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このレポートについて

このレポートでは、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」 の FY21 における進
捗状況についてまとめています。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記載しています。イケアのサステナビ
リティレポートは、Inter IKEA Group1 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。 

イケアビジネス（またはイケアのビジネス）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。 

イケアのビジネスが長期にわたり成長・発展できるように、
私たちはフランチャイズシステムを採用しています。これに
より、財務基盤が安定するだけでなく、フランチャイジーが
新しい市場やアイデアに挑戦し、検証と探求を重ねていける
環境が実現します。私たちは、これからも力を合わせてイケ
アブランドの発展に努めてまいります。

目次

1 Inter IKEA Group は、Inter IKEA Holding B.V. と全関連会社で構成されています。
Inter IKEA Holding の全関連会社の概要は、こちらをご覧ください。 

https://gbl-sc9u2-prd-cdn.azureedge.net/-/media/aboutikea/pdfs/sustainability-strategy/ikea_sustainability_strategy.pdf?rev=5266620707084a0aa489847b8d0dcdba&hash=1A6EBB38156B1F317B7D31AD39D11D65
https://gbl-sc9u2-prd-cdn.azureedge.net/-/media/aboutikea/pdfs/sustainability-strategy/ikea_sustainability_strategy.pdf?rev=5266620707084a0aa489847b8d0dcdba&hash=1A6EBB38156B1F317B7D31AD39D11D65
https://www.inter.ikea.com/en/this-is-inter-ikea-group/our-business-in-brief
https://about.ikea.com/en/about-us/the-ikea-franchise-system
https://www.inter.ikea.com/en/performance/download-financial-reports
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FY21 は、2030 年までに「ピープル・アンド・
プラネット・ポジティブになる」という私たち
の目標に向けてさまざまな課題に直面しながら
も、大きな前進を遂げることができた 1年でし
た。新型コロナウイルスの感染拡大による影
響は引き続き見られたものの、ほぼすべてのイ
ケア店舗が営業を再開し、およそ7 億 7,500
万人のお客さまがご来店されました。コワー
カー、お客さま、サプライヤー、パートナーの
皆さまのご支援とご協力に心より感謝申し上げ
ます。イケア全体の売上は FY20 から 5.8% 増
加し、過去最高益を上回る結果となりました。

サステナビリティに関して今年度達成した大きな成果と
しては、バリューチェーン全体での改善が進み、イケア
のクライメートフットプリントを（ベースラインの FY16 と
比較して）絶対値でさらに削減できたことや、サーキュラー

（循環型）製品デザインツールをオンラインで一般に公
開したことなどが挙げられます。気候変動、生物多様性
の損失、不平等の拡大については、私たちの取り組みを
加速させることをこれまで以上に固く決意しています。

今年度は、人権に対する企業努力を義務付ける欧州連合
（EU）の法律を積極的に支持するとともに、イケア独自
の行動誓約（47 ページ）を通じて子どもの権利に対する
公約を改めて宣言し、国連が定めた「児童労働撤廃国
際年」も支持しました。また、イケアの次世代の IWAY（責
任を持って製品、サービス、原材料、部品を調達するイ
ケアの方法）を公開し、世界各国のイケアを対象にした
責任ある賃金設定のための枠組みも開発しました（42
ページ）。

気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の最新レポート
で報告されているように、地球の気温上昇を 1.5 度に抑
えるためには、すべての人々、特に企業と政府が今すぐ
アクションを起こさなくてはなりません。 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、ベースラインとなる FY16 と比べて絶対
値で 5.8％減少しました。このように、2030 年までに「ク
ライメートポジティブを実現する」という約束に向けて
着実に前進しています。 2030 年までに残された時間は
3 分の 2 ありますが、私たちはすでに気候変動関連目標
の 3 分の 1 を達成したことになり、取り組みは順調に進
んでいます。2030 年までに、イケアのバリューチェーン
の温 室 効 果 ガス排出量を FY16 と比 較して絶 対 値 で
15％以上削減することが目標です。詳しくは、イケアの
クライメートレポートをご覧ください。 
 
イケアでは、クライメートフットプリント削減のため、エ
ネルギー効率がさらに優れた新しい LED 電球の開発（10
ページ）やプラントベース（植物由来）食品の選択肢の
拡大（13 ページ）など、商品展開をさらに充実させました。
イケアの事業活動において再生可能エネルギー使用率
100％を達成するという目標の一環として、新たに 10 の
市場で再生可能電力使用率 100％を達成することができ
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、梱包部門
や配送部門にも再生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。 

2030 年までに残された期間は 8 年。目標達成に必要な
長期対策を特定し、ビジネスに組み込んできました。イ
ケアのクライメートフットプリントにおいてもっとも大き

な割合を占め、非常に複雑な分野でもある原材料に関し
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。海上輸送などの分野には依然として課題があります。
気候変動対策に取り組むことで大きなチャンスとメリッ
トが生まれますが、同時にバリューチェーン全体で人権
の尊重を強化し、新しい働き方へとシフトする必要もあ
ります。

イケアは、サーキュラーエコノミー（循環型経済）に向
けてシステムを改革すべく努力しています。FY21 には、
サーキュラー製品を普及させる取り組みの一環として、
一般向けの新しいオンラインツールの提供など、イケア
製品を評価して得た知見をさまざまな形で共有しました。
また、お客さま向けのサーキュラーサービスのテストも
継続しています。ホームファニッシングカンパニーである
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したいと考え
ています。詳しくは、8 ページをご覧ください。

今年度、世界中で議論のひとつとなったのが、失われて
いく生物多様性を食い止めるために企業が中心的役割
を果たす必要性についてです。イケアは、20 年以上に
わたり責任ある森林管理の実現に取り組んでおり、生物
多様性に配慮したビジネス手法を確立してきました。次
のステップとして、Science Based Targets Network

（SBTN）の「企業のための初期ガイダンス」に従って、
イケアのバリューチェーン全体が生物多様性に与える影
響を明らかにする予定です。また、パートナーと協力し、
私たちが事業を行っている地域の生物多様性を守るた
め、イケアの規模や範囲をいかに活用できるかについて
も検討を重ねていきます。

2021 年 11 月、イケアは国連気候変動枠組条約締約国
会議（COP26）に参加し、サステナビリティの課題全般

について協議しました。さらにパートナーと連携して、
企業向けに大気汚染の測定方法に関するガイドを発表し
たり、2040 年までに海上輸送向けに排出ガスゼロの燃
料を推進する協力体制を立ち上げたりしました。COP26
に向け、Science Based Targets イニシアチブ（SBTi）
と協力し、排出ガス実質ゼロを達成することの意味を定
義しました。FY22 には、イケアのコミットメントを完全
に科学的根拠に基づいたものにするために、新しいネッ
トゼロ基準を適用する方法を検討します。  
サステナブルな未来に向けて、私たちはまだ旅の途中で
す。イケアでは今後も計画を見直し、可能な限り目標の
レベルを上げていきたいと考えています。FY21 にイケア
のコワーカーならびにパートナーの皆さまが力を合わせ
て努力していただいたおかげで、新しい 1 年は好機に恵
まれた刺激的な年になることでしょう。

Jon Abrahamsson Ring
チーフエグゼクティブオフィ
サー、Inter IKEA Group

Lena Pripp-Kovac
チーフサステナビリティオ
フィサー、Inter IKEA Group

2030 年までに達成を目指すイケアの取り組みは着実に進んでいます
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  |  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（SDG）の指標 

https://gbl-sc9u2-prd-cdn.azureedge.net/-/media/aboutikea/newsroom/publications/documents/ikea-climate-report-fy21.pdf
https://gbl-sc9u2-prd-cdn.azureedge.net/-/media/aboutikea/newsroom/publications/documents/ikea-climate-report-fy21.pdf
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これは、イケアのフランチャイズシステムとバリューチェーンの簡略図です。詳しくは、こちらをご覧ください。全体を合わせると、61 の市
場にイケアのフランチャイジーが 12 社あります。Inter	IKEA	Group は、イケアのフランチャイズ本部、製品開発、供給、製造などの事業活動
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目標を設定し管理するのは、戦略的サステナビリティ協議会であり、議長は Inter	
IKEA	Group の CEO が務めます。サステナビリティガバナンスについて詳しくは、52 ページをご覧ください。

FY21 のイケアのビジネス

1 つのブランドを支える多くの企業

FY20 から 8,000 人増加

50 カ国以上で提携しているホームファニッシング製品
サプライヤーは約 900、世界全体で提携している 
食品サプライヤーは 100 以上

FY21 に発売された新製品の数 2,400

FY20 は 396 億ユーロ

FY20 と比較して e コマース売上高が 73％増加 
（オンラインショッピングの売上26％、サービス3％、
店舗の売上 71％）2

イケアの販売拠点 545 カ所、61 市場に 458 店
世界中で新しくオープンしたイケア店舗 13 店
新しいミーティングポイント 42 カ所

225,000
イケアのコワーカーの数

1,600 ＋
イケアのサプライヤーと 
パートナーの数 1

9,500
イケア製品展開の数

50億
イケアのウェブサイトへの訪問者数

7 億 7,500 万	
イケア店舗の来店者数

419 億ユーロ 
IKEA	Retail の売上高（ユーロ）3

1 取引するサプライヤーの数は、 ホームファニッシング、輸送 / ロジスティクス / 配送の各サービス、部品、食品の分野で合計 1,600 を超えます。
2 FY21 のイケアの業績について詳しくは、「Year in review（年次レビュー）」をご覧ください。
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製品、食品、サービスの売上高を含みます。

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  |  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（SDG）の指標 

Ingka グループ
32 市場

Al-Futtaim	
4 市場

Dairy	Farm
4 市場

Miklatorg	
4 市場

IKANO	Group
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	Group

イケア製品の
サプライヤー

イケアの 
サービス 
プロバイダー

IKEA	of	Sweden
イケア製品全体の開発 ・ デザイン

IKEA	Marketing	&
Communication
コミュニケーションコンテンツの
開発 ・ デザイン

IKEA	Industry
イケアの戦略的メーカー

IKEA	Supply
イケア製品の調達 ・ 配送

Inter	IKEA	Systems
イケアコンセプトの所有権者世界中に
広がるイケアのフランチャイズ本部

https://about.ikea.com/en/about-us
https://about.ikea.com/en/about-us/year-in-review?
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省エネして家計を節約できる、イケアの次
世代 LED 電球 SOLHETTA/ ソールヘッタを
発売。以前の LED 電球よりも手ごろな価格
で、エネルギー効率も 35％アップしていま
す（10 ページ）。

家の中の空気をクリーンに保てる、手ごろ
な室内用空気清浄機 FÖRNUFTIG/ フォルヌ
フティグや STARKVIND/ スタルクヴィンド
を発売しました（11 ページ）。

節水効果の高い水栓の発売やシャワーの水
を再利用するソリューションの開発を通じ
て、家で水を節約できるようにしました 

（12 ページ）。

家での調理に便利な VÄRLDSKLOK/ ヴェル
ドスクロック プラントベースひき肉を発
売。プラントベース食品の選択肢を広げま
した（13 ページ）。

イケアのクライメートフットプリントが、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、5.8％ 1 の削減に成功しま
した（22 ページ）。

ポリエステルを化石燃料由来のバージン原料
ではなくリサイクル素材でつくり、ポリエステ
ルのクライメートフットプリントを約 45％削減
しました 2（36 ページ）。

バリューチェーン全体の再生可能エネルギー
使用率が 100％にさらに近づきました（23 ペー
ジ）：

• さらに 10 の市場で再生可能電力使用率
100％を達成

• 世界の全工場、部品・梱包部門、配送部
門で再生可能電力使用率 100％を達成

• イケアが直接取引している 1,600 のサプラ
イヤーを対象に新しいプログラムを立ち上
げ、再生可能電力使用率 100％へ向けた
転換を加速

COP26 において、バリューチェーン 全 体 の 
大気汚染の測定方法に関するガイドを他の企
業に提供しました。詳細はこちらをご覧くださ
い。

2030 年までにすべての原材料をリサイク
ル素材または再生可能な素材にする取り組
みを継続しています。再生可能な素材の使
用は 56％、リサイクル素材は 17％に達し
ています 3 （16 ページ）。
 
2028 年までに消費者向け包装でのプラス
チックの使用を段階的に廃止するという新
しい目標を設定し、それに向けた対策をサ
ポートしています（19 ページ）。 

イケア製品 9,500 点を評価して得た知見を
基に、インタラクティブなサーキュラー製
品デザインツールを新たに開発しました

（17 ページ）。

家具の改修や下取り、1,800 万個以上のス
ペアパーツの提供など、イケア製品を長く
使うための循環型の仕組みを整備していま
す（18 ページ）。

2030 年に向けた新しいフォレスト・ポジティ
ブ・アジェンダを策定。 生物多様性の保全
活動、森林に依存する人々の生計支援、気
候変動の緩和を目指します（30 ページ）。

木材や綿は、引き続き、よりサステナブルな
調達先から仕入れたもののみを使用します。
イケア製品に使用されている木材の 99.5％
が森林管理協議会 ®（FSC®）認証材かリサ
イクル材です（29 ページ）。

2030 年までに、イケア製品に使用される木
材の 3 分の 1 以上をリサイクル材にすると
いう新しい目標を設定しました（29 ページ）。
現在、木材製品の 14％がリサイクル材を原
材料としています。

Science	Based	Targets	Network の
「Corporate Engagement Program（企業
エンゲージメントプログラム）」に参加し、
自然に関する科学的根拠に基づく目標設定
をサポートしたほか、WWFとの 20 年近い
パートナーシップを更新しました（32 ペー
ジ）。

ボルネオの熱帯雨林とエコシステムの再生
のために世界中の研究者とともに実施したイ
ケア独自の取り組みから得た教訓を発表し
ました（31 ページ）。

次世代の IWAY（製品、サービス、原材料、
部品を責任を持って調達するイケアの方
法）の導入を通じて働きがいのある仕事
を促進しました（ 49 ページ）。

テクノロジー変革によるメリットをコワー
カーに提供し、支援しました （41 ページ）。

移民労働者の権利保護のため、国際移住
機関（IOM）と連携して取り組みました 

（45 ページ）。

トラックドライバーの労働環境を守るた
め、他社とともに新たな業界基準を設定
しました（48 ページ）。

2021 年を児童労働撤廃国際年と定めた国
連のイニシアチブを支持する行動誓約書
を提出しました（47 ページ）。

責任ある賃金設定のための新たな枠組み
を開発しました（42 ページ）。

健康的でサステナブルな暮らし 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 公平性と平等性サーキュラービジネスへの転換を図る

1 コロナ禍により、前年のフットプリントとの比較が困難になりました。また当初の予想通り、売上増により、イケアのフットプリントは FY20 から増加しました。
2 Quantis World Apparel & Life Cycle Assessment Database（WALDB）に集約された業界標準と最新の研究結果に基づいて算出。
3 FY21 に、これらの数値の範囲は拡大され、梱包も含まれるようになりました。このため、FY20 のデータとの比較が困難になりました。

FY21 のサステナビリティのハイライト

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  |  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（SDG）の指標 

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
https://quantis-intl.com/metrics/databases/waldb-apparel-footwear/
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イケアの大きな目標は、ピープル・アンド・
プラネット・ポジティブになること、そして、
2030 年までに多くの人々が限りある資源
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。	

イケアのピープル・アンド・プラネット・ポジティ
ブ戦略は、イケアのフランチャイズシステムとバ
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。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 年までに達成することを目指して設
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。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。この戦略に従い、今後数年にわたって、
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。 

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と共に、完
璧になることを待つのではなく常に前進していき
ます。 

ピープル・アンド・プラネット・ポジティブ戦略は、
最重要課題をベースに決められています（左図を
参照）。 イケアのビジネスが持つ影響力の観点か
ら、これらをもっとも重要なサステナビリティ課
題と判断しました。 

戦略を策定にするにあたっては、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、重要性の高いト
ピックを洗い出し、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。

ピープル・アンド・プラネット・ポジティブになる

重要性の高いトピック 主な課題 イケアのフォーカスエリアとコミットメント

人権

働きがいのある仕事

社会的影響

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

調達からの影響

生産からの影響

物流からの影響

運営からの影響

持続不可能な消費 健康的でサステナブルな暮らし

• 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 
社会のムーブメントをつくる

気候変動 サーキュラー＆クライメートポジティブ

• サーキュラー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

不平等 公平性と平等性

• 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

• 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

ピープル・ 
アンド・ 

プラネット・
ポジティブ

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  |  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（SDG）の指標 

健康的でサステナブルな暮らし  -  サーキュラー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  -  公平性と平等性  -  IWAY

https://gbl-sc9u2-prd-cdn.azureedge.net/-/media/aboutikea/pdfs/sustainability-strategy/ikea_sustainability_strategy.pdf
https://gbl-sc9u2-prd-cdn.azureedge.net/-/media/aboutikea/pdfs/sustainability-strategy/ikea_sustainability_strategy.pdf
https://sdgs.un.org/goals
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世界の食料システムを転換する必要がある

食品の調達方法は、世界のサステナビリティの
あらゆる側面に影響を与えます。食料システム
の改善により、2030 年までに国連の全 SDGs を
実現するという各国の取り組みに弾みがつき 
ます。

FY21 には、世界の食料システムの変革を促す目
的で、国連食料システムサミットが初めて開催
されました。イケアビジネスはこのサミットを
支持し、商品展開、サプライチェーン、事業運
営において多くの課題に対処する行動を起こし
ています（14 ページ）。

格差が広がり、社会的弱者への影響が深刻化し
ている

新型コロナウイルス感染症の世界的流行と急速
に進む気候変動により、昨年、極度の貧困層の
割合が数十年ぶりに増加しました 2, 4。 また、コ
ロナ禍によって児童労働と不平等の状況も悪化
しました 4。 

イケアビジネスは、人権に関するアジェンダ 
（46 ページ）と子どもの権利を尊重するための
ロードマップ（47 ページ）に沿って、バリュー
チェーン全体で引き続き責任を果たしていき 
ます。

FY21の世界のトレンドと課題

イケアは、健康的でサステナブルな暮らしを多
くの人にとって手の届く、手ごろで魅力的なも
のにするための努力を重ねています。世界最大
級の食品提供者としての利点を生かし、おいし
く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しているこ
ともその一例です（13 ページ）。

気候変動を 1.5℃以下に抑えるため、緊急の対
応が必要

世界各地で異常気象や熱波、洪水、山火事など
の自然災害が発生し、気候変動の影響を実感す
る頻度が増えています 2。 気候変動の影響を抑
制するには、世界の気温上昇を 1.5° C 以内に抑
える必要があり、その目標の達成には 2030 年
までに温室効果ガス排出量（絶対値）を半減さ
せるという抜本的な削減策を進めることが重要
です。 

イケアビジネスは、引き続きパリ協定の目標に取り
組み、科学的根拠に基づく事実と目標に沿って率
先してアクションを起こしていきます（20 ページ）。

1  GlobeScan およびイケア、「Healthy & Sustainable Living Global Consumer Insights（健康的でサステナブルな暮らしに関する世界の消費者の意識）」2021 年版
2 気候変動に関する政府間パネル（IPCC）、「第 6 次評価報告書」2021 年版
3 生物多様性および生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム（IPBES）、「生物多様性と生態系サービスに関する地球規模評価報告書」2019 年版
4 世界銀行ブログ「新型コロナウイルス感染症が世界の貧困に与える影響：最新の試算～ 2021 年に危機を脱することはできるか？」2021 年

イケアのサステナビリティ戦略は、イケア全体の戦略
的展望との整合性を図り、外部で起きているさまざま
な事態にも対応できるよう、毎年見直しを行います。
その際、持続不可能な消費、気候変動（生物多様性の
損失を含む）、不平等という 3 つの課題についても、
現実に起きている変化を分析します。今年は、戦略を
見直した結果、対策や配慮が必要と思われる課題はす
でに戦略に盛り込まれていると判断したため、改訂を
行いませんでした。目標達成に向けて前進し続けてい
くため、そして「外から」の視点を維持するため、イ
ケアでは、利害関係者、科学研究報告書、諮問委員会、
サステナビリティ協議会、パートナーと定期的に意見
交換を行っています。こうした意見を基に、重要課題
の傾向を特定して対応策を練ることができます。また、
計画を修正したり、可能な限り目標の水準を上げたり
することもできます。FY21 は、主な課題について次
のような傾向が確認されました。

生物の多様性が急速に失われている

世界では今、人類の歴史上、類を見ないスピード
で生物多様性が失われています 3 。その原因は土
地利用の変化や大気汚染、気候変動など主に人間
の活動にあります。

イケアは、さまざまな枠組みの開発を続けなが
ら、すべてのステークホルダーのアクションを加
速させるプログラムも開始しています。 その一
環として、私たちが以前から支持してきた SBTN
が掲げる自然回復目標を実現するための取り組
みも進めています（32 ページ）。

サプライチェーンが混乱し、海上輸送でのバイオ
燃料の使用に影響が出ている	

コロナ禍によって輸送産業、原材料、調達、生産
が影響を受けているため、サプライチェーンは引
き続き世界的に深刻な課題に直面しています。 

FY21 は、サステナブルなバイオ燃料の使用に思っ
ていたほどの伸びがありませんでした。これは主
に、輸送産業に起きている混乱や変化し続ける輸
送網、そしてサプライチェーンのさまざまな課題
によるコスト高が原因です。ゼロカーボン輸送の
実現への一時的な後退は見られたものの、イケア
ビジネスはこの取り組みを早くから支持してき
ました。詳しくは、イケアのクライメートレポー
トをご覧ください。

健康的でサステナブルな暮らしは高くつくと思
われている

FY21 に世界各国で実施された調査では、多く
の人が健康的でサステナブルな暮らしを強く望
んでいることが判明しました。しかし、約半数
の回答者がそうした暮らしはお金がかかると考
えています 1 。消費者は、人や環境に配慮した
長く使える商品を手ごろな価格で提供してくれ
ることを企業に期待しています。 

！	

！	

！	

！	
！	

！	
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https://www.un.org/en/food-systems-summit
https://globescan.com/trends/healthy-sustainable-living/
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
https://ipbes.net/global-assessment
https://ipbes.net/global-assessment
https://ipbes.net/global-assessment
https://blogs.worldbank.org/opendata/updated-estimates-impact-covid-19-global-poverty-turning-corner-pandemic-2021
https://gbl-sc9u2-prd-cdn.azureedge.net/-/media/aboutikea/newsroom/publications/documents/ikea-climate-report-fy21.pdf
https://gbl-sc9u2-prd-cdn.azureedge.net/-/media/aboutikea/newsroom/publications/documents/ikea-climate-report-fy21.pdf
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健康的でサステナブルな暮らし
コミットメントと目標

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	

イケアは、環境への負荷を減らすヒントや健康的に暮らすきっかけを与
え、その実現を後押しする製品やサービス、ホームファニッシングソリュー
ションを開発・奨励しています。健康的でサステナブルな暮らしに対す
る意識を高め、それを実践するための知識を共有していきます。イケア
が特に力を注いでいるのは、エネルギー、空気、水、ゴミ、食品の問題
です。 

サーキュラー（循環型）でサステナブルな消費を促進する

イケアは、製品やサービスをデザインする際、スタート段階からサーキュ
ラリティ（循環型）を念頭に置き、環境への影響を減らし、再生可能な
素材やリサイクル素材を使うよう努めます。また、食品ロスの防止・削減、
栄養価の高いプラントベース食品の選択、循環型の仕組みを利用した商
品の取得、手入れ、譲渡など、より健康的でサステナブルな行動を推奨
していきます。

より快適な毎日を生み出すための社会のムーブメントをつくる	

イケアは、よりサステナブルな行動を社会に働きかけ、健康的でサステ
ナブルな暮らしが当たり前のものとして定着するよう取り組んでいきま
す。マーケティング活動やコミュニケーションを通じて需要を創出する
試みもその 1 つです。健康的でサステナブルな社会を支援する政策や規
制を提唱し、多くの人々の利益のためにイケアの影響力を行使してまいり
ます。

2030年に向けたイケアの目標は、10億人
以上の人々が地球の限られた資源の中でよ
り快適な暮らしを実現できるよう呼びか
け、そのための力となることです。

2030年

健康的でサステナブルな暮らし  -  サーキュラー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  -  公平性と平等性  -  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  |  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（SDG）の指標 
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FY21 の進捗の概要

FY21 は、人々がより健康的でサステナブルに
暮らすためのインスピレーションを提供し、そ
うした暮らしを可能にするソリューション、製
品、サービスを新たに開発し発売しました。イ
ケアでは、マーケティングキャンペーン、コミュ
ニケーション、セールスからのデータ以外にも、
目標達成までの進捗を測定する方法を確立し
ています。

FY21 ではイケアの店舗やウェブサイトを通じて IKEA 
Retail にアクセスしたお客さまは 57 億人を超えました。
この事実は、健康的でサステナブルな食品やホームファ
ニッシング製品を提供することで、私たちにはポジティ
ブな変化を生み出す絶好の機会があるだけでなく、大き
な責任も伴うことを示しています。 

2021 年に世界の消費者を対象に行われた調査によると、
人々は健康的でサステナブルな暮らしを強く望んでいる
ものの、大半の人（70％）が環境保護のために自分でで
きることはすでにやっていると考えています 1 。別の世界

的な調査では、人々は行動がもたらす影響を過大評価し、
もっともポジティブな影響をもたらす行動によって節約
できるクライメートフットプリントの量を過小評価する傾
向があることが判明しています 2。

私たちの取り組みは、イケアが提供する製品およびサー
ビスが人々の健康や家庭での環境フットプリント削減策
に直接影響を与えることができる 5 つの分野にフォーカ
スしています。それはエネルギー、空気、水、食品、ゴ
ミです。現在進行中の取り組みについては、こちらをご
覧ください。

FY21 では、イケアの製品開発プロセスを支援する社内
向けツール「サステナビリティスコア」を開発しました。
このツールを使用することで、サーキュラー機能、原材
料の環境フットプリント、家での節水・省エネ効果など、
製品のサステナビリティ性について十分な情報を基に判
断することができます。サーキュラー製品の開発につい
て詳しくは 17 ページを、原材料の環境フットプリント削
減策については 28 ページをご覧ください。

私たちは、サステナブルでない製品を商品展開から外す
決定も下しました。充電できない従来のアルカリ電池を
すべて順次廃止し、新商品の LADDA/ ラッダ 充電式電
池に切り替えていきます。 これにより、ゴミが大幅に減
り、長期的にはお金の節約にもつながります 3。

大規模な食品提供者でもあるイケアビジネスは、より健
康的でサステナブルな食品の選択を促し、選択肢を提供
する責任があります。 今年度は、2025 年に向けた食品
に関する新しいコミットメントを発表しました（13 ペー
ジ）。また、さまざまな家庭料理に使える VÄRLDSKLOK/ 
ヴェルドスクロック プラントベースのひき肉など、新し
いプラントベース食品もいくつか発売しました。

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 50％削 減することを目標に掲げ ています。
FY21 には、FY17 と比較して食品廃棄物を 46％減らす
ことに成功しました。

イケアが提供するサーキュラーサービスは、サステナブ
ルな暮らしの実現に大きく貢献するだけでなく、イケア
のビジネスをサーキュラービジネスに転換させるために
欠かせない要素です。お客さま向けのサーキュラーサー
ビスに関する FY21 の進捗は、18 ページをご覧ください。

1 GlobeScan およびイケア、「Healthy & Sustainable Living Global Consumer 
Insights（健康的でサステナブルな暮らしに関する世界の消費者の意識）」
2021 年版

2 Ipsos、「Green Planet?（グリーンプラネットとは？）」2021 年
3 この記述は、イケアビジネスが電池の寿命に関する科学的研究をいくつか比

較した結果に基づくものです。研究の全リストはこちらをご確認ください。 
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https://about.ikea.com/en/sustainability/healthy-and-sustainable-living
https://about.ikea.com/en/sustainability/healthy-and-sustainable-living
https://3ng5l43rkkzc34ep72kj9as1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2021/10/GlobeScan-HSL-Highlights-Report-2021.pdf
https://3ng5l43rkkzc34ep72kj9as1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2021/10/GlobeScan-HSL-Highlights-Report-2021.pdf
https://www.ipsos.com/sites/default/files/2021-04/Green-Planet-KEYS.pdf
https://about.ikea.com/en/newsroom/2020/09/30/ikea-to-remove-nonrechargeable-alkaline-batteries-by-2021
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FY21 の主な活動

よりよい電球の開発

FY21 では SOLHETTA/ ソールヘッタ LED 電球
を発売しました。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
ろな価格でエネルギー効率が平均 35％もアッ
プしており 2、初期費用や電気代を節約でき
ます。1 日 3 時間の使用で 20 年持つため、ゴ
ミの削減にもつながります。 

イケアの照明のエネルギー効率は、FY16 から
FY21 の間に平均 45％向上しました。これは
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実
現しています。FY21 に販売した LED 電球は
6,930 万個に及びます。

エネルギー	

家でエネルギーを効率的に使用できるよう、
引き続き取り組んでいきます。

新しいエネルギーサービスをテスト中

2021 年 9 月、スウェーデンで STRÖMMA/ ストロッ
マ 電力サブスクリプションの提供を開始し、お客
さまは再生可能な供給源から得た電力を家で使え
るようになりました 4 。ほかのイケア市場にもス
ケーラブルなソリューションを導入するため、新
しいエネルギーサービスのテストを継続し、より
クリーンなエネルギーの選択肢を拡大していく計
画です。

イケアの太陽光パネルを、さらに多くの家に

FY21 末の時点では、11 市場でイケアの家庭用太陽
光発電（設置サービスを含む）が販売されています。
今年度お客さまが節約できたエネルギーコストは
1,170 万ユーロを超えました。FY21 にイケアの家庭
用太陽光発電を購入されたお客さまは、太陽光パネ
ルの寿命までに CO2 換算で約 18 万 7,000 トンを節
約できます。イケアは、2025 年までに 32 の市場で
太陽光パネルを販売することを目指しています 3。

1 CLASP、「A Lighting Challenge for the World（世界の照明に関する課題）」2017 年
2 SOLHETTA/ ソールヘッタ LED 電球が発売される前の、イケアの LED 電球の売り上げの 80％を占める LEDARE/ レーダレおよび RYET/ リーエトとの比較。
3 フランチャイジーの Ingka グループが運営。
4 スウェーデンの IKEA Retail はフランチャイジーの Ingka グループが運営しており、このエネルギーサービスのテストも Ingka グループが実施しています。

世界の消費電力の約 15％が照明 1 です。光源のエネルギー効率
を改善することは、家庭から排出されるクライメートフットプリ
ントを削減するうえで非常に重要です。

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  |  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（SDG）の指標 

健康的でサステナブルな暮らし  -  サーキュラー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  -  公平性と平等性  -  IWAY

https://www.clasp.ngo/updates/a-lighting-challenge-for-the-world/


11 - イケアのサステナビリティレポート FY21

家で使える手ごろなエアークオリティセンサー

7 月には、室内の空気の質を測定し、空気の状態
を把握して反応する VINDRIKTNING/ ヴィンドリク
トニング エアークオリティセンサーを発売しまし
た。このセンサーは、料理やスプレーの噴射、暖
炉などから発生するおそれのある PM2.5 粒子を検
知 し ま す 1。 緑（ 良 ）、 黄（ 可 ）、 赤（ 不 可 ） の 
3 段階で空気質を表示するライトが付いています。

空気	

家の中の空気がきれいなことは、健康に過ごすため
の重要な条件です。イケアは、室内の空気を浄化で
きる、高機能かつ手ごろな価格で提供できるソリュー
ションを開発しました。これは、ポジティブな変化
をもたらすための取り組みの 1 つにすぎません。

家の空気の質を高める商品は確かに役に立ちます
が、私たちは目先の対策を取るのではなく、問題の
根本に目を向け、長期にわたりポジティブな変化を
もたらすソリューションも生み出していきます。  

空気をきれいにするための取り組みについては、こ
ちらをご覧ください。 

1 PM2.5 粒子は、0.1~2.5 マイクロメートルの、人が吸入するおそれのある
微粒子です。

家の空気をきれいにする手ごろな価格の空気清 
浄機

2020 年 11 月、 イケア 初 の 家 庭 用 空 気 清 浄 機、
FÖRNUFTIG/ フォルヌフティグが中国で発売され
ました。この空気清浄機は、付属のフィルターで、
PM2.5 粒子、ホコリ、花粉など空気中の微粒子を
約 99.5％取り除きます。ホルムアルデヒドやその他
の揮発性有機化合物（VOC）などさまざまなガス
状汚染物質を吸収し、空気中の不快なにおいを軽
減します。

2021 年 10 月には、IKEA Home smart システムと
連 携 可 能 な イケ ア 初 のスマート 空 気 清 浄 機、
STARKVIND/ スタルクヴィンドを発 売しました。
STARKVIND/ スタルクヴィンドの全モデルにはエ
アークオリティセンサーが内蔵されており、検知し
た PM2.5 の量に応じてファンの速度を自動的に調
節します。

STARKVIND/ スタルクヴィンド	空気清浄機は室内専用です。20m2 までの部屋に適しています。VINDRIKTNING/ ヴィンドリクトニングのセンサーは、室内の
粒子（PM2.5）を検知することで空気の品質をチェックします。

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  |  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（SDG）の指標 

健康的でサステナブルな暮らし  -  サーキュラー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  -  公平性と平等性  -  IWAY

https://about.ikea.com/en/about-us/our-view-on/air
https://about.ikea.com/en/about-us/our-view-on/air
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50L	Home	Coalition への参加

2021 年の世界水週間 2 の初日、1 人当たりの 
1 日の水使用量を 50 リットル以下に抑えるとい
うビジョンを掲げる「50L Home Coalition」に、
イケアビジネスが参加することを発表しました。
この連合の一員として、イケアビジネスはさま
ざまな企業や政治家、イノベーターや研究者、
コミュニティと協力し、家での効率的な水利用
を推進する革新的な技術を開発・普及していき
ます。 製品やイノベーションを模索するだけで
なく、文化や規制の問題を乗り越えてイノベー
ションが広く採用されるように努め、都市部で
の水の使い方に変革を起こすことを目指してい
ます。詳細はこちらをご覧ください。

新しい節水ソリューション

イケアのシャワーや水栓にはすべて流量調整
装置が標準装備されているため、水圧に関係
なく最適な水量を維持し、水を効率的に使用
することができます。FY21 では BROGRUND/
ブログルンドをはじめ、この機能を備えた新
しいシャワーや水栓をいくつか発売しました。

シャワーの水を再利用するソリューションを
Flow	Loop と共同開発

FY21 にイケアはデンマークの企業 Flow Loop と
シャワーの水を再利用するソリューションを共
同開発し、家での水の使用を効率化できるよう
にしました。このソリューションは、シャワー
の水を浄化して再利用し循環させることができ
ます。平均的なシャワーと比較して最大 80％の
水を節約し、70％のエネルギーを削減すること
を目指しています。詳細はこちらをご覧くだ 
さい。

水

現在、世界全体の真水の約 11％が家で使われていま
す 1 。イケアは、水を効率よく使用できる商品を開
発し、その効率性を改善し続けることで、お客さま
が水の使用量を減らせるようにサポートしていま
す。家で水を節約する方法について詳しくは、こち
らをご覧ください。イケアのサプライチェーンの節
水対策については、37 ページをご覧ください。

1 Our World in Data、「Water Use and Stress（水の消費量と水ストレス）」2015 年初版、2018 年改訂
2 イケアは、水に関する最大の国際会議「世界水週間」において共同議長を務めました。

2022 年春に世界で発売される KÅSEBERGA/ コー
セベルガは、イケアと世界プロサーフィン連盟

（WSL）のパートナーシップから生まれた最新コ
レクションです。2019 年から始まったコラボレー
ションは、2021 年も継続されました。このコレ
クションは、海の近くで地球を意識しながら、
アクティブに活動するライフスタイルをイメー
ジしてつくられています。家とビーチの両方に
適した商品がそろっており、木材などの再生可
能素材やポリエステルなどのリサイクル素材を
使用しています。詳細はこちらをご覧ください。

地球に配慮したコラボレーション 
から生まれた新コレクション

BROGRUND/ ブログルンド	水栓はレバーを上げるたびにお湯
とエネルギーを節約できます。コールドスタート機能により、
ムダなお湯の消費を防ぎます。

新しい BROGRUND/ ブログルンド	シャワーは、内蔵されてい
るワッシャーで水流を適切に保つため、節水・省エネ効果があ
ります。	

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  |  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（SDG）の指標 
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https://about.ikea.com/en/newsroom/2021/08/23/ikea-joins-50l-home-coalition
https://about.ikea.com/en/newsroom/2020/10/08/ikea-and-flow-loop-to-develop-water-recycling-shower-solutions-together
https://about.ikea.com/en/newsroom/2020/10/08/ikea-and-flow-loop-to-develop-water-recycling-shower-solutions-together
https://about.ikea.com/en/sustainability/healthy-and-sustainable-living/saving-water-at-home
https://about.ikea.com/en/sustainability/healthy-and-sustainable-living/saving-water-at-home
https://ourworldindata.org/water-use-stress
https://www.worldwaterweek.org/
https://about.ikea.com/en/newsroom/2021/09/17/kaseberga-collection
https://about.ikea.com/en/newsroom/2021/09/17/kaseberga-collection#:~:text=The%20collection%20has%20been%20developed,be%20included%20in%20the%20collection. 


13 - イケアのサステナビリティレポート FY21

食品にポジティブな変化を起こす

FY21 ではより健康的でサステナブルな食品の選択を
促すため、2025 年までに達成を目指すコミットメン
トを発表しました。私たちは、責任ある方法で生産さ
れた、おいしくて栄養満点の手ごろな食品を、スウェー
デンレストラン、スウェーデンビストロに増やすことで、
ポジティブな影響をもたらすことができると考えます。 

プラントベース食品を選択することで、個人消費によ
るクライメートフットプリントの削減にも貢献できま
す。また、栄養価の高いプラントベースの食事は健康
的な選択肢でもあります 1。

2020 年の消費者調査では、肉食派と答えた多くの人
（41％）が、おいしくて価格と栄養価が同じであった
場合、プラントベースの代替品に切り替えると回答し
ています 2 。これはイケアにとってビジネスチャンスで
あるため、今後もこの分野の取り組みを続けていきま
す。

2025 年までに達成する目標 3 

• 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する。 

• スウェーデンレストランで提 供している主 要メ
ニューの 80％を赤身肉以外にする。 

• パッケージ食品の 80％をプラントベースにする。 

• スウェーデンレストランで提 供している主 要メ
ニューの 80％を、よりヘルシーな食品を目指すイ
ケアの内部基準を満たしたものにする 3,4。 

IKEA Food の全商品を測定できるデジタルシステムが
導入されるまで、上記の目標の達成を確認することは
できません。

1 The Lancet、「Food in the Anthropocene: the EAT–Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems（人新世の食糧：持続可能な食糧システ
ムによる健康的な食事、EAT- ランセット委員会）」2019 年

2 GlobeScan、「Study Finds People Want to Make Healthy and Sustainable Living Choices but Do Not Know Where to Start（調査結果：人々は健康でサステナブ
ルな暮らしを望んでいるが、どこから始めればよいかわからない）」2020 年

3 前回のレポートで報告した「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」という 2022 年に向けた目標について、本レポートでは進捗を記載
していません。FY21 に栄養のプロファイリングアジェンダを改訂したことにより（14 ページ）、この目標の測定に使用していたカテゴリーが無効になったためです。

4 IKEA Food の栄養プロファイリングシステム（IFNPS）では、食品やドリンクの栄養成分が類似の商品カテゴリーに属する同等の食品と比較して優れている場合、
より健康的と分類します。このシステムでは最高品質の「グリーン」、続いて「イエロー」「レッド」という 3 段階で分類されます。「より健康的」とは、「レッド」
よりも優れている商品、つまり「グリーン」か「イエロー」に分類されている商品を意味します。

5 スマートスケールを使用する食品廃棄物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物を測定するツールです。

よりサステナブルな食品

FY21 も引き続き、プラントベース食品を拡充する取り組みを進めました。
イケアのサプライチェーンの食品については、34 ページをご覧ください。

FY21 では HUVUDROLL/ フヴドロル	プラントボールが発売さ
れました。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、従来のミートボールのわずか 4％。肉を一切使ってい
ませんが、肉のような味わいを楽しめます。詳細はこちらをご
覧ください。	

今年度発売された VÄRLDSKLOK/ ヴェルドスクロック	プラントベー
スひき肉。肉を使わずに植物由来の原材料でつくられており、いろ
いろな家庭料理に使えます。

LÄTTLAGAT/ レットラーガット	ワンプレート冷凍食品を発売。
便利なうえに、栄養豊富でおいしい冷凍食品が登場しました。
プラントボールをはじめ、さまざまな種類がそろっています。
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食品廃棄物削減を推進

FY21 には、ベースライン（FY17）と比較
して食品廃棄物を 46％減らすことに成功
しました。 世 界 中 の 全 イケ ア 店 舗 で、
2022 年末までに食品廃棄物を 50％削減
するという目標の実現に向けて順調に進
んでいます 5。

https://www.thelancet.com/commissions/EAT
https://globescan.com/2020/10/07/people-want-healthy-sustainable-living-choices-2020/
https://about.ikea.com/en/newsroom/2020/07/16/ikea-introduces-a-plant-ball-for-meat-lovers--a-more-sustainable-alternative-to-the-iconic-ikea-meatball
https://about.ikea.com/en/newsroom/2020/07/16/ikea-introduces-a-plant-ball-for-meat-lovers--a-more-sustainable-alternative-to-the-iconic-ikea-meatball
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初の国連食料システムサミットに参加 

昨年、持続可能な開発目標（SDGs）の達成に向け
て食料システムが果たす役割の認知度を高める目
的で、国連食料システムサミットが初めて開催され
ました。イケアは、サミットに先駆けて行われた
CEO による協議にも参加し、サミットの締めくくり
には食料システムの変革に向けた企業行動宣言に
署名しました。さらに、健康的な食事、食のグロー
バルバリューチェーンにおける収入、土壌の健康と
いった課題に対処するさまざまな連合にも加入しま
した。

民間セクターの取り組みを促すため、WBCSD を
サポート

Inter IKEA Group は、持続可能な開発のための世
界経済人会議（WBCSD）のプロジェクト「Healthy 
People, Healthy Business」 に参 加しています。
このプロジェクトは、健康増進と疾病予防を推進
するための民間セクターの優先事項と機会を特定
することを目的とした連合体として発足しました。
重点領域として、「従業員の健康とウェルビーイン
グ」「回復力が高く、利用しやすい医療」「健康的
なライフスタイル」「地球の健康」の 4 つのテーマ
を設定しています。 

1 IKEA Food の栄養プロファイリングシステム（IFNPS）では、食品やドリンクの栄養成分が類似の商品カテゴリーに属する同等の食品と比較して優れている場合、よ
り健康的と分類します。このシステムでは最高品質の「グリーン」、続いて「イエロー」「レッド」という 3 段階で分類されます。「より健康的」とは、「レッド」よ
りも優れている商品、つまり「グリーン」か「イエロー」に分類されている商品を意味します。

2 IKEA Canada は、フランチャイジーの Ingka グループが運営していま
す。 

3 IKEA Indonesia は、フランチャイジーの Dairy Farm が運営してい 
ます。

新しい食品分類システムを導入し、イケアの食品
をさらに改良

2021 年 5 月、イケアのフードメニューを科学的根
拠に基づいて分 類するシステムを導入しました。
IKEA Foodの栄養プロファイリングシステム（IFNPS）
1 によって、イケアの食品をより健康的にする取り
組みを加速できます。このシステムにより、個々の
食品から軽食や食事まで、IKEA Food の全商品展
開に一貫した栄養基準が生まれます。カロリー、ト
ランス脂肪酸、糖質、塩分、食物繊維など、生活
習慣病に密接に関係する要因の管理に重点を置い
ています。 IFNPS について詳しくは、こちらをご覧
ください。
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IKEA	Indonesia3 は、Indonesian	Children	Care	for	
the	Environment（ICCFTE）とのコラボレーション、
Greeneration	Foundationおよびスウェーデン大使館と
のパートナーシップを通じて、食べ物と食品廃棄がもたら
す影響をテーマにしたデジタル絵本を作成しました。この
デジタル絵本は、Greeneration	Foundation のウェブ
サイトから入手できます。詳細はこちらをご覧ください。

3 月、IKEA	Canada2 は、北米で活躍するシェフたちと協
力して、普段は捨ててしまう食材を活用したレシピを 50
種類掲載した無料の電子書籍『The	ScrapsBook』を公
開しました。食品廃棄を回避できるだけでなく、食材を最
大限に活用するアイデアが見つかります。この電子書籍の
詳細と入手方法については、こちらをご覧ください。

https://about.ikea.com/en/newsroom/2021/09/22/ikea-food-nutrition-profiling-system
https://about.ikea.com/en/newsroom/2021/09/22/ikea-food-nutrition-profiling-system
https://greeneration.org/en/program/iccfte/
https://greeneration.org/en/program/iccfte/
https://www.ikea.co.id/en/newsroom/news/general/detail/ikea-indonesia-collaborates-with-the-swedish-embassy-and-greeneration-foundation
https://www.ikea.com/ca/en/campaigns/scrapsbook-zero-waste-recipes-pub147efb60
https://www.ikea.com/ca/en/campaigns/scrapsbook-zero-waste-recipes-pub147efb60
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サーキュラービジネスへの転換を図る

イケアの目標は、2030年までにサーキュラービジ
ネスを実現することです。現在、すべての製品を
サーキュラー製品としてデザインする取り組みを
進めています。再生可能な素材やリサイクル素材
のみを使用すること、そして製品や素材の寿命を
延ばすための新しいソリューションを提供するこ
とが、私たちの目標です。

2030年

戦略的目標

• イケアの製品はすべて、再利用、改修、再製造、そして最終手段
のリサイクル（すべての可能性を検討し尽くした後に取る手段で
す）をスタート段階から念頭においてデザインします。製品の開
発工程にはサーキュラープロダクトデザインの原則を適用します。 

• 原材料の新しい供給源の調整や発掘、新素材の開発を通じて、再
生可能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。 

• 新規のお客さまも既存のお客さまも製品を取得、手入れ、譲渡で
きる循環型ソリューションを開発します。 

• 支援活動、コラボレーション、事業提携を主導し、他者と力を合
わせて取り組みます。

健康的でサステナブルな暮らし  -  サーキュラー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  -  公平性と平等性  -  IWAY
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サーキュラービジネスへの転換はシステムを変
革することであり、イケアの活動のあらゆる側
面に影響を与えます。どこでどのようにお客さ
まと会うか、どんな製品やサービスをどのよう
に開発するか、どんな原材料をどのように調達
するか、どのようにイケアのバリューチェーン
を発展させていくかといったことに影響が及び
ます。	

FY21 は、イケアの全商品を最終的にサーキュラー製品
にするための開発作業を順調に進めることができまし
た。これは、イケアがサーキュラービジネスに転換する
ために欠かせない取り組みです。また、引き続きサーキュ
ラー製品のデザインに関する情報を公開し、アイデアや
学んだことを他者に共有しました（17 ページ）。

今年度から、FY20 に策定したサーキュラー製品開発ロー
ドマップに沿って行動を開始しました。このロードマッ

プは、9,500点を超えるイケア製品展開においてサーキュ
ラー製品が占める割合を分析した結果を踏まえて作成さ
れており、2030 年までにサーキュラーデザインの原則
に従って全製品を開発する道筋が示されています。各製
品は、用途に応じた循環性を考慮して開発されます。
FY21 も、最低スコアの製品の循環性を 36％に引き上げ
たり（FY20 は 28.6％）、最高スコアの製品の循環性を
100％に維持したりするなど、多くのサーキュラー製品を
開発しました。この実績は、2030 年の目標の実現に向
けて順調に進んでいることの証です。

イケアは、お客さまが循環型の仕組みを利用して商品を
取得、手入れ、譲渡できるようにするため、製品の寿命
を延ばすためのサービスをテストしているところです。予
定されているサーキュラーサービスと世界でのサービス
展開方法をまとめたロードマップは、2022 年春にイケア
の戦略的サステナビリティ協議会によって審査されます。
2030 年までにすべての素材を再生可能素材とリサイク
ル素材にするというイケアの目標は、非常にハードルが

高く、バリューチェーン全体で革新的なソリューションを
導入しなければなりません 1 。FY21 も、リバースロジス
ティクスや再製造などの新機能の開発と、サーキュラリ
ティ目標の実現にもっとも大きな影響があると判断した
素材（ポリエステルなど）のサステナビリティ向上に力
を注ぎました（36 ページ）。

FY21 にイケアが調達した原材料のうち、55.8％が再生
可能な素材で、17.3％がリサイクル素材でした。このデー
タに関しては、測定方法の改善、進捗状況の適切な反映、
行動につながる実用的な洞察を提供できるよう、梱包に
関するデータを含めることにし、レポート範囲を調整し
ました。 このため、これらのデータを FY20 の実績（再
生可能素材 60％、リサイクル素材 10％）と直接比較す
ることはできません。 

私たちは、サーキュラーエコノミーについて、多くの利
害関係者に働きかけ、対話と支援活動を継続しています。
9 月には、エレン・マッカーサー財団（EMF）が、イケア

ビジネスとの緊密な連携のもとサーキュラーエコノミー
用語集を発表しました  （18 ページ）。サーキュラーエコ
ノミーへの転換を加速させるには、共通の用語と定義を
使うことが不可欠です。
 
サーキュラリティ目標について詳しくは、こちらをご覧く
ださい。

1 木材はイケア製品にもっとも多く使われているため、サーキュラービジネスの実現に向けた取り組みにとって重要な素材です。イケアは、木材製品の中にできるだけ長く炭素を留めておきたいと考えています。 詳しくは、29 ページをご覧ください。

FY21 の進捗の概要

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  |  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（SDG）の指標 
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https://about.ikea.com/en/sustainability/a-world-without-waste
https://about.ikea.com/en/sustainability/a-world-without-waste
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サーキュラー製品のデザイン

イケア製品は将来的に素材として使えます。利用でき
なくなった商品はリサイクルされ、新商品をつくるた
めの二次原材料になります。 そのため私たちは、製品
の寿命を可能な限り延ばし、寿命を過ぎても素材の価
値を維持できるように努力しています 1。

よりサステナブルなソファにするために

今年度は、サーキュラーデザインの考え方に基づ
いて、一部のソファやチェアの品質、耐久性、循
環性の改善に努めました。

KIVIK/ シ ー ヴ ィ ク、UPPLAND/ ウ ッ プ ラ ン ド、
PÄRUP/ ペルプ、GRÖNLID/ グローンリードのソ
ファ＆チェアでは、スプリングのサポートが強化
されたことでフォームの使用量が約 38％減少しま
した。今後は、残りのフォームに再生可能なポリ
オールの使用を増やしていきます。また、これら
の製品シリーズに使用するリサイクルポリエステ
ルの量を増やし、全体的なサステナビリティを向
上させました（36 ページ）。

サーキュラーデザインに関する知見と手法を共有
し、変革を促す

2021 年 9 月、簡単に使えるインタラクティブなツー
ルを公開し、製品のサーキュラリティを評価する方
法を共有しました。このツールでは、イケア製品か
どうかに関係なく、あらゆる商品の循環性を測定す
ることができます。また、イケアがサーキュラー製
品についてこれまで得た知見を確認したり、サー
キュラリティに関する一般的な情報を学んだりする
こともできます。デザイナー、企業、消費者など、ホー
ムファニッシング製品を持っており、それらを評価
したい人は誰でも使用できるツールです。 

イケアのサーキュラー製品デザインガイドも公開さ
れています。イケアのデザイン原則は、製品を転用、
修理、再利用、再販売、リサイクルできるように、
デザインのスタート段階からサーキュラリティを考
慮するという考え方を重視しています。

1 製品寿命とは、製品が生産されてからリサイクルされるまでの期間です。 製品寿
命は、お客さまのニーズを満たすために想定される条件の下、目的の用途で使用
された場合を基準として推定しています。これには再利用、修理、改修が含まれ
ます。 

2 業界の標準的なデニム生産方法と比較した場合。

FY21 の主な活動

FY21 ではインドのリサイクル会社 Sahaas	Zero	Waste とのプ
ロジェクトを開始しました。このコラボレーションでは、イケ
ア製品に使用できるオーシャンバウンド・プラスチック（OBP）
の回収に重点的に取り組んでいます。GURLI/ グルリ	ひざ掛け
は、OBP100％でつくられています。

履き古したジーンズが KLIPPAN/ クリッパン	
ソファに生まれ変わる

MUD Jeans と提携し、リサイクルデニムを使っ
て KLIPPAN/ クリッパン ソファカバーを開発し
ました。リサイクルデニムを 40％（約ジーンズ
2 本分）使用することで、カバーのカーボンフッ
トプリントを 67 ％削減し、生 産 工程で 2 万
7,000 リットルもの水を節約しました 2。詳しく
は、こちらをご覧ください。

このソファカバーは限定コレクションですが、
このコラボレーションから得た経験と知識は、
リサイクルデニムを使ったイケアの未来の製品
につながっていくでしょう。

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  |  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（SDG）の指標 
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https://about.ikea.com/en/sustainability/a-world-without-waste/designing-for-a-circular-future
https://about.ikea.com/en/sustainability/a-world-without-waste/designing-for-a-circular-future
https://preview.thenewsmarket.com/Previews/IKEA/DocumentAssets/512088_v2.pdf
https://about.ikea.com/en/newsroom/2021/04/21/ikea-makes-a-new-dress-for-klippan-sofa-with-mud-jeans-by-using-recycled-jeans
https://about.ikea.com/en/newsroom/2021/04/21/ikea-makes-a-new-dress-for-klippan-sofa-with-mud-jeans-by-using-recycled-jeans
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人々がサーキュラーエコノミーに
参加するための力となり、 
インスピレーションを提供する

先頭に立って行動を起こし、
他者と協力して取り組む

製品を長く使うためのソリューションは、多くのお客
さまの要望に応えるものであり、不満の解消にもつ
ながります。

サーキュラーソリューションにはシステムの変革が必要で
す。私たちは、サーキュラービジネスに移行するイケア
の取り組みを加速させると同時に、他者の変革も支援す
るため、さまざまな支援活動、コラボレーション、事業
提携を進めています。

1 フランチャイジーの Ingka グループが運営。 
2 フランチャイジーの Ingka グループ内の国。
3 これらのテスト運用は、フランチャイジーの Ingka グループと IKANO グルー

プを通じて実施されています。

スペアパーツを入手しやすくする

FY21 は、お客さまに商品を長く使っていただ
くため、1,800 万個を超えるスペアパーツを提
供しました（FY20 は 1,400 万個）。 

また、スペアパーツをオンラインで注文できる
便利なソリューションを世界各国に導入しまし
た。各国のイケアのウェブサイトから注文でき
ます。

サーキュラリティを広めるため、共通の言語を
確立

2021 年 9 月、エレン・マッカーサー財団（EMF）
がサーキュラーエコノミー用語集を発表しまし
た。この用語集はイケアビジネスの協力の下で作
成され、EMF のほかの戦略的パートナーから承
認を受けています。

サーキュラーエコノミーのような複雑な課題に取
り組む場合、共通言語を確立して同じスタートラ
インに立つことで、議論や学習、コラボレーショ
ンがスムーズで理解しやすくなります。

交換部品プログラムの試験運用に成功

IKEA Poland1 は、シートクッションやアームレ
ストなど、一部のソファシリーズの交換パーツ
の提供を開始しました。テスト運用を通じて、
イケアの標準プラットフォームデザインをベース
にした交換部品のセットアップ方法を把握し、
そこから得た経験と知識をお客さまの商品を長
持ちさせるために生かしています。 

世界共通のサーキュラーエコノミー政策目標
の策定に貢献

FY21 にイケアは EMF と協力し、 世界中に適用
できるサーキュラーエコノミー政策目標の策定
を支援しました。この目標は、各国の政 府、
都市、企業がサーキュラーエコノミーへの転換
に向けたそれぞれの取り組みを連携させるため
の枠組みを提供します。2021 年の初めに 5 つ
の目標が発表されています。 

家具買取りサービスを拡充

本年度、家具買取りサービスを通じて、再販や
リサイクルのために引き取られたイケアの家具
は 15 万 5,000 点に上ります。買取・再販のサー
ビスは、26 カ国のイケアで常時利用すること
ができます 2。

家具サブスクリプションサービスのテスト運用
を続け、ニーズを把握する	

FY21 は、個人向け家具サブスクリプションサー
ビスのテスト運用を引き続き行いました 3 。こ
うしたサービスによる家具のリースが、サーキュ
ラーソリューションになり得るか判断するため
です。各テスト運用を通じて、このアプローチ
の可能性と課題がよりクリアに見えてきており、
手ごろでフレキシブルなサブスクリプション
サービスを提供するという目標の達成に向けて
着実に前進しています。 

家具業界のサーキュラーエコノミーを推進

2021 年、イケアは、欧州家具産業連盟（EFIC）
のワークグループに積極的に参加し、家具業
界のサーキュラーエコノミー推進に努めまし
た。私たちは規制当局や政府機関と連携を図
り、家具業界の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整備していきます。
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https://ellenmacarthurfoundation.org/news/finding-a-common-language-circular-economy-glossary-launched
https://ellenmacarthurfoundation.org/universal-policy-goals/overview
https://ellenmacarthurfoundation.org/universal-policy-goals/overview
https://www.efic.eu/
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1 CEN とは欧州標準化委員会を指し、ヨーロッパの 34 カ国の標準化組織をまとめた連合体です。

家具のサーキュラリティの標準規格を確
立する取り組みを主導

6 月、イケアビジネスの代表者が Technical 
Committee 207（TC207-WG10）の議長に 
任命されました。この委員会は、欧州標
準化委員会（CEN）1 が採用するヨーロッ
パにおける家具の標準規格の要件と手法
を開発する目的で CEN が運営しています。

UNEPと協力して、サーキュラービジネスを目
指す企業を支援

2021 年、国連環境計画（UNEP）は、影響力
の大きい地球環境概況（GEO）報告書を企業
向けの包括的ガイドとして要約した報告書を発
表しました。イケアビジネスは、この報告書「The 
Role of Business in Moving from Linear to 
Circular Economies（垂直統合型から循環型
経済への移行における企業の役割）」の作成に
貢献しました。 

欧州グリーンディールの政策決定機関を支援

この 1 年、イケアビジネスは、サーキュラー＆ク
ライメートポジティブなビジネスに転換する過程
で経験したことを、法律などの提案を行う EU の
政策決定機関に積極的に共有してきました。た
とえば、循環経済行動計画をサポートするため、
エコデザイン、テキスタイル戦略、サーキュラー
エコノミーを実現するポリシーなどのさまざまな
トピックについて情報を提供しました。現在、欧
州グリーンディールに関して 70 以上のイニシア
チブが話し合われています。欧州グリーンディー
ルに対するイケアの支援については、こちらをご
覧ください。

イケアのビジネスでは、毎年平均 40 億個（約 4,000
万 m3）の荷物を発送しています。つまり、よりサ
ステナブルな梱包材を使用することで大きな影響
をもたらすことができます。現在、イケアで使用し
ている段ボールはすべて FSC 認証紙であり、2015
年以来、発泡スチロール（EPS）などのサステナブ
ルでない梱包材は使用を禁止しています（設備機器
は除く）。

FY21 には、2025 年までイケアのバリューチェーン
全体に適用される「梱包に関する指示（Packaging 
Direction）」を発表しました。プラスチック包装の
割 合 は、FY21 に 9 ％に減 少しました（2010 年 は
12％）。2028 年までに消費者向け包装でのプラス
チック使 用を順次 廃 止することを目指しており、
2025 年には、ホームファニッシングのすべての新商
品をプラスチック包装を使わずに発売する予定で
す。詳細はこちらをご覧ください。

よりサステナブルなパレット
本年度、イケアで使用するパレットに新しい紙製の
脚部を採用しました。この構造は強度が 20％アッ

プし、使う素材は 30％、コストは 20％削減できま
す。このパレット脚部は中国とヨーロッパですでに
導入されており、来年にはイケアのサプライチェー
ン全体で使用します。

梱包の技術革新を促進する新しいプログラム
イケアビジネスは、サステナブルな梱包材の生産課
題に取り組むプログラムを立ち上げ、これに参加す
るスタートアップ企業を探しています。

よりサステナブルな食品包装
食品包装には、特定の機能が必要なうえ、順守し
なければならない規制もあるため、取り組みも難し
さが増します。FY21 ではよりサステナブルな食品
包装ソリューションを開発するため、「イケアのサス
テ ナ ブ ル な 食 品 包 装 原 則（Sustainable Food 
Packaging Principles）」を発表しました。この原
則は、食品の安全確保をはじめ、循環型素材の使用、
使用素材の削減、輸送効率の向上にフォーカスして
います。

イケアのビジネス全体で梱包を改善
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https://www.unep.org/resources/publication/role-business-moving-linear-circular-economies
https://www.unep.org/resources/publication/role-business-moving-linear-circular-economies
https://www.unep.org/resources/publication/role-business-moving-linear-circular-economies
https://about.ikea.com/en/newsroom/2019/12/11/cop25-ikea-applauds-green-deal-movement-toward-a-climate-neutral-europe
https://about.ikea.com/en/newsroom/2019/12/11/cop25-ikea-applauds-green-deal-movement-toward-a-climate-neutral-europe
https://about.ikea.com/en/newsroom/2019/12/11/cop25-ikea-applauds-green-deal-movement-toward-a-climate-neutral-europe
https://about.ikea.com/en/life-at-home/behind-the-scenes/2021/08/31/packaging-for-the-future
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クライメートポジティブを実現する
戦略的目標

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（詳細は次ページをご覧くださ
い）。

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。

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℃までにとどめることに貢献します。	

2030年
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イケアのクライメートフットプリントは、原
材料の生成や加工から、イケア店舗やほかの
カスタマーミーティングポイントの運営、製
品の使用と寿命まで、製品ライフサイクル全
体を対象にしています。

このグラフは、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
するために貢献できる分野を示しています。 温室効果
ガス排出量は絶対値で少なくとも 15％削減されますが、

この削減量が最大の改善であり、イケアのクライメー
トフットプリントを成長から切り離す主な原動力と
なっています。

クライメートポジティブを実現するためのその他の貢
献要因は、土地、植物、製品に炭素を蓄えることや、
イケアだけでなく社会全体の削減量を増やしていくこ
とです。

©
 Inter IKEA System

s B.V. 2021

Becoming 
climate 
positive
イケアのクライメートレポート	FY21 
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NEW	–	イケアのクライメートレポート	FY21

今年、初の試みとして、気候変動のみに焦点を
絞り、イケアがクライメートポジティブになる
ための取り組みや気候変動を 1.5℃に抑えるため
の貢献についてまとめたレポートを別途作成し
ました。 

イケアのクライメートレポート FY21 はこちらを
ご覧ください。

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

50

100

2030 年2025 年2020 年2016 年

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対照的に、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
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。

https://gbl-sc9u2-prd-cdn.azureedge.net/-/media/aboutikea/newsroom/publications/documents/ikea-climate-report-fy21.pdf
https://gbl-sc9u2-prd-cdn.azureedge.net/-/media/aboutikea/newsroom/publications/documents/ikea-climate-report-fy21.pdf
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FY21FY16 FY30の目標とベースライン（FY16）との比較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

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

-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

素材

IKEA	Retail ＆ 
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

製品の寿命

FY16
FY21

ベースライン
-30.8％	（vs FY16）

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、
イケアのクライメートレポート	FY21 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。こうしたロードマップの活用でこれまでに特定できた取り組みによ
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見
込みです。
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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）

FY21 は、イケアの売り上げ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。

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）

https://gbl-sc9u2-prd-cdn.azureedge.net/-/media/aboutikea/newsroom/publications/documents/ikea-climate-report-fy21.pdf
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FY21 の進捗の概要
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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	

110％

120％

100％

90％

80%

FY16 FY19 FY20 FY21

IKEA Retail の売上高 
（単位：10 億ユーロ）

クライメートフットプリント 
（単位：百万トン、CO2 換算）

FY16 0.76 FY20 0.62FY19 0.68

39.6

41.941.3

36.4

27.8

24.7

26.2

27.9

FY21 0.62

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悪い傾向が見られます。詳しく
は、イケアのクライメートレポートをご覧ください。
しかし、イケアでは、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 の新型コロナウイルスによる混乱を無視した場合の傾向	
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売上高当たりのクライメートフットプリント（単位：売上高 10 憶ユーロ当たりの百万トン、CO2 換算）。FY19 に達成した反比例の状況
が継続。

https://gbl-sc9u2-prd-cdn.azureedge.net/-/media/aboutikea/newsroom/publications/documents/ikea-climate-report-fy21.pdf
https://gbl-sc9u2-prd-cdn.azureedge.net/-/media/aboutikea/newsroom/publications/documents/ikea-climate-report-fy21.pdf
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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 – 詳しくは、イケアのクライメートレポートをご覧ください

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  |  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（SDG）の指標 

健康的でサステナブルな暮らし  -  サーキュラー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  -  公平性と平等性  -  IWAY

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
の売り上げの 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。

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。

エアークオリティ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
チェーン全体のエアークオリティ（空気質）
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。

プラントベースの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、肉をベースにしたミートボー
ルのわずか 4％です。 

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％再生可能エネル
ギーに切り替えました。最大の成果は、ロシアのイケ
アの業務（ストア、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。

世界の全工場、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。

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、年
間 45 万 1,000 トン換算の CO2 の排出を削減できま
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。

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。

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、測定範囲をポリエステルを使用する
すべての製品に広げています。

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。

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://gbl-sc9u2-prd-cdn.azureedge.net/-/media/aboutikea/newsroom/publications/documents/ikea-climate-report-fy21.pdf
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
https://about.ikea.com/en/newsroom/2021/10/29/air-pollution-emissions-guidance
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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

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  |  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（SDG）の指標 

健康的でサステナブルな暮らし  -  サーキュラー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  -  公平性と平等性  -  IWAY

FY21 に私たちは、温室効果ガスプロトコルという、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、530 万トンの CO2 相当量（推定）
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）が実際の量として
は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、製品の、特にそこに使用され
る木質素材の、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、140 万トンの CO2 相当量と推定できま
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数値の中に取り入れ、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 

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アプローチと、天然林の生物多様性や
土壌保全面などに対する対策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
保する全ての環境アプローチにとって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、リサイクルの
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
る炭素の量が
高まります。	

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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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。
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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、イケアの責任範囲を拡
大するために必要な貢献は小さくなります。 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 相当量（単位：1,000トン）

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、1 年ごとに実際に貢献でき
た 取 り 組 み 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、およそに 18 万 7,000
トンの CO2 相当量に上ります。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。

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。
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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

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、責任ある調達先から仕入れた再生可
能素材や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取り組む
ことでポジティブな影響を広めていきます。	

2030年 • 環境や社会、アニマルウェルフェア（動物福祉）に関する基準を含む、
責任ある資源の調達基準の確保と開発を継続します。

• サステナブルな森林管理を促進して、森林の劣化や破壊を食い止め、
フォレストポジティブの実現に引き続き尽力します。森林の管理、
保護、回復、再生に、革新的なアプローチで取り組みます。

• 荒廃した土地、森林が破壊された地域、耕作地の再生プロジェクト
を率先して行います。

• 適切に水を管理するウォータースチュワードシッププログラムを主
導し、開発することにより、ウォーターポジティブを実現します。
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
を主導します。具体的には、海洋を汚染するプラスチックごみの除
去プロジェクトに重点的に取り組みます。

• 木材、綿、食料、その他の原材料を、引き続きよりサステナブルな
供給源から調達します。

• サービスやソリューション、インスピレーションを提供し、その活
動を促進するとともに、製品と素材の寿命を延ばすための知識を簡
単に入手できるようにします。お客さまやパートナーに取り組みへ
の参加を促し、製品の取得、手入れ、譲渡がやりやすい環境をつく
ります。

コミットメントと目標

健康的でサステナブルな暮らし  -  サーキュラー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  -  公平性と平等性  -  IWAY
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28	- イケアのサステナビリティレポート FY21

FY21 の進捗の概要

イケアのビジネスでは資源効率が向上し、サー
キュラービジネスへの転換が進んでいます。す
べての調達先と原材料についても、サステナビ
リティに配慮したものに切り替える取り組みを
行っています。

FY21 は、再生可能素材やリサイクル素材の使用率 100％
という目標に向けて順調に歩みを続け、イケアが重視す
る 4 分野においてもさらなるサステナビリティの追求の
ため、責任ある調達先の強化に努めました。

• 森林管理：FSC 認証の木材またはリサイクル木材（よ
りサステナブルな調達先から仕入れた木材）のみを
使用するという目標の実現に引き続き取り組みまし
た 1 。イケアの製品に使用した木材のおよそ 14％を
リサイクル材にし（FY20 は 12％）、2030 年までに
木材製品の 3 分の 1 以上をリサイクル材にするとい
う目標の実現に向けて前進しています（29 ページ）。

• 農業：サステナブルな調達先から仕入れた綿の使用
率を 100％にすることなど、原材料となる農産物に
関する第三者機関および社内の要件を引き続き順守
しました（33 ページ）。

• 無機素材：鉄やアルミニウム、銅といった無機素材
の責任ある調達先を充実させるため、14 種類の無機
素材について詳細に分析し、 イケアの製品に使用す
る無機素材について検証を行いました（35 ページ）。

• リサイクル素材：イケアは、リサイクル素材を包括
的に調達し、前向きな変化を社会にもたらす方法を
模索し続けています。この一環として、非公式の廃
棄物管理組織の設立にも取り組んでいます。本年度
も引き続き、公平性と平等性のためのプラクティス
に従って、二次原材料を調達しました（36 ページ）。

原材料に至るまで責任ある調達を実現するには、サステナ
ビリティに関するさまざまな側面に対処しなければなりま
せん。そのため私たちは、関連分野をすべて考慮しながら、
できるだけ総体的に素材を評価しています。 

イケアは、長年にわたり、さまざまな原材料のサステナブ
ルな調達先を確保してきました。この経験から導き出した
重要な洞察をあらゆる原材料に生かしています。たとえば、
厳しい要件を守ることやもっとも信頼できる外部の認証プ
ログラムを活用すること、サプライヤーと長期的な関係を
築くこと（平均 11 年）、現場に足を運ぶことなどは、そう
した教訓の一例です。

サプライチェーンの透明性とトレーサビリティの確保は、
責任ある調達に欠くことのできない条件であるため、引き
続き取り組んでいきます。これは、イケア独自の認証プロ
グラムや第三者機関の認証制度によって立証された、信頼
性の高いデータを公開することで実現します。各サプライ
チェーンのリスク、成熟度、複雑さに応じて、異なるチェー
ン・オブ・カスタディー（管理の連鎖）モデルを適用し、
さまざまなレベルのトレーサビリティ情報を取得するとと
もに、トレーサビリティを進化させていきます。

イケアのサプライチェーンに 
携わる人々

私たちは、イケアのバリューチェーンで
働く人々の労働条 件を改善するため、
NGO や各種団体、同様の課題を抱えて
いる企業と協力しながら、その方法を
模索しています。イケアのバリューチェー
ンは多様性に富み、農産物の収穫に関
しても大規模生産者から小規模な生産
者まで幅広い労働環境が存在します。 

また、サプライチェーンの多様性に加え
て、サーキュラー＆クライメートポジティ
ブなビジネスを見据えた現在の取り組
みが、サプライチェーンで働く人々にさ
まざまな影響をもたらすことを私たちは
認識しています。そのため、この移行を
どう支援し実現していくかについて理解
を深める努力を重ねています。

1 イケアでは全体で 98％以上の達成率を果たした場合に、目標を完全に達成したとみなしています。これは、予期せぬ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。
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よりサステナブルな調達先から仕入れた木材のみを使
用するという目標は FY20 に達成されており、今後は毎
年、このレベルを維持していくことになります 2。FY21
は、イケアの製品に使用された木材の 99.5％が FSC 認
証木材またはリサイクル木材でした。かつては、森林
管理の高リスク国から調達した木材がイケアの総使用
量の約 30％を占めていましたが、2017 年以降、すべて
の木材はよりサステナブルな調達先から仕入れていま
す。詳細はこちらをご覧ください。 

FY21 にイケアのホームファニッシングに使用した木材
の量は、丸太換算で 2,100 万 m3 に増加しました（FY20
は丸太換算で 1,900 万 m3）。木材（ホームファニッシ
ングと梱包材に使用した木材）の総使用量は 10％増加
したものの、サステナブルな調達先から仕入れた木材
の割合を維持し、さらに伸ばすことができました。総
使 用 量 の 約 14 ％ は リ サ イ ク ル 木 材 で す（FY20 は
12％）。イケアでは、森林への負担を軽減するため、
FY30 までに使用量の 3 分の 1 以上をリサイクル木材に
するという目標を設定しました。

森林は地球上でもっとも変化の激しい場所の 1 つです
が、気候変動によってその変化は一層加速しています。
世界全体がバージン化石原料から脱却するにつれて、
木材製品に対する需要が増し、森林資源にもより大き
な負荷がかかるようになります。さらに、森林と関わっ
て生計を立てている人は、世界中でおよそ 160 億人い
ます 3 。責任ある森林管理は、森林で生計を立てる人々
の生計支援、生物多様性の保全、サステナブルな木材
の調達を可能にします。森林は気候変動の緩和にも役

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素材は木材であ
るため、原材料や気候変動に関する取り組
みのフォーカスエリアにもなっています。

立ちます。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、長期的
な視点で見ると、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 (C) を取り除くことができる可能
性があります。詳しくは、イケアのクライメートレポー
トをご覧ください。

イケア製品に使用する木材はすべて、違法伐採が行わ
れている森林や社会的紛争が起きている地域、保全価
値の高い森林から調達しないなど、イケアが定めた重
要な要件を満たしている必要があります。ただし、責
任ある森林管理が行われていると認定され、イケアビ

ジネスが承認している木材はこの限りではありません。
世界のどこであろうと違反を見つけた場合は必ず、た
だちに措置を講じます。イケアのビジネスでは、イケ
アの製品に使用されるすべての木材がこうした必須要
件や法的義務を満たすように管理する包括的なシステ
ムを開発し、長年にわたり使用してきました。このシ
ステムには、要求に応じて、木材の原産地を徹底して
追跡する手順も含まれています。 

21

19

21

イケアの製品に使用されている木材の総量 1

（単位：100 万 m3、丸太換算（RWE））

FY19 

FY20 

FY21 

木材の総使用量の約 14％がリサイクル材	

2 イケアでは全体で 98％以上の達成率を果たした場合に、目標を完全に達成したとみなしています。これは、予期せぬ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。

3 国連環境計画（UNEP）「About forests（森林について）」2022 年版
4 植林活動とは、過去に樹木に覆われていなかった土地に森林や木立をつくる活動（植林）を意味します。

1 この数値は、ホームファニッシングや梱包材に使用した木材を示して
います。

木材の調達国ー FY21	（全体に占める割合）

5％	
リトアニア

4％	
イタリア

4%
チェコ 
共和国

4％	
ルーマニア

19％
その他 – 38 カ国

6％	
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6％	
ドイツ

7％	
スウェーデン

8％	
ロシア

26%
ポーランド

8％	
ベラルーシ

3％
フランス

FY21 の主な活動
森林管理

土地利用・開発による炭素の除去と貯留の可能性
をベンチマーク測定 

FY21 では私たちは、投資した 1 ユーロ当たりの
CO2 除去量を基に、再生プロジェクトの基準を定
めました。新しい土地利用システムの経済的な継
続性と回復力、そして生物多様性や人々の暮らし、
食品の安全保障などへの貢献度が考慮されまし
た。イケアは外部のパートナーと連携し、植林活
動や森林再生活動に投資する機会を模索していま
す 4 。この取り組みは、気候変動の緩和や荒廃地
での森林再生プロジェクトを促す土地利用・開発
に投資する試みの一環であり、林業や農業がイケ
ア全体のクライメートアジェンダに貢献できるこ
とを示しています。この活動は、COP25 で発表し
た 1 億ユーロ規模の投資計画に従って進められて
います。詳しくはこちら（31 ページ）をご覧くだ
さい。
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管理基準体系の強化

FY21 では世界の森林と森林資源に起きている変化
や増大する負荷を踏まえ、イケアが現在使用して
いる管理メカニズムを見直しました。法的義務を
果たしつつ、未来の世代のために森林資源を保護・
保全できるよう、総合的な適正評価システムに基
づいて、管理メカニズムと要件を高リスク国を中
心に強化しているところです。詳細はこちらをご
覧ください。

イケアとWWF のフォレストパートナーシップの対
象にポーランドを追加

FY21 にイケアは WWF とのパートナーシップを拡大
し、イケアの木材調達国となったばかりのポーラン
ドを対象に加えました。ポーランド国内では、この
パートナーシップの下、社会、環境、経済の各分野
の代表者をひとつにまとめ、特定地域の森林管理
をさらに改善すべく対話を促していく考えです。特
に重視されるのは老齢化した森林と保全価値の高
い森林の特定であり、世界のほかの地域でも約 20
年前から同様の取り組みを進めてきました。また、
このパートナーシップは、認証を得ていないエリア
について議論を進めるための機会も提供します。

パーティクルボードに使用するリサイクル
木材の量が増加

FY21 は、リサイクル木材を使用したパー
ティクルボードを 2030 年までに 80％以上
にするという目標を設定しました。現在、
パーティクルボードは、イケアの木材総使
用量のおよそ 53％を占めています。FY21
の間に、パーティクルボードに使用するリサ
イクル 木 材 の 割 合 は 24 ％ か ら 27 ％ に 
増えました。

2030 年までに、パーティク
ルボードの 80％以上をリサ
イクル木材を使用してつくり
ます。

FY20 FY30FY21

24％ 
27％

80%

パーティクルボードに使用したリサイクル 
木材の割合（%）

2021 年 1 月、イケアはフォレスト・ポジティブ・アジェ
ンダ	2030 を発表しました。今後数年間は、このアジェ
ンダを基に、生物多様性の保全、気候変動の緩和、よ
り賢く木を使うための技術革新を促すそれぞれの取り組
みを強化していきます。

私たちは、以下のコミットメントを掲げています。

• 責任ある森林管理を実現する取り組みを主導し、イ
ケアの木材調達国だけでなく、世界中で責任ある森
林管理を当たり前のものにすることを目指します。

• 生物多様性の向上を図り、森林で生計を立てている
労働者の権利とニーズを木材のサプライチェーン全体
で支援するとともに、イケアが排出する量よりも多く
のクライメートフットプリントの削減に取り組みます。 

• より賢く木を使うための技術革新を促し、できるだけ
長く炭素を蓄えることを目指します。そのために、す
べての製品を開発のスタート段階から再利用、改修、
再製造、リサイクルを念頭に置いてデザインします。

• 遅くとも 2030 年までに、イケアのサプライチェーン
を通じて調達した原材料をすべて洗い出し、どの素
材も森林破壊や自然生態系の変化を引き起こさない
方法で生産されていることを保証します。 

• イケアの木製家具の 3 分の 1 以上をリサイクル木材
を使ってつくります。 

• もっとも信頼できる世界的な第三者認証機関の認定
を受けたサステナブルな調達先から仕入れた木材の
みを引き続き使用します。

イケアのフォレスト・ポジティブ・ 
アジェンダ	2030
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ウクライナでの森林管理を強化

この 1 年も、ウクライナの地方自治体と協力して、野生
動物の繁殖期に衛生伐を行わないようにする取り組みを
続けました。FSC ウクライナ、WWF ウクライナ、その
他の環境団体と連携して、この問題に対する関心を高め、
知識を深める活動を実施し、状況を改善するための対話
にも参加しました。同時に、イケアのサプライチェーン
について実地監査と第三者による監査を通じて綿密な調
査を続け、イケアの木材調達の健全性を確認しました。
また、課題が残る地域でサステナブルな森林管理を促す
取り組みに参加していくことも大切だと考えます。

森林や樹木を活用して、炭素を最大限に除去・
貯留する

COP25 に関連して、Inter IKEA Group は、森
林への再植林、荒れた森林の回復、森林管理
の改善を通じて、大気中から炭素を除去する
対策に 1 億ユーロ投資することを発表しまし
た。植林活動のための資金は潤沢にあり、植
林に適した荒廃地も広大に存在します。しか
し、人や自然に真の恩恵をもたらす土地利用・
開発は複雑で、長期的な視点に立ったアプロー
チが必要です。多くの場合、土地が荒廃する
原因は、政策の失敗や不安定な政権、土地の
使用権の問題などです。こうした問題は、サ
ステナブルな方法で長期にわたり土地を使お

うとする意欲を損ないます。そこで私たちは、
それぞれの土地に適した木を植え、適切な目
的で木を使うことで、自身で持続できる森を
つくり、長期的な影響をもたらすことを決意
しました。 これに伴い、FY21 には、土地利用・
開発の最良の機会を特定できるよう設計され
た評価モデルを開発しました。土地利用・開
発を通じて炭素を除去・貯留する試みについ
ては、こちら（29 ページ）をご覧ください。

新たな局面を迎えたボルネオの熱帯雨林 
再生プロジェクト「Sow	a	Seed」

FY21 ではボルネオ島の熱帯雨林再生を目指
す「Sow a Seed（種をまく）」プロジェク
トが 20 周年を迎えました。現在、世界中か
ら多くの科学者を迎え、この独自のプロジェ
クトを活用してさらなる研究を進めてい 
ます。

責任ある森林管理に対する意識向上と管理方法の改善の
ため、ロシア極東・シベリア地域からの衛生伐木材の使
用を一時的に禁止 1

この数年間、林業に携わるさまざまな利害関係者によっ
て、ロシアの特定地域で不適切な衛生伐が行われている
ことが確認されています。2018 年、私たちはパートナー
である WWF ロシアと協力して、この問題に関する詳細
な考察をまとめた報告書を発表し、より厳しい措置を講
じる必要性を訴えました。 

本来は病気やダメージを受けた樹木を伐採し、森を健康
的に保つための衛生伐ですが、モニタリングの結果から
は、現在この地域で行われている衛生伐は、責任ある森
林管理であると自信をもって言い切れる内容ではありま
せん。このため、ロシア極東・シベリア地域で責任ある
森林管理が確実に行われるようになるまで、 イケアは、
この地域からの衛生伐木材の使用を一時的に禁止するこ
とにしました。私たちはこうしたアクションを起こすこ
とで、該当地域で適切な衛生伐を行う必要性への理解を
広めています。

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 FFF は、FAO、IUCN、IIED、AgriCord が参加するパートナーシップです。

第 2 のフェーズに入ったベトナムのアグロフォレスト
リープロジェクト

FY21 にイケアは、これまでのパートナーシップの成功
を受け、国連世界食糧計画および 国連食糧農業機関

（FAO）のフォレスト・アンド・ファームファシリティ
（FFF）と新たに提携を結びました。2  このパートナー
シップの第 2 フェーズでは、女性、若者、少数民族の
支援に注力していきます。このプログラムでは、ベト
ナムのアカシア植林地でのローテーション拡大方法に
ついて、現地の人々や専門家から知識を集め、その情
報を普及させる取り組みを進めています。林業家や農
家の力を高めることによって、森林周辺の多様性に富
んだアグロフォレストリーシステムを活性化させ、地
域社会の暮らし、気候変動に対する耐性、サステナブ
ルな森林管理を向上させることができます。詳細はこ
ちらをご覧ください。
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https://about.ikea.com/en/newsroom/2021/10/11/ikea-to-share-unique-learnings-from-the-restoration-of-rainforests-and-its-ecosystems-in-borneo
https://www.fao.org/vietnam/programmes-and-projects/forest-and-farm-facility/en/
https://www.fao.org/vietnam/programmes-and-projects/forest-and-farm-facility/en/
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イケアのビジネスは、さまざまな形で生物多様性に
影響を与えます。直接的および間接的に陸地や海を
利用していることがその主な要因です。 

FY21 に イ ケ ア は Science Based Targets Network
（SBTN）の「Corporate Engagement Program（企
業エンゲージメントプログラム）」に参加し、海洋、
淡水、生物多様性、土地利用などについて科学的根
拠に基づいた目標を設定するための枠組みの開発に
貢献しました。 これは、生物多様性の損失を食い止
めるために民間セクターが今すぐ行動を起こすうえ
で重要な一歩になります。イケアは今後、SBTN に
従って、 バリューチェーン全体における生物多様性
への影響を総合的に評価します。

• FY21 に私たちは IWAY（責任を持って製品、サー
ビス、原材料、部品を調達するイケアの方法）に、
生物多様性に関する要件を盛り込みました。こ
れらの要件を通して、保全価値の高い地域での
事業活動を制限し、イケアのサプライヤーが生
物多様性に配慮しながら事業を行うよう働きか
けています。詳細はこちらをご覧ください。

• FY21 は、多岐にわたるステークホルダーと連携
し、ポスト 2020 生物多様性枠組と 2030 年に向
けた EU 生物多様性戦略の開発も支援しました。 
さらには、世界各国の政府機関に対して失われ
た自然をこれからの 10 年間で取り戻すための政
策を採用するよう訴える、Business for Nature
の Call to Action（行動喚起）にもほかの企業と
ともに加入しました。詳細はこちらをご覧くだ
さい。

イケアのバリューチェーンを超えて、生物多様性を守るアクションを起こす

バイオ由来繊維の生産を産業化する取り組みの
次のステップ

TreeToTextile（TTT）の目標は、従来の繊維より
もフットプリントが少ないバイオ由来繊維を生
産するための新技術を取り入れ、世界のさまざま
なブランドやサプライヤーに低価格で提供する
こ と で す。FY21 で は Inter IKEA Group、H&M
グループ、Stora Enso、LSCS Invest など TTT の
オーナー企業は、産業化を加速し、生産拡大に取
り組む企業への投資を増額しました。2021 年の
春には、スウェーデン南部にある Stora Enso の
Nymölla 工場において実証プラントの建設が始
まりました。

木材の原産地に関する文書偽造が発覚した長年
のサプライヤーとの取引を中止

イケアの適正評価システムの一環として実施し
た定期監査において、イケアの木材供給および林
業の専門家が、中国のサプライヤーが木材の原産
地に関する文書を偽造していたことがわかりま
した。このサプライヤーによる不正行為は、イケ
アの要件に明らかに違反し、私たちのビジネスモ
デルやバリューの基盤に悪影響を及ぼす行為で
す。私たちは徹底した調査を行い、このサプライ
ヤーとの取引関係を打ち切る判断を下しました。
さらに、該当商品の販売も中止しました。詳細は
こちらをご覧ください。  

イケアと WWF のパートナーシップを更新し、
生物多様性の保全活動を加速

WWF とイケアは、約 20 年にわたる協力関係の
下、さまざまな業界で行われている環境に良い
影響を与える取り組みを後押ししてきました。
2021 年 5 月、このパートナーシップが 2025 年
まで延長されたことが発表されました。それに
伴い、大切な自然の保護、管理、回復に努め、人々
の権利とニーズを守りつつ、ネイチャー・アン
ド・クライメートポジティブなバリューチェー
ンを目指すことが改めて確認されました。新し
いフェーズでは、生物多様性の保全を一層重視
しながら、世界各国が共同で取り組みや支援活
動を実施していきます。詳細はこちらをご覧く
ださい。
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https://about.ikea.com/en/sustainability/building-a-better-business-with-iway
https://www.businessfornature.org/call-to-action
https://www.businessfornature.org/call-to-action
https://about.ikea.com/en/about-us/our-view-on/biodiversity
https://about.ikea.com/en/about-us/our-view-on/biodiversity
https://about.ikea.com/en/about-us/our-view-on/ikea-discovers-misconduct-at-a-supplier-related-to-wood-origin-documents
https://about.ikea.com/en/about-us/our-view-on/ikea-discovers-misconduct-at-a-supplier-related-to-wood-origin-documents
https://about.ikea.com/en/newsroom/2021/05/12/renewed-ikea-and-wwf-partnership-to-accelerate-action-to-enhance-biodiversity
https://about.ikea.com/en/newsroom/2021/05/12/renewed-ikea-and-wwf-partnership-to-accelerate-action-to-enhance-biodiversity
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原材料農産物は、食品原材料やホームファ
ニッシング用の繊維など、イケア製品展開
全体で使用されています。

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（GHG）排出量の
増加、 農家や地域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、
責任ある方法で管理された供給源から原材料農産
物を調達してきました。 

綿

2015 年から、イケアでは、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ていま
す ¹	。現在はこれを毎年継続することを義務
付けています。

FY21 にイケアの全製品で消費された綿リントの総量は
14 万 3,000 トンで（ FY20 は 12 万 9,000 トン）、世界
の綿花生産量の約 0.6％を占めています。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）。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。詳細
はこちらをご覧ください。

綿産業全体に水の管理プロジェクトを推進

イケアは WWF と協力し、パキスタン、インド、
トルコで水の管理を改善するウォータースチュ
ワードシッププログラムを進めています。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、
綿産業での水利用の問題に取り組んでいます。
現在は、世界のほかの綿花栽培地域にも拡大し
再現できる、綿花栽培に適した水管理モデルを
開発しています。インドでは、イケアの農場プ
ロジェクトにより、従来の農場と比較して作物
用水を 18％節水することができました。また、
灌漑（かんがい）インフラを改善する取り組み
のおかげで配水効率が 11％向上しました。

農業

1 よりサステナブルな供給源またはリサイクル素材の供給源と定義されているもの。 

綿の原産国
フレッシュ/バージン綿 
（サステナブルな調達先から仕入れた綿100％）

* その他：ブルキナファソ、カザフス
タン、マリ、イスラエル、オースト
ラリア、ベナン、南アフリカ 

24%	
中国

17%	
ブラジル

13%	
インド 24％	

パキスタン

5％	
コートジボ
ワール

5％	
トルコ

5％	
米国

2%	
カメルーン

3％
その他 *

1％
キルギスタン

1％
スペイン

ベター・コットン・イニシアチブ（BCI）の戦略的パー
ト ナ ー、Good	Cotton	Practices	Association 
とのパートナーシップ（トルコ）

私たちは Good Cotton Practices Association
と連携し、主要なプレイヤーの能力を高めるとと
もに、公共サービスや社会福祉を集結させて、
綿畑での働きがいのある仕事や適正な雇用を実
現するよう政策決定者に呼びかけるプロジェクト
の開発に取り組んでいます。

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  |  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（SDG）の指標 
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インド、パキスタンで土地利用の管理原則を
強化

イケアは、アグロフォレストリーシステムで
貯水池を管理することによって、湿地を保全
し生態系を強化することを目指すプロジェク
トを進めています。これにより、BCI などの
世界的なサステナビリティ基準を採用し、さ
らなる土壌侵食を食い止め、肥沃な土壌を取
り戻すことで、綿を含む農産物のサステナブ
ルな栽培を確実に行うことができます。プロ
ジェクトの大きな成果として、インドで 37 万
5,000 本、パキスタンで 100 万本の木が植え
られました。こうした取り組みによって、数
年後には大気中の二酸化炭素を大量に隔離す
ることができます。

食品原材料

よりサステナブルな食料システムの実現に向けた
私たちの活動は、責任ある調達を目指す取り組み、
そして健康的でサステナブルな暮らしを人々に届
けるという目標とつながっています。イケアが重
点を置いているのは、栄養価の向上、質の高いプ
ロテイン（タンパク質）の開発、 食品廃棄物の削
減、梱包材の改善です。また、すべての食品原材
料について責任ある調達を実現するという目標を
掲げています。私たちは、責任ある調達を保証す
る方法の1つとして第三者認証を活用しています。

FY21 の実績

• コーヒー豆とカカオ豆：FY21 では UTZ 認証コー
ヒ豆の使用率が 100％、カカオ豆が 50％に達し
ました。イケアブランドの板チョコレートはす
べて UTZ 認証を受けています。コーヒー豆につ
いて詳しくは、こちらをご覧ください。

• お茶：FY21 は、UTZ 認証 / レインフォレスト・
アライアンス認証およびフェアトレード認証を
受けた茶葉の使用率は、イケア製品全体で 84％
でした。

• 大豆：イケアのサプライチェーンで使用される
大豆のほとんどは、家畜の飼料として使用され
ています。FY21 ではサプライチェーンで家畜の
飼料として消費されたと推定される大豆の全量
を、責任ある大豆に関する円卓会議（RTRS）認
証クレジットでカバーしました。

• パーム油：FY21 ではイケアの製品に使用した
パーム油はすべて、持続可能なパーム油のため
の円卓会議（RSPO）の認証を受けています。

• シーフード：FY21 ではイケアが世界全体で使用
した魚介類の総量のうち、水産養殖管理協議会

（ASC）または海洋管理協議会（MSC）の認証を
受けたものは 98.2％に達しました（2020 年：
91.2％、2019 年：93.7%、2018 年：91％）。 シー
フードについて詳しくは、こちらをご覧くだ 
さい。

• また、イケア製品の一部は、EU のオーガニック
基準を満たしていると認証されています。

カーボンスマートで、強くしなやかな農業を促
進（パキスタン）

FY21 には、2 万軒の農家が気候変動に対応し
た作物の生産についてトレーニングを受け、農
家の適応能力強化としなやかな強さの形成に
取り組みました。本収穫年度のデータ分析によ
ると、トレーニングを受けなかった農家と比較
して、プロジェクト農家の温室効果ガス（GHG）
排出量は全体で 19％減少し、収穫量は 16％増
加、そして土壌有機物も 0.2％増加したことが
わかっています。また、3,000 人以上の農村部
の女性や農業従事者が、家庭菜園や果樹園の設
立など別の収入源を創出する方法について研
修を受けました。これは、気候変動がもたらす
変化に対処できる経済力を身につけることが
ねらいです。  
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https://about.ikea.com/en/about-us/our-view-on/good-coffee-comes-from-good-sources
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https://about.ikea.com/en/sustainability/responsible-sourcing/seafood-you-can-feel-good-about
https://about.ikea.com/en/sustainability/responsible-sourcing/seafood-you-can-feel-good-about
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アニマルウェルフェア（動物福祉）
適切なアニマルウェルフェアは、よりサス
テナブルな畜産業の実現を目指すイケアの
目標の中心的要素です。私たちは、飼育環
境や処理方法を通じてアニマルウェルフェ
アの向上を実現していきます。農場でのス
タンダードとして、動物が精神的・肉体的
に健康であること、動物の種本来の自然な
行動ができる環境をつくることを最優先に
しています。		

IKEA Food のベター・プログラムは、よりサステナ
ブルな畜産業のための基盤です。それぞれの種のベ
ター・プログラムでは、科学的根拠とサプライヤー
や専門家の意見に基づいて主な原則を設定していま
す。FY21 ではイケアのベター・プログラムを成功さ
せるため、さまざまな能力開発資料を作成し、提供
し始めました。これらの資料は、サプライチェーン
の特定の動物のためにサステナビリティとアニマル
ウェルフェアを向上させることに重点を置いてつくら
れています。また、ベター・チキン・プログラムとベ
ター・ピッグ・プログラムのロードマップも更新しま
した。

FY21 の実績

• 世界全体で調達された鶏肉の 21％が、イ
ケアのベター・チキン基準に従って調達さ
れました。FY21 は、ベター・チキン・プロ
グラムの 導入 が ペースダウンしました。
2025 年までに、ベターチキンの要件を満
たした鶏肉を 100％調達することを目指し
ています。

• 世界全体で調達されたすべての鶏肉、そし
てイケアのミートボール用に EU で調達さ
れたすべての牛肉は、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
場に輸送されたものです。

• イケアのミートボール用に EU および北米
で調達された豚肉はすべて、妊娠ストール
不使用で、屠殺前にスタニング（気絶処理）
されてから 8 時間以内に食肉処理場に輸
送されたものです。 

• 世界で調達した卵の総量のうち 90.5％が、
放し飼いの鶏またはケージに入れずに飼育
した鶏が産んだ卵でした（測定範囲拡大の
ため、FY20 のデータとは比較できません）。

アニマルウェルフェアに関する詳細やその他の
FY21 の進捗については、こちらをご覧ください。

「End	the	Cage	Age（ケージの使用廃止）」	 
イニシアチブ

3 月、イケアは EU の市民や食品会社 170 社と
ともに、欧州委員会および欧州議会議員に対し
て、採卵鶏をはじめとする動物のケージ飼いを
段階的に廃止することを求める嘆願書を送りま
した。これは、サプライチェーンにおけるアニ
マルウェルフェアに関するイケアの目標に沿っ
た活動です。詳細はこちらをご覧ください。

無機素材とは、金属、ガラス、陶磁器、化学
物質、電子機器の製造に使用する鉱物です。	

これらの鉱物は、鍋やフライパン、設備機器や照明、
水栓などさまざまな製品に直接使用され、各種パーツ
や固定具には間接的に使用されています。無機素材に
は採取産業が関与します。これらの原料の使用は、大
幅に削減するか、代替品に置き換えられ、可能な場合
は使用を廃止します。

一部の鉱物には、再生可能な代替品が存在しないもの
があります。また、リサイクル技術がまだ確立してい
ない原材料もあります。こうした素材について解決策
が見つかるまで、責任ある調達先から仕入れたバージ
ン無機素材の使用を継続し、可能な場合は新しい技術
に置き換え、イケア製品に使用する割合を減らしてい
きます。

イケアの慣行改善のため、原材料の分析調査を実施

FY21 ではイケアのパートナーである非政府組織、
Pact と協力し、14 種類の原材料の分析調査を実
施し、無機素材の抽出や採掘がもたらすリスクを
洗い出し、サステナビ リティに与える影響につい
て知識を深めました。分析では、イケアのビジネ
スとサプライチェーン、社会、環境を考慮に入れ
たうえで、リスク、重要な利害関係者、有望なサ
ステナビリティプランを特定しました。

無機素材
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リサイクル素材は循環型社会を支える資源で
す。イケアは、リサイクル素材（二次原材料）
の使用率を高める取り組みを続けています。
FY21 にイケアの製品に使用する目的で仕入
れた原材料の 73％が、再生可能素材またはリ
サイクル素材でした。再生可能な素材の使用
率は 56％、リサイクル素材は 17％に達して
います 1。

私たちは、リサイクル素材のバリューチェーンに沿っ
て責任ある調達を実現（または保証）する取り組みを
加速させています。世界では毎年、消費後の廃棄物が
20 億 1,000 万トンも発生していますが、そのうちリサ
イクルされるのはわずか 13.5％にすぎません 2。 

私たちは FY21 も引き続き、リサイクル素材の調達に
伴う複雑な課題に取り組みました。多くの国では、消
費後の廃棄物をリサイクル素材に生まれ変わらせる能
力が限られています。これは、インフラやテクノロジー
の不足、需給バランスの偏り、選別方法の不備などが
要因となっています。同時に、廃棄物処理産業はその
一部またはすべてにおいて組織化が進んでいないた
め、多くの場合、インフォーマルセクターやセミイン
フォーマルセクターによって管理されています。この
分野では十分な規制と監視体制が確立されていないた
め、廃棄物のずさんな管理が起こりやすく、環境や人、
現地経済にさまざまな悪影響を及ぼすおそれがありま
す。このような状況は、労働者に対する不当な扱いに
つながる可能性もあるため、イケアが掲げる公平性と

平等性に関するアジェンダに沿った形で二次原材料
を調達するよう努力を重ねています（39 ページ）。 

また、廃棄物処理業者、地域コミュニティ、リサイ
クル業者などと協力し、リサイクル素材の生産、技
術革新、投資を拡大する取り組みも継続しています。 

1 これらのデータ測定範囲は拡大され、梱包材も含まれるようになったため、FY20 との比較が難しくなっています。
2 世界銀行「Trends in Solid Waste Management（固形廃棄物管理の傾向）」2018 年

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。私たちは、この測定範囲を詰め物
などを含み、ポリエステルを使用するすべての
製品に広げました（硬化プラスチックを除く）。
こ の よ う に 測 定 範 囲 を 広 げ て も、 サ プ ラ イ
チェーンのポリエステルの 88％が確実にリサイ
クル素材であるようにしています。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 3。これによって約 27 万 1,000 トンの CO2

相当量を削減できました。

3 Quantis World Apparel & Life Cycle Assessment Database（WALDB）に集約さ
れた業界標準と最新の研究結果に基づいて算出。

FY21 に発売された ODONVIDE/ オドンヴィーデ	重い掛け布
団の芯材と上部 / 中素材には、リサイクルポリエステルを
80％以上使用しています。

プラスチック汚染に取り組む世界規模の連携

今年度イケアは、プラスチック汚染に関する国際
条約の策定を支持し、組織横断型の国際協議に参
加しました。そこでは好意的な反応が示され、
2022 年 2 月の国連環境総会（UNEA）で条約締結
に向けた交渉が行われることになっています。

IKEA	Industry の廃棄物管理 5

FY21 では IKEA Industry は、リサイクル率を
4.3％増とし、合計で 85.8％としました。FY25
までに原材料のリサイクル率を 90％にするとい
う目標の達成に向けて順調に進んでいます。 

また、埋め立て処分になる廃棄物を事業活動か
ら一切出さないことを目指しており（法律上可能
な限りにおいて）、この目標についても順調に進
んでいます。FY21 に埋め立て処分になったのは
廃棄物全体の 2.1％でした。 

廃棄物を前年比で 1％減らすという関連目標は
生産の効率化に大きく依存するため、達成が困
難でした。IKEA Industry の各部署が異なる方
法でこのデータを測定しているため、FY21 の削
減実績は 0.14％から 0.48％まで差があります。

4 木材を除く。

リサイクル素材
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FY21 も引き続き、エビデンスに基づいた改善行動計画
の準備作業として、イケアのバリューチェーン全体に
おける水の使用状況を確認し、追跡しました 1。

現在、この追跡結果を基に、パフォーマンスの継続的
分析や対策の実施に役立つ目標や主要業績評価指標

（KPI）を策定しています。2021 年秋には、重要な一歩
を踏み出しました。SBTN の「Corporate Engagement 
Programme（企業エンゲージメントプログラム）」に
加入し、 海洋や淡水に関する目標を含めた自然に関す
る科学的根拠に基づく目標の設定をサポートしました。
これにより、科学的根拠を反映しながら、測定可能か
つ実行可能で期限が明確な目標を設定できるようにな
ります。

また、ウォーターポジティブになるための活動を推進
し、文化や規制の問題を乗り越えるため、他者とのコ
ラボレーションやパートナーシップも継続しています。
FY21 からスタートした新しいウォーターポジティブイ
ニシアチブについては、12 ページをご覧ください。 

イケア店舗を訪れるお客さまの 40％以上が水不足に悩
む地域で暮らしています。イケアのウォーターフット
プリントの総量のうち 14％は、お客さまの製品使用に
伴う排出です。 このため私たちは、節水効果の高い製
品や、家での水の使用量を削減できるスマートなソ
リューションを開発することにも注力しています。お
客さまに健康的でサステナブルな暮らしを届けるため
の取り組みについては、8 ページをご覧ください。

現在、WWF と協力して、パキスタン、インド、トルコ
で水管理プロジェクトを進めています。詳しくはこち
ら（33 ページ）をご覧ください。

イケアは、2030 年までにウォーターポジ
ティブの実現を目指します。優れた水の管
理人となり、事業活動とバリューチェーン
においてきれいな水の利用可能性を高めて
いきます。できるだけ水を効率的に利用し、
産業排水による環境へのダメージを排除す
る努力を続けていきます。

詳細はこちらをご覧ください。

1 イケアの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が含まれます。

イケアの戦略では、もっとも大きな影響力
を発揮できる領域とポジティブな影響をも
たらす機会を考慮してフォーカスエリアを
設定しています。 

• バリューチェーン全体で水質と水の利
用可能性を向上させる。

• 家での水の使用量を削減できるように
する。

• ウォーターポジティブな未来を実現す
るため、リーダーシップを発揮し、協
力して取り組む。 

ウォーターポジティブ戦略の
フォーカスエリア

ウォーターポジティブの実現

FY19 

FY20

FY21

バリューチェーン全体における水利用
（千m3）

797,023

665,621

703,468

原材料（78% – 545,333）

家庭での製品の使用（14% – 101,097）

食品原材料（4% – 25,854）

IKEAのリテール事業＆その他の業務（1% – 6,192）

生産（3% – 24,993）
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私たちは、イケアの製品内に使用する化学
物質、または製品の製造に使用する化学物
質はすべて、環境と社会にとって安全なも
のを使用すべきだと考えます。

化学物質に対するイケアの見解については、こち
らをご覧ください。

「永遠に残る化学物質」の段階的廃止を継続	

ペルフルオロアルキル物質およびポリフルオロアルキル
化合物（PFAS）は、4,700 種類以上の化合物を含む
化学物質群を指します。これらの物質は汚れや油、水
を寄せ付けないため、これまでさまざまな消費財や工
業用途に使われてきました。PFAS は環境からいつま
でも消えないため、「永遠に残る化学物質」と呼ばれ
ています。イケアは 2010 年から、サプライチェーンで
PFAS の使用を体系的かつ段階的に廃止する取り組み
を進めています。 

2021 年、不要な PFAS をさらに制限し、段階的廃止計
画に追加するため、サプライチェーンを詳細に調査し、
PFAS が使用されている可能性をさらに探しました。

イケアの製品に使用するホルムアルデヒドの
削減・廃止に向けた取り組みを継続

FY21 も引き続き、イケア製品のホルムアルデ
ヒド放出量削減に取り組みました。私たちは、
数十年にわたってこの課題に取り組んでいま
す。木質素材のホルムアルデヒド放出レベル
を天然木と同じレベルまたはそれ以下に減らす
ため、段階的なアプローチを採用しています。
2022 年には、ペーパーフォイルのコーティン
グに使用するホルムアルデヒドの段階的廃止
に着手します。

イケアが使用する化学物質の安全性が認定される

米国とカナダの大手小売業者 50 社の化学物質に
対する取り組みを評価する Mind the Store レポー
トカードにおいて、化学物質の安全性を保証するイ
ケアの取り組みが認められました。より安全な化学
物質を使用するポリシーを拡充することで継続的
な改善を進めるイケアの取り組みは、A 評価を受け
ました（F~A+ の評点方式）。サプライヤーのトレー
ニング、第三者機関のテスト要件の適用、定期検
査など、サプライチェーン内での取り組みも高く評
価されました。

化学物質と廃棄物に関するグローバルな枠組み
の強化を働きかける

イケアは、国連加盟国の大臣、政府間組織、業
界 団 体、 市 民 団 体 な ど で 構 成 さ れ る High 
Ambition Alliance on Chemicals and Waste に
加入しています。この連合の目標は、化学物質と
廃棄物に対する意識を高め、コミットメントを確
実に果たし、あらゆるレベルでのアクションを徹
底して管 理することです。2021 年 7 月、Berlin 
Forum on Chemicals and Sustainability（化学
物質とサステナビリティに関するベルリンフォー
ラム）の期間中、私たちはこの連合を通じて、化
学物質と廃棄物に関するグローバルな枠組みを
更新し強化することを要請しました。

化学物質
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公平性と平等性

2030 年に向けたイケアの目標は、イケアのバ
リューチェーン全体のすべての人にポジティブな
社会的影響をもたらすことです。

2030 年
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

• ビジネスのすべての分野で人権を尊重し、国際的
な労働基準の導入に引き続き注力していきます。

• 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。

• 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。

• 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。

インクルーシブなビジネスを目指す

• イケアのビジネスを成長させ、多くの人に機会を
提供します。

• 多様性のあるインクルーシブな職場づくりに継続
して取り組み、誰もが自分らしく働けるよう支援
します。

• ジェンダー平等を実現します。

• イケアの活動すべてにおいて子どもの権利が尊重
されるようにします。

• 若者のための学びと仕事の機会の提供を促進し 
ます。 

• イノベーション、ビジネスの成長、社会的影響の
促進に寄与できるよう、イケアのバリューチェー
ンを多様なビジネスパートナーシップで構成し 
ます。

• 地域コミュニティとつながりを持つことで、暮ら
しにポジティブな影響を与え、インクルーシブな
地域経済に貢献します。

平等の促進に努める

• イケアの目標、価値観、信念を守り、変化を呼び
かけ、それを支援するために積極的な役割を果た
していきます。

• 他者と関わり、知識を共有し、刺激し合い、透明
性を保ちます。

イケアのコミットメント
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FY21 の進捗の概要

FY21 も引き続き、バリューチェーンだけでな
く、それ以外にも範囲を広げて人権尊重に努
め、公平で平等な社会の実現に取り組みまし
た。私たちは、イケアがもっともポジティブ
な影響を与えられる分野である、子どもの人
権、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）をサポート
するインクルーシブな職場に重点的に取り組
みました。	

イケアは、コワーカーの健康、安全、ウェルビーイン
グ（心身ともに満たされた状態）の実現に尽力してい
ます。FY21 は、このコミットメントを達成するため、
テクノロジー変革がもたらすメリットでコワーカーを
支援すること（41 ページ）や、社内向けのラーニングコー
スを拡充し、質を高めること（42 ページ）に取り組み
ました。

イケアのビジネスでは、国連のビジネスと人権に関す
る基本原則（UNGP）と子どもの権利とビジネス原則

に従って、人権の尊重および支援に全力を尽くしてい
ます。FY21 に私たちは、EU で事業を行うすべての企
業に対し人権デューデリジェンスを義務付ける EU の
法律を支持・推進する声明に署名しました（46 ページ）。
また、国連の児童労働撤廃国際年に対する支持も表明
し、児童労働の終結に向けた行動を選択することを新
たに誓約しました（47 ページ）。

FY21 に新型コロナウイルスの感染拡大の影響で遅れて
いた一部のプロジェクトやイニシアチブを完了するこ
とができました。人権をベースラインとした評価プロ
ジェクトなどがこれに該当します（46 ページ）。この
プロジェクトや同様のプロジェクトが、今後の私たち
の行動の指針となり、対策の強化につながります。

新型コロナウイルスの世界的流行と気候変動の影響に
より、昨年、極度の貧困層の割合が数十年ぶりに増加
しました 1、2。新型コロナウイルスと気候変動の問題は、
連携の取れた協力関係を築くことでしか解決すること
はできません。

イケアのフランチャイジーの事業活動は、フランチャ
イジー向けの行動規範「IConduct」に従って行われます。
サプライヤーとの取引やイケアのバリューチェーンで
の活動は、責任を持って製品、サービス、原材料、部
品を調達するイケアの方法を示した IWAY に従います。
IWAY は 20 年以上にわたって適用されており、サプラ
イヤーとの取引に欠かせない信頼性の高い堅牢なシス
テムを構築することができました。イケアは定期的に
IWAY の見直しを行い、世界の変化や課題を踏まえ、現
実に即した内容となるよう更新しています。FY21 は、
システム全体をアップグレードした IWAY 6 を発表しま
した（49 ページ）。

この 1 年、イケアのバリューチェーンを超えて責任あ
る採用を推進し確実に実践するための努力を重ねた 
結果、移民労働者の保護活動にも進展がありました 

（45 ページ）。2018 年以来、イケアは国際移住機関（IOM）
と協力して公平で倫理的な採用の促進に取り組んでお
り、ベリー摘みの仕事でスウェーデンにやって来るタ
イ人労働者の支援なども行っています（45 ページ）。
FY21 に進行した共同イニシアチブの中には、適正評価

用チェックリストや、移民労働者の保護を強化するブ
ロックチェーンベースのテクノロジーなどのリソース
開発などがあります（45 ページ）。

大手の荷主企業であるイケアは、より安全な道路を実
現するための取り組みを行っています。FY21 には、道
路の安全に関する新しいアジェンダを導入しました。
このアジェンダでは、道路の安全を守るうえでの私た
ちの役割や、道路の安全性強化のための戦略的行動を
まとめています（48 ページ）。

社会起業家との取り組みも強化・拡大しています。ソー
シャルビジネスパートナー 6 社と新たに提携を結び（計
11 社に増加）、もっとも仕事を必要としている人々のた
めに雇用機会を創出しました（48 ページ）。

1 世界銀行「新型コロナウイルス感染症が世界の貧困に与える影響：最新の試算～
2021 年に危機を脱することはできるか？」2021 年

2 気候変動に関する政府間パネル（IPCC）「Climate change widespread, rapid, and 
intensifying（勢いを増しながら、広い範囲で急速に広がる気候変動）」2021 年
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https://d306pr3pise04h.cloudfront.net/docs/issues_doc%2Fhuman_rights%2FCRBP%2FChildrens_Rights_and_Business_Principles.pdf
https://www.iom.int/
https://blogs.worldbank.org/opendata/updated-estimates-impact-covid-19-global-poverty-turning-corner-pandemic-2021
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コロナ禍にあるコワーカーへの配慮		

新型コロナウイルス感染症のパンデミックが始まっ
て以降、経済状態、業務、メンタルヘルスなどさ
まざまな面で影響を受けているコワーカーを、私た
ちは FY21 中もサポートしました。その一環として、
ロックダウンの最中もコワーカーの給料を保証した
ほか、さまざまな国で従業員支援ヘルプラインへの
アクセスを拡大したり、レジリエンス（しなやかな
強さ）研修や再教育・スキルアップのためのオンラ
イントレーニングコースを提供しました。

FY21 の主な活動

コワーカーの健康、安全、ウェルビー
イング（心身ともに満たされた状態）

私たちはこれからも、コワーカーが周囲に支えられ
ていることを実感し、自分の力を発揮できる環境づ
くりとともに、安心と安全を基準にしてイケアのビジ
ネスに関する判断や活動を行っていきます。 

2 IKEA Industry は板材と木製家具のメーカーです。

IKEA Industry では、機械や化学薬品を取り扱い、
頻繁な輸送を行っているため、健康面や安全面で
のリスクが高くなります。FY21には、すべてのコワー
カーが簡単に利用できる共通のインシデント・事
故報告ソリューションが導入されました。この成果
として報告件数が増加し、コワーカーが安全に関
する取り組みに参加する機会が増えていることが
わかります。

IKEA Industry にとってもっとも大切なことは、す
べてのコワーカーが毎日安全に働ける強固なセー
フティカルチャーを構築することであり、 目指すの
は「ゼロ・アクシデント」です。FY21 では事故件
数は FY18 と比較して 30％減少しましたが、ゼロ・
アクシデントの目標達成までにはさらなる努力が
必要です。事故件数の減少は良い傾向ですが、死
亡事故 1 件を含む重大事故も数件発生しています。
このインシデントについては追跡調査を行い、メ
ンテナンス業務に関するコワーカーとチームの貢
献意欲を重視した新しい安全対策を導入しました。

124

123

FY20 

FY21 

FY19 

IKEA Industry
休業災害 * の発生件数の推移
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* 1 日以上の休業を必要とする事故。

86.0

52.5

56.3

FY20 

FY21 

FY19 

* 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）

1 IKEA Industry は板材と木製家具のメーカーです。

IKEA	Industry における成果 1

パンデミックが続くなか、イケアの多くの部署では、コロ
ナ禍で心身の健康を維持するための新しいアクティビティ
など、コワーカーの健康とウェルネスを高める支援を拡充
しました。この結果、コワーカーの意識や貢献意欲が向上
しました。

テクノロジー変革がもたらすメリットでコワーカー
を支援

IKEA Industry はデジタル変革を実施し、多くの生
産工程を自動化しています。ロボット化が進み、多
くの施設に高度な IT プラットフォームが導入され、
コワーカー や 働き方にも影 響 が 及 んでいます。
IKEA Industry では、コワーカーが新しいスキルを
習得したり、新しいプロセスの中で新しい役割や責
任を担ったりできるように、さまざまな方法でコワー
カーを支援しています。こうした変化に伴い、チー
ム単位でのアプローチが改善され、コミュニケー
ションが増えただけでなく、高いスキル、貢献意欲、
責任感を持つチームが実現するという成果も生ま
れています。 
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責任ある賃金設定

リテール事業で賃金のジェンダー平等を実現

フランチャイジーの Ingka グループは、賃金の
ジェンダー平等評価を毎年実施しています。
FY21 の評価では、対象となった全 31 カ国 2 に
おいて、 賃金の設定に性別は統計的に無意味で
ある、もしくは 5％以下の許容範囲内で統計的
に有意差があることが判明しました 3  。

2 最大規模のフランチャイジー、Inkga グループを通じて。
3 5％以上の賃金差があるとわかった場合は、その差を調査し、理由を明

らかにします。同一グループ内で見つかった賃金差のうち、パフォーマ
ンス、能力、法的要件によって説明できないものについては、具体的か
つ期限付きのアクションプランによって対処します。

不平等を減らし、イケアのビジネスに関わる人々に
よりよい暮らしを届けるため、私たちが貢献できる
ことの 1 つは、包括的アプローチを取り入れた責任
ある賃金設定を実現することです。

イケアのラーニングコースの拡大と改善

FY21 ではイケアではラーニングコースを増設し、
内容をビジネス目標とより連携させることで質を
高めました 1。

これらのラーニングコースはフランチャイジーシ
ステム全体で利用でき、実世界とデジタル世界を
融合させた環境で学ぶことができます。FY21 で
は世界各国で重要なトレーニングがいくつか始ま
りましたが、その中には贈収賄・汚職防止に関す
る研修や、サーキュラリティの概要、サステナビ
リティの最新情報などがあります。サステナビリ
ティに関するトレーニングの受講は、多くの国で
必須となっています。FY18 にこのトレーニング
が始まって以来、17 万 5,000 人以上のコワーカー
が受講しています（FY21 は少なくとも 7 万人が
受講しました）。 

1 ラーニングコースはイケアグループが提供します。

新しい世界的枠組みと評価方法の導入に向けた準
備が完了

FY21 ではイケアの責任ある賃金設定のための枠組
みと評価方法が完成しました。この枠組みと評価
方法には賃金に関する包括的なアプローチを取り
入れており、職場でのイクオリティ（平等性）、賃
金設定原則、能力、有効な対話、生活賃金に等し
くフォーカスを当てます。これにより、多くの人
にとって公平でインクルーシブな賃金システムを
確立できます。私たちの目標は、イケアのバリュー
チェーンに携わる人々とその家族が、どこで暮ら
していようとも人間らしい生活を送れるようにす
ることです。

2021 年春に 22 カ国と 4 大陸の 65 部門を対象と
した広範な検証を実施し、その結果を反映して調
整を行い、新しい評価方法が完成しました。現在
私たちは、イケアグループとフランチャイジー 
2 社でベースライン評価を実施しています。これ
らは、FY22 から、イケアのさまざまな企業で目標

設定、試験運用、活動実施のためのベースラ
インを定義する手段として使用されます。

私たちは今後もパートナーと協力して、イケ
アのバリューチェーンで働く人々の労働条件
を改善し、よりよい暮らしを実現できるよう
努力していきます。一部のサプライヤーは、
責任ある賃金設定のための新しい枠組みの試
験運用に招待されています。試験運用を通じ
て、イケアのサプライチェーン内でこのアプ
ローチを実践する方法をより深く理解するこ
とができます。

問題の複雑さと賃金に関する慣行に影響を与
えるステークホルダーの多さを考慮し、私た
ちはイケアのビジネスだけにとどまらず、政
府機関、市民社会、企業などと連携し、より
多くのことを達成できるよう力を合わせて取
り組んでいきます。 
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ダイバーシティ（多様性）

イケアは、事業活動を行うにあたり、あらゆる多
様性を歓迎し、サポートするだけでなく、多様性
を守るための取り組みを積極的に進めていきます。
私たちが目指すのは、イケアで働く人が、自分の
個性が大切にされ、才能を認めてもらっていると
感じ、自分らしく働けるインクルーシブな職場で
す。あらゆる人を受け入れる、多様性に富んだ職
場は、コワーカーだけでなく、お客さまにもイケ
アのビジネスにもメリットがあります。

男女比のバランスを改善

イケアは今年度も、新規および現行のイニ
シアチブを活用して、グローバルレベルと
市場レベルの両方でジェンダー平等を推進
しました。私たちは、男女比のバランスが
とれた企業をつくり、一人ひとりのコワー
カーに平等な機会を提供することを目指し
ています。全員が安全かつ快適に働くこと
ができる職場をつくるため、多様性を受け
入れるインクルージョンアプローチを採用
しています。

FY21のコワーカーのジェンダーダイバーシティ

私たちは、イケアのビジネスのあらゆるレベル
において、ダイバーシティ（多様性）とイクオ
リティ（平等性）を達成することを目指してい
ます。ただし、データはジェンダー平等に向
けてまだやるべきことがあると示しています。
私たちは、あらゆる側面でジェンダーとダイ
バーシティを体現したいと考えています。

IKEA Retail 全体では、12 社のうち 3 社にお
いて女性のマネジャーの比率が 50％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積極的に取り組んでお
り、概ね、改善の傾向が見られます。

IKEAフィリピン 1 は、男性が主流のフォークリフトオペレーター
の仕事に女性を採用し、研修を通じて育成することに尽力しま
した。現在この市場では、フォークリフトオペレーターの約
25％が女性です。

1 フランチャイジーの IKANO グループが運営。
2 IKEA Älmhult、Inter IKEA Group のファンクションを含む。

	コワーカー（%）	 	マネジャー（%）

女性 男性 女性 男性

イケアのフラン 
チャイジー

Ingkaグループ 55 45 50 50

Al-Futtaim 28 73 46 54

Dairy Farm 48 52 43 57

IKANOグループ 47 53 51 49

Miklatorg 61 39 58 42

Al Homaizi 16 84 25 75

House Market 61 39 47 53

Sarton 46 64 48 52

Al-Sulaiman 21 79 22 78

MAPA 43 57 35 65

Northen Birch 53 47 40 60

Falabella 52 48 44 56

FY21 のコワーカーのジェンダーダイバーシティ

マレーシア、シンガポール、タイ、フィリピンの IKEA	
Retail は、公平で働きがいのある仕事を創出し、ダイバー
シティとインクルージョンのロールモデルになることを
目指しています 1。彼らは、2025 年までに男女比を均等
にするという目標を掲げています。現在、事業活動に携
わる全コワーカーのうち、女性が47％、男性が53％です。
女性マネジャーの割合は 51％です。これらのリテール
事業部門では評価を進めている最中であり、ジェンダー
バランスの目標達成に向けてフォローアップのアクショ
ンを実施しています。

	マネジメントチーム（%） 	監査委員会（%）	

女性 男性 女性 男性

Inter IKEA Group 33 67 33 67

フランチャイズ2 50 50 39 61 67 33

Range 49 51 40 60 50 50

Supply 40 60 32 68 36 64
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リテール事業でのイクオリティ（平等性）を後押し

FY21 ではイケア最大のフランチャイジーである
Ingka グループは、イケアのリテール事業におい
てビジネス上の判断に民族、人種、国籍に対す
る配慮を盛り込むことを定めたグローバルロード
マップを作成しました。このロードマップに従っ
て、Ingka グループが事業を展開する地域コミュ
ニティの文化と多様性を反映する労働者を支援し
ていきます。また、インクルーシブなビジネス慣
行を確立するための対策も行います。

WBCSDと連携し、ビジネスプラクティスを通じ
て不平等の解消に取り組む

FY21 では Inter IKEA Group は、持続可能な開
発 の た め の 世 界 経 済 人 会 議（WBCSD） の
Business Commission to Tackle Inequality

（BCTI、不平等に取り組むためのビジネス委員会）
が立ち上げた新しいイニシアチブに加入しました。
このイニシアチブは、不平等に対する企業の取り
組みを強化し、コラボレーションの基盤と企業の
取り組みのためのアジェンダをつくるため、大手
企業やその他の利害関係者を動員することを目的
としています。詳細はこちらをご覧ください。

ビジネス上の人種差別をなくす国際的な取り
組みに参加

今年度、フランチャイジーの Ingka グループは、
世界経済フォーラムとグローバル企業 47 社と
協力し、人種や民族に関係なく公平な待遇を
実 現 す る た め の 取 り 組 み を 進 め まし た。

「Partnering for Racial Justice in Business
（ビジネスにおける人種的正義を実現するため
のパートナーシップ）」イニシアチブは、人種的・
民族的アイデンティティにより過小評価されて
いるプロフェッショナルのために、公平で公正
な職場づくりを目指します。参加企業は、人種
的・民族的正義を取締役会の議題に盛り込み、
具体的な方策を 1 つ以上実施し、人種差別のな
い組織をつくるための長期戦略を策定します。

リーダーポジション（管理職）のイクオリティ
向上を目指す新しい計画

今年度は、30 のイケア市場でイクオリティに
関する計画がスタートしました 2。2024 年まで
に、全レベルの管理職で民族、人種、国籍の
多様性を向上させることを目指しています。 

計画では 3 つの目標が設定されています。 

1. Ingka グループが事業を行う地域コミュニ
ティや国の文化と多様性を、全レベルの管
理職に反映させます。

2. 公平なビジネス慣行を実践し、管理職に 
少ないグループから選出する人数を増やし
ます。

3. すべての民族、人種、国籍のコワーカーを
受け入れ、インクルージョンを強化します。

1 調査は、GlobeScan とフランチャイジーの Ingka グループが実施しました。
2 イクオリティのためのこの計画は、フランチャイジーの Ingka グループが運営する市場に特化した内容になっています。

イクオリティに関するデータの収集、使用、共有

今年度は、イクオリティに関する姿勢や行動につ
いて詳細な調査を実施し 1、17 カ国 1 万 7,000 人
以上からデータを収集しました。この調査の結果
は、イクオリティに関するイケアの取り組みの方
向性を決めるものとなります。また、グローバル
社会がイクオリティの実現に向けて前進できるよ
うに、企業や政策決定機関、変革を推進する経
営者などにこのデータを共有しています。

次世代の若者への支援

Inter IKEA Group と世界最 大の次世代リーダー
フォーラム「One Young World」とのパートナーシッ
プは 2 年目を迎えました。2021 年、年次ワールド
サミットには、190 を超える国から 1,800 人以上の
次世代リーダーが集結しました。イケアビジネスか
らは 10 人の次世代リーダーが参加し、システム能
力の構築や人権問題に関する取り組みの進展など
について話し合いました。

未来のイケアのリーダーを支援する新プロ
グラム

FY21 ではイケアのネクストジェネレーション・
プログラムが始動しました。25 歳から 34 歳
までの未来のリーダーたちが、12 カ月間にわ
たり、複雑なビジネス構造の中で大きな仕事
をリードする経験を積むことができるプログ
ラムです。現在、最終段階に入っており、プ
ログラムの第 2 弾がまもなく始まる予定です。
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移民労働者の権利の強化と保護

私たちはタイの IOM と協力し、責任ある採用
を実現し、その実施を促すさまざまなリソース
を提供しました 1 。たとえば、適正評価用チェッ
クリスト、雇用主の義務と文化的な配慮に関す
るガイドブック、移民労働者の保護対策を改善
するブロックチェーンベースのテクノロジーな
どです 2。

IOM とのパートナーシップについては、こちら
をご覧ください。

東南アジアでの責任ある採用の 
認知度向上と実践

FY21 ではイケアは IOM との連携を継続し、タ
イ、ベトナム、マレーシア、フィリピン、シン
ガポール、オーストラリアのイケアのコワー
カーとビジネスパートナーにトレーニングプロ
グラムを提供しました 3 。トレーニングは主に、
国際標準や国内法、不公平な待遇への効果的な
対処、コロナ禍で増大する労働搾取リスクに関
するものでした。

責任ある採用

世界には、収入のよい仕事やよりよい暮らし
を求めて、別の国を目指す人がたくさんいま
す。残念ながら、こうした労働者は搾取され
やすい状況に置かれています。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、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」を支持する立場を取り続けて
います。 

8 月、イケアの代表者と IOM の担当者は、タイ
の労働省雇用局海外雇用管理課の担当者と面談
し、ベリー農園で働くタイ人労働者の採用プロセ
スについて透明性を高める対策や、公平で倫理的
な採用を促進する取り組みについて話し合いまし
た。また、ベリー産業で働くためにスウェーデン
にやってくる季節労働者支援のために作成された
コミュニケーション資料も提供されました。 

このコミュニケーション資料では、スウェーデン
での労働環境や生活環境について説明し、労働者
の権利や雇用契約に関する情報も提供していま
す。こうした支援情報が、タイ東北部の主要な方
言イサーン語で提供されるのは初めてのことで
す。イケアのベリーサプライチェーンで働く移民
労働者の大半が、この地方の出身者です。 

ベリー摘みの仕事のためにスウェーデンに渡航す
るタイ人労働者は、毎年 3,000 人から 5,000 人に
上ります。

1 Inter IKEA Group を通じて。
2 IOM と Diginex が共同で開発したテクノロジー。詳しくは、IOM のウェブサイトをご覧ください。
3 このイニシアチブは、Inter IKEA Group（IIG）を通じて実施されています。計 26 社のビジネスパートナーにトレーニングを提供しました。

スウェーデンで働く 
ベリー摘み労働者の保護

IRIS へのアドバイスと支援

国際移住機関（IOM）は、FY21 も引き続き、
国際的な人材採用のための自主認証プロセス
で あ る International Recruitment Integrity 
System（IRIS）の開発に取り組みました。
Inter IKEA Group は諮問委員会のメンバーと
して、IRIS の開発とその実践を全般的にサ
ポートしています。  
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https://about.ikea.com/en/sustainability/stakeholder-engagement
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https://www.ihrb.org/employerpays/leadership-group-for-responsible-recruitment%20
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https://iris.iom.int/
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イケアのビジネスにポジティブな変化を
もたらすため、IHRBと連携

Inter IKEA Group は、The Institute 
for Human Rights and Business

（IHRB）の支援を受け、人権問題に対す
る取り組みを進展させました。私たちは、
イケアのビジネスが影響力を発揮し、ポ
ジティブな変化を提唱できる領域の特定
に力を注いでいます。IHRB はビジネス
と人権に関する取り組みをけん引する国
際的シンクタンクであり、日常の業務に
人権尊重の姿勢を取り込むための方策
を策定し、ビジネス慣行を進歩させ、説
明責任を強化することをミッションに掲
げています。

人権

イケアは、バリューチェーン全体で人権を尊重すべく努
力しています。なかでも、私たちが事業活動を行う地域
コミュニティの子どもを含めたすべての人の権利保護に
力を注いでいます。

この 1 年、強制労働のリスクに対する意識が高まり、こ
れは企業の自主的な行動にまかせる問題ではなく、原材
料やサービスを含むバリューチェーン全体で企業が義務
として取り組むべき問題であるという認識に変わってき
ました。私たちは、人権と環境デューデリジェンスにつ
いて十分な検討を重ね、調和させた法律を支持し、環
境と社会を守ります。

Inter	IKEA	Group の人権に関するポリシー
を更新

FY21 では Inter IKEA Group において、コア
ビジネス部門とグループ部門を対象に人権を
ベー スラインとした評価プロジェクトが実施さ
れ、社内の 100 人を超える関係者からの聞き
取りも行いました。ビジネスプロセスにデュー
デリジェンスがどのように組み込まれている
か、また体系的アプローチを強化できる領域
はどこかについて、総合的に分析しました 1 。
この分析結果を反映し、人権に関する Inter 
IKEA Group のポリシーを更新しました。

人権デューデリジェンス（人権への継続的な
取り組み）義務化を推進	

FY21 では Inter IKEA Group と 11 の企業（い
ずれも Nordic Business Network for Human  
Rights（NBNHR）の加盟企業）は、欧州連合

（EU）で事業を行うすべての企業に対し、人権
デューデリジェンスを義務化する EU 法を支
持、推奨する声明に署名しました。デューデリ
ジェンスのプロセスは、自社のビジネス活動
が及ぼすマイナスの影響を企業が特定しやす
いようにつくられており、そうした影響の防止、
軽減、説明に役立つものとなっています。適
切な規制を設けることで、企業が業務に人権
尊重の視点を組み込めるようになり、世界に
広がるバリューチェーン全体で人権を改善する
ことができます。

1 デューデリジェンス。「ビジネスと人権に関する国連指導原則」に記載のとおり。
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https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
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子どもの権利

私たちは引き続き、子どもの人権が尊重されるよう取
り組んでいます。子どもの人権に関するロードマップ
のフォーカスエリアと連動させたプログラム、パート
ナーシップ、イニシアチブを通じて、子どもの人権を
守っていきます。 

子どもの人権に関するイケアの取り組みについては、
こちらをご覧ください。

イケアのサプライチェーンで進行中の児童労働
防止に関する取り組み

イケアのバリューチェンでは児童労働を一切認
めません。FY21 は、イケアのサプライチェーン
において児童労働の疑いがあるケースや確認さ
れたケースはありませんでした。サプライチェー
ンにおける FY21 のコンプライアンス遵守状況

（IWAY）について詳しくは、49 ページをご覧く
ださい。 

2021 年、国際労働機関（ILO）と国連児童基金
（UNICEF）は、児童労働に関する世界推計を新
たに発表しました。それによると、残念ながら、
児童労働に従事している子どもの数が世界で 1 億
6,000 万人に上り、増加傾向に反転していること
がわかりました 1、2 。この報告書は、企業や組織、
そして社会のさまざまな構成員がただちに行動
を起こす必要があると警鐘を鳴らしています。

私たちは引き続き、児童労働を防止するイケア
の取り組みを見直し、ビジネス慣行のさらなる
改善に努めます。イケアが現在重点的に取り組
んでいる分野は、天然繊維のサプライチェーン
で す。Centre for Child Rights and Business と
協力し、天然繊維産業における子どもへのリス
クや影響を詳細に把握するためのプロジェクト
を試験運用しています。このプロジェクトを通
じてさまざまなリスクや問題がすでに見つかっ
ており、現在は解決策の特定と導入に取り組ん
でいます。このプロジェクトの結果を生かして、
天然繊維のサプライチェーンに新しいガイドラ
インやビジネス慣行を導入し、関係者にトレー
ニングを行うほか、パートナーやほかの人々も
巻き込んで広い範囲で子どもの権利の問題に取
り組んでいきます。このプロジェクトはサプラ
イチェーンマネジメントの拡大にも役立ちます。 

責任あるマーケティングとコミュニケー
ションのための新ガイドライン

FY20 に確立した土台を基に、イケアのコ
ミュニケーションで子どもを扱う際に責
任ある方法で表現するためのガイドライ
ンを作成し、今年度発表しました。この
ガイドラインは、マーケティング資料や
コミュニケーションコンテンツを作成す
るコワーカーをサポートすることがねら
いであり、責任あるマーケティングの取
り組みを前進させるための重要な一歩と
なりました。このガイドラインはイケア
の全コワーカーに公開されています。 

児童労働の撤廃に向けた行動誓約	

FY21 にイケアは、2021 年を児童労働撤廃国際年
と定めた国連のイニシアチブに賛同し、行動誓約
書を提出しました。詳細はこちらをご覧ください。

Real	Play	Coalition を通じて、遊び場
の拡大に寄与

F Y21 で は Real Play Coalit ion と
PlacemakingX が 協 力 し て「Real Play 
City Challenge」を立ち上げ、社会に子
どもの遊び場を取り戻すよう呼びかけまし
た。イケアビジネス 3、LEGO Foundation、 
National Geographic、Unilever が創設
メンバーとなり、子どもの発育と学習を促
す遊びの大切さを訴え、ムーブメントをつ
くることを目指しています。詳細はこちら
をご覧ください。

イケアでは、事業活動に子どもの権利に対する
配慮を盛り込むための明確な方向性を示した 7
つのフォーカスエリアを定めています。

1. 遊ぶ権利
2. 子どもが安全に使える製品およびソリュー

ション
3. 児童労働の防止、若年労働者への支援
4. 子どもの参加
5. 子どもの安全確保
6. 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
7. 家族にやさしい職場環境

子どもの権利に関する
ロードマップ

1 UNICEF および ILO、「児童労働：2020 年の世界推計、傾向
と今後の課題」2021 年 

2 ILO、「世界の児童労働者数 1 億 6,000 万人に、この 20 年で
初の増加」2021 年

3 フランチャイジーの Ingka グループを通じて。
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https://about.ikea.com/en/newsroom/2021/04/21/ikea-supports-2021-as-the-un-international-year-for-the-elimination-of-child-labour
https://realplaycoalition.com/
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イケアのバリューチェーンを超えて社会の状況を改善する

私たちは、公平でより平等な世界の実現に寄与するた
め努力しています。そのためには、継続的な評価と調
整を通じて働き方を改善し、社会の新しい動向や変化
に適応していくことが欠かせません。

リサイクル業界のポジティブな変化に協力

FY21 ではインドのリサイクル会社 Sahaas 
Zero Waste と協力し、搾取されるリスクの
高い労働者のために平等な雇用を実現するプ
ロジェクトを立ち上げました。このコラボ
レーションでは、イケアの製品に使用できる
オーシャンバウンド・プラスチック（OBP）
の回収に重点的に取り組んでいます。GURLI/
グルリ ひざ掛けは、OBP 100％でつくられて
います。 

イケアは、OBP のサプライチェーン構築に多
国 籍 企 業 が 協 力 し て 取 り 組 む NextWave 
Plastics ネットワークにも加盟しています。
FY21 に NextWave Plastics は、労働者のため
の責任ある調達を支援する社会的責任の枠組
みを開発しました。リサイクルに関するイケ
アの取り組みについては、36 ページをご覧く
ださい。

責任あるトラック輸送のための新しい社会
的ガイドライン

イケアは、CSR Europe（企業のサステナビ
リティと責任のための欧州企業のネット
ワーク）を通じて、大手の荷主企業・運送
会社 11 社と提携を結びました。ヨーロッパ
の道路輸送・ロジスティクス業界で働くト
ラックドライバーを取り巻く社会的環境の
改善を共同目標として掲げています。2021
年 6 月、私たちはトラックドライバーの労
働条件を守るため、共通のガイドラインを
発表しました。次のステップとして、ドラ
イバーの意見収集のために業界全体で活用
できるスポットチェックツールを公開する
予定です。このツールを活用することによ
り、輸送業界の適正評価プラクティスを改
善でき、労働条件の改善に向けた予防的措
置を業界全体として実施することも可能に
なります。

FY21 は、ソーシャルビジネスパートナー 6 社と新
たにパートナーシップを結び、提携企業は計 11 社
に増えました。こうしたパートナーと協力して、
イケアが事業を展開する地域コミュニティを支援
し、世界で販売される製品を生産することで、もっ
とも仕事を必要としている人々のために雇用機会
を創出しています。FY21 ではソーシャルビジネス
パートナーシップを通じて生産した製品の売上は
46％増加し、イケアのサプライチェーンでは社会
的に弱い立場にある人の雇用数も伸びています。

提携しているソーシャルビジネスに加え、IKEA 
Social Entrepreneurship B.V. は 世 界 各 地 の 社 会 
起業家のための支援プログラムを運営し、財政支援
を行っています。FY21 は、21 カ国、計 80 の社会
起業家と社会的企業がこのプログラムや財政支援を
通じてサポートを受けました。支援の主な対象者は、
小規模農家や低所得コミュニティ、職人、小規模生
産者でした。IKEA Social Entrepreneurship につい
て詳しくは、こちらをご覧ください。

社会起業家との取り組みを拡大
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IWAY – イケアのサプライヤーの行動規範
IWAY は、責任を持って製品、サービス、
原材料、部品を調達するイケアの方法です。
環境や社会への配慮、労働条件、動物福
祉について、イケアのすべてのサプライヤー
とサービスプロバイダーに求める要件を定
め、働き方の基準を示しています。IWAYは、
よりサステナブルなバリューチェーンの実
現に向けて発展し続けていくための基盤と
なります。

イケアのサプライヤーに IWAY を導入するようになっ
てから、FY21 で 20 年目を迎えました。過去 20 年
間で、私たちはサプライヤーやサービスプロバイダー
とともに信頼性が高く丈夫なシステムを構築し、互
いに助け合い、挑戦し、積極的に働くための環境
をつくってきました。イケアは定期的に IWAY の見
直しを行い、世界やバリューチェーンで起きている
変化や課題を反映した内容となるよう改訂を重ねて
います。こうすることで、IWAY は、サステナビリティ
について明確なインパクトを素早く適切に生み出せ
るシステムであり続けることができます。詳細はこち
らをご覧ください。

監査で明らかになった労働時間の逸脱

FY21 の IWAY の定期監査で、もっとも多く見
つかった逸脱は労働時間に関連するものでし
た。主に、労働時間が IWAY で定められてい
る週 60 時間までという制限や法律上の制限時
間を超えているケースと、サプライヤーが登録
した労働時間の透明性の欠如や操作が発覚し
たケースが目立ちました。私たちは、IWAY の
すべての逸脱同様、これらの問題も非常に重
く受け止めています。問題の根本原因を特定
する IWAY のプロセスに従い、サプライヤーが
逸脱を是正したことを確認し、信頼できる方法
で問題を解決できなかった場合には、取引を
段階的に終了します。FY21 は、IWAY のコン
プライアンス違反により、12 社のサプライヤー
との取引を段階的に停止しました。

IWAY	6	–	システム全体をアップグレード

FY21 ではイケアのサプライヤーとサービスプロバイ
ダーに向けて、次世代の IWAY が発表されました。働
き方の改善をはじめ、生物多様性や自然保護、労働
者の能力開発、道路の安全、アニマルウェルフェア（動
物福祉）、デジタルプラットフォームなど新しいトピッ
クが盛り込まれています。

IWAY 6 では、システム全体をアップグレードしていま
す。重要な変更の 1 つは、イケアの取り組みのフォー
カスを監査だけに絞らず、監査とサプライヤー / サー
ビスプロバイダーへの導入支援の組み合わせへと切り
替えた点です。この変更により、サプライヤーとのコ
ラボレーションが強化されます。その結果、直接取引
するサプライヤーやサービスプロバイダーだけにとどま
らず、それ以外の人々にも IWAY を導入し、今後数年
かけて真にサステナブルなバリューチェーンを構築す
るという目標の達成にさらに近づくことができます。 

IWAY のラーニングコースは、世界のすべてのコワー
カーに提供されており、コワーカーが変化について確
実に理解できるようトレーニングを実施しています。
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1 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。
2 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。
3 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。
4 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。
5 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。
6 デジタルサプライヤーは含まれません。
7 コロナ禍の影響によりサブサプライヤーでの監査能力が限られているため、FY21 のデータは FY20 に比べて減少しています。世界各国の移動制限により、多くの検証活動

が縮小または延期されました。
8 IWAY 必須要件および IWAY 要件の詳細は、こちらで確認できます。

IWAY を積極的に遵守している Inter	IKEA	Group のサプライヤーとサービスプロバイダー

イケアの
サプライヤーの種類1

FY21のサプ
ライヤー数 説明

IWAY遵守率

FY18 FY19 FY20 FY21

ホームファニッシングサプライヤー   820 イケアのホームファニッシング製品を製造  98%  97%  95％  99％

陸上および海上輸送業者（パート
ナーやサービスプロバイダーと
呼ばれることが多い）2 

  280 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

98%  97%  94%  97%

食品サプライヤー3   355 ス ウ ェ ー デ ン レ ス ト ラ ン 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

 96%  97%  99％  99％

IKEA Components   230 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%  95％  98%

IKEA Industry4のサプライヤー  481 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％ 77% 72％ 90％

IKEAカタログに関わる施設5  24 印刷版のIKEAカタログ用にパルプ、紙、印
刷サービスを提供6

80% 87% 93％ 94%

IWAY承認を受けた重要な
サブサプライヤー

4380 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プライヤー

93％ 94% 95％ 80%7

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。ビジネスパートナーが
IWAY 要件を満たしていない場合、一定の是正期間が与
えられます。その期間内に逸脱を是正できなかった場合

は、そのパートナーとの取引を段階的に終了します。是
正期間は逸脱の内容によって異なります。IWAY 必須要件
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⁸。

サプライヤーで児童労働が行われていないこ
とを確認

FY21 に実施された監査および検証活動におい
て、児童労働の疑いがあるケースや確認された
ケースはありませんでした。同時に、コロナ禍
によって児童労働のリスクが高まっているた
め、すべてのサプライヤーで状況を注意深くモ
ニターしています。

新型コロナウイルス感染拡大によって生じた監
査の課題

FY21 の最大の課題は、新型コロナウイルスの
感染拡大により安全な移動が制限され、サプ
ライヤーの現場でこれまでと同じレベルの定期
監査が実施できないことでした。実地監査が
不可能だったため、リモートで検証を行いまし
た。コンプライアンスの状況をまったくモニター
しないよりも、リモート監査を実施した方がよ
いですが、実際に一人ひとりの労働者の声を聞
き、意見を聞き出すことはできないという制約
がありました。 バリューチェーン全体で人権を
尊重し、働きがいのある仕事を提供するという
イケアの取り組みは、今後ますます重要になっ
てきます。この目標を実現するため、私たちは
これからもサプライヤーとの緊密な対話を継続
していきます。
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他者と協力して取り組むことは、イケアのサステナビリティ
目標を達成するうえで欠かせません。大切なのは、強く
結ばれた有意義な関係を築くことです。力を合わせて行
動することで、私たちは変革を促し、他者から学び、互
いに刺激し合い、最善の解決策を導き出すことができま
す。イケアの主なステークホルダー（利害関係者）は以下
のとおりです。

• コワーカー：世界各国のイケアで働く 22 万 5,000
人のコワーカーは、イケア独自のさまざまなバリュー
と「人々により快適でサステナブルな暮らしを届ける」
というビジョンを共有しています。 多様性に富んだ
インクルーシブでオープンなイケアの環境で、一人
ひとりが自分らしさを発揮して働いています。すべて
のコワーカー、そしてその家族が、よりよいビジネ
スをつくるための役割を担っています。

• 地域コミュニティ： イケアが事業活動を行う地域コ
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。環境、暮らし、地域経済にポジティブな影
響をもたらせるよう協力して取り組みます。 

• サプライヤー：輸送・ロジスティクス・配送サービス、
部品、食品の各分野において直接取引をする 1,600
社近くのサプライヤーおよびサービスプロバイダー
と協力し、イケアのサプライチェーンだけでなくよ
り広い範囲でクライメートフットプリントを最小限に
抑えながら、労働条件の改善に取り組みます。サプ
ライヤーやサービスプロバイダーを通じて、数百万
人におよぶ労働者がイケアの製品や部品の調達、
製造、輸送、スウェーデンレストランでの食事・食
品提供、イケアの各企業でのエッセンシャルサービ
スに携わっています。 

• お客さま：「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、私たちは
お客さまが何を必要としているか理解する必要があ
ります。イケアは、店舗やウェブサイト、ホームビジッ
ト、IKEA Family など、さまざまな方法でお客さま
とつながりを築きます。毎年、イケアのコワーカー
は世界各地で数百回ものホームビジット（家への訪
問）を行っています。これまでに世界中で 5 万 3,000
回以上のホームビジットを実施し、さまざまな情報
を収集してきました。集めたデータとそこから導き
出した発見はイケアの製品とサービスの開発に反映
されています。2016 年以来、年に一度、家での暮
らしに関する調査も世界各国で実施しています 1。
この調査の結果は「 Life at Home Report」で公開
しています。

• パートナーと協力者：イケアのビジネスに影響を及
ぼす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は重要であり、必要な制度改
革を進めるうえでも欠かせない存在です。イケアの
パートナー や 協 力 者 は 企 業、 政 府 機 関、 大 学、
NGO などです。

FY21 にイケアと連携したパートナーと協力者のリス
トは以下のとおりです。詳しくは、ステークホルダー
エンゲージメントのウェブページをご覧ください。

• Business for Nature

• Centre for Child Rights and Business

• Climate and Clean Air Coalition

• Count us In

• 欧州家具産業連盟（EFIC）

• エレン・マッカーサー財団

• Exponential Roadmap Initiative

• GlobeScan

• ILO 児童労働プラットフォーム

• Institute for Human Rights and Business

• 国際移住機関（IOM）

• ISEAL Alliance

• 責任ある採用のためのリーダーシップグルー
プ（LGRR）

• Nordic Business Network for Human Rights
（NBNHR）

• Real Play Coalition2

• RE100

• Science Based Targets イニシアチブ（SBTi）

• Science Based Targets Network（SBTN）

• ストックホルム環境研究所

• The Institute for Human rights and Business
（IHRB）

• The 10 YFP/One Planet Network

• UNFCCC（気候変動に関する国際連合枠組条
約。Race to Zero を含む）

• 国連グローバルコンパクト

• UNICEF

• 持続可能な開発のための世界経済人会議
（WBCSD）

• 世界経済フォーラム（WEF）

• We Mean Business Coalition

• 世界資源研究所（WRI）

• 世界自然保護基金（WWF）

• 50L Home Coalition

ステークホルダーエンゲージメント 

1 Ingka グループを通じて。
2 Ingka グループの取り組み。
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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。イケアの各ビジネス部門は、サ
ステナビリティに関する全体目標の達成に貢献
します。	

戦略的サステナビリティ協議会

サステナビリティに関するイケア全体の方向性（目標とコ
ミットメント）を決めるのは、戦略的サステナビリティ
協議会であり、議長は Inter IKEA Group の CEO が務
めます。戦略的サステナビリティ協議会には Inter IKEA 
Group とフランチャイジーの代表者が参加し、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、フランチャイズシステム全体での統一を図り
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 Group 企業（または主要な事業）
のマネジングディレクターです。

Inter IKEA Group とフランチャイジーから専門家が集
結したサステナビリティに関する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
略的イニシアチブについて話し合い、意見のとりまとめ
を行っています。

Inter	IKEA	Group のサステナビリティマネジメント
Inter IKEA Group のサステナビリティマネジメントは、
Inter IKEA Group 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。

企業倫理と誠実さ

イケアのビジネスのあり方は、イケアバリューとイケアカ
ルチャーに強く結びついています。私たちの活動、意思
決定、振る舞いにそれらは表れます。こうした行動的要
素は、ビジネスの進め方、そしてコワーカー、ビジネスパー
トナー、お客さまとの関わり方に反映されます。イケア
のビジネス要件は、企業倫理をはじめ幅広いトピックを
網羅しています。ビジネス要件をまとめた重要なドキュ
メントには、以下のものがあります。

• IConduct：イケアのフランチャイジー向け

• IWAY：イケアのサプライヤーおよびサービスプロバイ
ダー向け

Inter	IKEA	Group

• Inter IKEA Group の行動規範はこちらからご覧くだ
さい。

イケアはインクルーシブなカルチャーを推進しています。
物事に前向きに取り組み、懸念が生じた場合には率直
に打ち明けることが推奨され、一人ひとりが力を与えら
れていると感じる環境をつくります。Inter IKEA Group
では、フィードバックをする文化が培われており、懸念
が生じた場合にさまざまな方法で報告することができま

す。コワーカーはマネジャーや P&C（人事部）の担当者
に直接相談したり、Raise a Concern ラインを利用した
りできます。 

EU 公益通報者保護指令に対処するため、FY21 もこの
法令のコンプライアンスプロジェクトを継続しました

（FY20 から実施）。さらに、「懸念の表明」のために現
在使用している環境を包括的な視点で見直し、更新すべ
き点がないか確認しました。

FY21 には、Inter IKEA Group 内で 75 件の懸念が報告
されました。懸念の大半は、コワーカーの数がもっとも
多い供給部門と製造部門からの報告でした。ほとんどの
報告は人事または企業倫理に関連する内容です（ハラス
メントや差別、リーダーシップ行動、利益相反、贈収賄
など）。報告を受けた懸念の 41％は（部分的に）立証され、
懲戒処分やプロセス改善などの措置が取られました。

詳細はこちら

税務・財務コンプライアンスに関する報告書は、各社が
発行する報告書を参照してください。Inter IKEA Group
は、 Inter.IKEA.com にて報告書を公開しています。

多くの場合、イケアのフランチャイジーは各社が個別の報
告書を発行します。その中にはイケアのビジネスとほかの
活動の両方が含まれていることがあります。フランチャイ
ジーごとの詳細は各社の報告書をご確認ください。

サステナビリティガバナンス
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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を活用しながら、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。 

SDGs は互いに密接につながっているため、イケアの活動の多
くは 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

責任ある賃金設定のための取り組みを進めます。42ページ
イケアのバリューチェーンを超えて社会の状況を改善します。 
48ページ

社会起業家との取り組みを拡大します。48ページ

よりサステナブルな食品を提供します。13ページ
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。34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

イケアのラーニングコースを拡大し、内容を改善します。 
42ページ

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。49ページ

すべての人に包括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	

リテール事業で賃金のジェンダー平等を実現します。43ページ

事業活動を行ううえであらゆる多様性を歓迎し、サポートするだけ
でなく、多様性を守るための取り組みを積極的に進めます。コワー
カーが、自分の個性が大切にされ、才能を認めてもらっていると
感じ、自分らしく働けるインクルーシブな職場づくりに努めます。 
44ページ

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。 
49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

人々がより健康的でサステナブルに暮らすためのインスピレ
ーションを提供し、そうした暮らしを可能にするソリューショ
ン、製品、サービスを新たに開発し発売しました。 
9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

水を効率よく使用できる製品を開発し、効率性の向上に継
続的に取り組みます。12ページ

ウォーターポジティブを実現します。37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

再生可能エネルギーを手ごろな価格で提供し、家でエネル
ギーを効率的に使用できるようにする取り組みを継続しま
す。10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。24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、 
生産的な完全雇用と働きがいのある仕事を推進する

責任ある賃金設定のためのグローバルな枠組みと評価方法を開発し
ました。42ページ

移民労働者の権利の強化と保護に努めます。45ページ

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。49ページ

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

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
る取り組みを進めています。24ページ

国内および国家間の格差を是正する

都市と人間の居住地を包括的に、
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。11ページ

都市部での水利用の変革を目指す50L Home Coalitionに加盟しま
した。12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。8ページ

循環型でサステナブルな消費を促進します。8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。8ページ

サーキュラービジネス（循環型ビジネス）への転換に取り組み
ます。15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し
ます。36ページ

イケアの製品内に使用する化学物質、または製品の製造に使用
する化学物質はすべて、環境と社会にとって安全なものを使用
します。38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から排出さ
れる温室効果ガスを大幅に削減します。23ページ

土地、植物、製品に炭素を蓄えます。25ページ

イケアの責任範囲を拡大します。26ページ

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。49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

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
止および逆転、ならびに生物多様性損失の阻止を図る

Science Based Targets Network（SBTN）の「Corporate 
Engagement Program（企業エンゲージメントプログラム）」に参
加し、海洋、淡水、生物多様性、土地利用、資源利用などについて
科学的根拠に基づいた目標を設定するための枠組みの開発に協力
しました。32ページ

フォレストポジティブを実現します。30ページ

木材、綿、食料、その他の原材料を、引き続きよりサステナブルな供
給源から調達します。28ページ

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。49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。52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。51ページ

持続可能な開発 
目標（SDG）の指標

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。 
42ページ

責任ある採用の実現に取り組み、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」を支持する立場を取り続けます。 
45ページ

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。37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。34ページ

Sahaas Zero Wasteと協力し、リサイクル業界のポジティブな変化
をもたらすよう努めます。とりわけ、オーシャンバウンド・プラス
チック（OBP）の回収に力を注ぎます。48ページ
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