと中素材・詰物ソリューショ
ンの低価格の代替品を見つけることにあります。その
ために新たなプロジェクトが開始されました。これは、
再生可能なソリューションに対応するために、ポリプ
ロピレンについて調査して、物理的な方法でリサイク
ルされた素材の可能性を理解し、イケアのプラスチッ
クに関する課題に沿ってギャップを把握するプロジェ
クトです。

重量 
割合（％）

25％
ポリウレタン
フォーム

30％
ポリエステル

（ テ キ ス タ イ
ル製品中）

20％
綿

13％ 
ポ リ プ ロ ピ レ
ン（ テ キ ス タ
イル製品中）

3％
リヨセル＆ 
ビスコース

3％
革

5％
その他

1％
ウール

クライメート
フットプリント

割合（％）

6％
ウール

23％
ポリウレタン
フォーム

17％ 
ポリエステル

（テキスタイ
ル製品中）

25％
綿

15％
ポ リ プ ロ ピ レ
ン（テキスタイ
ル製品中）

7％
リヨセル＆
ビスコース

5％
革

2％
その他

原材料のフットプリント VS 原材料の重量
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プラスチック
プラスチックは、MAMMUT/ マンムット 子ども
用チェアから、電子機器のアプリケーション、パー
ティクルボードのフォイルやエッジバンド、接続
部品、梱包材まで、イケアの製品のいたる所に使
用されています。

私たちは、既存の製品に使用するプラスチックも、新製品
開発時に使用するプラスチックも、リサイクル素材や再生
可能素材に転換し続けています。ただし、こうしたリサイ
クル素材や再生可能素材にはさまざまな特性があるため、
素材を調達し直すだけなく、ある程度の製品開発が必要に
なります。短期的には、引き続き脱工業化時代の原材料を
多用して、リサイクル素材への転換を図っていきます。
FY25 以降は、2030 年の目標を達成するために革新的な素
材やテクノロジーを開発すると当時に、プレコンシューマー
素材（商品の製造または配送の過程で発生した廃棄物）よ
りもポストコンシューマー素材（製品として使用された後
に廃棄された材料や製品）をイケアの製品に多用していき
ます。イケアは 2020 年 1 月で、全世界のホームファニッ
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す
べて廃止しました。また、2028 年までに消費者向け包装に
おけるプラスチックの使用を段階的に廃止することを目指
しています。 

私たちの主な課題には、適切な原材料の手ごろさや入手し
やすさに加えて、特に主要な 4 つのプラスチック素材であ
るポリプロピレン（PP）、ポリエチレン（PE）、ポリエステ
ル（PET）、アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン（ABS）
の商業規模での適切な技術的ソリューションが含まれてい
ます。また、原材料のタイプ、管理手法、場所、処理手順
に大きく依存する再生可能プラスチックのクライメート
フットプリントを特定するという課題もあります。

HÅLLBAR/ ホルバル ゴミ箱

HÅLLBAR/ ホルバル ゴミ箱は、家
庭の梱包廃棄物から商業規模で収
集したポストコンシューマーリサ
イクル素材でつくられています。
原材料の 40％がポストコンシュー
マ ー 廃 棄 物 で、40 ％ が プ レ コ ン
シューマー廃棄物です。

原材料のフットプリント VS 原材料の重量

55％
PP（ 全 タ イ プ、
テキスタイル製
品は除く）

10％
PE（全タイプ）

31％ 
その他

8％
PET（全タイプ、 
テキスタイル製品
は除く）

8％
ABS（全タイプ）

重量 
割合（％）

クライメート
フットプリント

割合（％）

39％
PP（ 全 タ イ プ、
テキスタイル製
品は除く）

11％
PE（全タイプ）

7％
PET（全タイプ、
テ キ ス タ イ ル
製品は除く）

13％ 
ABS（全タイプ）

18％ 
その他

はじめに  |  クライメートポジティブを実現する  |  FY21 の進捗の概要  |  イケアのバリューチェーン全体のクライメートフットプリント  |  付録
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https://about.ikea.com/en/life-at-home/behind-the-scenes/2021/11/18/maja-on-moving-away-from-plastic-packaging
https://about.ikea.com/en/life-at-home/behind-the-scenes/2021/11/18/maja-on-moving-away-from-plastic-packaging
https://about.ikea.com/en/life-at-home/behind-the-scenes/2021/11/18/maja-on-moving-away-from-plastic-packaging
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FY21 は、イケアのスウェーデンフードマーケットは
営業を継続した一方で、スウェーデンレストランおよ
びその他のフードサービスタッチポイントは、新型コ
ロナウイルス（COVID-19）のために規模を縮小して
営業を続けました。こうしたことが商品の売上全体
に影響し、クライメートフットプリントの絶対値も減
少しました。 

進展を適切に追跡するには、FY21 に関しては、食品原材料の
キログラム当たりの相対的なクライメートフットプリントが適切
な指標になります。この値（飲料水の販売は除く）は、ベースラ
インとなる FY16 から 13.4％減少しています 3。
 
こうした相対値でのポジティブな進展を支えているのは、プラ
ントベースの食品と肉由来の食品の割合に見られる傾向です。 
たとえば、牛肉と豚肉の販売量（飲料水は除く）は、FY20 の
15％から FY21 の 14.3％に減少した一方で、レストランでのプラ
ントボールとベジボールの売上は、HUVUDROLL/ フヴドロル  
シリーズの売り上げに占める割合において 11％から 14％に、ス
ウェーデンフードマーケットにおいて 13％から 24％に増加して
います。これは主にプラントボールを発売したことによるもので
す。ビストロで販売されるベジホットドッグに関しては、ビスト
ロで販売される全ホットドッグの売上に占める割合が 10％から
13％に増加しています。
 

IKEA Food の全商品の肉類全体の構成を測定できるデジタルシ
ステムが導入されるまで、2025 年のサブ目標の達成を確認す
ることはできません。 

FY21 には、食品 廃 棄 物を 46％減らすことに成 功しました。 
詳しくは 23 ページをご覧ください。

VÄRLDSKLOK/ ヴェルドスクロック – ひき
肉に代わるプラントベース食品

FY21 に、プラントベースのひき肉である
VÄRLDSKLOK/ ヴェルドスクロックを発売
しました。 VÄRLDSKLOK/ ヴェルドスクロッ
クは、ミートボールに代わるプラントベー
ス食品である HUVUDROLL/ フヴドロルと
同様に豆由来のプロテインでできており、
同様にクライメートフットプリントが小さ
いという特徴があります。  

4 フットプリントはミートボールの原料のフットプリントです。

HUVUDROLL/ フヴドロル – イケアの伝統的
なミートボールに代わるプラントベース食品

FY21 に、HUVUDROLL/ フヴドロル プラン
トボールを発売しました。プラントボールの
クライメートフットプリントは、イケアを象徴
するミートボールの原料のわずか 4％です 4。
味や価格も妥協していません。FY21 は、プ
ラントボールとベジボールの売上が FY20 よ
りも 3％増加しました。プラントボールはミー
トボールだけでなくベジボールの売上シェア
も奪い、FY21 のベジボールの売上シェアは
FY20 よりも 50％減少しました。

（FY21 の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 2.7％）

FY30 の目標

FY16 と比較して、食品関連の温室効果ガスの排出量を絶対値
で 25％削減するか、または食品関連のカロリー当たりの温室効
果ガスの排出量を相対値で 38％削減します 2。

2025 年のサブ目標

• スウェーデンレストランで提供される主要メニューの 50％
をプラントベースにします。 

• 販売する日用食品の 80％をプラントベースにします。 

• スウェーデンレストランで提供される主要メニューの 80％
を赤身肉以外にします。

2022 年のサブ目標

• 世界中の全イケア店舗で食品廃棄物を 50％削減します。

-25％

-27.5％（vs FY16）

-0.2％（vs FY16）

-20.3％（vs FY16）

FY16：0.96

FY21：0.70

FY19：0.96

FY20：0.76

ベースライン

クライメートフットプリント（単位：百万トン、CO2 換算）1

1 範囲：温室効果ガスプロトコル、排出スコープ 3：購入した製品・サービス – 
食品の一次サプライヤーの段階までに行う食品原材料の生成と加工。

2 世界資源研究所の Cool Food Pledge に対するイケアのコミットメントに沿っ
ています。

3 正確な比較をするため、今年は飲料水は除外しています。通常、飲料水は販売
される食品の総重量の半分以上を占めますが、スウェーデンレストランやビ
ストロが規模を縮小して営業したため、水の販売が減少し、フード商品を販
売するスウェーデンフードマーケットと合わせた割合に影響が及びました。

食品原材料

FY16 と比較した FY30 の目標

はじめに  |  クライメートポジティブを実現する  |  FY21 の進捗の概要  |  イケアのバリューチェーン全体のクライメートフットプリント  |  付録
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新型コロナウイルスの影響が続いているに
も関わらず 3、イケア製品の温室効果ガス
排出量の削減において大きな前進がありま
した。木製家具サプライヤーが 22％の削減
を実現し、FY20 から生産全体のフットプリ
ントを 16％削減することができました。

イケアでは、生産の温室効果ガス排出量を大幅に
削減するために、以下の活動に集中的に取り組ん
でいます。 
 
• 再生可能エネルギー使用率 100％を目指して尽

力する

• 石炭由来および石油由来の燃料の現場での使用
を段階的に廃止する

こうしたことを可能にするために、サプライパー
トナーへの支援策として、再生可能エネルギーの
現場での生成と 100％再生可能電力の購入に資金を
提供しています。

-80％

-29.6％（vs FY16）FY21：2.1

-2.3％（vs FY16）FY19：2.9

-15.8％（vs FY16）FY20：2.5

FY16：2.9 ベースライン

クライメートフットプリント（単位：百万トン、CO2 換算）1

（FY21 の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 7.9％）

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
FY16 と比較して 80％削減します。

サブ目標

• 遅くとも 2025 年までに、
生産現場でのすべての石
炭および石油ベースの燃
料の使用を段階的に廃止
し、可能な部分でクライ
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。

• 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、燃料）
の使用率 100％を目指し
ます。

再生可能エネルギーの割合（％）2

製造現場での石炭および
石 油 由 来 燃 料 使 用 率 

（単位：トン、CO2 換算）

FY20 FY25

13.1％
10.8％

FY21

100％

47.0％ 48.5％

FY20 FY30FY21

1 範囲：温室効果ガスプロトコル、排出スコープ 3：購入した製品・サービ
ス – 排出スコープ 1 ＆ 2 および関連するスコープ 3：ホームファニッシング、
食品、部品、カタログ、印刷の一次サプライヤーの燃料およびエネルギー
に関する活動（送配電ロスを含む）。

2 外部のサプライヤーによって報告されたデータとの一貫性を確保するため、
データは暦年の 2020 年を対象としています。そのためこのデータは、1 月
1 日からロシアおよび中国の IKEA Industry および IKEA Components 部門
で 100％再生可能電力を確保したことを反映していません。

3 生産のクライメートフットプリントは暦年で測定されているため（その他
のパートのクライメートフットプリントは事業年度で測定されています）、
このレポートは暦年の 2020 年を対象としています。そのため、このレポー
トは新型コロナウイルス（COVID-19）の影響を確認できる初のクライメー
トフットプリントレポートとなっています。

生産

FY16 と比較した FY30 の目標

生産のエネルギーフットプリント VS エネルギー使用量 4

34.9％
電力消費 63.6％

暖房および冷房

1.4％
社内運搬用の燃料

エネルギー消費
（MWh）

46.3％
電力消費

51.1％
暖房および
冷房

2.1％
社内運搬用の 
燃料

0.5％
冷媒

クライメート 
フットプリント
（単位：トン、 

CO2換算）

4 食品サプライヤーの排出カテゴリーの詳細を入手できないため、食品サプライヤー
を除外しています。食品の生産は、生産全体のフットプリントの 3％を占めます。
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サプライヤーの 100％再生可能電力への転換を加
速化

FY21 にイケアビジネスは、サプライヤーの再生可
能電力使用率 100％への転換を加速させる新しい
プログラムを開始しました。このプログラムは、
イケアが直接取引している 1,600 のサプライヤー
をサポートするもので、まず最大の仕入れ国であ
るポーランド、中国、インドの 3 カ国で導入され
ます。これらの国々で再生可能電力使用率 100％
を達成することで、CO2 換算で年間 45 万 1,000
トンの排出量を削減できます。これは、イケアの
バリューチェーン全体のクライメートフットプリ
ントのおよそ 2％に相当します。  

こうした取り組みでは、送電網から再生可能電力
を購入する枠組み合意や電力購入契約などのソ
リューションを提供して、イケアが直接取引する
サプライヤーが生産に 100％再生可能電力を使用
できるようにします。このようにして、現場で発
電できないサプライヤーの電力需要に対応しま
す。ここで重要なのは、イケアビジネスが工場全
体の再生可能電力使用率 100％を可能にするとい
うことと、契約を結ぶのがサプライヤーであると
いうことです。こうしたアプローチは、企業がサ
プライヤーとその企業の生産シェアのためにグ
リーン電力証書を購入する、ほかの手法とは異な
ります。こうした手法では実際に社会に与える影
響が限定されます。私たちは、イケアの責任範囲
を拡大して社会でのさらなる削減に貢献するアプ
ローチを取っています。詳細はこちらをご覧くだ
さい。

FY20 から FY21 までに、イケア製品の生産に
おける再生可能エネルギーの使用率が 47％か
ら 48.5％に増加し、大きく前進しました。

こうした成果の主な要因は、外部の木製家具サプライ
ヤーの再生可能電力使用率が FY20 の 52.9％から FY21
の 61.8％に増加したことです。昨年と比較すると、さ
らに 18 の工場やサプライヤーが再生可能電力使用率
100％を達成し、合計で 129 となりました。テキスタイ
ル製品の生産には依然として課題を抱えており、再生
可能エネルギー使用率は FY20 の 15.8％から FY21 の
15.2％に低下しました。 

一部のサプライヤーは再生可能電力使用率 100％を達
成していますが、大半のサプライヤーでは再生可能電
力へのアクセスが依然として課題になっています。ま
ずクライメートフットプリントが大きく、送電網から
再生可能電力を購入して入手するうえで大きな課題の
ある国々を手始めに、再生可能電力の購入を可能にす
るプログラムを開始することで、こうした課題に対処
することを望んでいます。

IKEA Industry が運営する自社工場では、暦年の 2020
年に再生可能エネルギー（電力、熱、燃料）の使用率
がほぼ 90％になりました。こうした使用率向上の大部
分は、IKEA Industry のロシアの工場で 2021 年 9 月 1
日から 100％再生可能電力を購入できるようになった
ことで実現しました。2021 年 1 月 1 日時点で、中国の
IKEA Industry および IKEA Components でも再生可能
電力使用率 100％を達成し、これで IKEA Industry およ
び IKEA Components による全世界での全事業が再生
可能電力のみを使用していることになります。これは
大きな節目です。

しかし、再生可能電力使用率 100％を達成するだけで
は不十分です。私たちは、再生可能電力を各部門の現
場で生成して、多くの人々がさらに多くの再生可能エ
ネルギーを利用できるようにしたいと考えています。
こうしたことを実現するには、いくつか大きな課題が
あります。まず、ポーランドの太陽光パネルには、法
的な許認可手続きに関する課題があり、現場での増設
に遅れが出ています。また、スウェーデンでは、0.5MW
以上の太陽光パネルの設置に税金がかかるという制約
があり、特にほかの EU 諸国と比較するとスウェーデン
のビジネスケースは制限されます。

再生可能エネルギー使用率 100％を目指して尽力する

1 外部のサプライヤーによって報告されたデータとの一貫性を確保するため、データは暦年の 2020 年を対象としています。そのためこのデータは、1 月 1 日からロシアおよ
び中国の IKEA Industry および IKEA Components 部門で 100％再生可能電力を確保したことを反映していません。
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生産全体（IKEA Industry
および IKEA Components
を含む）

イケアが運営する部門
（IKEA Industry および
IKEA Components）

FY21 の再生可能エネルギーの割合（％）1

48.5％47.0％

FY20 FY21

89.2％88.1％

FY20 FY21

https://about.ikea.com/en/newsroom/2021/06/10/ikea-launches-new-program-to-accelerate-suppliers-transition-to-100-per-cent-renewable-electricity
https://about.ikea.com/en/newsroom/2021/06/10/ikea-launches-new-program-to-accelerate-suppliers-transition-to-100-per-cent-renewable-electricity
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2025 年までに、製品の生産現場での石炭由
来および石油由来の燃料の使用を段階的に
廃止していくことを目指しています。

現在の大きな課題は、特にテキスタイルの生産で、
またパキスタン、インド、インドネシア、トルコ、
中国など、石炭由来の燃料に対する補助が厚い国々
で、その代わりになるソリューションを見つけるこ
とです。こうした問題を解決するために、私たちは
新しい有望なテクノロジーを提供する企業ととも
に、さまざまなソリューションを調査し、テストし
ています。

全般的に着実な前進を遂げています。現場での石炭
由 来 お よ び 石 油 由 来 の 燃 料 の 使 用 率 は FY16 に
15.3％でしたが、FY20 から FY21 までに 13.1％から
10.8％に減少しました。FY21 に、セラミックの生産
と 3 社のテキスタイルサプライヤーで石炭の使用を
全廃しました。こうした取り組みは、特に石炭を多
用するテキスタイルサプライヤーのクライメート
フットプリントに大きな影響を及ぼします。石炭の
フットプリントは、天然ガスよりも大幅に大きいた
めです。しかし、新型コロナウイルス（COVID-19）
のパンデミックの影響で生産量も減少しているた
め、どちらのケースに関しても、クライメートフッ
トプリントを削減できたとは明言できません。

2019 年 12 月に私たちは、再生可能エネルギー
の現場での生成に 1 億ユーロの資金を提供す
ることを発表しました。これは、サプライヤー
に低率のローンを提供して、再生可能エネル
ギー使用率 100％への転換を加速させる投資
を可能にするものです。

FY21 には 8 件の事例がありました。そのうち、太陽光
パネルを設置する事例が 6 件、生産プロセスを電化す
る事例が 1 件、Meva Energy AB の革新的なテクノロ
ジーを使用して IKEA Industry で現場に熱併給形コンバ
インド発電プラントを設置する事例が 1 件ありました。 

合計 1 億ユーロのうち、約 1,400 万ユーロの申請があり、
740 万ユーロが承認済み、または承認過程にあります。 

太陽光パネルによる現場での発電に投資することで、
年間で 27.5GWh の再生可能エネルギーをさらに多く生
み出し、CO2 換算量で 5,500 トン相当を削減すること
ができます。また、電化に投資することで、467GWh
のエネルギーを再生可能エネルギーに転換し、さらに
CO2 換算量で 9 万 700 トン相当を削減することができ
ます。2 社のサプライヤーがすでに 100％再生可能電力
を使用していますが、太陽光パネルを使用して現場で
発電するようになれば、現在購入している再生可能電
力の一部を他に使用できるようになります。

石炭由来および石油由来の燃料の現場での 
使用を段階的に廃止する

再生可能エネルギーの現場での生成に
資金を提供する

1 範囲：温室効果ガスプロトコル、排出スコープ 3：購入した製品・サービス – 排出スコープ 1 ＆ 2 および関連するスコープ 3：ホームファニッシング、食品、部品、カタ
ログ、印刷の一次サプライヤーの燃料およびエネルギーに関する活動（送配電ロスを含む）。 

FY21 の事例が比較的少ないのは、サプライヤーが新型
コロナウイルス（COVID-19）により非常に大きな影響
を受け、長期的な投資よりも生産管理に集中する必要
があったためです。出だしは遅れましたが、現在さら
に多くの事例が進行中です。資金提供とサプライヤー
にとってのそのメリットについて、さらに認知度を高
められるように取り組んでいます。 

ガラス炉、セラミック窯、加熱・蒸気用ボイラー、表
面処理など、エネルギーを大量に使用する工程に対応
する事例をつくることが特に重要です。こうした工程
は、生産のクライメートフットプリントの大部分を形
成しており、対処に大きな投資を必要とするためです。
多くの事例で、こうした工程を電動化する必要があり
ます。1 つの事例を除いてすべてヨーロッパの事例であ
るため、地域を多様化する必要もあります。 

はじめに  |  クライメートポジティブを実現する  |  FY21 の進捗の概要  |  イケアのバリューチェーン全体のクライメートフットプリント  |  付録
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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 FY17 と比較して 15％削減します。

FY21 に、製品輸送のクライメートフットプリン
トは、ベースラインとなる FY17 と比較して絶
対値で 2.8％減少しました ²。 

FY20 と比較すると、クライメートフットプリントは絶対
値 で 12.9 ％ 増 加 し ま し た。 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス

（COVID-19）のパンデミックの影 響から回復し始め、
FY21 に製品の輸送が増加したためです。FY21 の輸送量
当たりの相対的な排出量は、1 トン当たり 0.018kg の
CO2 相当量で、FY20 とほぼ同じ水準に留まっています。
明るいニュースとしては、陸上輸送の相対的な排出量は、
FY20 と比較して 2.2％減少しました。これはインター
モーダルソリューションが 41％から 45％に増加したこと
によるものです。コンテナの充填率も維持することがで
きています。 

イケアでは、製品輸送の温室効果ガス排出量を大幅に削
減するために、以下の活動に集中的に取り組んでいます。

• 輸送中の効率を最大化する
• 化石燃料の使用を廃止する
• 排出ガスゼロのソリューションに切り替える

パンデミックにより、世界中のサプライチェーンが依然
として大きな課題に直面しています。そのために輸送業
界、原材料、調達、生産に影響が及んでいます。こうし
た課題が輸送能力に大きな制約をもたらし、イケアのビ
ジネスにも影響が及んでいます。 

FY21 に、海上輸送でのバイオ燃料の使用は予想してい
たほど前進しませんでした。これは主に、輸送業界に混

-15％

-0.8％（vs FY17）

-13.9％（vs FY17）

FY17：1.14

-2.8％（vs FY17）FY21：1.11

FY19：1.13

FY20：0.98

ベースライン（FY16のデータに不備があるため、FY17）

クライメートフットプリント（単位：百万トン、CO2 換算）1 乱が生じ、輸送網の調整が進行していたところに、サプ
ライチェーンの課題によってコストが高騰したことによる
ものです。その結果、代替燃料全体の割合は 3.3％から
0.8％に低下しました。 

私たちは、排出ガスゼロの海上輸送への転換を加速化す
る必要があります。私たちは同じ志を持つ企業と連携し
て、そうした方向への前向きなムーブメントを生み出して
いくことができます。そのため、私たちは 2021 年 10 月に、
アスペン研究所が推進するコラボレーションプラット
フォーム「Cargo Owners for Zero Emission Vessels」
を通じて数社のグローバル企業とともに 2040 Ambition 
Statement に署名しました。2040 Ambition Statement
は、世界中の海運荷主がゼロカーボン輸送と脱炭素の
取り組みの迅速な推進を望んでいることを明確にするも
のです。私たちはこの Ambition Statement によって、
設定目標を達成する決意を表明し、今後の脱炭素の取
り組みの方向性について関係者と確認したいと考えてい
ます。

電化を実現するには、バリューチェーン全体で連携して、
インフラ、テクノロジー、サステナブルなエネルギー源、
資金提供ソリューションを拡大していく必要があります。
2020 年にイケアは、電化ムーブメントにおいて積極的な
役 割を果 たすために、 世界 経 済フォーラムの Road 
Freight Zero（RFZ）イニシアチブに参加しました。私た
ちは、大手製造業、小売業、物流業、車両オペレーター、
金融業、研究機関、市民団体など、需要側・供給側の
関係者とともに、排出ガスゼロの貨物車両の展開を加速
化する道筋を明確にしています。

44％ 
船舶

6％ 
鉄道

48％
トラック

1％ 
荷船

1％ 
外部の倉庫

絶対値ベースの
クライメート 

フットプリント
（単位：トン、

CO2 換算）

1 範囲：温室効果ガスプロトコル、排出スコープ 3：製品輸送の一次サプラ
イヤーの輸送および配送（上流）と、燃料およびエネルギーに関する活動。

2 FY16 のデータに不備があるため、FY17

ヨーロッパでは、政策レベルの変化を促す取り組みを強
化しています。 たとえば 私 たちは、European Clean 
Trucking Alliance のメンバーとして、化石燃料車からゼ
ロ排出ガスのバンやトラックにシフトするエコシステムを
構築する将来を見据えた政策、プログラム、イニシアチ
ブの策定、導入、支援を推進しています。

製品輸送
（FY21 の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 4.3％）

FY17 と比較した FY30 の目標
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私たちは、電化と代替燃料の使用の増加に
加えて、ますます多くの商品を鉄道、短距
離海上輸送、バージ輸送などのインター
モーダル輸送（複合一貫輸送）へ転換する
ために継続的に取り組んでいます。通常、
そうした取り組みによって、1 経路のクラ
イメートフットプリントを平均で半分にす
ることができます。

また、インターモーダルソリューションによって
トラック輸送が必要な経路を短縮することで、ト
ラック運転手のワークライフバランスをサポート
することができます。こうした取り組みは、道路
混雑、大気汚染、騒音の緩和にもつながります。
FY20 から FY21 までに、インターモーダル輸送の
割合は 41％から 45％に増加しました。これは主に
ロシア、イタリア、バルト三国での増加です。

物流ネットワークを効率化するもう 1 つの方法が、
1 輸送毎の輸送量を増やして必要なトラックの台数
を削減するという方法です。そのために私たちは、
ヨーロッパとアジアで大型トラックの台数を増や
しているだけでなく、標準的なトレーラーからよ
り積載量の大きいソリューションに移行していま
す。1 回の輸送ごとの輸送量を増やすと、必要なト
ラックの台数が減り、温室効果ガス排出量が削減
されます。 また、クライメートフットプリントを
削減するために、最も効率的な最短距離の経路を
見つけてネットワークを継続的に最適化してい 
ます。

イケアの陸上輸送網におけるバイオ燃料の使用率は依
然として低いものの、0.3％（FY20）から 0.8％（FY21）
に増加しています。 

アラブ首長国連邦では 2018 年に輸送を開始しました
が、FY21 にすべての国内輸送と車両輸送でバイオ燃料
使用率 100％を達成しました。バイオ燃料は、地元の
市場で集められた使用済みの食用油からつくられます。
バイオ燃料を 100％使用することで、そうした輸送の
クライメートフットプリントを化石燃料使用時よりも
84％、CO2 相当量で 280 トン削減することができまし
た。同様にオランダでも、1 社のサービスプロバイダー
が廃棄物と残留物からつくられたバイオ燃料に 100％
切り替えました。こうした取り組みによって、ディー
ゼルのクライメートフットプリントを 90％、CO2 相当
量で 2,900 トン削減することができました。 私たちは、
リトアニアとスウェーデン間の輸送量の 70％を液化バ

イオガス（LBG）に切り替えました。こうした方
法で、約 644 トンの CO2 相当量を削減できます。
こうした進展は大きな節目であるだけでなく、化
石燃料の切り替えがバイオ燃料やインフラの入手
可能性に基づいたローカルなソリューションであ
ることも示唆しています。

イケアには、輸送された製品をイケア店舗や配送
センターに送る前に集めておく倉庫もいくつかあ
ります。FY21 に、ポーランド、リトアニア、ルー
マニアの 3 つの集約拠点で再生可能電力使用率
100％を達成し、現在、これらの拠点ではすべての
暖房、照明、電動フォークリフトを再生可能エネ
ルギーで賄っています。 

化石燃料の使用を廃止することに加えて、長
期的には排出ガスゼロのソリューション（電
化など）に切り替えていく必要性があると考
えています。

FY21 に私たちは本格的な電気自動車（EV）を 4 台導入
し、中国の一部の輸送フローで運用しています。こう
した EV の充電はイケアストアと外部の倉庫業者で行っ
ています。暦年の 2021 年の末までにさらに 8 台の EV
を導入して、本格的な道路輸送の電化をさらに拡大し
ていく準備をしています。

電化は鉄道輸送においても重要な課題です。たとえば
ドイツでは、1 社のサービスプロバイダーがトラックか
ら再生可能電力使用率 100％の鉄道に切り替えました。
この変更によって、クライメートフットプリントの削
減量がディーゼル使用時と比較して 1,100 トン（CO2 相
当量）増加しました。道路から大型トラックをなくす
ことで、温室効果ガス排出量の大幅な削減に加えて、
大気汚染や道路混雑の軽減にも貢献します。

輸送中の効率を 
最大化する

化石燃料の使用を 
廃止する

排出ガスゼロのソリュー
ションに切り替える
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-80％

FY30 の目標

2030 年までに、リテールおよびその他の事業による温室効
果ガスの絶対排出量を FY16 と比較して 80％削減します 2。

イケアのリテール事業およびその他の業務のクライ
メートフットプリントは、ベースラインとなる FY16
よりも依然として大きいものの、FY20 よりも減少
しました。 

これは主に再生可能電力の使用率が FY20 から FY21 に
64％から 73％に増加したことによるもので、こうした増加
は、FY21 に再生可能電力使用率 100％を達成したリテー
ル市場（カナダ、デンマーク、エストニア、フランス、ロシ
ア、セルビア、スロバニア、スペイン（カナリア諸島とバレ
アレス諸島）など）と、使用率が大幅に向上した市場（24.3％
ポイント増加したアラブ首長国連邦など）によるものです。 

反対に、暖房、冷房、燃料など、電気以外のエネルギー
の消費における再生可能エネルギーの使用率は減少し、
ベースラインとなる FY16 の 17％と比較して、FY20 から
FY21 に 17％から 15％に減少しました。こうした減少は主
に、100％再生可能な冷暖房ソリューションをまだ整備し
ていない新店舗で小売り事業が拡大したことによるもので
す。そのため私たちは、2025 年までに再生可能電力使用
率 100％を達成し、同時に冷暖房に使用するエネルギー
に対処することに重点を置いています。冷暖房に使用する
エネルギーに対処するには、地中熱・空気熱利用ヒートポ
ンプやバイオガス／バイオマスボイラーなどのテクノロ
ジーによって現場でエネルギーを生成するケースが多いた
め、しばしば大きな投資が必要になります。

サブ目標

2025 年までに、リテール、その他の事業およびイケア
が所有する工場で再生可能電力の使用率を 100％にし 
ます 3。

クライメートフットプリント（単位：百万トン、CO2 換算）1

ベースラインFY16：0.53

+11.4％（vs FY16）FY21：0.59

+12.7％（vs FY16）FY19：0.60

+12.6％（vs FY16）FY20：0.60

1 範囲：温室効果ガスプロトコル、排出スコープ 1、2、3：Inter IKEA Group の業務（IKEA Industry および IKEA Components での生産を除く）およびフランチャ
イズの事業のうち、イケアリテールのパートの燃料およびエネルギーに関する活動（送配電ロスを含む）。よってスコープ 3：フランチャイズも含みます。

2 範囲：Inter IKEA Group および Ingka グループのイケアリテール事業。
3 範囲：Inter IKEA Group（IKEA Components および IKEA Industry の部門内での生産を除く）と、Ingka グループのイケアリテール事業（スコープ 1 および 2）。

イケアのリテール事業＆その他の業務
（FY21 の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 2.3％）

FY16 と比較した FY30 の目標
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再生可能エネルギーの割合（％）

64％

FY21FY20 FY25

73％
100％
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クライメートポジティブを実現するために、私た
ちはすべての国でイケアの全事業（店舗、倉庫、
工場、オフィス、その他の業務）の再生可能エネ
ルギー使用率 100％を目指して取り組んでいます。
FY21 に、イケアの 23 の市場が 100％再生可能電力
を使用しています（FY20 は 14 市場）。冷暖房に関
しては、現在、7 つの市場のみが 100％またはほぼ
100％を達成しています。

FY21 に、231 のイケアストアが太陽光パネルを設
置しました。トルコの IKEA Retail は、アンカラに
ある最大のストアを手始めに、9 つあるイケア店舗
全店に太陽光パネルを設置するプロジェクトを開
始し、これで電力消費の 60％を賄おうとしていま
す。建物はイケアビジネスの所有でない場合があ
るため、こうした取り組みには連携が必要です。

イケアの業務の再生可能
エネルギー使用率 100％
を目指して尽力する ¹

1 イケアのリテール事業＆その他の業務に加えて、生産のフットプリントに
含まれている IKEA Industry および IKEA Components 部門も含みます。

2 IKEA Retail フィリピンは 2022 年 11 月にオープンす
るため、FY21 のレポートの範囲外です。
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ベルギー
カナダ 
クロアチア
デンマーク
フィンランド
フランス
ドイツ
ハンガリー

アイスランド
アイルランド
イタリア
日本
ラトビア
リトアニア
ノルウェー
ポーランド 

ポルトガル
ロシア
セルビア
スロバキア
スロベニア
スペイン：カナリア諸島、 
バレアレス諸島
イギリス

再生可能電力使用率 100％を達成

オーストリア（99.9％）
チェコ共和国（99.9％）
オランダ（97.8％）
ルーマニア（99.7％）
スペイン：本土（99.3％）
スウェーデン（99.9％）
スイス（99.2％）
アメリカ（99.8％）

再生可能電力使用率 100％をほぼ達成（小規模部門のみ未達成）

冷暖房で再生可能エネルギー使用率 100％を達成

アイスランド
アイルランド

冷暖房で再生可能エネルギー使用率 100％をほぼ達成
フィンランド（97.2％）
ノルウェー（97.4％）
ポーランド（96.4％）
スロバキア（98.7％）
スウェーデン（96％）

それ以外 2

再生可能電力使用率 100％を未達成

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New
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イケアの 最 大 のフラン チャイジ ーであ る
Ingka グループは、14 市場で 547 の風力ター
ビン、2 つのソーラーパーク、イケアの店舗と
倉庫の屋上に設置された 93 万 5,000 の太陽
光パネルを所有し、管理しています 1。

FY21に、イケアのフランチャイジーであるIngka グルー
プは、再生可能エネルギーの生成をサポートするため、
フィンランドの 3 つの新しい風力発電基地の取得を完
了しました。これでフィンランドに 5 つの風力発電基
地を所有することになります。これらの風力発電基地
は、合計で年間 520GWh の再生可能エネルギーを生
み出し、2017 年から IKEA Retail フィンランドの消費
エネルギーと同量のエネルギーを生成してきました。
詳細はこちらをご覧ください。

また Ingka グループは、ロシア南西部の 8 つのソーラー
パークの株式も 49％取得しました。これは 160MW
のエネルギー容量を持ち、ロシアに 17 あるイケア店
舗全店の電力を賄うことができます。詳細はこちらを
ご覧ください。

世界中の全イケア店舗において、2022 年末ま
でに食品廃棄物を（FY17 と比較して）50％削
減することを目標に掲げています。FY21 に、
世界中の全イケア店舗の 86％以上に食品廃棄
物ソリューションを導入し（FY20 は 60％）、
食品廃棄をベースラインと比較して 46％削減
することができました（FY20 はベースライン
と比較して 32％削減）。 

こうした削減は、スマートスケールを使用する食品廃
棄測定ソリューションを利用して達成されました。ス
マートスケールとは、世界各国のスウェーデンレスト
ラン、ビストロ、スウェーデンフードマーケットで発
生する食品廃棄を測定するツールです。

現場以外での再生可能電力の 
生成への投資 食品廃棄物の削減

イケアのフランチャイジーである Ingka グ
ループは、H&M、キングフィッシャー、ウォ
ル マ ー ト と と も に、UNFCCC の Race to 
Zero から生まれたリテールアライアンスの
創立メンバーです。このアライアンスは、小
売業界において気候変動に対抗するアク
ションをさらに推進していくことを目指し
ています。詳細はこちらをご覧ください。

1.5° C 目標達成に向けた 
リテールアライアンス

1 洋上風力発電と太陽光パネルの普通株に基づく風力タービンとパネルの正味の数量。
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https://www.ingka.com/news/ikea-finland-completes-acquisition-of-three-new-wind-farms-to-support-its-renewable-energy-generation/
https://www.ingka.com/news/ingka-investments-boosts-renewable-energy-investments-by-taking-a-49-stake-in-8-solar-pv-parks-in-russia/
https://www.ingka.com/news/ingka-investments-boosts-renewable-energy-investments-by-taking-a-49-stake-in-8-solar-pv-parks-in-russia/
https://www.ingka.com/news/ingka-group-hm-kingfisher-and-walmart-join-forces-in-retail-alliance-on-the-pathway-towards-a-1-5c-future/
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1 範囲：温室効果ガスプロトコル、排出スコープ 3 – カテゴリー 6：
Inter IKEA Group および Ingka グループのイケアリテール事業の
出張、排出スコープ 3 – カテゴリー 7：Inter IKEA Group および
Ingka グループのイケアのリテール事業の雇用者の通勤

2 範囲：Inter IKEA Group および Ingka グループのイケアのリテー
ル事業

FY30 の目標

コワーカーの通勤と出張による温室効果ガス排出
量を、2016 年と比較してコワーカー 1 人当たり
の相対値で 50％削減します 2。

+0.8％（vs FY16）

-31.9％（vs FY16）

-30.8％（vs FY16）

FY16：0.21 

FY21：0.15

FY19：0.22

FY20：0.15

ベースライン
クライメートフットプリント（単位：百万トン、CO2 換算）1

コワーカーの通勤と出張によるクライメートフット
プリントは、FY16 と比較して 30％減少しました。  

新型コロナウイルス（COVID-19）のパンデミック中、店舗が
一時的に休業となり、多くのコワーカーが在宅勤務になり、
同時に出張がビジネスに不可欠な出張のみに制限されたた
め、コワーカーの通勤と出張は大きな影響を受けました。
FY21 は、FY20 よりも多くの店舗が営業を続けました。大半
のコワーカーは店舗に勤務しているため、コワーカーの通勤
による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 FY20 に 18.6％減少した後、FY21 に 2.6％
増加しました。出張は依然として制限されているため、ベー
スラインとなる FY16 と比較して 92.3％減少しました。こうし
た新しい日常の中では、設定目標に対する進捗について何ら
かの結論を導き出すのは困難です。

出張を削減するための新たなガイドライン

コワーカーがビデオ会議を通じて会い、対話をす
る 新 た な 方 法 を 見 出 し て い る 中 で、Inter IKEA 
Group の Meet & Travel 部門は今後の出張の必要
性について把握するために 2020 年と 2021 年にア
ンケートを実施しました。こうしたアンケートの
結果から、コワーカーは全般的にビジネスのため
の移動時間を短縮したいと考えていることがわか
りました。こうしたことを念頭に、この目標達成
を後押しする戦略が策定されました。発行された
新たなガイドラインと原則には、飛行機での移動
全般の制限、短期滞在を伴う移動の制限、純然た
る社内目的の移動の削減、大規模イベントへの 

対応方法の変更などが含まれています。私たちは、
飛行機での移動が世界に与える影響に関する情報
全般を集めたサステナブルなトラベルハブを作成
して、コワーカーの教育にも取り組んでいます。
たとえば、燃料消費は離陸時と着陸時に最も多く
なります。そのため短距離飛行は、それ以外の移
動手段よりも 1 マイル当たりの排出量が多くなり
ます。また、出張ダッシュボードにクライメート
フットプリントを含めて、出張による影響がすぐ
わかるようにするプロジェクトが進行中です。

コワーカーの通勤＆出張
（FY21 の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 0.6％）
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FY30 の目標

2030 年までに、お客さまの来店および自宅への配送サービスに
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 2。

お客さまの来店＆配送サービスによるクライ
メートフットプリントは、FY16 と比較して絶対
値で 0.9％減少しました。

お客さまの来店＆配送サービスによる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 FY21
に絶対値で 0.9％減少しましたが、FY20 からは毎年相
対的に増加し続けています。こうした傾向を改善するに
は、お客さまがイケア店舗やミーティングポイントにア
クセスするためのよりサステナブルな方法を見つけるこ
とが不可欠です。たとえば FY21 に、32 の市場で EV の
充電ステーションを設置するという目標を達成しました。
そのねらいは、より多くのお客さまの電気自動車での来
店を促すことにあります。既存のモデルを使用してお客
さまの来店によるクライメートフットプリントを計算する
ことがまだできないため、その効果はまだ判断できませ
んが、それでもこれは前向きな変化です。

これまではイケアのフランチャイジーであるIngka グルー
プとその他のクライメートフットプリントしか測定できま
せんでしたが、今年、お客さまの来店によるクライメー
トフットプリントを計算するモデルを改善し、イケアの全
市場のお客さまの来店によるクライメートフットプリント
を測定できるようになりました。今後、お客さまの来店
によるクライメートフットプリントを計算するこのモデル
を改訂できないか模索し、お客さまとの接する機会の変
化に対応できるようにしていきます。 現在、店舗やプラ
ンニングスタジオなどのカスタマーミーティングポイント

サブ目標

2025 年までに、自宅への配送
サービスでの電気自動車また
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 3。

EV またはその他の排出ガ
スゼロソリューションの
割合

9.6％

FY20 FY25

11％

FY21

100％

-0.9％（vs FY16）2FY21：1.49

+19.9％（vs FY16）FY19：1.80

+0.6％（vs FY16）FY20：1.51

FY16：1.50 ベースライン

クライメートフットプリント（単位：百万トン、CO2 換算）1

85％
お客さまの
来店

15％ 
自宅への配送
サービス

1 範囲：温室効果ガスプロトコル、排出スコープ 3：Inter IKEA Group の業務とフライチャイジーによるイケアのリテール事業の輸送および配送（下流）。
2 範囲：Inter IKEA Group および Ingka グループのイケアリテール事業。
3 Ingka グループのイケアリテールの業務。

ウィーンのアクセスの優れた都心にイケアストアが 
オープン

8 月 21 日、ウィーンの中心部に新しい 都 心型 店 舗、
IKEA Westbahnhof ストアがオープンしました。このス
トアは、イケアの全商品を扱う初の都心型店舗です。
建物全体が歩行者、公共交通機関の利用者、サイクリ
ストのためにデザインされています。このストアは大型
商品の電気トラックによる当日配送サービスを提供して
いるため、お客さまは自宅に車を置いて来店できます。
お客さまは電気カーゴバイクに乗ることもできます。こ
れは地元の NGO が長期の失業者の労働市場への再参
入を後押しするために運営しているサービスです。カー
ゴバイクのレンタルは、ドイツとスペインの都心型スト
アでも行っています。

自宅への配送サービスによる排出ガスゼロに
向けて

2025 年の目標を達成するために、電気自動車
の展開を大幅に増加させる必要があります。
しかし、パンデミックによって生産に遅延が
生じ、発注したすべての電気自動車が納品さ
れている訳ではないため、これは難しい状況
です。とはいえ、来年には電気トラックの台
数を大幅に増加させて、FY22 の末までに EV
による自宅への配送サービスの割合を 29％に
したいと考えています。

現在、22 の市場で 500 台以上の電気トラック
が使用されており（FY20 は 19 市場）、このテ
クノロジーの有効性が実証されています。そ
のため、この取り組みをさらに多くの市場に
拡大していくことに重点を置いています。ア
ムステルダムや上海など、すでに多くの都市
で電気自動車による配送サービス率 100％を
達成し、中国では全配送の 95％を排出ガスゼ
ロのトラックに転換しました。詳細はこちら
をご覧ください。

お客さまの来店＆配送サービス
（FY21 の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 5.7％）

絶対値ベースの
クライメート 

フットプリント
（単位：トン、

CO2 換算）

への来店をますます推進する一方で、お客さまはほかのミー
ティングポイントや自宅でも購入できるようになっています。
そのため、お客さま全体の数ではなく、来店客数や来店方
法による影響を計算することが重要です。同様に、商品受取
りサービスなど、製品の受取り方も多様化しています。この
進捗については来年のイケアのサステナビリティレポートで
発表します。

電気トラックによる配送の割合は 9.6％から 11％に増加しま
したが、自宅への配送サービスによるクライメートフットプリ
ントは、FY20 から FY21 に絶対値で 46％増加しました。こ
れは、自宅への配送サービスの件数が増加したことによる影
響が、EV による自宅への配送サービスへの転換による影響
よりも大きかったためです。
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https://www.ingka.com/news/the-new-inner-city-ikea-store-thats-rethinking-just-about-everything/
https://www.ingka.com/news/ikea-installs-cargo-bikes-to-drive-change/
https://www.ingka.com/news/ikea-installs-cargo-bikes-to-drive-change/
https://about.ikea.com/en/sustainability/becoming-climate-positive/zero-emissions-for-home-deliveries
https://about.ikea.com/en/sustainability/becoming-climate-positive/zero-emissions-for-home-deliveries
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イケアのクライメートフットプリントの 2 番目に大
きな要因は、家庭での製品の使用です。 

これは主に照明や家庭用設備機器などの製品の電力消費に
よるものです。クライメートフットプリントのその他の要
因として、ガスコンロ、冷蔵庫や冷凍庫に使用される冷媒、
家庭でのキャンドルの燃焼などがあります。 

FY20 から、家庭での製品の使用によるクライメートフット
プリントは 3％減少しました。これは主に、LED 電球のエ
ネルギー効率が継続的に向上するポジティブな傾向が、イ
ケアのビジネスが新型コロナウイルス（COVID-19）のパン
デミックから回復し始めたことによる売上の増加によって
相殺されたためです。進展しているのは私たちだけではな
く、全市場の再生可能電力の平均消費量が、ベースライン
となる 2016 年から 5％増加しています。こうしたことは、
外部に働きかけて、お客さまが家庭で再生可能電力を消費
できるようにする政策や規制を推進する重要性を強調して
います。国の電力網における再生可能電力の割合をさらに
高めれば、お客さまの家庭のクライメートフットプリント
は大幅に小さくなるでしょう。

FY30 の目標

これまでの目標を達成し、現在は EU のエネルギー効率に関す
る新しい法令による影響に対応しているため、目標は策定中 
です。

-20.2％（vs FY16）

-28.5％（vs FY16）

FY16：6.4

-30.6％（vs FY16）FY21：4.5

FY19：5.1

FY20：4.6

ベースライン

クライメートフットプリント（単位：百万トン、CO2 換算）1 家庭での製品の使用によるクライメートフット
プリントの主な要因は、照明の電力消費です。

イケアの照明は 2015 年からエネルギー効率の優れた
LED のみを使用していますが、すでに優れている製品
をさらに改善する余地があると常に考えています。そ
こで私たちは、優れたデザインと手ごろな価格を維持
しながら、2030 年までに商品のエネルギー効率（1 ワッ
ト当たりのルーメン数）を継続的に高めていくための
明確な目標とアクションを盛り込んだロードマップを

策定しました。2016 年からエネルギー効率は 46.4％
向上し、クライメートフットプリントは 38.2％減少し
ました。これは、電気消費 1kWh 当たりで、より多く
の光が生み出され、熱の放出が減っているということ
です。

68％
照明

31％ 
家庭用設備
機器

1％
キャンドル

照明

1 範囲：温室効果ガスプロトコル、排出スコープ 3：販売した製品の使用と、
燃料およびエネルギーに関する活動（送配電ロスを含む）。

家庭での製品の使用
（FY21 の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 17.1％）

絶対値ベースの
クライメート 

フットプリント
（単位：トン、

CO2 換算）
より手ごろでエネルギー効率に優れた新しい
LED 電球

私たちのロードマップの大きな節目である新し
い LED 電 球、SOLHETTA/ ソール ヘッ タ は、
2021 年 10 月に発売されました。SOLHETTA/
ソールヘッタ LED 電球は、先行する LEDARE/
レーダレや RYET/ リーエト LED 電球よりもエ
ネルギー効率が高く、より多くの人々の家庭で
の電力消費を削減できます。詳細はこちらをご
覧ください。
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https://about.ikea.com/en/newsroom/2021/09/23/solhetta-led-light-bulbs
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FY16 から、お客さまが家庭で使用するイケア
の家庭用設備機器のクライメートフットプリン
トは 4.9％減少しました。 

これは主に、売上が 15.7％伸びた一方で、設備機器の
エネルギー効率が平均で 7.1％（kWh/ 年）向上したこと
によるものです。食器洗い機、換気フード、コンロ、冷
凍冷蔵庫は、前年よりもエネルギー効率（kWh/ 年）が
大幅に向上した製品の良い例です。

照明に関しては、2030 年の目標とそれを達成するため
の明確なアクティビティを盛り込んだロードマップを策
定しました。さらに、新しいテクノロジーによってエネル
ギー効率をさらに向上させたガスコンロを今後数年にわ
たって導入していく予定です。ガスコンロは化石燃料で
ある天然ガスを使用しますが、地域のインフラは限られ、
電気という選択肢が常にある訳ではないため、製品にこ
うした選択肢を残していくことが重要だと考えています。  

エネルギー効率の優れた家庭用設備機器を提供するう
えで私たちが抱えている課題の 1 つが、製品の使用によ
るエネルギー消費の測定方法に関する法的基準が市場
ごとに異なるという問題です。そのために、お客さまが
情報に基づいて選択できるように製品を比較したり、明
確な情報を提供したりすることが難しくなっています。  

イケアの製品の中でも、冷却関連の製品は、具体的な
目標を達成するうえで最大の課題となっています。しか

し私たちは、アップデートされた EU のエコデザイ
ン指令と新しいエネルギーラベル（FY21 に導入）に
よってエネルギー消費に対する意識向上に貢献し、
よりエネルギー効率に優れた冷蔵庫・冷凍庫ソリュー
ションを発売することでポジティブな変化を促して
います。

2016 年から、家庭でのキャンドルの燃料によ
るクライメートフットプリントは 22.1％減少し
ました。

キャンドル商品のフットプリントに対応する際には、原材
料と家庭での使用に同時に目を向けることが重要です。
再生可能なキャンドルのロウは、家庭でのクライメート
フットプリントが小さいものの、サプライチェーンでのク
ライメートフットプリントが大きいためです。サプライ
チェーンでのクライメートフットプリントが大きいのは、
土地の利用によるものです（農作物の育成方法や育成場
所に関連します）。

主な取り組みの 1 つに、植物由来のロウの原材料を菜種
や大豆に多様化していくことがあります。現在はパーム
油が市場で最も手ごろな植物油で、「手ごろさ」と「より
サステナブルな新しいロウを導入すること」が両立しな
いため、ロウの原材料の多様化を実現することは困難で

す。しかし、サプライチェーン全体で生産全般のコスト
削減に取り組むことで、値下げを着実に進めています。
こうした取り組みによって、FY22 中に、菜種と大豆を原
材料にした新しいキャンドルを発売できる予定です。

もう 1 つの取り組みが、家庭での使用時のクライメート
フットプリントが大きい化石燃料由来のパラフィンワック
スを他のワックスに切り替える取り組みです。私たちは、
2030 年までに化石燃料由来のパラフィンを段階的に廃
止していく新しい目標を設定しました。サステナブルな
選択肢を見つけることが課題ですが、私たちは積極的に
切り替えについての調査とテストを行っています。

家庭用設備機器 キャンドル
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± 0 ％（vs FY16）

-7.9％（vs FY16）

+1.0％（vs FY16）

FY16：1.7

FY21：1.8

FY19：1.7

FY20：1.6

ベースライン

FY30 の目標：策定中

1 範囲：温室効果ガスプロトコル、排出スコープ 3：販売した製品の廃棄。

クライメートフットプリント（単位：百万トン、CO2 換算）1

製品寿命によるクライメートフットプリントは、
FY16 と比較して 1.0％増加しました。 

FY21 にクライメートフットプリントが増加したのは、イケ
アの製品に使用する原材料の量が増加したためです。こ
うしたクライメートフットプリントの計算モデルを、リサ
イクルを念頭に置いて製品をデザインする取り組みに対
応するようにアップデートしていく予定です。この計算モ
デルに必要なもう 1 つの取り組みとして、さまざまなタイ
プの廃棄物の最終処分方法を全国平均ではなく、各イケ
ア店舗付近の地域のインフラに沿ったものにする必要が
あります。廃棄物の最終処分方法（リサイクル、焼却、
埋め立てなど）のクライメートフットプリントを計算する
際の排出要因が、私たちが使用しているライフサイクル
アセスメント（LCA）データベースの最新の内容に合わ
せてアップデートされたため、クライメートフットプリン
トも過去のイケアのサステナビリティレポートと比較して
倍増しています。もう 1 つの理由として、FY21 に実施さ
れた原材料の量のマッピングがアップデートされ、過去
のマッピングよりも推定値が高くなったことも挙げられ
ます。

私たちはサーキュラービジネスに転換を図る中で、再生
可能な素材やリサイクル素材を使用して、再利用、修理、
リサイクルによって製品の寿命を延ばすだけでなく、製
品をリサイクルすることを最初から念頭に置いてデザイ
ンする取り組みも行っています。リサイクルできるように
デザインすることで、製品が最終的に埋め立て処分や焼

却処分になってクライメートフットプリントを増加させる
ことを回避し、製品を私たちやほかの企業が二次原材
料として使用できるようにします。

私たちは資源の源であるコミュニティや社会と協力して、
リサイクルインフラの増加を実現する役割を果たしてい
ます。私たちは、責任ある廃棄物管理の仕組みを開発し、
製品のサーキュラーループをつくり、製品の手入れやリ
サイクルに関する地域社会での雇用を創出することで、
製品の寿命を延ばしたいこと考えています。最終的には、
イケアの製品が生み出す廃棄物の量と同量のリサイクル
素材を調達したいと考えています。

私たちがすべての製品をリサイクルできるようにデザイン
して、市場でのリサイクルが 可能になれば、原理 上、
2030 年までにこのクライメートフットプリントを全廃で
きるでしょう。しかし、まず予防ありきです。再利用を
奨励し、改修と再製造に取り組み、製品をできるだけ長
く使えるようにし、最後のステップでリサイクルされるよ
うにします。

製品寿命
（FY21 の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 6.7％）
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温室効果ガス排出量の合計（単位：トン、CO2 換算） 2016 2017 2018 2019 2020 2021

スコープ 1
自社施設での排出、燃料の燃焼、冷媒

122,643 120,174 115,095 90,661 78,686 79,392

スコープ 2
購入した電気、熱

拠点ベース
市場ベース

439,324
266,079

388,873
306,863

421,604
262,690

414,821
74,836

386,151
59,157

374,114
54,597

スコープ 3

1. 購入した製品・サービス
食品原材料
原材料
生産
リテール設備＆コワーカーのユニフォーム

2. 資本財
3. 燃料およびエネルギーに関する活動
4. 輸送および配送（上流）
5. 事業から出る廃棄物
6. 出張
7. コワーカー（従業員）の通勤
8. リース資産（上流）
9. 輸送および配送（下流）

お客さまの来店
自宅への配送サービス

10. 販売した製品の加工
11. 販売した製品の使用

設備機器
キャンドル
照明
家庭用電子機器

12. 販売した製品の廃棄
13. リース資産（下流）
14. フランチャイズ
15. 投資

27,367,499

15,574,149
959,788

12,078,339
2,479,633

56,389
199,633

59,776
1,111,735

28,586
74,966

138,369
0

1,500,706
1,408,741

91,965
0

6,424,915
1,428,153

71,946
4,924,816

0
1,733,074

0
521,590

0

27,739,061

16,184,951
929,971

12,276,418
2,911,796

66,766
193,558

55,741
1,144,457

35,881
75,456

141,974
0

1,639,035
1,529,742

109,293
0

5,993,859
1,405,229

68,051
4,520,579

0
1,721,745

0
552,404

0

28,652,187

16,874,382
995,729

13,231,813
2,598,008

48,832
348,944

56,600
1,202,186

49,523
77,931

145,362
0

1,711,918
1,578,236

133,682
0

5,805,639
1,422,549

66,232
4,316,858

0
1,749,520

0
629,544

0

27,765,980

16,748,955
957,446

13,086,054
2,648,908

56,547
319,720

47,631
1,134,832

48,266
63,872

151,248
0

1,799,538
1,562,245

237,292
0

5,129,170
1,405,477

58,792
3,664,828

73
1,733,530

0
589,220

0

24,611,282

14,922,067
764,856

11,839,081
2,282,776

35,354
188,686

43,353
 984,934

33,141
32,763

112,572
0

1,510,198
1,360,504

149,694
0

4,596,369
1,222,424

53,269
3,318,290

2,386
1,596,359

0
590,839

0

26,019,759

16,281,406
695,468

13,647,367
1,894,025

44,546
127,815
39,389

1,112,149
32,090

5,792
141,929

0
1,486,746
1,267,832

218,914
0

4,460,785
1,358,777

56,031
3,045,324

653
1,750,718

0
580,941

0

総計（排出スコープ 2、市場ベースの値は購入した電気および熱に使用） 27,756,222 28,166,097 29,029,972 27,928,222 24,748,554 26,152,556

スコープ外
有機物由来の排出（自社施設での燃料の燃焼による）

443,434 433,839 489,142 542,623 513,145 503,384

温室効果ガス一覧表：排出スコープ 1、2、3

はじめに  |  クライメートポジティブを実現する  |  FY21 の進捗の概要  |  イケアのバリューチェーン全体のクライメートフットプリント  |  付録
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FY21 の外部イニシアチブの進捗
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外部のイニシアチブに関するイケアの
すべてのコミットメントを以下にまとめ
ます。 

各イニシアチブの事前に定義されている範囲に
応じて、イケアのサステナビリティレポート
FY21 やイケアのクライメートレポート FY21 で
発表している値と異なる場合があります。たと
えば、Cool Food Pledge は炭素機会費用の
概念を計算に盛り込んでいますが、温室効果
ガスプロトコルによる計算基準とガイドランに
は盛り込まれていません。

Science Based Targets イニシアチブ

この目標範囲には、バイオエネルギー原材料に
よる有機物由来の排出量と除去量が含まれて
います。バイオエネルギーによる温室効果ガス
排出量に関しては、CO2 の地球温暖化係数は
ゼロと想 定されている一方 で、CH4 および
N2O の地球温暖化係数は、気候変動に関する
政府間パネル（IPCC）の第 5 次評価報告書（AR5）
で定義されているように含まれています。燃料
の燃焼の排出要因はすべて温室効果ガスプロ
トコルから引用しています。

FY21 の進捗FY25 の目標

Inter IKEA Group は、2025 年度
までにグループの業務（スコー
プ 1 および 2）の再生可能電力
使用率を 100％にするというコ
ミットメントを掲げています 3 。

Inter IKEA Group による「イケアの
リテール事業＆その他の業務」と「生
産」に関する業務を含みます。

FY25FY21

100％87.2％

1 Inter IKEA Group による「イケアのリテール事業＆その他の業務」と「生産」（IKEA Industry および IKEA Components）に関する業務によるスコープ 1 および 2 の排出を含みます。
2 IKEA Industry および IKEA Components のイケアが所有する工場での生産を除きます。これはスコープ 1 および 2 で報告されています。
3 IKEA Industry および IKEA Components に関しては、外部の一次サプライヤーによるレポートと一致するように、暦年の 2020 年の数字を報告しています。そのため、ロシアと中国で再生可能電力使用率 100％を達成したことがすべて反映され

ています。

4 ここに示した数字は、イケアのクライメートレポートの他の部分の数字と異なります。
イケアのクライメートレポートの計算方法には、温室効果ガスプロトコルの計算基準
とガイダンスには導入されていない炭素機会費用などの概念を取り入れているためで
す。イケアのクライメートレポートは毎暦年の始めに報告されるため、FY21 版には暦
年の 2020 年までの進捗が含まれています。

Cool Food Pledge4

以下の数字は、Cool Food Pledge に対するイケアのコミットメント
に照らした進捗をまとめたものです。目標として、2030 年までに
2016 年と比較して食品関連の温室効果ガス排出量を絶対値で 25％以
上削減するか、または食品関連のカロリー当たりの温室効果ガス排
出量を相対値で 38％削減することを目指します。

農業サプライ
チェーンの
排出 

炭素
機会費用

合計 ベース 
ラインから
の 変化

（％）

2016
2017
2018
2019
2020
2030

2.78
2.79
2.59
2.50
2.38

12.21
12.15
11.05
10.59
10.04

14.99
14.94
13.65
13.09
12.42

0
-0.4％
-9.0％
-12.7％
-17.2％
-38％

相対値で 38％削減する目標に対する進捗

農業サプライ
チェーンの 
排出 

炭素
機会費用

合計 ベース
ラインから
の 変化

（％）

2016
2017
2018
2019
2020
2030

516,367
535,815
522,184
500,434
393,380

2,264,240
2,335,347
2,226,329
2,124,185
1,658,998

2,780,608
2,871,161
2,748,513
2,624,620
2,052,378

0
+3.3％
-1.2％
-5.6％
-26.2％
-25％

絶対値で 25％削減する目標に対する進捗

FY21 の進捗FY30 の目標

イケアのホームファニッシン
グ事業は、FY16 と比較して、
イケアのバリューチェーン全
体の温室効果ガス排出量（排
出スコープ 1、2、3）を絶対値
で 15％以上削減するというコ
ミットメントを掲げています。 

（単位：トン、CO2 換算）

FY16 FY30

27.8 26.2

FY21

-15％

-5.8％

FY21 の進捗FY30 の目標

Inter IKEA Group は、排出ス
コープ 1 および 2 の温室効果
ガス排出量を FY16 と比較し
て 80％削減するというコミッ
トメントを掲げています 1。

（単位：トン、CO2 換算）

FY16 FY30

0.39

0.13

FY21

-65.5％

-80％

FY21 の進捗FY30 の目標

またInter IKEA Groupは、ホー
ムファニッシング、食品、部品、
カタログの一次サプライヤー
の生産による排出スコープ 3
の 温 室 効 果 ガ ス 排 出 量 を、
FY16 と 比 較 し て 絶 対 値 で
80％削減するというコミット
メントを掲げています 2。 （単位：トン、CO2 換算）

FY16 FY30

2.5 1.9

FY21

-23.6％

-80％

FY21 の進捗FY30 の目標

イケアのリテール事業（スコー
プ 3）に関して、イケアのフラ
ン チ ャ イ ジ ー で あ る Ingka グ
ループは、スコープ 1 および 2
の温室効果ガス排出量を絶対値
で FY16 と比較して 80％削減す
るというコミットメントを掲げ
ています。 （単位：トン、CO2 換算）

FY16 FY30

0.49 0.46

FY21

-6.6％

-80％

FY21 の進捗FY30 の目標

Inter IKEA Group と イ ケ ア の
フランチャイジーである Ingka
グループは、お客さまの来店、
コワーカーの通勤、自宅への
配 送 サ ー ビ ス に よ る 排 出 ス
コープ 3 の温室効果ガス排出
量を FY16 と比較して 1 人当た
り 50％削減するというコミッ
トメントを掲げています。

お客さまの来店とコワーカーの通勤
が多様であることに加えて、カスタ
マーミーティングポイントのタイプ
が変化したため、今年は 1 人当たり
の目標に対する進捗は開示せず、絶
対値での進捗のみを開示することに
しました。代わりに、お客さまの来
店とコワーカーの通勤によるクライ
メートフットプリントへの対応の進
捗をより適切に反映させるため、目
標 を 改 訂 し、 新 し い 目 標 を 提 示 し 
ます。

（単位：トン、CO2 換算）

（1,000kcal 当たりの kg、CO2 換算）

https://gbl-sc9u2-prd-cdn.azureedge.net/-/media/aboutikea/newsroom/publications/documents/ikea-sustainability-report-fy21.pdf
https://gbl-sc9u2-prd-cdn.azureedge.net/-/media/aboutikea/newsroom/publications/documents/ikea-sustainability-report-fy21.pdf
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フットプリントの計算方法

全体

ここではイケアのクライメートフットプリントの計算
方法の概要について説明します。範囲はイケアのバ
リューチェーン全体としています。これには、イケア
の製品に使用される原材料または食品原材料の生成と
処理、一次サプライヤーまたはイケアが所有する工場
での生産、イケアストアまたは倉庫への輸送が含まれ
ています。すべてのイケア店舗、倉庫、オフィス、そ
の他の業務だけでなく、コワーカーの通勤と出張も対
象としています。イケア店舗へのお客さまの来店と、
お客さまが製品をストアから自宅へ輸送するために注
文する自宅への配送サービスによる移動も含まれてい
ます。製品の自宅での使用は主に、照明や設備機器製
品に必要な電力消費と、キャンドルの燃料による CO2

排出です。最後に、製品がリサイクルされず、焼却処
分または埋め立て処分になった場合の製品寿命による
クライメートフットプリントが含まれています。まだ
策定中のアジェンダもいくつかあります。こうしたア
ジェンダは、透明性を確保するため、ほかのクライメー
トフットプリントに組み込むまでは「その他」に分類
します。

計算モデルは、イケアのバリューチェーンとその役割
をできるだけ正確に反映するように、毎年改訂されま
す。これは、トレーサビリティを向上させるためと、
条件付きの推定値ではなく、サプライヤーのより具体
的な情報へのアクセスを確保するためです。また、デー
タサイエンスと計算基準が向上しているためでもあり
ます。過去の全データを常に改訂して、開示されたど
のパフォーマンスも進捗を反映し、計算が変わらない
ようにしています。

原材料

原材料のクライメートフットプリントは、原材料の生
成とすべての加工過程およびイケアの製品を製造する
一次サプライヤーの段階までの輸送によるプロセス合
算型のフットプリント、つまり「生産」のフットプリ
ントとして計算されます。 ecoinvent などのライフサ
イクルアセスメント（LCA）データベースを使用して、
原材料の量に、リサイクル素材、再生可能素材、調達
国（特定可能な場合）、素材メーカー（特定可能な場合）
に固有の排出係数を掛け合わせます。この排出係数は、
セクターの平均値に基づいており、それをトレーサビ
リティのレベルと、その原材料のサプライチェーンに
適用可能な一次データに基づいてモデル化されていま
す。トレーサビリティのレベルが高ければ高いほど、
または原材料サプライヤーから入手する一次データの
量が多ければ多いほど、排出係数が改良され、イケア
のサプライチェーンにより沿った係数になります。

原材料の量に関しては、1 年に 1 回は測定してフォロー
アップできるようにシステムを整備しているため、す
べての木材類、紙類、キャンドル類、大半のプラスチッ
ク類の測定データがあります。こうしたシステムで、
およそ 3 四半期分の原材料の量を把握できます。その
他の原材料に関しては、現在、フォローアップできる
システムがないため、一次サプライヤーと密接に連携
して可能な限り量を推定しています。私たちは開発を
進めて、数は少ないものの依然として量を把握できな
い原材料の量を推定し、マッピングの粒度をさらに細
かくしているため、原材料のフットプリントは変わる
ことがあります。ただし、これまでのすべてのデータ
を常に改訂しているのは、比較を可能にし、データ品
質ではなく原材料の改良による傾向を確認できるよう
にするためです。

また、ecoinvent などのライフサイクルアセスメント
（LCA）データベースの排出係数はバージョン毎にアッ
プデートされるため、クライメートフットプリントも
変わることがあります。

食品原材料

食品原材料のクライメートフットプリントは、原材料
と同様に、食品工場での生産プロセス全般から計算さ
れます。食品原材料の量に関しては、グローバル製品
と市場ごとの製品それぞれの原材料を測定するシステ
ムが整備されています。 確実性が向上し、推定するし
かない各市場の固有の商品が減少しているため、食品
原材料のクライメートフットプリントの精度は向上し
ています。そのため、イケアのサステナビリティレポー
トの報告内容が年度ごとに異なる場合があります。 た
だし、これまでのすべてのデータを常に改訂している
のは、比較を可能にし、データ品質ではなく食品原材
料の改良による傾向を確認できるようにするためです。

また、ecoinvent などのライフサイクルアセスメント
（LCA）データベースの排出係数はバージョン毎にアッ
プデートされるため、クライメートフットプリントも
変わることがあります。

生産

生産のクライメートフットプリントは、イケアのホー
ムファニッシング、食品、部品、印刷媒体を生産する
サプライチェーンの最終段階です。生産には、イケア
が 所 有 し IKEA Industry が 運 営 す る 工 場 と、IKEA 
Components の梱包部門と配送部門も含まれています。
フットプリントは、各一次サプライヤーまたは各部門

の排出スコープ 1 および 2 と、燃料およびエネルギー
に関する活動（スコープ 3、カテゴリー 3）として測定
されます。全部門が、消費エネルギー源と冷媒に関す
る一次データに加えて、購入したエネルギー（電気お
よび地域冷暖房）の再生可能エネルギーの属性を提供
しています。各エネルギー源に関連する温室効果ガス
排出量は、温室効果ガスプロトコル（燃料の燃焼と冷媒）
と国際エネルギー機関により提供されている排出係数

（購入した電気と熱）によって計算しています。

製品輸送

製品輸送のクライメートフットプリントは、イケア 
の サ プ ラ イ チ ェ ー ン の 業 務、IKEA Industry、IKEA 
Components、または IKEA Marketing & Communication
に管理されている輸送として測定されます。基本的に製
品輸送とは、一次サプライヤーからイケアの各部門まで
のすべての製品輸送と、イケアの各部門間の製品輸送 
です。

各輸送経路の 1 配送当たりの値として測定し、欧州規
格 EN 16258 に沿って計算されます。

はじめに  |  クライメートポジティブを実現する  |  FY21 の進捗の概要  |  イケアのバリューチェーン全体のクライメートフットプリント  |  付録



32 - イケアのクライメートレポート FY21

イケアのリテール事業＆その他の業務

イケアのリテール事業＆その他の業務のクライメート
フットプリントは、Inter IKEA Group によるイケアの
全業務（店舗、倉庫、オフィスなど）と、各フランチャ
イジーによるイケアのリテール事業を対象にしていま
す。これには、イケアが所有し IKEA Industry が運営す
る工場と、IKEA Components のパッケージ（梱包）部
門と配送部門は含まれていません。これらは生産で報
告されているためです。

フットプリントは、各部門の排出スコープ 1 および 2 と、
燃料およびエネルギーに関する活動（スコープ 3、カ
テゴリー 3）として測定されます。全部門が、消費エ
ネルギー源と冷媒に関する一次データに加えて、購入
したエネルギー（電気および地域冷暖房）の再生可能
エネルギーの属性を提供しています。

各エネルギー源に関連する温室効果ガス排出量は、温
室効果ガスプロトコル（燃料の燃焼と冷媒）と国際エ
ネルギー機関により提供されている排出係数（購入し
た電気と熱）によって計算しています。唯一の例外は
イケアのフランチャイジーである Ingka グループで、
Ingka グループに関しては、燃料による温室効果ガス
排出量の計算に、イギリスの環境・食糧・農村地域省

（DEFRA）による排出係数を使用しています。 イケア
のビジネス全体で排出係数を揃える取り組みが進行中
です。

コワーカーの通勤＆出張

コワーカーの通勤によるクライメートフットプリント
は、ストアに通勤するコワーカーを対象に行ったアン
ケートに基づいて、まずイケアのフランチャイジーで

ある Ingka グループのフットプリントとして計算しま
す。そしてこのクライメートフットプリントから、従
業員数に基づいてその他のイケアビジネスのフットプ
リントを推定しています。

出張のクライメートフットに関しては、旅行代理店が
クライメートフットプリントの計算機能を備えた旅行
予約システムを使用して計算しています。どのクライ
メートフットプリントも、イギリスの環境・食糧・農
村地域省による排出係数を使用して計算されています。 

お客さまの来店＆配送サービス

お客さまの来店によるクライメートフットプリントは、
お客さまの数と、Brand Capital が実施したお客さまの
ストアまでの移動手段、移動距離、移動時間に関する
アンケートに基づいて、イケアストアレベルで計算し
ています。移動時間と移動距離を使用して、Numeo に
よって移動手段毎の排出係数が提供されます。

イケアがカスタマーミーティングポイントへの来店を
推進している中で、お客さまとの新たな接点とお客さ
まの自宅に商品を配送する新たなサービスをより適切
に反映できるように、この方法を改訂していく予定 
です。

家庭での製品の使用

家庭での製品の使用によるクライメートフットプリン
トは、照明、家庭用設備機器、家庭用電子機器のエネ
ルギー消費と、キャンドルの燃料に基づいています。
エネルギー消費は、温室効果ガスプロトコルに沿って、
製品の耐用期間中のエネルギー消費として測定されま

す。基本的にすべて電力消費であるため、その製品の
エネルギー消費に、その製品を販売した国の配電網の
エネルギー消費を掛け合わせて、クライメートフット
プリントを計算しています。キャンドルのクライメー
トフットプリントに関しては、ロウの量に、特定のロ
ウの燃焼時の特定の排出係数（温室効果ガスプロトコ
ルによる排出係数）を掛け合わせて計算しています。

製品寿命

製品寿命によるクライメートフットプリントは、原材
料と同様に計算しています。大きな違いはその範囲で、
原材料の生産プロセス全般ではなく、廃棄処分のフッ
トプリントです。原材料の量に、その原材料と各市場
の廃棄処理（その国の平均）に固有の廃棄処分の排出
係数を掛け合わせて計算します。

現在、このモデルには、製品をリサイクルできるよう
にデザインする取り組みや、イケアストアレベルの具
体的な廃棄処理インフラは一切考慮されていません。

原材料の量の精度が向上しているため、また ecoinvent
などのライフサイクルアセスメント（LCA）データベー
スの排出係数はバージョン毎にアップデートされるた
め、クライメートフットプリントは変わることがあり
ます。

その他

以上のクライメートフットプリントに加えて、現在は
ほかの分野ほど積極的に対応してない分野があります。
こうした分野のアジェンダが成熟して、ほかのクライ
メートフットプリントに統合されるまで、これらのエ

リアは「その他」のカテゴリーに分類されます。これ
には、資本財、業務で発生した廃棄物、リテール設備
に関連する資材、コワーカーのユニフォームなどが含
まれます。透明性を確保するため、これらのフットプ
リントを計算して開示しています。

排出係数

使用する排出係数に関しては、個々の記載をご覧くだ
さい。

報告する温室効果ガスの地球温暖化係数（GWP）は、
気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の第 5 次評価
報告書（AR5）で定義されています。2022 年春に第 6
次評価報告書（AR6）で何らかのアップデートがあっ
た場合、FY22 のクライメートフットプリントレポート
で改訂します。

バイオエネルギーによる温室効果ガス排出量に関して
は、CO2 の地球温暖化係数はゼロと想定されている一
方で、CH4 および N2O の地球温暖化係数は含まれてい
ます。 
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