
イケアのサステナビリティ戦略 発行：2018 年 6 月。改訂：2020 年 8 月

ピープル・ 
アンド・ 

プラネット・ 
ポジティブ

©
 Inter IKEA System

s B.V. 2020



2 -  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 - © Inter IKEA Systems B.V. 2020

この戦略の目的は、イケアの意思決定および目標
設定において、インスピレーションを与え、行動を
促し、指針を示すことです。みんなで力を合わせて、
私たちが暮らす世界、そしてイケアのエコシステム
全体にポジティブで重要な変化を起こすことを目
指します。この戦略はそのためのロードマップで
あり、長期的で力強い、共通のアジェンダを示し
ます。

イケアのピープル・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。* この戦
略に従い、今後数年にわたって、イケア全体でア
クションを起こしていきます。この戦略は、イケア
の戦略枠組みと整合性が取れていることを確認す
るために、毎年見直しを行います。 

私たちはすべての答えを持っているわけではなく、
目標を単独で達成できるわけでもありません。そ
のため、私たちは力を合わせて働き、学んだこと
について透明性を保つよう努めています。イケア
自身が持つ起業家精神のカルチャーに則り、完璧
になるのを待つことなく常に前進していきます。継
続的な改善を実現するため、ともに協力して取り
組んでいきます。

イケアのピープル・アンド・プラネット・ポジティブ戦略では、イケアのバリュー
チェーン全体を対象としたサステナビリティアジェンダを掲げています。
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しています。
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* イケア：1 つのブランドを支える多くの企業。イケアビジネスは、フランチャイズシステムを通して展開されてい
ます。オーナーが異なるさまざまな企業が、イケアという 1 つのブランドのもとで事業を行っています。すべての
事業が、「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共有し、一つひとつの意思決定にお
いても指針となっています。イケアグループのビジネス理念は、優れたデザインと機能性を兼ね備えたホームファ
ニッシング製品を幅広く取りそろえ、より多くの方々に購入いただけるよう、できる限り手ごろな価格で提供する
ことです。イケアのリテールビジネスは、 Inter IKEA Systems B.V. とフランチャイズ契約を結んだ独立したフ
ランチャイジーが運営しています。バリューチェーン全体とは、サプライヤーからお客さままでを指します。
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イケアにとって、 
サステナビリティとは何か
イケアは、人、社会、地球にポジティブ
な影響をもたらしたいと考えています。 
私たちにとってそれは、環境の保護・再生
により、経済成長とポジティブな社会的影
響とのバランスを取ることを意味します。

イケアは常に、長期的な視点に立って考えます。そう
することで、将来の世代を犠牲にすることなく、今を
生きる人々のニーズに応えられるからです。 

これを実現するためには、ライフスタイルや消費を見
直して変化を促し、新しい働き方を取り入れる必要が
あります。私たちは、コワーカー、お客さま、パートナー
と協力してこの道筋を示し、イケアのビジネスの規
模を利用してポジティブな変化をもたらすことに力を
尽くしています。これは企業としての責任であり、ビジ
ネスチャンスでもあります。より多くの人に声が届くこ
とで、より大きな影響を与えることができ、より多く
の人々により快適な暮らしを届けることができます。

環境、経済、社会的な影響のバランスがよくなればなる
ほど、より多くの人々が、地球の限られた資源の範囲内
でより快適な暮らしを送れるようになります。 

より快適な暮らしを、 
より多くの方々に

より快適な 
暮らし

環境

経済社会
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イケアのビジョンは、 
私たちのインスピレーション

イケアは、持続可能なイケアビジネ
スモデルをつくりたいと考えています。

「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が私たち
のインスピレーションです。

私たちは、働き方をリニア（直線型）からサーキュ
ラー（循環型）に転換し、資源を使うだけでは
なく再生もしていかなければなりません。天然
資源と人に依存している企業として、循環型へ
の転換は、イケアのビジネスとバリューチェーン
の未来、そしてそれに貢献している何百万もの
人々の生活を守ることにもなります。 

私たちは、イケアカルチャー、つまり「どのよう
に働き、何に価値を置くか」が、イケアのビジョン
の実現に向けた基盤になると考えています。言
い換えると、何を行うかだけでなく、どのように
行うかも大切なのです。

よりよい世界を共創する

私たちは他者とオープンに接し、知識やアイ
デアに耳を傾け、学び、共有します。みんな
で協力し、よりよい世界をつくり上げます。こ
れがイケア流のサステナビリティへの取り組
み方であり、これからも続けていきます。そ
こには、創造性と知識を活用してアイデアを
広げ、課題の解決に向けて協力し合い、ポジ
ティブな変化をもたらすためのパートナーに
なるチャンスがあると私たちは考えます。サス
テナビリティは単独では達成できないのです。

ポジティブな変化を目指して 
長期的に取り組む

小手先の対策を取るのではなく、問題の根本
原因に目を向けて、ポジティブな変化のため
に長期的に取り組みます。イケアのビジネス
形態を利用すれば、新しい技術や材料のイノ
ベーション、クリーンエネルギーの生産方法
から、イケアのバリューチェーンにおける社
会的発展といったものまで、将来を見据えた
投資が可能になります。

課題に臆せず向き合う

課題に対し、私たちだけでは実現できないと
わかっている野心的な目標を設定します。と
いっても、臆せず向き合うとは、高い目標を
掲げることだけではありません。直面してい
る課題にオープンかつ誠実に向き合い、ポジ
ティブな影響をもたらすために難しい決断を
行うことも意味します。次の大きなステップに
進むためには、イケアが成功した点と失敗し
た点を話し、私たちがすべての答えを持って
いるわけではないことを認め、新しいソリュー
ションを見つけるために対話を広げる必要が
あります。

イケアバリューを実践する

環境と社会への配慮はイケアのコアバリュー
の 1 つであり、私たちの働き方の指針でもあ
ります。イケアは設立当初から、ムダを「罪」
と考えてきました。イケアが生まれた場所は、
岩の多い風景が広がるスウェーデン南部ス
モーランド。ここで暮らす人々は、限られた
資源の中で工夫する知恵が必要でした。
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私たちの世界は、さまざまな形で急速に変化して
います。より多くの人々がより快適な毎日を送るこ
とはできるし、そうなっていくだろうとイケアは考
えます。私たちは、いかに困難な時期にあっても
未来は明るいと信じています。

より快適な毎日を、より多くの方々に届けるため
に、そして、将来のイケアの成功を確実なものに
するために、私たちは、直面している課題に協力
して立ち向かう必要があります。このことが、今
ほど重要なときはありません。 

私たちは、3 つの大きな課題を、イケアのビジネス
と特に関連性が高いものとして取り上げました。
それは、気候変動、持続不可能な消費、不平等
です。この 3 つはすべて、人々の健康と幸せに直
接影響を与えるものです。

私たちは、イケアのこれまでの
歴史から、最初は課題と思われ
たものがチャンスに変わり、さ
まざまな制約が優れたイノベー
ションにつながる可能性がある
ことを知っています。

急速に変化する世界に
ポジティブに向き合う 
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気候変動は、人類が直面している最大
の課題の 1 つです。気温は上昇し続け
ており、この6年間（2014年～2019年）
の気温は観測史上もっとも高いものと
なりました。1,2 私たちは、すでにその
影響を目の当たりにしています。3 早急
に行動しなければならないことは明ら
かです。 

気候変動に関するパリ協定の締結は、世界規模で
の協調的な取り組みに向けた重要な一歩でした。
このなかで、今世紀末までに地球の気温上昇を
2°C 未満、できれば 1.5°C に抑えることが打ち出
されました。

気候変動が人、地球、ビジネスに与える深刻な影
響を抑えるためには、気温上昇を 1.5°C にとどめ
る必要があります。3,4 それを達成するには、世界
の温室効果ガス排出量を 2030 年までに、2010 年
と比較して半減させなくてはなりません。その主
な手段は、温室効果ガス排出量を大幅に削減する
ことと、森林・農地管理の改善によって大気中の
CO2 を除去することです。遅くても 2050 年まで
には、これらの取り組みの複合効果により、排出
ガスを実質ゼロにする必要があります。

1 https://public.wmo.int/en/media/press-release/wmo-confirms-2019-second-hottest-year-record

2 https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/

3 https://www.ipcc.ch/sr15/
IPCC「1.5℃特別報告書」。工業化前の水準から 1.5℃の地球温暖化による影響および関連する世界的な温室効果ガス排出経路について、 
気候変動の脅威とサステナブルな開発へのグローバルな対応、および貧困撲滅に向けた取り組みを強化するという観点から述べた特別報告書です。 

4 https://www.wwf.org.uk/updates/our-warming-world-how-much-difference-will-half-degree-really-make

課題 

気候変動

クライメートフットプリントのデータは毎年見直しを行い、新しいデータや事
実を反映して更新しています。イケアのクライメートフットプリントの最大部
分は、製品に使用される材料に由来します。ベースラインとなる FY16 のデー
タでは、四捨五入したパーセンテージを記載しています。

3%

38%

12%
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26%

4%

食品原料

材料

生産

製品輸送

リテールおよびその他
の事業

お客さまの来店＆配送
サービス

家庭での製品の使用

製品寿命

FY16 のイケアのクライメートフットプリント（ベースライン）
温室効果ガスの総排出量に占める割合 – 2500 万トンの CO2 相当量
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課題 

持続不可能な消費

2030 年までに、世界の人口は約 86 億
人に達すると予想されています。5 これ
は、ますます多くの人々が、より快適な
暮らしを送るチャンスを求めていくこ
とを意味します。 

私たちが住む世界では、すでに地球 1 個分を超え
る資源を消費しています。ここに数十億人の消費
者が新たに加わると、さらに大きな負担が地球に
のしかかります。世界の多くの地域では、消費が
持続不可能な速度で増加しています。また、貧困
から脱却する人が多くいる一方、手ごろな価格の
健康的な食品を手に入れることができない人もた
くさんいます。 

人口の増加だけでなく、肉・乳製品の消費量の増
加傾向により、2050 年までに食料生産量を 70％
増やす必要があると推定されています。しかし現

状では、世界で生産される食品の約 3 分の 1 が、
失われるか廃棄されているのです。6

資源の不足や大気、水、土地の汚染の原因の一
端が、持続不可能な消費やムダであることは明ら
かです。 

イケアにとって、持続不可能な消費はもっとも大
きな課題の 1 つです。イケアが成長を続けながら、
より多くの人々が、地球の限られた資源の範囲内
でより快適な毎日を実現できるようにするにはど
うすればよいでしょうか？ 

5 https://www.un.org/development/desa/en/news/population/world-population-prospects-2017.html

6 国連食糧農業機関（FAO）は、人口増加により、2050 年までに食料生産を 70％増やす必要があると推定。 
http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/expert_paper/How_to_Feed_the_World_in_2050.pdf 
現在、世界で生産される食品の約 3 分の 1 が、失われるか廃棄されている。http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/en/
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毎年、貧困から抜け出す人々がいる一方
で、不幸にも貧困層に逆戻りする人もい
ます。同時に、世界の不平等はますます
増大し、社会でもっとも裕福な人とそれ
以外の人との格差が広がっています。7

2015 年に発表された最新の推計によると 8、世界の
人口の約 10％が最貧層にあたり、健康、教育、水と
衛生へのアクセスといったもっとも基本的なニーズを
満たすのにも苦労する環境で暮らしています。とりわ
け、子どもや若者はもっとも高い危険にさらされてい
ます。経済が成長しているにも関わらず、仕事が不安
定で将来の予測が難しく、収入の増加が見込めない
と悩んでいる人々もいます。さらに、テクノロジーの
変化のスピードや影響が増す一方で、取り残されたり、
新たな現実への適応に苦労している人もいます。若い
世代には、有意義で安定した仕事に就けない人が数
多くいます。9 

ジェンダー平等は、大きな進歩が見られる分野はあ
るものの、実現にはまだ程遠いと言わざるを得ま
せん。高齢者、民族的コミュニティ、LGBTQ+コミュ
ニティ、障がいを持つ人の権利と機会も依然として
平等ではありません。

現代では、1 億人以上の人々が、自分自身や家族の
ために仕事とよりよい生活を求めて、母国を後にして
います。ところが、仕事を見つける過程で、あっせん
業者への手数料を支払うために多額の借金をしたり、
最悪の場合、強制労働や人身売買の被害にあったり
することもあります。また、世界では現在 7,900 万
人以上の人々が住む場所を追われ、難民も 2,000 万
人を超えています。10

課題  

不平等

7 世界不平等レポート 2018 https://wir2018.wid.world/ Oxfam 「世界でもっとも裕福な 1％の人たちが、その他の 69 億人が持つ富の合計の 2 倍以上の富を保持している」

8 https://www.un.org/en/sections/issues-depth/poverty/

9 https://www.ilo.org/global/topics/youth-employment/lang--en/index.htm

10 国連 - http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html
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国連の持続可能な
開発目標（SDGs）
サステナビリティに関する世界的な課題や行動へ
の呼びかけの多くが記載されているのが、国連の
掲げる持続可能な開発目標（SDGs）です。2015 年
に採択された SDGs は、目標達成に向け、協力し
て行動を起こすことを呼びかける枠組みとなって
います。SDGs は、イケアの事業開発、目標の設定、
パートナーとの協働における指針にもなっています。

すべての目標は連動しており、イケア
は、これらの目標をビジネスへの変
化を促すコンパスとして用います。 



10 -  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 - © Inter IKEA Systems B.V. 2020

イングヴァル・カンプラード

「よい例を示す以上に
効果的な方法はない」

私たちには、社会にポジティブな変
化をもたらす手本となるような行動を、
ビジネスを通じて実践する特別な機会
が与えられています。

リーダーになるとは、イケアのビジネスのあらゆる
側面を批判的に見ることです。また、議論に積極
的に参加して、お客さま、コワーカー、パートナー
が行動を起こし、貢献できるよう力を貸すことで
もあります。 

私たち一人ひとりが変化のリーダーになることが
できるのです。世界を変えるためには、優れたア
イデアを育て、できるだけ多くの人々に届けられ
るよう拡大する必要があります。

私たちの役割には、イケアの事業規模、創造性、
イノベーション、家での暮らしに関する知識を活
用して、アイデアを広げ、ポジティブな変化をとも
に促進するパートナーになることも含まれています。

ポジティブな変化をもたらすとは、私たち自身が
使うよりも多くのものを生み出すことを常に目標と
し、イケアのビジネスの範囲を超えてポジティブ
な変化を起こすよう取り組んでいくことです。 

イケアは、より快適な毎日をより多くの方々に届け
ること、そして、ピープル・アンド・プラネット・
ポジティブになることに全力を尽くします。

ポジティブな変化を 
もたらすために 
イケアができること
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3 つのフォーカスエリア
イケアのビジネスに影響を与える 3 つの
重要な課題への対応策として、3 つの
フォーカスエリアを設定しました。こ
れに基づき、ピープル・アンド・プラネッ
ト・ポジティブの達成に向けたイケア
のビジョンと目標の実現に取り組んで
いきます。

フォーカスエリアごとに、イケアの目標を達成する
ためのコミットメントをまとめています。

ピープル・ 
アンド・ 

プラネット・ 
ポジティブ

健康的で 
サステナブルな 

暮らし

サーキュラー＆ 
クライメート 
ポジティブ

公平性と 
インクルージョン
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健康的で 
サステナブルな暮らし
私たちの家と暮らし方は、私たちの健
康、幸せ、地球にとても大きな影響を
与えます。

たとえば家庭では、世界のエネルギー使用量の 
3 分の 111、水の使用量の 10％ 12 が消費されると
推定されています。できるだけ多くの人々が自宅
で再生可能エネルギーを生成し、家庭でのエネル
ギーと水の消費量を減らすことができれば、大き
な影響がもたらされるでしょう。水、食料、空気
の質も、世界中の人々が関心を寄せる大きな問題
です。汚染や廃棄物による影響は、多くの人々が
日常生活ですでに目にするところです。

人々は、イケアのような企業やブランドに対し、 
よりサステナブルな暮らしを手ごろで魅力的なも
のにしてくれることを期待しています。人々はさま
ざまなアイデアやソリューションを探し、これまで

と違うまったく新しい暮らし方に期待しています。 
それはたとえば、狭いスペースでの暮らし、ものを
買うときにもっと環境を意識し、ムダを減らせる
こと、ものの寿命を延ばすといったことです。

世界有数の食品会社でもあるイケアには、健康的
で栄養豊富な食品を提供する責任もあります。 
私たちは、より持続可能なホームファニッシング
製品と食品、ソリューション、サービスを提供す
るだけでなく、人々がライフスタイルにポジティブ
な変化を起こし、よりサステナブルな方法で消費
するよう促し、支援します。これまでイケアは、
お客さまがエネルギーと資源を効率的に使い、 
ムダを減らす手助けをすることに重点を置いてき
ました。これからは、健康的でサステナブルな暮
らしのための新しい考え方を提案し、それによっ
て変化を促すことにも力を注いでいきます。

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範囲内
でより快適な暮らしを実現す
るためのインスピレーション 
を提供し、力となることです。

11 http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-consumption-
production/

12 https://www.wri.org/blog/2020/02/growth-domestic-water-use
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健康的で 
サステナブルな

暮らし

より快適な毎日を生み出すための 
社会的ムーブメントをつくる

家での暮らしを再定義するよう人々を促し、サステナブ
ルで、安全や健康、幸せが守られる暮らしを、多くの人
の手が届く範囲で実現できるよう努めます。  

新しい定義によるより快適な毎日への移行をリードし、
持続不可能な消費パターンを変える原動力になります。

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

人々が、より安全・健康的で、よりサステナブルな生活を
送れるような、スマートで優れた製品・ソリューションを
手ごろな価格で提供します。 

人々がより快適・健康的で、サステナブルな暮らしを実
現できるような知識やアイデアを提供します。

おいしく、健康的でサステナブルな食生活を豊かに送る
ことができる食品を、多くの人々にとって手ごろな価格
で提供します。

サーキュラー（循環型）でサステナブルな消費を 
促進する

イケアの製品を将来再び使える原材料と見なします。 
すべての製品を循環型製品に転換し、初期段階から転
用、修理、再利用、再販、リサイクルできるようにデザ
インします。

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、製品と材料の寿命を
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、こうし
た製品の購入、修理、販売、共有、譲渡がやりやすい
環境をつくります。

イケアはこれまで、家庭での効率性や機能性に重点を
置き、水とエネルギーの効率的な利用、再生可能エ
ネルギー、ゴミ分別のための製品やソリューションを
手ごろな価格で提供することで、人々がより健康的
でサステナブルな暮らしに積極的に取り組めるようサ
ポートしてきました。 

イケアは長年にわたって、製品への化学物質の使用
の問題に積極的に取り組み、有害性が疑われる化学
物質は、しばしば法規制に先立って段階的に廃止し
てきました。 

イケアのすべての製品・ソリューションは、イケアの
デモクラティックデザインの要素である品質、形、
機能性、低価格、サステナビリティを満たすようにデ
ザインされています。 

これまでも多くのことを成し遂げてきましたが、私た
ちの取り組みはまだ始まったばかり。やるべきことは
たくさんあります。

イケアは 2030 年までに、人々がより健康的でサス
テナブルな選択を行えるよう促し、それを実現する
ことを目指しています。私たちは、他者と協力しなが
ら、イケアにとって持続可能な消費とは何かを定義
します。イケアのすべての製品を、イケアのデモクラ
ティックデザインのアプローチおよびサーキュラー

（循環型）デザインの原則に基づいて開発します。
製品と材料の寿命を延ばし、それによりシェアリン
グエコノミーやサーキュラーエコノミー（循環型経済）
に寄与できるよう、他者と協力して取り組みます。
 
サステナブルな生活は、少数の人々だけが手に入れ
られる高価なものであってはなりません。私たちは、
健康的でサステナブルな暮らしを、できるだけ多く
の人々にとって手の届く、手ごろで魅力的な望ましい
選択肢にします。

イケアのビジネスは、人々による再生可能エネルギー
の生成を実現し、エネルギーと水の利用を効率化し
ます。家庭内の水と空気の浄化、廃棄物の削減を可
能にし、気候変動の影響に対処できる家づくりに貢
献します。私たちは、人々のさらなる健康と幸せの
ため、力を合わせて働きます。 

これまでの取り組み 2030 年に向けた目標 コミットメント
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サーキュラー＆ 
クライメートポジティブ
地球は 1 つしかなく、資源も限られて
います。森林にかかる負担、漁業・農業、
生物多様性・野生生物の喪失、海洋汚
染、土壌侵食、そして深刻化する大気
汚染や水質汚染は、世界中の何百万も
の人々の命と生活に影響を及ぼします。

世界的な資源の不足による影響は、イケアのビジ
ネスにもすでに表れています。さらに重要なのは、
イケアのバリューチェーンに関わる人々の暮らしに
影響が出始めていることです。イケアが将来ピー
プル・アンド・プラネット・ポジティブになるため
には、イケアビジネスの成長とは別に、責任ある
調達への取り組み、資源の利用改善の継続、温
室効果ガス排出量の絶対値の大幅な削減をさらに
推し進めていく必要があります。 

イケアは 2030 年までに、 
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、資源の再生を行うこ
とを目指しています。
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サーキュラービジネス（循環型ビジネス）への転換を図る

資源を賢く利用し、新しい方法でお客さまに向き合うこ
とで、製品と材料の寿命を延ばします。

廃棄物を資源に変え、埋め立てられる廃棄物をゼロに
します。

二次原料（再利用やリサイクルされる素材）をクリーン
で安全な資源に変える取り組みを先導します。

環境にポジティブな影響をもたらす再生・リサイクル可
能な素材を調達・生産します。

サーキュラーエコノミー（循環型経済）を可能にするシ
ステムとサービスを確立し、促進します。

クライメートポジティブを実現する 

ビジネスを成長させつつ、イケアのバリューチェーンで
排出されるよりも多くの温室効果ガスを削減します。こ
れを、カーボンオフセット証明書を購入せずに達成す
ることを目指します。

2030 年までに、イケアのバリューチェーン全体から排
出される温室効果ガスの絶対量を半減させます。その
ためには、バリューチェーン全体から排出される温室効
果ガスの量を大幅に（少なくとも 15％）削減し、残りの
分については、バリューチェーン内の森林・農地管理を
改善して大気中の CO2 を除去し、イケアの製品および
再生可能な素材の寿命を延ばすことで達成します。13

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（電気、加熱、冷却、燃料）。13

現場での再生可能エネルギーの生成と新しい設備の導
入を促進し、多くの人々が再生可能エネルギーをもっと
利用できるようにします。 

大気汚染物質を積極的に削減します。 

イケアが所有するすべての建物の設計、建築、運用、メン
テナンスを、各地域の状況に合わせながら地球の限ら
れた資源の範囲内に収めるよう努めます。 

資源の再生、生態系の保護、生物多様性の改善に寄与
する

環境や社会、動物福祉に関する基準を含む、責任ある
調達基準の確保と開発を継続します。 

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を実現します。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、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、促進するとともに、製品と材料の寿命を延ばすた
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、こうした製品の
購入、修理、販売、共有、譲渡がやりやすい環境をつ
くります。

「より少ないもので、より多くをなす」というアプロー
チのもと、すべてにおいてムダを減らし、効率化を
進めてきました。 

よりサステナブルな材料を調達するための方法も、
変革が進みました。2015 年以降、イケアが使用する
綿、魚、シーフードはすべて、よりサステナブルな供
給源（BCI+、MSC、ASC の認証を取得）から調達し
ています。 

紙と木材をよりサステナブルな供給源から 100％調
達するという 2020 年の目標も、達成に向けて引き続
き努力していきます。また、イケアの製品から化石原
料のバージンプラスチックの使用を段階的に廃止す
る取り組みを始め、これも 2030 年に向けて継続し
ていきます。

低炭素経済への転換と、気候変動を 1.5°C にとどめ
ることへの支持を表明し、再生可能エネルギーやエ
ネルギー効率の向上に多額の投資を行ってきました。

2030 年に向けたイケアの目標は、事業の成長と材料
の使用を切り離し、クリーンで再生可能なエネルギー
と再生資源をベースにしたサーキュラービジネス（循環
型ビジネス）を展開することです。目標は、再生され
たものではない化石原料および燃料への依存から脱却
することです。温室効果ガスの排出量を減らし、今世
紀末までの世界の気温上昇を 1.5℃にとどめることに
貢献します。また、空気と水がきれいで、生物多様性
が改善された世界の実現にも力を尽くしていきます。

これまでの取り組み 2030 年に向けた目標 コミットメント

13 温室効果ガスプロトコル（スコープ 1、2、3）

サーキュラー＆ 
クライメート 
ポジティブ
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公平性と
インクルージョン
今日、世界には多くの課題が山積して
いますが、イケアは、ビジネスを通じ
てポジティブな変化を支援し、影響を
与えられると信じています。イケアのビ
ジネスの規模や範囲を考えると、私た
ちには、多くの人々にポジティブな変
化をもたらす責任と大きなチャンスが
あります。

私たちは、より快適な生活を実現するための変化を
受け入れる必要があります。イケアは、多様性を
受け入れながらビジネスを成長させ、適切で 15

有意義な仕事を提供することで、公平でインクルー
シブな社会をつくる中での役割を果たすことがで
きます。

子どもたちと家族は、常にイケアの重点事項です。
子どもの利益を最優先して意思決定を行うことに
より、家族とコミュニティにポジティブな変化と
機会をもたらすことができるのを目にしてきました。 

イクオリティ（平等性）は、よりよい暮らしを築く
ための土台です。イケアは、ジェンダー平等に加え、
高齢者、民族的コミュニティ、LGBTQ+コミュニ
ティ、障がいを持つ人の権利と機会も直接支援す
ることができます。

イケアは全世界でビジネスを展開しているため、
移民労働者や難民その他、自分の意思で、また
は必要に迫られて、あるいは強制的に母国を離れ
た人々に機会を提供することができます。また、
緊急支援、トレーニング、雇用を提供し、他者と
も協力して人々を危険な状況に追い込むシステ
ムを変えることができます。 

人に関するイケアのビジョンと目標は、イケアのバ
リューチェーン全体が対象であり、サプライヤー
やビジネスパートナーに期待するのと同等もしくは
それ以上の基準を私たち自身に設定しています。

15 国際労働機関（ILO）による適切な仕事の定義
https://www.ilo.org/integration/themes/dw_mainstreaming/lang--en/index.htm

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。



17 -  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 - © Inter IKEA Systems B.V. 2020

公平性と 
インクルージョン

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

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。

イクオリティ（平等性）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。

重要な取り組みをすでにいくつか進めており、イケア
のビジョンの実現に向けてさらに前進する準備が整っ
ています。

子どもの権利を守ることは、常にビジネスの中心に据え
られています。イケアは、子どもの権利とビジネス原則
の策定に関与し、現在、その原則を実践しています。

イケアのサプライヤーの行動規範である IWAY は、サ
プライチェーンにおける人権保護と良好な労働条件を
守る取り組みの基盤として引き続き取り組んでいきま
す。私たちは、その適用範囲を大幅に広げるとともに、
基準やプログラム内容を定期的に見直し、現実に即し
た改訂を行っています。

社会起業家と協力し、地域コミュニティと積極的につ
ながりを持つことにより、インクルーシブなビジネスを
目指しています。また、バリューチェーンの中の弱い立
場の人たちをサポートするアプローチを引き続き開発し
ています。

イケアは、2030 年までに、多くの人に利益をもたらす
公平でインクルーシブな社会を構築するリーディング
企業の 1 つになることを目指します。これを実現するた
めに、多様性を受け入れながらビジネスを成長させる
こと、ダイバーシティ（多様性）を尊重し、奨励するこ
と、バリューチェーン全体で適切かつ有意義な業務が
行われるよう推進すること、人々が自分自身とその家
族にとって快適な生活を送れるようにすることに取り
組んでいきます。

インクルーシブであるとは、他者の仕事に積極的に関
わると同時に、自らの仕事にも他者の参加を促すこと
です。

これまでの取り組み 2030 年に向けた目標 コミットメント
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成功への鍵：実現に向けた取り組み
イケアの強みやビジネスの規模・形
態を手段として、長期的な視点で
考え、コミットメントを実現させる
ことができます。私たちは、世界で
のポジティブな変化を促し、イケ
アのアプローチや私たちが学んだ
ことを共有していきます。こうした
ことを通じて他者に呼びかけていく
ための取り組みを以下に示します。

支援活動

イケアの規模と影響力を活かし、イケアバリュー
に基づくポジティブな変化を提唱・推進していく
社会的な役割を積極的に果たしていきます。

起業家精神とイノベーション

イノベーションの追求や、課題をビジネスチャン
スに変えるといった、持ち前の起業家精神を発
揮していきます。社会起業家などの他者にも目を
向け、そのアイデアやインスピレーションを、よ
りサステナブルで公平な世界を築くために活用
していきます。

多様性の受け入れとコミュニティエンゲージメント 

多様性を受け入れ、イケア店舗、オフィス、倉庫、
工場、ウェブサイトを運営する地域コミュニティ
と積極的につながりを持ちます。 

共創とパートナーシップ

私たちは力を合わせ、新しい方法で働きます。
そして、人、地球、イケアのビジネスのために
サステナブルな価値を生み出す組織を引き続き
支援していきます。独自の視点や知見を持つ新
しいパートナーを探し、彼らのソリューションが
多くの人々に届くようにサポートします。  

コミュニケーション

よりサステナブルな暮らしを呼びかけ、共創と
継続的な対話を確実に実践していくために、コ
ミュニケーションを活用していきます。人々が日
常生活で、コミュニティで、世界でポジティブ
な変化を起こすよう働きかけていきます。人々
や社会に与えるイケアの影響についての情報を、
イケアの製品に関するコミュニケーションに最
初から組み込んでいきます。

報告と透明性

オープンな姿勢と透明性を保ち、他者が私たち
の成功や失敗、課題、働き方から学べるように
努めます。SDGs の目標に沿ったイケアの進捗
状況を報告することを約束します。ビジョンを
アクションにつなげるには、イケアのビジネス
の各部門が、明確な目標やターゲットを設定す
る必要があります。それにより、優先順位の決
定や進捗状況の評価が可能になります。

ビジネスインセンティブ

成功を左右する重要なポイントは、投資の仕組み
やインセンティブをきちんと導入し、必要な変革を
支援できるようになっているかどうかです。 

IWAY

2000 年から適用されているイケアのサプライヤー
の行動規範「IWAY」は、イケアのサステナビリティ
への取り組みの多くを支えてきました。今後も
IWAY の基準策定を続け、バリューチェーンでの
実践をさらに強化して、新しい課題や良好な労働
条件の確保に取り組んでいきます。イケアのビジ
ネスにおける関係や私たち自身に対し、明確な基
準や目標を今後も設定していきます。
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目標とコミットメントの概要 

10 億人以上の人々が、地球の限られた資源の
範囲内でより快適な暮らしを実現するための
インスピレーションを提供し、力となります。  

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、資源の再生を
行います。 

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
します。

より快適な毎日を生み出すための社会的ムー
ブメントをつくる

人々がより健康的でサステナブルな暮らしを
送るための力となる 

サーキュラー（循環型）でサステナブルな消
費を促進する

サーキュラービジネス（循環型ビジネス）へ
の転換を図る 

クライメートポジティブを実現する 

資源の再生、生態系の保護、生物多様性の
改善に寄与する

イケアのバリューチェーン全体で、適切で
有意義な仕事の提供とサポートを行う

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

支援活動、共創＆パートナーシップ、社会起業家精神＆イノベーション、多様性の受入れ 

2030 年に向けたイケアの目標

コミットメント

成功への鍵

健康的で 
サステナブルな 

暮らし

サーキュラー＆ 
クライメート 
ポジティブ

公平性と 
インクルージョン

ピープル・ 
アンド・ 

プラネット・ 
ポジティブ




