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Z世代と世界のサステナブル先端事例に学ぼう!

スウェーデン大使館共催
対話型ワークショップ

教えて教えてサステナブル



第1回「教えてサステナブルWORLD」実施報告
Z世代と「イケア・ジャパンCEO & CSO」「駐日スウェーデン大使」が
サステナブルを考える対話型ワークショップ

日本語＋英語（登壇者部分は日本語への同時通訳あり）開催言語

2022年5月25日（水）17:00～19:30 対面開催（オンライン配信あり）開催日時 開催形態

大学生・20代限定参加対象 参加者合計 162名

会場 SHIBUYA QWS（東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア15階）

Guest Speakers

SWiTCH 代表理事　佐座 マナ 氏 石川 綾佳 氏
ファシリテーター 留学体験談

ペールエリック・ヘーグべリ  大使
駐日スウェーデン大使

ペトラ・ファーレ 氏
イケア・ジャパン代表取締役社長 兼 Chief Sustainability Officer (CSO) 

2019年秋に着任。駐日大使着任前の3年間は、駐ベトナム大使を務める。スウェーデン外務省アフリカ局局長、
スウェーデン芸術評議会国際部課長および在南アフリカスウェーデン大使館一等書記官などを歴任。

2000年にイケア・スウェーデン入社。2010年にポーランドのカントリーセールスマネジャーを経て2012年には
ポーランドの副社長に就任。2013年にベッドルームのグローバルビジネスエリアマネジャーに就任後、2021年
より現職。

ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン大学
院 サステナブル・ディベロプメントコース
在学中。COP26日本ユース代表。100万人の
サステナブルアクションPROJECT推進中。

スウェーデンアルムナイネットワークジャパン
(SWAN Japan）ボードメンバー。ウプサラ大学
交換留学経験者（2014年～2015年）。公共政策
・ジェンダー学・サステナブル開発等を学ぶ。

Overview



16:30

登壇者とのインタラクティブなディスカッション

スウェーデンの歴史と文化が、どのように世界最先端のサステナブル大国になることを可能にしたか、持続可能な未来に向けたスウェ
ーデンのサステナブル戦略についてもうかがいます。

イケアの歴史と長年の取り組みを通して、イケアのサステナブル文化が日本にどんな素敵なインパクトを与えることができるか
ご紹介いただきます。イケアスピリットの鍵となる価値観と、そこからどのようにアクションが生まれるかうかがいます。

参加者からの質問をベースに、インタラクティブにディスカッションを進めます。

17:00

18:00

19:00

19:30

受付開始

トークセッション スタート

石川綾佳さん　スウェーデンに暮らした日本人が感じたサステナブルカルチャー 
ヘーグべリ駐日スウェーデン大使　スウェーデンとサステナブル思考について 

イケア・ジャパン CEO&CSO ペトラ社長　イケアのサステナスピリットはどこから生まれるか？ 

フィーカ／交流タイム

解散

■ タイムテーブル

対話を通して、サステナブル化に成功している国に、どのような歴史や文化、社会の仕組みがあるか、知識にとど
まらない生の声を通してリテラシーを向上することを目的としている。

■ 開催の目的

サステナブル先進国の大使や企業のリーダーに登壇いただき、Z世代からの質問にリアルタイムに答えていただく
対話型ワークショップ。今後も定期開催を予定。

■ 概要

会場での対面開催（定員50名）／ Zoomを使用したオンライン配信（112名）

■ 運営形態

一般社団法人SWiTCH

主催

スウェーデン大使館

共催

イケア・ジャパン株式会社

協力

SWAN Japan

協力

SHIBUYA QWS

協力

Overview



■ ギャラリー ~ 当日の会場の様子~

Overview

画像提供: Embassy of Sweden Tokyo



集客について
今回は初めての「教えてサステナブルWORLD」の開催だったため、開催のための段取りに予想以上の時間がかかり
一般客への集客期間が４日間しか取れず、充分な集客ができなかった。次回は集客に時間をかけられるよう準備期
間を確保する。また、SNS共有や配信についても、さらに多くのビューワーに届く工夫をする。

内容について
今回トークテーマとして設定した「サステナブル」は、範囲が広く内容も広いため、次回は「エネルギー」「資源
の循環」「生物多様性」などにトピックを絞ることで、対話がより深まるのではないかと考えている。

運営について
オンラインからの質問に回答する時間が足りなかった。「トークセッション」「ディスカッション（対話）」「ネ
ットワーキング」の３軸の時間配分を、それぞれの重要度を考慮しつつ、再検討する必要がある。

■ 今後の課題

■ 参加登録者データ

・スミス大学
・トロント大学
・ロンドン芸術大学
・東京大学
・早稲田大学
・慶應義塾大学

・上智大学
・青山学院大学
・立教大学
・東洋大学
・津田塾大学
・神戸大学

・横浜国立大学
・神奈川大学
・大阪大学
・ICU
・聖心女子大学
・成城大学 etc… etc…

※会場での対面開催（定員50名）＋ Zoomを使用したオンライン配信（112名）

Overview

年齢層

7.7%

17.5%

18.2%

13.3%

19.6%

11.2%

8.4%

10代・20代は過半数の56.7%
● 16~18歳
● 19~21歳
● 22歳～25歳
● 26~29歳

● 30代
● 40代
● 50代
● 60代

職業

・株式会社日立製作所
・株式会社良品計画
・株式会社博報堂
・森永市場開発株式会社
・パタゴニア日本支社
・Allbirds合同会社

所属する教育機関・団体
・三井金属鉱業株式会社
　ヴィジョン・ジャパン
・Japan International 
　Cooperation Agency
・一般社団法人新経済連盟
・一般財団法人カルチャー

・国立環境研究所
・国立国際医療研究センター
・エルメスジャポン株式会社
・東急株式会社
・伊藤忠商事株式会社
・NOK株式会社

4.2%

28%

2.8%

41.3%

2.8%

11.9%

3.5%

参加者のうち 35% が学生
● 中・高校生
● 大学生
● 大学院生
● 会社員

● 公務員
● 自営業
● アルバイト
● その他



レポート 2022.05.25

トークセッション要約

ヘーグベリ 駐日スウェーデン大使から 日本の若者へのメッセージ

「個人の選択で変えることができること」と「消費者の力」

■IKEAは1943年にスウェーデンのエルムフルト（Älmhult）で、IKEA創業者であるイングヴァル・カンプ
ラード（Ingvar Kamprad）によって設立されました。小さな通販会社から始まり、今では世界で最も有名
なホームファニッシングブランドの1つです。
 ■私たちのビジョンは「より快適な毎日を、より多くの方々に」。よりよい家はよりよい暮らし、そして
よりよい地球へと導くと信じています。
■イケアのサステナブル戦略「ピープル・アンド・プラネット・ポジティブ」は、経済成長および社会的
なポジティブインパクトと環境保護・再生の両立を目指すことを掲げています。このコミットメントは、
世界の気温上昇を産業革命以前の水準から1.5℃に抑えるというパリ協定の達成に向けたものです。
■2030年のSDGsに向けたイケアのコミットメントとして、以下を掲げています。
2030年までにイケアを完全なサーキュラービジネスに転換し、再生可能またはリサイクル原材料のみを使
用すること。イケアのバリューチェーン全体で再生可能な電力を100％使用すること。2030年までに気候
変動に対応できる企業になるというイケアのコミットメントの重要な一部分です。
■さらに2025年までには、イケアレストランで提供するメニューの半分と、Swedish Food Marketで販売
する商品の80％を植物由来の食品にすると掲げています。

イケア・ジャパンCEO&CSOペトラ社長から 日本の若者へのメッセージ

「イケアのサステナスピリットはどこから生まれるのか？」

■スウェーデンはわずかな人口（1,000万人、世界人口の0.1％）から仲間を広げ、イノベーションを生み
出しながら成長してきた国です。国際的な業界のトップランナーや歴史ある企業が数多くあります。
■スウェーデンの社会では、市民が力を持っていることを理解しています。市民では、消費者でありそし
て選挙民です。市民の選択が社会へ影響を持っていることを知っていて、法律の制定の場でも市民の声は
影響力を持っています。
■スウェーデンの「グリーンモデル」は、ビジネスとサステナビリティの統合を目指しています。ビジネ
スをサステナブルに順応させているのは、それが良いことだからという理由だけでなく、経済合理性があ
るからというのもあります。多くのスウェーデン企業は、経済合理性だけでなく、長期的に生き残る唯一
の手段だと考えてサステナブルに変わっています。
■スウェーデンでは「Fossil Free Sweden」という、政府が全ての業種と直接の対話を交わす機会があり
ます。日本人の皆さんも対話の機会を通して、政府をもっと推し進めても良いのではないでしょうか。
■スウェーデンでは、幼い頃から怖がずに自分の意見を言うように育ちます。なので上司や大臣などにも
自分の意見や批評を臆せず伝えることができます。なので全ての日本の若者へ。自分自身で考えて、自分
の声を使いましょう。社会に影響を及ぼしましょう。争うのではなく、一緒により良い社会へ変えていく
のです。



レポート 2022.05.25

ディスカッション ~登壇者と参加者の対話~

ペトラ社長：長所は、日本で行政とともにサステナビリティへの意識が高い
こと。人々は熱心に変わろうとしています。短所は、キャパシティ不足のた
めにサステナビリティに関して達成したい目標が達成されないことがあるこ
と、そして変化のペースが遅いことです。しかし、決意があれば、ヨーロッ
パを超えるペースになると信じています。

日本でサステナビリティに携わることの
メリットとデメリットは何だと思いますか？

Q.1

Q.2

日本の若者から登壇者へ質問！ 

日本で低コストでサステナビリティを実現するには？
消費者を巻き込むために日本企業が取り組めることは何？

日本の若者から登壇者へ質問！ 

大使：教育を受けた若いスウェーデン人は、サステナブルな企業で働き
たいと考えており、もし企業がサステナビリティに取り組んでいなけれ
ば、優秀な若い人材は去っていきます。日本では、人々は長期的なキャ
リアを考えているので、上司に従順だと思います。

ペトラ社長：確かに、サステナビリティに取り組むことを理由にイケ
アに入社する社員は増えていますね。

ペトラ社長：サステナビリティは、大衆にとって手の届くものでなけ
ればなりません。私たちは、デモクラティック・デザインのバリュー
によって低コストでの生産を実現しています。デモクラティック・デ
ザインとは、真に良い製品、つまり、形、機能、品質、持続可能性、
そして低価格を、私たちが行うすべてのことに盛り込むことです。も
ちろん、これを実現するのは簡単なことではありません。私たちは慣
習に挑戦し、あえてこれまでにない新しいことに挑戦する必要があり
ます。そのためには、「頑張る」という決意が必要です。
そして、サステナビリティのインパクトを広めるためには、消費者を
巻き込むことが重要です。消費者がもっと立ち上がり、サステナビリ
ティへの姿勢を示すことが必要です。スウェーデンでは、過剰包装を
スーパーのゴミ箱に捨てて、過剰包装に反対であることを示す活動も
ありました。企業は、自分たちの課題に透明性を持たせ、変革のため
の話し合いに参加する必要があります。
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ディスカッション ~登壇者と参加者の対話~

スウェーデン企業はどのようにサステナビリティの
インセンティブを高めているのでしょうか？

Q.4
日本の若者から登壇者へ質問！ 

Q.3サステナビリティは包括的に取り組まなければいけません。
男女平等については、どのように取り組んでいますか？

日本の若者から登壇者へ質問！ 

大使：多くのリーダーは代替案がないと感じていて、それに取り
組んでいます。しかし政府は、例えば税制によって変化を促すこ
とができます。私たちは、二酸化炭素税も導入しています。スウ
ェーデンは税金が高いことで知られていますが、大多数の人々が税
制の使い方に信頼を寄せている限り、それは有効です。また、環境
を破壊する有害な化学物質や製品から段階的に脱却しています。ス
ウェーデンにはノルウェーのような明確なガソリン車廃止の期限は
ありませんが、環境に優しいものへ変える経済的安定性がない人に
は補助金を出すなどの支援もしています。

ペトラ社長：私たちは企業として革新的でなければなりませんが、
政府にも気候変動に配慮したアジェンダを推進してもらわなければ
いけない以上、私たち全員は変化に向かって同じ考えを持っている
と感じています。

ペトラ社長：都市化、少子高齢化が進む日本では、女性のエンパワーメントと労働力とし
ての積極的な参加は非常に重要です。また、COVID-19は、経済的にも精神的にも女性に
大きな影響を与えています。日本における男女共同参画の推進は日本社会にとって極めて
重要であり、私たちには果たすべき役割があると考えています。
 2021年7月、イケア・ジャパンは女性管理職の割合が51％に達しました。今年は、女性
リーダーのためのメンタープログラムを継続するとともに、基本的人権としての男女平等
の重要性を伝えるため、子ども向けの「男女平等ブック」を作成しました。
男女平等に取り組むには、常に話し合うことから始まります。私たちは、従業員に託児
サービスを提供し、育児休暇も男女共に平等の権利を与えています。また、男女の平等
性についての話し合いには、男性にも積極的に参加してもらうようにしています。

大使：男女共同参画の推進には、企業における政治的な意思とリーダーシップが大きく関
わっています。スウェーデンは世界中に100以上の大使館・領事館があり、女性がリーダ
ーシップを発揮できるよう積極的に働きかけてきました。現在、スウェーデンの大使の50
％が女性です。また、女性が同等の代表権を持つための支援をすることに対しての不満を
なくすためにも、男女共同参画社会に向けて男女問わず話し合うことが必要です。
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ディスカッション ~登壇者と参加者の対話~

日本の若者に期待することは何ですか？Q.5
日本の若者から登壇者へ質問！ 

Message from the Speakers

大使：グローバルな規模で、私たちは皆繋がっています。気候のために声を上げ、思い描く未来
を示すために組織に参加しましょう。

ペトラ社長：私たちは、子供たちが小さいうちからサステナビリティについて話す必要がありま
す。子供たちに真実を伝え、私たちの未来に責任を持つように仕向けなければなりません。
若者を育成する以外には、自分の権利を積極的に主張することが重要です。皆さんはグローバル
な世界の一員なのです。あなた方は教養のある社会なのです。自分の未来と未来の世代のために
自分の権利を主張すればいいのです。日本がサステナブルなフロンティアランナーになれると主
張すればいいのです。クールな国である日本を取り戻しましょう。

大使：あなたの能力と向上心は、あなたが
思っている以上に強いものです。大きな仕
組みや政治は必要ありません。どうしたら
変化に影響を与えられるか、家族や友人、
身近な人と話して考えてみましょう。

ペトラ社長：あなたたちは未来です。日本
とともに、そして世界中の人々のために変
化していくことを楽しみにしています。



アンケート結果

参加者からの感想 ~各セッションについて~

■  素晴らしかったです
■  スウェーデンの環境政策や国民の意識など色々な事を具体的に教えてくれてありがとうございます !
■  Thank you very much for your friendly and meaningful message.
■  消費者の力が社会を変えるという言葉がとても印象的で、心に響きました。
■  コンシューマーパワーが日本が弱いという点のご指摘が印象に残りました。私はお買い物も投票であることを一人でも多くの方に伝えて  
　　いきたいと考えてます。

■  為になりとっても良かったです
■  IKEA ではよく買い物をしていて、環境に配慮した物をよく買いました。本当に素晴らしい商品で、長持ちします。本当にありがとうござ
　　います。

■   I realized that IKEA is doing a lot for sustainable development. Thank you very much.  
■   sustainability は not for the few ではなく，for the many というお話は非常に印象的でした。

■  スウェーデン大使館のシェフが作ったシナモンロールを食べられて感
　　激しました！

■  絶品のシナモンロールをいただきつつ、若者同士でも交流ができて楽
　　しかったです。

■  大使やペトラ社長と直接お話しできる貴重な機会でした！
■  ペトラ社長も大使もとても気さくに話してくださり、嬉しかったです。
■  大使が 50 代のはずなのに若々しくて、びっくりしました！スウェー
　　デンではもう一線を退くような年齢というのも驚きました。

■  全体的には良かったですが、お水だけでもいいので交流会あればなお
　　良いと感じました。

■ 登壇者のトークセッションについて

■ インタラクティブなディスカッションについて
■  ビジョンの設定・共有や対話が重要であることは勉強になった。単なる取り組みだけでなく、土台作りにも注意してみたいと思う。
■  参加者が非常に積極的であることが印象的だった。人脈、ネットワークが広がっていくというのが、参加者にとっての財産になると思う。
■  オンラインで参加しましたが、本当に聞いていて楽しかったです。自分も気候正義のために気候問題に取り組む団体に入っており共感で
　　きるところがたくさんありました。今度は会場参加したいです。

■  当社もサステナブル推進として経営の中心に置きながら事業と持続可能な社会の実現に向けて取り組んでいます。しかし、トップの旗振
　　りだけでは推進ができない課題もあります。社員一人ひとりが意識を持って取り組むべき活動など実施できればと思っていますので、今

　　後も教えてサステナブルWORLD の活動に参加させていただきます！

■  第１回目にスウェーデンを選んだのはとてもよかったと思います。実際にサステナブルな社会づくりの先進国ということがよくわかりま
　　した。

■  こうした参加者が「アンバサダー」になっていくのでしょうか。そんな感じがいたしました。
■  佐座さんはパネリストのような立場でもよいですが、ファシリテーター役でもＯＫなんですね。
■  私のような者には、同時通訳があって助かりました。
■  とにかく、SWiTCH がどんな活動をしているのか、お話を聞くのも大事ですが、実際に目撃する方が理解は深まるなと感じました。

■ フィーカタイム（交流会）について



アンケート結果

参加者からの感想 ~サステナブルWORLDについて~

■  環境先進国だと思いました。
■  イケアでは FSC 認証とリサイクルの木材が 98%
■  ビジョンの設定・共有や対話が重要であることは勉強になりました。
■  スェーデンの教育制度は見習うべきものがあると感じた。
■  IKEA の様々な取り組みが印象に残りました。
■  たくさんあってひとつに絞れません！
■  デポジット制。日本で取り入れるためには何を変えれば良いか、どう工夫すれば良いか調べてみたいと思いました。

■ スウェーデンのサステナブルな取り組みで印象に残ったこと

■ これならできると思ったサステナブルアクション
■  ゴミリサイクル，肉や乳製品なるべく食べない。
■  日本人なら必ずできる！という言葉に勇気づけられました。
■  まずは声をあげる！
■  今の考えから変え、それに対してのアクションを考え、変えていくということを小さいことからでもいいからやってみる！
■  単なる取り組みだけでなく、土台作りにも注意してみたいと思います。
■  日本人も自信を持ってサステナブルな活動に取り組もうと思った。
■  家庭内エネルギーを再生エネルギーに変換
■  自分でもできそうなアクションとしては、コンビニに頼るのではなくお弁当を作ることを心がけたいです。
■  ドリンクボトルを持ち歩くこと
■  与えられたものを受け取るだけでなく、改善が必要であれば声を上げること

■  アメリカ、ヨーロッパ
■  ドイツ
■  北欧各国・フィンランド
■  オランダ
■  フランス
■  アジア
■  アメリカ（環境への対応についても２極化しているので両極の意見を聞いてみたい。）
■  発展途上国（サステナビリティに関してどのような関心事があり，どんな取り組みがなされているのか気になる）

■ 次回に向けて取り上げてもらいたい国

■ 次回に向けて取り上げてもらいたい企業
■  様々な国、企業のサステナブル活動が聞ければ参考になります
■  日本国内企業の取組みや課題に感じていることなども気になりました
■  日本の企業、今後期待される活動をしている企業
■  ブーランジェリー・ドリアン（広島・捨てないパン屋）、Silo（英国・レストラン）
■  Ecosia の運営会社



一般社団法人SWiTCH
www.switch.bio


