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1 調査概要・目的等 

1.1 調査概要・目的 

我が国では、世界のインフラ需要の拡大に対し、民間投資を喚起し持続的な成長

を生み出すための成長戦略として、日本の「強みのある技術・ノウハウ」を最大限に

活かして、需要取り込みを推進するとともに、我が国の力強い経済成長につなげるた

め、平成 30 年６月７日に経協インフラ戦略会議でインフラ輸出戦略が策定された。こ

こで、インフラシステムの海外導入のためには、相手国の実情を十分に踏まえ、様々

な課題を複合的に解決できるソリューション提案を行い、我が国提案のコンセプトや

技術の優位性・信頼性を相手国に十分に理解してもらうことの重要性が指摘されてい

る。また、インフラ整備に対するニーズは、システム化された大型案件のみならず、

地方・中核都市における中規模・小型案件でも存在するとした上で、このような多様

なインフラニーズにきめ細やかな対応をすべき特定分野としてリサイクルを取り上げ、

ポテンシャルを有する中小・中堅企業への支援や海外展開を後押しすることの重要性

が示されている。 

平成 28 年 11 月には、地球温暖化対策の新しい国際ルール「パリ協定」が発効し、

すべての国が世界共通の長期目標や各国が自ら策定する削減目標に基づき取り組みを

加速することになった。発展途上国は先進国からの資金や技術の供与を要請して目標

達成を目指す一方で、市場が成熟した先進国においては、いかに経済活動を縮小させ

ることなくこの目標を達成するかが課題となっている。また、平成 30 年はプラスチッ

クごみが世界的な問題となり、規模の大小を問わず民間企業が相次いでプラスチック

ごみ削減やリサイクル目標を発表するなど、リサイクル分野に対し社会的に大きな関

心が集まった。我が国でも、平成 31 年（2019 年）に大阪で開催される G20 サミット

に向けて海洋プラスチックごみ問題解決にむけて業界横断的かつ官民総力戦での施策

提示にむけ、各所で活発な働きかけが行われている。 

このような背景の下、我が国企業が有する質の高いエネルギーインフラシステム

の海外展開先として、欧州は非常に有望な地域である。成熟しているという点で我が

国と共通する社会構造を有するため、我が国のシステムを導入することの親和性が高

いことが理由として挙げられる。特に、パリ協定のイニシアチブを取ったフランスで

は、目標達成に向けて、政府が税制等で企業活動を誘導する動きも見られ、既存事業

者がこれまでの業態を見直し、「サーキュラーエコノミー（循環経済）」と呼ばれる

事業活動に転換していくことが要請されている。 
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本調査では、我が国企業が保有する高度なポリエステルリサイクル技術及びノウ

ハウを活用し、フランス国リヨンにおける地産地消の繊維リサイクルインフラシステ

ムの構築及びその中心的役割を担うリサイクル工場の建設を実現するための調査を実

施する。これにより、フランスや地域自治体の政策との整合、新たな経済圏の出現に

よる現地企業への裨益を検討するとともに、我が国企業の技術優位性とシステムの成

熟市場への親和性を明らかにし、ひいては当該分野へのインフラ投資の機運を高める

ことを目的とする。 

1.2 事業内容 

フランスの主要都市であるリヨンは、古くから繊維産業及び化学産業が集積する

地域であり、世界的にも高い知名度を誇ってきた。しかしながら、近年は、繊維産業

サプライチェーンのアジアへの移行や、化学製品の製造技術の進歩により、これらの

産業の空洞化が進んでいる。フランス政府は日本政府と共同で、2014 年に「繊維分野

にかかる協力覚書書」（MOC）に署名し、民間事業者を巻き込みながら、日本の高機

能・高性能な素材技術と、フランスの加工技術やブランド力との掛け合わせで、次世

代の製品開発やそれを活用するシステム構築（標準化等）に向けて議論を重ねている。

現地では、繊維クラスターや化学クラスターと呼ばれる事業者組合が、メンバー企業

共通の利益になるイノベーションの検討・実証に向けて、政府支援を受けて活動を進

めている。 

一方、フランス政府は、リサイクル素材の普及を目指し、バージン素材で作られ

た容器に対し税をかけることで、リサイクル素材で作られた容器がより安くなるよう

にするなどの施策を検討していることや、売れ残り繊維製品の焼却処分を禁止する法

律を制定すると発表するなど、リサイクル分野に対して優遇する方針を打ち出してい

る。 

本事業は、フランス国リヨンに、我が国企業が有するポリエステルのケミカルリ

サイクル技術を導入することで、石油由来のポリエステル樹脂の製造に係る CO2 排出

量と比較して低い CO2 排出量でポリエステル再生樹脂を製造することを可能とし、廃

棄物を新たな原料として生まれ変わらせるシステムを構築することにより、化学産業

の既存ユーティリティの利活用と繊維産業への新たな付加価値の提供を目指すもので

ある。本事業を通して、ケミカルリサイクルプラント建設に係る投資額を見積もると

共に、事業実施体制を検討し、政策との整合性あるファイナンス候補を検討する。こ

れにより、我が国のケミカルリサイクルプラント技術移転の拡大を目指すとともに、
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国際的な CO2 削減に貢献することを目指して、以下の調査・検討を実施した。 

1.3 調査の実施体制 

本調査は、以下の体制で実施された。 

 

出展：調査団作成 

Fig  1 実施体制 

日本環境設計 

本事業の実施主体。2007 年に設立され、繊維、携帯電話、プラスチック製品のリサイ

クルを推進すべく、技術と回収インフラの構築を事業活動として実施している。自社

で保有するポリエステルのケミカルリサイクル技術と回収システムのインフラを現地

にローカライズすることを目指す。日本での実績に基づき、関係各者へのヒアリング

や事業性評価に必要な調査を実施した。 

Techtera 

2005 年に設立されフランス政府から承認された、ローヌ・アルプス地域の繊維のイノ

ベーションクラスター。2017 年から Recycling and Circular Economy in the Textile 
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Industry Club (RECIT)を開設し、メンバー内外のネットワークを活用して、技術開発

課題や経済性の評価などを主導している。産業界と政府との間で、プロジェクトを推

進する能力に長け、日仏繊維協定の下、日本との関係構築にも積極的に取り組んでい

る。日本環境設計からの外注を受け、政府や地域企業とのコネクションを活用し主に

政策的な内容やサプライチェーン構築のための調査を実施した。 

ローヌ・アルプス地域政府 

フランスの繊維産業の 29％に当たる 626 企業が存在する。2017 年のフランス繊維産業

の売上は、13.5 billion €（+1.8%）であったが、ローヌ・アルプス地域は、この売上の

25％にあたる 3.35 billion €を担っている。 

リヨン市化学産業担当 

リヨンにある化学産業の活性化のための遊休地、遊休資産の転貸を通じて新規プロジ

ェクト創出を目指している。 

リヨン地方経済開発公社 

リヨンへの投資を促進するための公社で、市場調査、行政手続き、進出用地の選定、

該当分野の関係者への紹介等を担う。 

エンジニアリング会社 

現地で廃棄物処理関連設備や化学プラントのエンジニアリング経験のあるエンジニア

リング会社を選定した。日本環境設計から現地において工場建設する際の EPC（エン

ジニアリング・調達・建設）の試算を外注した。 

現地法律事務所 

現地登録特許と実施予定技術の関係を確認するため日本環境設計から意見書作成を外

注した。 

1.4 調査スケジュール 

調査スケジュールは以下の通りである。 
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出展：調査団作成 

Fig  2 調査スケジュール 
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2 ポリエステルリサイクル技術と日本のリサイクル関連施策 

2.1 ポリエステルリサイクル技術 

日本環境設計は 2007 年に設立され、繊維の循環利用を促進することに対し、技術

と社会システムの両輪でアプローチすることで独自の事業領域を広げてきた。同社の

北九州響灘工場は再生ポリエステル製造事業の中核工場であり、使用済みの繊維製品

や廃 PET ボトルなどを原料とし、化学的に分解する工程と精製の工程を経て、得られ

たモノマー（BHET）を再重合することにより、純度の高い PET 樹脂を製造している。 

 

出展：調査団作成 

Fig  3 日本環境設計北九州響灘工場の概要 

 

出展：調査団提供 

Fig  4 北九州響灘工場の再生ポリエステルプラント外観 

名称 写真

日本環境設計株式会社　北九州響灘工場

所在地

福岡県北九州市若松区響町

稼働開始

2017年12月

敷地面積

９，８３０㎡

処理能力

１，２００トン／年

生産能力

２，２００トン／年（再生ポリエステル樹脂）
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本事業でコアとなる高度なポリエステルのケミカルリサイクル技術は、３つの点

で他の技術とは一線を画する。１つは繊維をリサイクルできること、もう１つはリサ

イクルされた製品の品質の高さ、そして事業拡大性が高いことである。 

使用済みの繊維は利活用率が低迷しており大半は焼却されている。これは、繊

維が天然素材と化学素材の混合物でリサイクルが困難であるため、世界的にリサイク

ル技術が未成熟であること、またアフリカや中国の輸入制限によりリユースの市場が

狭まりつつあることが原因として挙げられる。また、繊維の 60％以上が化学繊維、つ

まり石油由来であり、資源確保の観点からも、繊維をリサイクルしてから繊維が製造

できることへの要請は高い。 

 

出展：調査団作成 

Fig  5 衣料品を石油由来ではなく衣料品のリサイクルによって作る 

本技術は、ケミカルリサイクルと呼ばれる技術に属し、繊維から繊維へのリサ

イクルを実現するには不可欠な技術である。しかしながら、プラントの高度な化学的

制御が必要であること、一般的な PET ボトルからのリサイクル手法と比較すると製造

コストが高くなること、などの理由から商業レベルで実施している者はほとんどいな

い。唯一、中国企業が存在するが、日本環境設計の技術と比較すると工程数が多いた

め、製造コストの点で不利な状態であると認識している。本技術は、染料や他の素材

等の不純物を含む繊維から、目的とするポリエステルのみを高純度に抽出する技術を

特徴とする（登録特許 5189266 号）。特に精製の段階に独自性があり、得られる PET

樹脂は、石油由来の製品と同等レベルの高い品質を達成できる。 
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出展：調査団作成 

Fig  6 リサイクルにより得られる樹脂の外観比較 

技術の事業拡大性は、リサイクル技術の後工程との連結容易性がポイントにな

る。本技術を活用した工程から得られる PET 樹脂の基となるモノマー物質（BHET）

は、一般的に PET 樹脂を重合する際に世界中どの工場でもプロセス中で製造している

物質である。このため、将来的に製造能力を拡大したい場合には、既存の PET 重合工

場に配管で連結するだけで、石油由来の PET 重合工場をリサイクル製品の製造工場に

変えることができる。新たな設備投資が不要なばかりか、既存の工場が有するユーテ

ィリティや人員を活用できるため、大幅にコスト削減が可能である。つまり、日本環

境設計の技術は、世界中どこにでもある既存の工場に連結可能であり、かつ製造能力

を拡大することによるコスト低減効果が大きいため、拡大性が高いと言える。 

消費者が現実的にお店で商品を手に取った際に重視するのは、品質とそれに見

合った価格である。従来の PET ボトルから得られるリサイクル品は、含まれる不純物

の影響でその用途が限定されてしまい、ファッション製品として高い機能性や意匠性

を表現するには限界があった。また、いくら品質が高くても価格が見合わなければ見

向きもされない。これに対し、日本環境設計の技術は化学プラントを活用するので、

バージン材と同様にスケーラビリティがあり製造能力の増大により製造コストを抑え

ることが期待できる。その結果、将来的には価格競争力をもった高品質なリサイクル

品を提供できるのが強みとなる。 
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なお、本技術を実証したプラントは、新エネルギー・産業技術総合開発機構

（NEDO）の平成 27 年（2015 年度）度戦略的省エネルギー技術革新プログラムに採

択され、約 4.7 億円の助成を受けた。2017 年 12 月に竣工し、現在稼働中である。 

また、日本環境設計はアパレル企業と協力の下、日本国内の約 2400 か所に衣

料品やプラスチック製品を回収する拠点を広げてきた。これは、消費者の生活に組み

込まれ、消費者が自らのこととして認識できる循環のシステム構築が重要だと考える

ためである。近年は、オンライン/オフラインを問わず、アパレル企業が販売した衣料

品の回収に取り組む事例は増加傾傾向にある。ただ、消費者がこの活動に参加した結

果は、リユース品として見ず知らずの誰かの役に立つか、適正に処理されて地球環境

を汚染しないという消極的なものでしかない。一方で、リサイクルの技術とセットに

なった回収の仕組みは、消費者にとって納得感のあるものである。加えて、そのリサ

イクルによって得られる素材が、地元や自分の応援する企業の製品に戻るのであれば、

回収活動への参加のみならず、その製品の購買についても高いモチベーションが生ま

れるはずである。日本環境設計は、この消費者のモチベーションが循環社会を実現す

るための重要な力であると考え、技術だけでなく消費者を巻き込むことが事業展開に

おける重要な要素と位置付けている。 

 

 

出展：調査団提供 

Fig  7 消費者巻き込み型システムも構築実績 
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2.2 日本のリサイクル関連施策 

2.2.1 繊維リサイクル 

日本における繊維製品のリサイクルについては、平成 13 年（2001 年）に「繊

維製品リサイクル懇談会」にてリサイクルの方策検討を行った記録1があるが、現在に

至るまで法制度化には至っていない。平成 22 年（2010 年）の「繊維製品３R 関連調

査事業報告書2」（独立行政法人 中小企業基盤整備機構）によれば、使用済みとなった

衣料品は、リサイクル 11.30%、リユース 13.35%、リペア（修理）1.63%（３R 率と

して 26.28%）であり、残りは可燃ごみや不燃ごみとして処理されていると報告されて

いる。昨今の店頭での衣料品回収の取り組みの広がりや、シェアリングエコノミーに

よる消費者間での取引きの浸透などにより、３R 率は向上していると期待されるとこ

ろではあるものの、繊維のリサイクルを含む３R 推進は、民間事業者や消費者の自主

的取り組みに委ねられている。 

2.2.2 プラスチック容器リサイクル 

プラスチック容器のリサイクルについては、平成７年（1995 年）に施行された容

器包装リサイクル法が適用され、家庭から排出される容器包装は、ほとんどの場合自

治体により回収されて再商品化事業者に有償または逆有償で引渡しがなされるスキー

ムが確立している。また、その費用は、容器の製造・販売者、商品の製造・販売者、

及び小売業者が再商品化義務として負担している。PET ボトル3では、販売量 59.6 万

トンに対し市町村で回収される量が 29.8 万トンであり（回収率約 50%）、その他のプ

ラスチック製容器包装4では、販売量 123.1 万トンに対し市町村で回収される量は 73.9

万トン（約 60％）と報告されており、自治体ごとの方策の違いはあるものの、市民に

とって容器包装のリサイクルは浸透していると言える。また、PET ボトルについては、

業界団体によりリサイクルに配慮した自主設計ガイドライン5が制定された結果、日本

は世界でも類を見ないレベルの易リサイクル設計 PET ボトルが流通する国となってい

る。 

                                                   
1 経済産業省製造産業局繊維課, 2001 

http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/285403/www.meti.go.jp/kohosys/press/0001863/1/010918textile.pdf 

2 中小企業基盤整備機構, 2010 

http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/6020255/www.smrj.go.jp/keiei/dbps_data/_material_/common/chushou/b_keie

i/keieiseni/pdf/53267-01.pdf 
3 容器包装リサイクル協会, 2016 https://www.jcpra.or.jp/recycle/recycling/tabid/423/index.php#Tab423 

4 容器包装リサイクル協会, 2016 https://www.jcpra.or.jp/recycle/recycling/tabid/428/index.php#Tab428 

5 PET ボトルリサイクル推進協議会, 2016 http://www.petbottle-rec.gr.jp/guideline/jisyu.html 
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3 フランス政府や地方自治体等の政策動向調査とプロジェクト実施による裨益の検討 

3.1 パリ協定に対するフランスのコミットメント 

フランスでは、その首都パリで 2015 年 12 月 12 日に開催された第 21 回気候変動枠

組条約締結国会議（COP21）にて採択された気候変動抑制に関する多国間の国際的な

協定（以下、「パリ協定」と言う）に対し、開催国としてのリーダー的役割を果たす

べく、2016 年以降も各国における批准に向けて尽力しながら、国内の産業に対しても

高い水準の目標達成を求めている。例えば、運輸部門では、欧州委員会の提案を超え

る目標を設定しており、2030 年には、2021 年の水準と比較して最大 40％の CO2 排出

量の削減を提案している。 

フランスの主要都市の１つであるリヨン・メトロポール地域でも、パリ協定の達成

に向けて重要な役割を担うと認識し、地域に関係する 84 のパートナーと共に、独自の

地域・気候およびエネルギー計画（Territorial, Climate and Energy Plan, PCET）推進

し、２つの目標を設定している。 

１） 地域におけるエネルギー消費を制限し、再生エネルギーを開発すること

により、温室効果ガス（GHG）を低減させる 

２） 完全には回避できない気候変動に対して適応する 

現在は、2020 年までに排出量を 20％削減するというコミットメントを達成できる

よう、PCET で計画された行動の実行を継続中である。 

3.2 フランス Circular Economy ロードマップ 

フランス首相は、2018 年に気候計画（the Climate Plan）に沿って、よりサスティ

ナブルな製造、消費および廃棄物マネジメントにおける大幅な改善を目指す 50 の施策

を伴うフランスサーキュラーエコノミーロードマップ（French Circular Economy 

Roadmap6）を発表した。このロードマップの主な目的は以下の通りである： 

• フランスの消費に関連する転園資源の使用を削減する 2010 年から 2030 年の間

に GDP に関して 30％の資源消費を削減する 

• 2025 年までに、2010 年と比較した無害廃棄物の埋立量を 50％にまで削減する 

• 2025 年までに 100％のプラスチックリサイクルを目指す 

• プラスチックリサイクルによる毎年 800 万トンの CO2 排出量削減を目指す 

                                                   
6 Republique Francaise, 2018 https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/FREC%20-%20EN.pdf 

 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/FREC%20-%20EN.pdf
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• 最大 300,000 の追加雇用を創出する 

各項目におけるより具体的な施策は以下の通りである： 

＜製造＞ 

• 製品により多くの二次原料を利用する（measure 1） 

• リサイクル産業と、リサイクル製品の製造産業からの投資を確保するための、

拡大生産者責任（Extended Producer Responsibility, EPR）スキームを可能とす

る（measure 4） 

• 資源をよりサスティナブルに管理する（measure 5） 

＜消費＞ 

• 消費者への情報を改善する（measure 13） 

• 2019 年までに、繊維産業に対する廃棄物問題に対抗する主要原則を推進する

（measure 15） 

＜廃棄物マネジメント＞ 

• 慈善目的のための回収活動を通じ、リサイクル可能な包装、ペットボトル及び

缶の回収を推進するための「総動員（general mobilization）」を開始する

（measure 17） 

• 業務用包装に EPR「包装」スキームの範囲を拡大し、カフェ、ホテル及びレス

トラン産業において回収されるボトルと缶の量を増加させることを目指す

（measure 18） 

• 国民のための分別のプロセスを単純化し、フランス全体の容器の色を調和させ

る（measure 19） 

• ごみの廃棄よりも、ごみの再生を安価にする税制を適用する（measure 21） 

• ごみ回収のための価格インセンティブの導入を推進する（measure 22） 

• 2020 年までに、プラスチック粒子回収フィルターを、それらが製造されるまた

は使用される場所に設置する（measure 26） 

• 2019 年までに、古い携帯電話の回収を促進する資金メカニズムの導入を検討す

る（measure 31） 

• Circular economy を促進するための廃棄物規制を適用する（measure 36） 

このロードマップの対象者は、企業だけでなく、自治体や国民・消費者も含むとさ
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れており、全ての参加者を巻き込むために、地域ごとにも行動を起こすことが明記さ

れ（measure 43）、さらに専用に資金により支援することも計画されている（measure 

45）。これらの実行にあたり、例えば、ごみに対する税金を増加させ、リサイクル材

に対する value-added tax（VAT）を低減する施策や、まだ市場価値を有する製品を廃

棄する行為に対する法案が 2019 年に提案されるなど、政府主導の動きが活発な状況で

ある。 

3.3 リヨン地域における実施策 

リヨン・メトロポール地域は、その地域に関連する 84 のパートナーと共に持続可

能な開発のための PCET を制定している。 

リヨン・メトロポール地域は、2018 年から”circular economy, zero waste“の提案を

開始し、それにより今後３年間、リヨンにおける circular economy の新たなループ又

は省資源およびごみレスの新規事業モデルを実行したい企業に対する支援を打ち出し

ている。具体的には最大で営業総支出の 50％（上限 15,000€）及び総資本の 50％（上

限 30,000€）の財政支援などがある。また、リヨン・メトロポール地域は、2020 年ま

でに CO2 排出量を 20％削減する計画を実施中である。 

3.4 日仏繊維協定 

2014 年 5 月に、日本とフランスは繊維分野における政府レベルの協力体制を確認

する日仏繊維協定（Memorandum of Cooperation, MOC）を締結し、2017 年 4 月には、

さらに３年間更新することを発表し、フランス経済・財政省企業総局（Directorate-

General for Enterprise, DGE）、日本の経済産業省製造産業局、フランスのイノベーシ

ョンクラスターの Techtera や Up-Tex、及び日本化学繊維協会（JCFA）と日本繊維学

会の代表らにより署名がなされた。新たな課題としては、以下の目標が掲げられてい

る。 

• 大学や繊維関係団体が開催・運営するセミナーやコンソーシアムへの参加を通

してスマートテキスタイルやエコテキスタイルの開発など、将来性の高い分野

で協力を強化 

• 適切な財政的枠組みの導入に関する検討も含めて、日仏関係者間の研究開発パ

ートナーシップの発展を支援 

• 日仏企業間の BtoB 会合の開催におけるビジネス・フランスと日本貿易振興機

構（JETRO）の役割を強化 

今回の更新においては、さらに”sustainable development”（持続可能な開発）が新
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たな解決すべきターゲット市場として挙げられており、繊維のリサイクルも、共同プ

ロジェクトの対象として情報交換の対象となることが言及されている。 

本調査期間においては、2018 年 12 月に開催された第六回日仏繊維ワーキンググ

ループにて、本事業の概要及びフランスの研究機関である Axel’One との取り組みにつ

いて日本環境設計および Techtera から報告を行った。 

3.5 プロジェクト実施における裨益 

上述の通り、フランス政府は資源活用機会拡大、プラスチックごみなどの廃棄物

問題の解決および雇用創出など複数の視点から Circular economy の推進を重要な施策

として位置付けており、またパリ協定の実行の視点から CO2 排出削減に資する取り組

みには、国だけでなく地方自治体も積極的な支援を打ち出す姿勢がある。本プロジェ

クトでは、CO2 削減に資するリサイクル工場の建設、及びリサイクルと紐づく商品の

提供により、アパレルブランドのみならず消費者にも影響を与える提案を行うもので

ある。また、本プロジェクトは、単なる新規なインフラの導入ではなく、フランス国

の既存の資産を活用しながら、新たな価値を創造することを目指すものである。これ

は、繊維製品や化学製品の生産拠点として巨大な能力を有するアジア地域での展開と

は一線を画し、生産拠点ではなく成熟した市場に根付く事業モデルの提案ともなり得

る。本プロジェクトが達成できた暁には、本事業モデルを欧米でさらに展開すること

も期待できる。 
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4 フランスにおける事業化に向けた事業計画の検討 

4.1 フランスの事業環境に適合する事業スキームとインフラシステムの基本設計 

4.1.1 繊維業界 Eco TLC 

Eco TLC は、2008 年に設立され、2009 年にフランス当局により認定された、

非営利・非公開企業である。Eco TLC は、主要な小売業者やアパレルブランド企業 29

社から構成されるボードメンバーにより運営されており、フランスのファッション業

界を 100%循環型にすることを使命としている。Eco TLC が管理するプロセスは、フ

ランスで衣料品、リネン及び履物を販売する全ての事業者（生産者、流通業者及び輸

入業者）は、EPR に基づき、販売商品の販売後のプロセス（処分）について、財政的

および物理的に責任を有するという理念に基づく。各企業は、市場に投入した衣料品

等の量に応じた環境税（Eco-tax）を支払う必要があり、独自回収スキームの構築や、

商品設計の取り組みなどに応じた貢献によりこの環境税は控除される仕組みである。 

 

出展：Eco TLC 提供（©Eco TLC） 

Fig  8 Eco TLC のプロセスと予算構成 

Eco TLC は、徴収した Eco-tax を以下の活動に割り当てている： 

• 回収された衣料品の分別センターの財政支援により雇用の確保及び拡大

（70%） 
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• R&D プロジェクトへの融資により、使用済みの衣料品、リネン及び履物を

リサイクルするための新たなソリューションの開発（20%） 

• 市民を含むステークホルダーとのコミュニケーションツール作成や教育や、

統計情報の整備（10%） 

R&D プロジェクトとしては、以下の４つの分野の 36 のプロジェクトに合計

3.2M €を費やして支援している： 

• エコデザイン（新商品） 

• クローズループリサイクル（使用済み物品から作られる服など） 

• オープンループリサイクル（不織布やフェルト用途など） 

• 技術プロセスの改善（材料の分離、処理技術の開発など） 

Eco TLC が公表する資料7によれば、Eco-tax は、企業お規模および商品の大き

さに応じて１点当たりの金額が設定されており、これは毎年事業者が申告する販売量

に基づき計算される。例えば衣料品では 4 段階あり 0.00156～0.06259€/商品（0.18～

7.82 円/商品）を支払う必要がる。また、Eco Contribution と呼ばれる企業努力に応じ

て Eco-tax は減額される可能性がある。例えば、商品のライフサイクルを長くするエコ

デザインは 75%オフ、プレコンシューマ品からのリサイクル繊維を使えば 50%オフ、

製造工程からのリサイクル繊維を使えば 25%オフとなる。 

Institute of Circular Economy が 2017 年に実施した調査8によれば、繊維産業は、

水の消費、加工における化学物質の使用、温室効果ガスの点で、世界で２番目に汚染

度の高い産業と言われている。ファストファッションと言われる安価で気軽に手に入

れることができるアパレルブランドが世界中に浸透し、衣料品の生産は過去 15 年で２

倍になった。一方で、低価格にもかかわらず売上を維持するため、アパレルブランド

各社は販売量の増加に力を注いでおり、売残り在庫の増加が課題となっている。 

4.1.2 Eco TLC が有する回収の仕組み 

Eco TLC は、166 以上の契約を締結し、349 の回収拠点オーナーに拠点の新設

を許可している。この結果、全国に 44,000 の回収拠点が存在し、223,000 トンの衣料

品が回収されている。回収された衣料品は、リユース（58.5%）、リサイクル及びエ

                                                   
7 Eco TLC, 2019 https://www.ecotlc.fr/page-297-information-in-english.html 

8 Institut National de l’Economie Circulaire, L’économie circulaire dans l’industrie textile – Focus, septembre 2019 

https://institut-economie-circulaire.fr/wp-content/uploads/2018/10/focus-textile-sept-2018.pdf   



 

19 

 

ネルギー回収（41.2％）となっており、用途がないとされるのはわずかに 0.3%である

とされる。年間 624,000 トン販売される繊維製品（国民１人当たり約 10kg）に対し、

2009 年の回収量は 2kg/人未満であったところ、2017 年には 3.4kg/人にまで増加させ

ることができている。Eco TLC は、2019 年には約 5kg/人とするこを目標に掲げてい

る9。 

4.1.3 Eco TLC からの回収実証資金支援 

2018 年 11 月に Eco TLC に対し、Techtera と日本環境設計が共同で提案した

ブランドとの共同回収プロジェクトについて、2019 年 2 月に資金援助を得られること

が明らかになった。ここで、Eco TLC からは、１）フランス国内に新たなクローズド

ループを創出する、２）リサイクル素材を活用して新たな商品として提供することが

新しいエコデザインになり得ることが評価されている。この共同回収プロジェクトは、

2019 年 12 月まで継続し、フランス国内のアパレルブランドとの共同回収実証や、回

収された衣料品のリサイクル性の評価を実施していく予定である。 

4.1.4 PET ボトル業界 CITEO 

CITEO は、容器包装や紙の環境影響を低減することを目的とした非営利企業

で、日本における容器包装リサイクル協会に対応する役割も果たしている（両者の比

較については日本容器包装リサイクル協会による調査10に基づく以下の表を参照された

い）。フランスでは、家庭で容器包装（缶、プラスチック容器、PET ボトル、紙を含

む）は分別されず、自治体が回収した後に入札により選別業者を選定し、巨大なソー

ティングマシーンと人による選別により、種類や素材や色などにより選別がなされ、

ベール化されたものが、次のリサイクル事業者に販売される。 

CITEO の果たす役割としては、これらのリサイクルの仕組みの統括のみなら

ず、収集及び分別装置への投資、並びに市民の啓蒙に対するキャンペーン実施もあり、

エコデザインや R&D プロジェクトへの支援も実施している。選別事業者の現地訪問で

は、１）ミルク容器の HDPE から PET へのシフトにより、光学選別での分類が難し

くなっていること、２）多層トレイがリサイクル困難物として課題となっていること

について議論を交わした。 

 

                                                   
9 Eco TLC, 2018 http://www.ecotlc.fr/ressources/Documents_site/GuidePratique-CT_EcoTLC-2018_PaP.pdf   

10 容器包装リサイクル協会, 2018 https://www.jcpra.or.jp/Portals/0/resource/manufacture/text/seido-h30.pdf 
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 日本 フランス 

義務履行機関 日本容器包装リサイク

ル協会 

CITEO 

資 源 物 の 分

別、収集・選

別 

実施者 自治体 自治体 

費用 自治体（税金）負担 80%は事業者負担 

残りは自治体（税金）負担 

実施者 日本容器包装リサイク

ル協会 

自治体 

廃棄物処理業者に有償又は逆

有償で引渡し 

リサイクル 費用 事業者負担 自治体は有償取引されるもの

のみ対象としているので費用

負担なし。逆有償分は業界団

体が負担 

売却益取得者 自治体 自治体 

出展：容器包装リサイクル協会資料から抜粋（©容器包装リサイクル協会） 

表 1 日本とフランスの容器包装リサイクルに関わる団体と仕組みの比較 

4.1.5 CITEO 開催：Plastic Solutions Forum 2019 

2018 年 6 月に CITEO の Directeur Scientifique である Mr Carlos DE LOS 

LLANOS が来日した際に日本環境設計の工場を訪れたことから交流が始まり、本調査

においては、フランスの容器包装リサイクルの現状とリサイクル技術の可能性につい

て議論を交わす関係が構築できた。また、これをきっかけに、2019 年 2 月 4 日および

5 日にパリで開催された”Plastic Solutions Forum 2019”で、日本環境設計 CEO である

髙尾正樹が講演をする機会を得た。 

出展：調査団提供 

Fig  9 Plastic Solutions Forum 2019 における講演の様子 
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この Forum は、フランスの CITEO とカナダの Eco Enterprise Quebec が合同

主催した会議で、潜在的なパートナーの議論促進や投資機会の拡大を目的に世界 20 か

国から 300 人以上が集まり、2 日間でおよそ 140 もの個別ミーティングが設定された。

日本環境設計は、登壇した唯一のアジア出身企業であり、ケミカルリサイクル工場の

運転実績が 10 年以上ある点を紹介され、会場からは大きな関心を寄せられた。 

4.1.6 事業スキームとインフラシステムの基本設計 

事業スキームとしては、既存の社会システムである Eco TLC および CITEO との

連携を図りながら、繊維においては日本環境設計が日本で実績を有するアパレルでの

店頭回収と企業制服の回収スキームを新たに加え、回収されたものを再度繊維製品に

戻してアパレルブランドや企業制服を使う企業に提供するモデルを設定する。さらに、

規模拡大が達成された場合には、飲料用ボトルに戻すスキームも視野に入れる。また、

リサイクルプロセスにおいては、ポリエステルリサイクルの一次産物である BHET か

ら重合までを一気通貫に製造するプロセスだけでなく、既存の重合工場を活用するス

キームの可能性も検討する。 

 

出展：調査団作成 

Fig  10 事業スキームとインフラシステムの基本設計概念図 
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4.2 現地原料調達ルートの検討 

4.2.1 繊維リサイクルの既存事業者との連携可能性 

Le Relais はフランス国内最大の回収及び分別の事業者（団体）で、全国 16,000

か所に回収箱を設置し、約 120,000 トン/年の繊維製品を回収している。これはフラン

スにおける全回収量の 55%を占める。ソーティングセンターは全国に 14 か所あり独自

に 50-60 の分別カテゴリーを設定して分別を行っている。分別された衣料品のうち、

55％が主にアフリカに輸出され、26％が素材別にリサイクルされ、10％がぼろ布にリ

サイクルされ、6%がフランス国内で衣料品として再販されて、3%は固形燃料になっ

ている。この Le Relais のソーティングセンターの１つである Evira を訪問したところ、

固形燃料にせざるを得ないものは主にポリエステルとナイロンであり、これらは処理

費用を払って処理しなければならず、経済的にも負担になっているとのことだった。

日本環境設計がポリエステル含量が多いものを購入できるのであれば、そのための分

別基準を設定するためのトライアルは是非やってみたいとのコメントを得た。 

Synergies TLC は、家庭から 20,000 トン/年、業務用衣料品を 1,000 トン/年回

収しており、５つのソーティングセンターで 170 人を雇用している。繊維の回収およ

びソーティングに対し積極的な開発投資を行っており、現在８つの R&D プロジェクト

を実施している。５つのセンターの１つである Tri-Vallées は、3,000 トン/年の処理能

力を有する。ここでは TECHNYMAT と呼ばれるプロジェクトを進行中で、地域の製

造業者・研究機関・リサイクル事業者を集め、使用済み繊維から、プラスチック、遮

音・遮熱材料および合成糸製造用の原料を作り出す研究を進めている。また、より処

理能力の高い新しいソーティングセンターを建設予定で、ここでは光学式選別機や破

砕機を導入する予定であるとの話だった。 

 

出展：調査団提供 

Fig  11 左）ポリエステル多い分類、右）ソーティング風景 



 

23 

 

Tri-Vallées はまた、後述の FRIVEP プロジェクトにも参加しており、National 

Train Services (SNCF)の業務用衣料を取り扱っている。これらは日本で確認したが、

ポリエステル含量が高いものが多く、本プロジェクトの原料として活用できる見込み

がある。さらに、Tri-Vallées は、後述の PICTURE 回収実証で店舗からの収集及びソ

ーティングを担当するなど、本プロジェクトに対する期待度は高く、今後も連携を検

討できる関係が構築できた。 

  

出展：調査団提供 

Fig  12 サンプルとして日本に送付された業務用衣料品（A:ポリエステル 100%） 

4.2.2 プラスチックリサイクルの既存事業者との連携可能性 廃 PET ボトル 

フランスでは、自治体がプラスチック製容器包装と紙製包装をまとめて回収し、

地元の選別事業者が入札で処理契約を締結して選別してベール化し、これをリサイク

ル事業者が購入してさらに資源化する。CITEO の紹介で、地元の選別事業者である、

Nicollin と Suez を訪問した。企業が環境対応や意匠性の向上を求めて素材を変更する

たびに、光学選別機を調節する必要があり、現在は PET 製ミルクボトルの選別が課題

になっているとのことだった。また、中国のプラスチックごみ輸入禁止措置の影響を

受け、プラスチックフィルム系や多層トレイは行先がなく課題となっているとのこと

であった。原料調達の観点から色付き PET ベールが低価格ではないかと期待したが、

色付き PET ベールはクリア PET ベールの約半分程度でしかなく、想定より高いこと

がわかった。これは荷物梱包用のストラップとしての市場があるとのことである。 
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出展：調査団作成 

Fig  13 フランスの容器包装リサイクルのプロセス 

 

出展：調査団提供 

Fig  14 左）選別前の状態、右）ミルクボトル容器 

 

出展：調査団提供 

Fig  15 選別後のベール 
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選別後のベールを購入しフレーク化やペレタイズ加工する事業者は、本プロジ

ェクトの直接のサプライヤーとなるため、連携可能な事業者を探すことは重要なポイ

ントであった。しかしながら、メカニカルリサイクルを事業とするこれらの事業者は、

ケミカルリサイクルに対して潜在的競合としての警戒感があるためか、面談の設定に

は時間を要した。面談が実現した Paprec は、プラスチックリサイクルを専門に、フラ

ンス国内で展開している企業で、PET リサイクルではパリ近郊に処理能力 40,000 トン

/年、rPET 製造能力 30,000 トン/年の工場を有する。収集能力増強にも力を入れてお

り、自社で 5,000 台のトラックを保有する。 

4.2.3 プラスチックリサイクルの既存事業者との連携可能性 PET 屑 

家庭から排出される PET ボトル以外にも、工場などで排出される PET 屑も、

PET 純分を安定的に供給できるため、原料として一定量確保できることが好ましい。

本調査では、このようなプラスチックを扱う事業者として Broplast 及び Gavand を訪

問してヒアリングを行うとともに、Vacher の扱う製品のサンプル調査を実施した。こ

れらの事業者は、化粧品のボトルの不良品などを原料として購入し、自社で破砕やペ

レタイズなどの処理をして販売している。ただし、中国のプラスチックごみ輸入禁止

のあおりを受け、特に色付きのペレットなどは販売先がなく対応に苦慮しているとの

ことであった。Vacher は、フレークの他 PET パウダーなども取り扱っており、需要が

ないため非常に安価に提供できるとのことであった。 

これら PET 屑は、基本的に需要がないために安価に調達できる見込みがある

が、一方で性状などが安定していないため、受け入れに際してはある程度のリスクを

はらむ。また調達してみないことには価格も品質もわからないといった側面もあり、

事業開始より前に複数社をスクリーニングして、比較検討を行うべきであると思料す

る。 

4.2.4 新規調達ルートの可能性１ 店頭回収 

Eco TLC が実施した調査11によると、フランスでは、衣料品等を使用しなくなった

後も、友人や親戚に譲ったり、街中や集会所に設置されるボックスに投入したりする

ことにより慈善活動に活かしてもらう文化が根強い。ただし、必ずしも自身が中古品

を購入するわけではなく、38％の消費者は、新しい商品への愛着や衛生的・品質的側

面から中古衣料品には購入しないと回答している。このような状況を考慮すると、日

本環境設計が提案するアパレルブランドや小売店の店頭での回収された衣料品が、リ

                                                   
11 Eco TLC report, 2018 http://www.ecotlc.fr/ressources/Documents_site/Short_Etudes_GP_EcoTLC_UK.pdf   
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サイクルと紐づいて新たな商品に生まれ変わるというストーリーはある程度受け入れ

られると想定する。 

本調査の期間中、地元のアウトドアアパレル・PICTURE の協力を得て、リサイ

クルを謳った店頭回収実証を行い、消費者の反応を確認した。 

 

 

出展：調査団提供 

Fig  16 PICTURE と BRING を並べ、コブランディングを実施 

PICTURE は、2008 年に設立されたエコデザイン商品を特徴とするフランス発祥

のアウトドアブランドで、50％以上のリサイクル素材やバイオ原料を使うポリシーを

持つ。世界各国に 1100 店舗を有し日本でも展開している。 

本調査では、フランス国内の 10 店舗を選定し、2019 年 1 月 21 日から４週間、店

頭に PICTURE がデザインした回収ボックスを設置し、SNS などで消費者に回収実証

をアピールした。回収された衣料品は、リヨン近郊のソーティングセンターである

Tri-Vallées に送付され、100%ポリエステル、80%以上ポリエステルの２つのカテゴリ

ーのものを抽出し、リサイクル性検討のため日本に送付された。 

  

出展：PICTURE 提供(©PICTURE 2019) 

Fig  17 PICTURE が用いたコミュニケーションツール 
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PICTURE は、現在台湾のパートナーからリサイクル PET から作られた布を仕入

れてヨーロッパで縫製している。アジアからヨーロッパに原料を輸送することは好ま

しいとは考えておらず、またトレーサビリティの観点からも地産地消のモデルについ

ての期待は高かった。また、PICTURE の従業員にインタビューしたところ、来店す

る消費者は従来のチャリティへの寄付とは異なる意義を見出し、肯定的な印象を持ち、

店員にとってはストーリーを語るきっかけとなり顧客とのつながりを意識できる企画

であったと評価した。 

4.2.5 新規調達ルートの可能性２ 業務用衣料品 

業務用衣料品は、以下の２つの点でリサイクル工場の原料として魅力的である。

１）受け入れ量が安定していること、２）仕様書があることにより作業着に含まれる

ポリエステル率を把握できること。日本環境設計は、日本において企業との直接契約

や納入事業者との契約により業務用衣料品（制服や作業着）を回収・リサイクルする

仕組みを運営する。フランスにおける類似取り組みについて調査した。 

FRIVEP プロジェクト12（Fill of Reuse and Industrial Recycling for Professional 

Apparel）は業務用繊維を利用する業界横断型プロジェクトで、ユニフォームや作業着

のリサイクルに対する技術的解決策を模索することを目的とする。プロジェクトに参

加する企業・団体は以下の通り： 

• 政 府 機 関 ： Ministry of Ecological and Solidarity Transition, Ministry of 

Economy 

• 業務用衣料品の利用者：公共交通（SNCF）、郵便（La Poste）、パリ市等 

• 収集および分別事業者、リサイクラー 

• 技術およびファイナンスのパートナー 

FRIVEP プロジェクト担当に、日本環境設計の技術の活用についてヒアリングを

実施した。業務用衣料品は、ポリエステルの割合が多いが、これに対する解決策とし

て期待できること、またエコデザインの観点から再生されたポリエステルの需要も高

まるだろうとのコメントを得た。一方で、現場からは、それぞれの作業員から完全に

回収することは物流や意識の観点から難しいと言わざるを得ないこと、特殊な防具や

コーティング、難燃剤を含むものなどもあり、リサイクルプロセスへの投入が問題な

いか検討すべきではないか、とのコメントも得た。

                                                   
12 Orée Website, http://www.oree.org/frivep.html   
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出展：調査団作成 

Fig  18 調達チャネルの整理
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4.3 工場建設場所候補の検討 

工場建設場所の候補として、リヨン近郊の化学工業地帯に位置する工場を検討し

た。検討は、以下に挙げる項目を備えることを条件としてリヨン市化学産業担当やリ

ヨン地方経済開発公社と協力してスクリーニングを実施した。 

＜スクリーニング条件＞ 

• 必要なスペースを有する 

• 既存の化学工場に隣接するなどにより、ユーティリティや人員を共有できる環

境がある 

• リサイクル工場や化学工場建設に係る許可を取得できる 

スクリーニングの結果、候補となる３社を選定し、現地訪問により追加確認項目に

ついて調査及び議論を行った。 

＜追加確認項目＞ 

• 事業連携の可能性 

• 工場運営における土地レンタルやユーティリティ、その他関連設備利用の費用 

検討の結果については、以下の表にまとめる。 

 

出展：調査団作成 

表 2 工場候補地の概要と評価 
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4.4 工場建設に係る初期投資の試算 

工場建設に係る初期投資の試算には、日本で実際に建設した際の以下のデータを

提供し、現地のエンジニアリング会社にフランスの法制度に準拠した工場建設の試算

を外注した。外注にあたっては企業体質に影響を受けずにフランスに典型的な結果を

得ること目的とし、会社規模の異なる２社に対し同じデータを提供することにより比

較しながら検討を進めた。 

＜外注先＞ 

 A 社 B 社 

設立 2008 年 2008 年 

従業員 7,700 35 

売上高（M€） 1,400 4.65 

分野 総合的 ガラス産業、冶金、化学＆新

規物質、産業排水 

地域 フランス国内に 200 か所、全

世界に 20 か所の拠点を有する 

リヨン中心 

出展：調査団作成 

表 3 外注先のエンジニアリング会社のプロファイル 

＜提供データ＞ 機器リスト、平面図、立面図 

日本での実績と比較して顕著な増加傾向にあったのは、設備機器調達に関する

項目で、A 社および B 社両者とも日本の約２倍の値を提示した。日本では、自社で設

備機器を台湾や中国企業へ発注し、見積比較により徹底的にコスト削減することを目

指したが、エンジニアリング会社への一括発注となると、その分のマージンが上乗せ

されることはある意味致し方ない。異なる２社への試算依頼で、同程度の設備機器調

達コストになったことより、現地でのエンジニアリング会社への発注において妥当な

価格であると認識せざるを得ない。また、このようなプロジェクトでは一般的に

Contingency として全体の 10％程度を余分に積んでおくこととされており、それらの

合計として日本の実績の 150%～165%程度の見積となった。 

フランスでは、危険・汚染・郊外の防止の配慮から「特定施設（Installations 

classees）」と呼ばれる特定の産業活動については、施設の操業を開始する前に行政手

続 き を 行 う 必 要 が あ る （ ICPE: Installations Classées Pour La Protection De 

L’environnement）。両エンジニアリング会社とも、本プロジェクトの施設は ICPE の
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手続きが必要であるとコメントしている。費用として影響が大きいものではないが、

許可を受けるまで一定期間（最大 12 か月程度）かかると言われており、スケジュール

管理では重要な項目の１つである。 

4.5 事業パートナー候補の検討 

本プロジェクトは日本のインフラシステムを海外展開により現地化させることを

目指すものであり、現地の産業とのシナジーにより現地に根付くことは、モデル事業

としても非常に意義深い。そのような視点から、現地の関連する事業者との JV 組成や

長期契約などを想定したパートナー探索も実施した。 

リサイクルの前工程を担う事業者と連携する可能性は、先述の通り、衣料品の収

集・選別を行う Tri-Vallées や、プラスチックのリサイクル事業者である Paprec など

との連携が検討できる。一方で、リサイクルの後工程である紡糸や生地製造について

は、フランスには現状拠点がほとんどなかった。 

 

出展：調査団作成 

Fig  19 フランス国内および近郊の紡糸事業者 

この中で、B 社は、本プロジェクトに興味を有し、ポリエステルの紡糸に投資し

てもよいとの意思表明をしている。B 社は、糸加工の事業者で、リヨン近郊に３つの
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工場を有し 50 人を雇用している。加工した糸はタグ用として付加価値を付けて販売し

ており、既に H&M や ZARA などと取引実績を有する。また、イタリアの Sinterama

は、NEWLIFE というブランドを立ち上げ、メカニカルリサイクルの rPET 糸を紡糸し

ているとの情報を得た。事前の調査では、フランスでの事業において近郊で紡糸事業

者を探すことは困難かと思われたが、イタリアやスペインを含めてリヨン 600km 圏内

まで調査の輪を拡大すると、14 社ほど候補が存在することがわかった。 

T 社は、少量多品種の特殊ポリエステル生地商品を販売している。社内に R&D チ

ームを擁し、織り、編み、染色、デジタルプリントについて顧客に提案する形で営業

を行っている。本プロジェクトについては、T 社が現状持っている理念である「リヨ

ン地域内でトレーサビリティを担保した商品を提供する」に非常によく合致するもの

であると評価いただいた。彼らは紡糸企業のみ 500km 圏内の Sinterama と協力するが、

それ以降の工程はリヨンから 100km 圏内で完結するようにパートナー選定をしている。 

アパレルブランドについては、フランス発祥のスポーツ＆アウトドアブランド、

および小売事業者とのコミュニケーションを取った。本プロジェクトに対する一般的

なフィードバックは以下の通りである。 

• 衣料品のリサイクルで課題となる、金属やアクセサリの除去が不要である

点は非常に好ましい 

• アパレル業界の品質要求基準に合致する紡糸可能ポリエステル材料が提供

できるのか 

• 現地での紡糸や布製造への期待 

この中で、エコ・オーガニックを企業理念とするスポーツアパレルの PICTURE

は 2019 年 1 月にフランス国内の 10 店舗で日本環境設計の回収ブランドである BRING

とコブランディングして回収実証を行った。その結果、消費者から非常にポジティブ

な評価を受けたとして継続の意向を示しており、フランス製のリサイクル素材につい

ての調達意向も示している。また、フランスの山岳およびアウトドアブランドとして

60 年以上の歴史を有する M 社グループは、2020 年までに達成すべきサスティナビリ

ティに対する目標を掲げており、リサイクルポリエステルについては 50％に引き上げ

るとしている。このグループの中の L 社は 2019 年 4 月以降にフランス国内の３店舗で

PICTURE と同様の回収実証を実施予定である。フランスの高級スキーウェアブラン

ドの Salomon は、2025 年までに年間売上の百万ユーロにつき 20%の二酸化炭素排出

を削減する目標を掲げている。自社で Circular Economy Principles を定め、行動指針
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に落とし込むなどの意識を有し、世界のアパレルブランドが認証する Higg Index によ

る LCA 評価なども取り入れている。E 社は、フランス製の生地にこだわっているが、

リサイクル PET を使用するために中国からの輸入をしなければならないという課題を

有する。また、同社は紡糸に対して投資する意欲もあり、本プロジェクトでの紡糸パ

ートナーに投資したいとの意向を寄せいている。Galeries Lafayette は、フランスで 56

店舗を展開し、5,600 人を雇用するデパートメントストアである。同社は 2030 年に向

けてのサスティナブル目標を掲げており、エコ・コンシャスなプライベートブランド

も立ち上げている。既に Le Relais と協力する回収キャンペーンを計画しているが、

BRING と組んでの回収にも前向きな回答を得ている。 

総括として、フランス発祥のスポーツ＆アウトドアブランドは、元々環境に対す

る配慮の意思が強く、現在は仕方なくアジア地域からリサイクル PET を調達している

ものの、フランスで調達することができれば、トレーサビリティや輸送に係る CO2 排

出削減の観点から非常に好ましいことであると考えている。また、小売店でも日本の

デパートと類似あるいはイニシアチブなどの点ではより進んだ環境意識を持っており、

消費者とのコンタクトポイントとして、本プロジェクトで重要な役割を担っていける

可能性を見出すことができた。 

4.6 ファイナンス候補の検討 

理想的なスケジュールの場合、本調査で事業計画を策定した後、2019 年 4 月から

は複数の資金調達の可能性を模索する必要がある。事前のサウンディングとして、い

くつかの民間及び公的なファイナンス候補とのコミュニケーションを行った。 

 

出展：調査団作成 

Fig  20 本プロジェクトのスケジュール 

事業会社として複数社が、本プロジェクトの機能の一部を担う目的で投資の可能

性があることを確認している。また、公的な機関としては、Eco TLC が衣料品回収と

リサイクルについて R&D に対し既に予算を付け、BPI France は融資の可能性を、

ADEME は繊維の循環に向けた実証事業に対して最大 70％程度の補助の可能性がある
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ことを確認し、それぞれとの対話を進めている。上記スケジュールにも示した通り、

本調査後に全体の事業計画を固め、各者と具体的な検討に入る予定である。 

4.7 事業性評価 

本調査では、原料調達費用と工場建設に係る初期費用、およびリサイクル材の販

売価格について検討を行った。調査開始前は、日本での建設に係る初期費用と同程度

として事業計画を策定するものと想定していたが、調査の結果から工場建設の初期費

用が大きく上振れしそうであることが明らかになったため、事業計画を再検討した。 

 

出展：調査団作成 

Fig  21 当初想定していた事業戦略 

民間企業からの資金調達や公的な補助金を獲得するにしても、当初の運営リスク

を最小化することが必要であると考え、事業化プランを改変した。 
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5 エネルギー起源 CO2排出抑制量の試算 

本プロジェクトでは、フランス国内で回収された廃繊維や廃 PET ボトルをリサイ

クルし、得られたモノマーである BHET を重合して PET 樹脂を製造するプロセスを対

象とする。プロセスは 65,000 トン/年の製造能力を有する施設を想定し、インプット

の原材料およびエネルギーデータは、日本環境設計が有する日本のリサイクル工場の

実績データを採用し、アウトプットは繊維用の PET 樹脂を想定した。比較対象は、本

プロジェクトが既存の石油由来の PET からリサイクル PET への置き換えを意図して

いるため、ヨーロッパの繊維用バージン PET の製造に係るプロセスのデータ13を採用

した。 

結果は、ヨーロッパにおける 1kg の繊維用バージン PET の製造に係る CO2 排出量

が 2.05kgであるのに対し、本プロジェクトの想定する PET 製造の CO2排出量は1.28kg

となった。CO2 排出量抑制は、2.05-1.28=0.77 CO2 kg/PET kg となり、約 37%の削減

が見込めることになる。2017 年の全世界のポリエステル繊維生産量が約 5370 万トン14

であるところ、仮にこのうちの１％である 53 万トンが日本環境設計の技術によって代

替されるとすれば、約 41 万トンの CO2 削減が見込める計算になる。 

 

出展：調査団作成 

Fig  22 エネルギー起源 CO2 排出抑制量 

                                                   

13 The International Journal of Life Cycle Assessment, 2011 https://link.springer.com/article/10.1007/s11367-011-0296-

4 

14 Statista https://www.statista.com/statistics/912301/polyester-fiber-production-worldwide/ 
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6 我が国企業の技術及びシステムの優位性 

ポリエステルを解重合し、再度重合してポリエステルを得るというケミカルリサ

イクルの概念自体は、古くから世界中で知られており、触媒や反応系構築に関する研

究論文も多数発表されている。ただし、これをプラントレベルで実証し商業化を実現

したのは、我が国で発明された技術であり、帝人株式会社、日本環境設計及びペット

リファインテクノロジー株式会社（現在は、日本環境設計の 100％子会社）によって

開発された技術のみである。本調査においては、繊維リサイクルおよび PET ボトルリ

サイクルの両業界で、昨今名前が挙がるケミカルリサイクルの開発技術と企業につい

て以下の表を取りまとめた。ヨーロッパを中心に検討事例があるが、多くはラボスケ

ールからパイロットスケールにスケールアップした段階である。 

日本環境設計の技術は、2000 年に開発された技術を基礎とし、これを改良して精

製の度合いを高め、さらに実プラントでの運転実績も積んでいる。プラントでの運転

に至るまでには、プロセスの基本設計および詳細設計、機器設備の発注、配管レイア

ウト、建設監理等、非常にコストと時間のかかる専門性の高いプロジェクトマネジメ

ントと、現場の経験が必要となる。日本環境設計は自社のエンジニアリングチームで

これを主導した実績を有するため、技術移転においては大きなアドバンテージがある

と言える。 

また、今回の調査では、事業実施予定国であるフランスで類似する技術の登録特

許が存在することが判明した。内容を精査したところ、進歩性が否定される（出願当

時の当業者が文献などの組み合わせによって容易に類推できる）ために特許権は無効

理由を有すると判断し、念のため現地弁護士の意見書を手配した。結果、日本環境設

計の子会社であるペットリファインテクノロジーの特許文献により進歩性が否定され

ることが確認された。 

 日本環境設計が提案する繊維リサイクルインフラシステムは、原料となる繊維

や廃 PET を回収するインフラの設計、リサイクルおよび製造の工場建設、周辺サプラ

イチェーンの構築、事業運営、製造された商品のブランディング、また政府によるリ

サイクル関連法整備を含む全体を指すものである。単に技術だけを移転するのではな

く、移転先の事業環境を熟知するパートナーとの連携や、事業環境の整備も含めて検

討することで、他国では実現できない競争優位性を有するインフラシステムの展開が

可能になると考えるためである。例えば、同社が 2010 年より日本のアパレルブランド

や小売店と取り組んできた衣料品回収の自主的取り組みは、消費者が製品を購入する
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際に、同じ場所で使用済み品をリサイクルしてもらうために持ち込むことができる回

収インフラの構築を目指すものである。この回収インフラは、単に回収して終わる一

方向性のものではなく、リサイクル技術と紐づけられることにより、再度製品として

手元に戻ってくる閉じたループとしての価値を訴えることができる。実際に、この提

案をマーケティングプロジェクトに活用した事例として、2019 年１月から開始された

スポーツアパレルでの回収事例などが挙げられる。この事例は海外のファッションメ

ディアでも取り上げられ、フランスの関係者からも問い合わせを受けた。 

日本環境設計は、同社が提案する消費者行動によって持ち込まれた製品をリサイ

クルした製品に、“BRING”という名のブランドを付して展開をしている。また、その

場で衣料品を製造できる編機を導入するなどし、PET 樹脂などの化学品ではなく、糸

や布や衣料品として提供することにより、使用済みの回収された”もの“から再度”もの

“ができることを伝えていこうと試みる。 

このような、サプライチェーンの全体的な設計により、リサイクルが行動や文化

として根付くことを目指す点で、同社の提案するインフラ展開は他社とは異なるユニ

ークなアプローチとして受け入れられることを狙っている。 
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7 他の類似環境を有する国への展開可能性及び展開促進策の検討と我が国への裨益の

検討 

本プロジェクトの特徴として、現地からの強いニーズがあり、複数のステークホ

ルダーがこのインフラを活用することに意欲を有していることが挙げられる： 

• Circular economy を推進する政策が打ち出されている事業環境があり、現

地の資源循環・廃棄物対策・リサイクル材の活用推進等に積極的または支

援体制がある。 

• Circular economy 関連事業により雇用創出を狙っている。 

• 現地の既存産業との親和性がある。例えば、伝統的な繊維産業の歴史があ

り繊維産業の関連事業者が活発に活動する環境であり、化学産業の発達に

より工場建設環境が整っている、など。 

また、一般的に工場建設を検討するにあたり、検討すべきこととして以下の項

目がある： 

• 原材料の調達見込みが策定できること 

• 製品製造までのサプライチェーンが組めること 

• 工場建設における規制や法制度などが現地パートナーと協力して対応でき

ること 

• 事業性を確認でき、初期投資としての資金調達の見込みが立てられること 

他の類似環境を有する国の検討にあたっては、上記事項を総合的に評価すること

が必要になるが、例えば、Circular economy を国家戦略として推進するオランダや、

繊維産業や化学産業が活発なイタリア北部、アメリカの繊維産業が盛んなサウスカロ

ライナなどを挙げることができる。これらの国で我が国技術及びインフラを展開する

ことにより、Circular Economy や繊維ブランドなどと組み合わせた新たなブランド価

値が創出され、モデル事例としての地位が向上し、ひいては既存の PET 生産国へのさ

らなるライセンスビジネス展開の機会創出にもつながることが期待できる。戦略的に

は、初期投資を抑えるため、既存工場との連携を高めること、地域ごとの政策に整合

するモデルとし投資を呼び込むことなどが考えられる。 

ビジネスモデルとしては２パターン想定でき、自社で樹脂や生地などを販売する

モデルと、ライセンスにより展開するモデルがあり得る。ライセンスモデルではパッ

ケージとしてエンジニアリングを同時に受注するなどのモデルも想定し得る。いずれ

にせよ樹脂の販売量または生産量により事業規模を想定していくことになるが、PET
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の世界的な生産量は増加傾向にあり、また rPET の需要も高まっている現在、スピー

ド感を持って事業に着手することにより、我が国が新たなリサイクル材の市場をけん

引することができると期待する。 
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8 我が国企業が事業に参加する際に講ずるべきコスト競争力強化策の検討 

日本での工場建設にあたっては、自社でエンジニアリングを主導し、日本のみな

らず台湾、中国などのメーカーからの設備機器を調達した。中国はポリエステル重合

に関する大規模工場の建設実績が多く、台湾企業はこれらの設備機器の納入に携わっ

ているため、これらのコンソーシアムを組むことにより、世界的にみてもコスト競争

力をもった事業展開を期待できる。 
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