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報告書概要 

近年、循環経済、資源効率に関する関心が高まっており、G7、G20 等の国際的な枠組み

の中でもその重要性が言及され資源効率に関するアライアンスやダイアログが創設された。

そのような中、欧州委員会は 2015 年 12 月に公表した循環経済パッケージにおける行動計

画に基づき、これまでに 54 の行動を実施しており、2019 年 3 月には、その実施状況報告

書が公表された。 

本調査では、同行動計画について、その進捗状況をフォローアップし、欧州主要国の動向

調査を行い、欧州の循環経済分野におけるルールメイキング等による我が国産業への影響

可能性の検討を行った。 
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略語 

3R Reduce Reuse Recycle リデュース・リユース・リサイクル 

ADEME Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie 環境エネルギー節約庁 

BAT Best Available Technology 利用可能な最善の手法 

BREF BAT Reference Document BAT 参照文書 

CE Circular Economy   循環経済 

CEN European Committee for Standardization 欧州標準化委員会 

CENELEC European Committee for Electrotechnical Standardization 欧州電気標準化委員会 

CEP Circular Economy Package   循環経済パッケージ 

CRM Critical Raw Materials 重要原材料 

DMC Domestic Material Consumption 国内資源消費量 

GDP Gross Domestic Product 国内総生産 

EC European Commission   欧州委員会 

ECHA European Chemicals Agency 欧州化学機関 

EEB European Environmental Bureau 欧州環境事務局 

EEE Electrical and Electronic Equipment  電気電子機器 

EMAS Eco-Management Audit Scheme 環境管理・環境監査スキーム 

EPR Extended Producer Responsibility 拡大生産者責任 

ErP Energy related Products エネルギー関連製品 

EU European Union   欧州連合 

GPP Green Public Procurement  グリーン公共調達 

ISO International Organization for Standardization 国際標準化機構 

JRC Joint Research Centre 欧州委員会共同研究センター 

NGO Non Governmental Organization 非政府組織 

NPO Non Profit Organization 非営利組織 

POPs Persistent Organic Pollutants 残留性有機汚染物質 

RE Resource Efficiency   資源効率 

REACH Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of 

CHemicals 

化学品の登録、評価、認可及び制限

に関する規則 

SDGs Sustainable Development Goals 持続可能な開発目標 

VAT Value Added Tax 付加価値税 

WEEE   Waste Electrical and Electronic Equipment 使用済み電気電子機器 
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エグゼクティブ・サマリー 

近年、循環経済（CE）、資源効率（RE）に対する関心が高まっており、G7、G20 等の国

際的な枠組みの中でも CE・RE の重要性が言及され資源効率に関するアライアンスやダイ

アログが創設された。そのような中、EU は 2015 年 12 月に公表した CE 行動計画に基づ

き、これまでに 54 の行動を実施しており、2019 年 3 月には、その実施状況報告書が公表

された。この報告書によれば、CE への移行が雇用創出につながっていることを示しており、

2016 年には、CE 関連する部門で 2012 年と比較して 6％増の 400 万人を超える雇用を創出

し、修理、リユース、リサイクルなどの循環的な活動により、約 1,470 億ユーロの付加価値

が生み出され、約 175 億ユーロ相当の投資がされたとしている。 

循環経済パッケージ（CEP）に関連する大きな動きとしては、プラスチック政策と製品政

策の動向が挙げられる。欧州委員会は、2018 年 1 月に EU プラスチック戦略を公表し、ま

た、2018 年 5 月 28 日に大量に蓄積した有害なプラスチック海洋ごみ削減に向けて EU 全

域にわたる新しい規制が提案され、10 月には欧州議会で修正可決された。これは、欧州の

海岸で多く見られる、使い捨てプラスチック 10 品目と漁具を対象とした規制である。いく

つかの製品群については定量的な目標が設定され、例えば飲料ボトルについてはリサイク

ル材の使用率について定量的に目標が設定された。欧州の使い捨てプラスチック製品規制

と同様の動きが、アジア諸国でも見られ、例えばマレーシアでは 2020 年以降はストローを

禁止や 2030 年までに使い捨てプラスチックの禁止、フィリピンでは主要都市がレジ袋など

のプラスチック利用を禁止する法令が制定されるなど、プラスチックに関する動向が活発

化している。 

また、欧州では CEP に基づきエコデザイン指令のもと資源効率側面に関する規制化、標

準化が進行している。特に修理可能性に関するルールメイキングが進展しており、主要コン

ポーネントの易解体性、修理事業者に係る情報開示、補修部品の提供、重要原材料のリサイ

クラーへの情報開示において新たなルールが設定される。欧州委員会は 2019 年 3 月 4 日に

CE における持続可能な製品―CE に貢献するためのさらなる EU 製品政策枠組―を公表し

ており、その中で修理が、材料効率（製品寿命の延長）、雇用及び経済的付加価値に貢献す

ることを示している。EU 加盟国においても、各国の戦略で修理を取り上げており、例えば

フランスでは、CE ロードマップの中で修理業者のネットワーク化や製品への修理可能性の

表示を行うこととしている。 

また、フランスの標準化機関である AFNOR の提案により、組織の CE 関連プロジェクト

を促進するためのマネジメント規格策定のため ISO/TC323 が設置されるなど、CE 関連の

ルールメイキングが加速している。 

CE 分野で欧州委員会は、グローバルレベルでのルールメイキングを仕掛けてきており、

プラスチックの例で見るようにこの動向が EU 域内に留まらずアジアを含めたグローバル

レベルで加速していく雰囲気もあり、その場合、将来的に我が国産業に不利なビジネス環境

が構築されることが懸念される。 
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１．サーキュラー・エコノミー（CE）の動向 

１－１ CE に関わる 2018 年の世界の主な動向 

資源効率については、2015 年 G7 エルマウサミットにおいて、2008 年 G8 神戸環境大臣

会合で合意された「神戸 3R 行動計画」を含む、資源効率性関連の既存イニシアチブに基づ

いて、持続可能な物質管理及び循環型社会推進のための戦略の一部として、資源効率性を向

上させる野心的な行動を継続することが確認され、ベストプラクティスの共有を目的とし

て資源効率のための G7 アライアンスが設立された。 

2016 年 5 月 G7 富山環境大臣会合のコミュニケにおいては、資源効率性・3R のために率

先して継続的に取り組み、経済成長と天然資源利用との分断（デカップリング）を促進し、

環境のみならず、経済成長、技術革新、資源安全保障及び社会開発に多大な関連する便益を

もたらすとの認識でも一致。共通のビジョンとして、G7 各国による野心的な行動「富山物

質循環フレームワーク」を採択した。 

2017 年 6 月 11 日、12 日の両日、G7 ボローニャ環境大臣会合が開催され、富山物質循環

フレームワーク等の成果を踏まえたボローニャ・5 ヶ年ロードマップが採択された。 

G20 においては、2017 年 7 月 G20 ハンブルクサミットの首脳宣言で G20 資源効率性対

話設立が合意された。ライフサイクル全体にわたる天然資源利用の効率性、持続可能性の向

上や持続可能な消費生産形態の促進に向け、G20 各国間のグッドプラクティスや各国の経

験を共有することとした。. 

2018 年 6 月 G7 シャルルボアサミットでは、海洋関連について、健全な海洋及び強靱な

沿岸部コミュニティのためのシャルルボワ・ブループリントを承認し、海洋の知識を向上、

持続可能な海洋と漁業を促進、強靱な沿岸及び沿岸コミュニティを支援、海洋のプラスチッ

ク廃棄物や海洋ごみに対処するとした。また、カナダ及び欧州各国が G7 海洋プラスチック

憲章を承認されるなど、海洋プラスチックごみ問題が注目され、2018 年に入り、EU、イギ

リス、アメリカ、カナダ、そして日本など G20 主要国の資源効率に係る政策策定が活発化

している（表 1）。 

 

また、2018 年 10 月には、環境省とフィンランド・イノベーション基金（SITRA）との共

同開催により、「第 2 回世界循環経済フォーラム（WCEF）1」が横浜で開催された。本フォ

ーラムでは、64 か国、1,000 名以上の民間企業、政府関係者その他の循環経済に関わる様々

なステークホルダーが集まり、循環経済に関する世界中のベストプラクティスの紹介や、

SDGs の達成に向けた循環経済の役割等について議論が行われた。 

同省とフィンランド環境省は、環境協力の覚書について署名を行い、両国環境省が、循環

経済、廃棄物管理及び廃棄物発電に関する技術、気候変動、大気汚染・水質汚濁の防止及び

汚染土壌の回復、海洋環境の保護等の分野で協力を行っていくことを確認した2。 

                                                   
1 SITRA HP「WCEF 2018」  
2 環境省報道発表資料「世界循環経済フォーラム（WCEF）2018 の結果について」 
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更に環境大臣は、世界経済フォーラム（WEF）等のイニシアチブである「循環経済加速化

プラットフォーム（PACE）」への参加を表明し、「プラスチック・スマート」キャンペーン

に登録された日本の民間企業等の技術・取組情報を、PACE を通して世界と広く共有してい

くこととした。 

WCEF2018 の成果として、SITRA は 2050 年に向けたビジョン「WCEF Visions 2050」

を発表し、主要なテーマ（天然資源、製造、輸送、サービス、食料、生活、プラスチック、

能力開発）に関して、考えられる解決策を挙げている3。 

 

表 1：資源効率に係る国際動向 

年 G20 G7/8 各国・地域での行動 

2015  9月 アンタル
ヤサミット（アン
タルヤ：トルコ） 

 9月-10月 エルマウサミット （エル
マウ：ドイツ） 資源効率アライアンス
設立 

 10月  産業共生（Industrial 
Symbiosis）に関するWS（バーミンガ
ム：UK） 

 11月 革新的な生物由来製品に関
するWS（ベルリン：ドイツ） 

（EU）  

 CE行動計画 

2016  9月 ハンゾウ
サミット（杭州
市：中国） 

 2月 国際協力に関するWS（横浜：
日本） 

 3月 自動車サプライチェーンに関す
るWS（ワシントン DC：US） 

 5月 環境大臣会合（富山：日本） 
5月 G7 伊勢志摩サミット（伊勢志
摩：日本） 

 12月 資源効率性と低炭素社会に関
するWS（東京：日本）. 

 2月 国際資源循環に関するWS（東
京：日本） 

（ドイツ）  

 第 2次資源効率計画 

2017  7月 ハンブル
グサミット（ハン
ブルグ：ドイツ） 

 11月 資源効
率ダイアログ設
立総会（ベルリ
ン：ドイツ） 

 2月 資源効率性に関する G7 会合
（ブリュッセル：ベルギー） 

 6月 G7環境大臣会合（ボローニャ：
イタリア） 

（イタリア）  

 サーキュラー・エコノミーに向け
てー概観及び戦略的枠組 

（中国）  

 プラスチック輸入規制 

2018  5月 ブエノス
アイレス外相会
合 

 6月 バリロー
チェ・エネルギ
ー大臣会合 

 3月 G7プラスチックWS  

 6月 G7シャルルボアサミット Value 
Retention Policies Workshop 

 海洋プラスチック憲章 

（イギリス） 

 グリーンフューチャー環境改善
のための 25年計画 

 プラスチック製品の禁止計画 

 新たな資源・廃棄物戦略 

（アメリカ） 

 戦略計画 2018-2022 

（カナダ） 

 環境及び気候変動 2018-2019 

（EU） 

 プラスチック戦略 

                                                   
3 国際持続可能開発研究所（IISD）「WCEF Bulletin」 
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 リサイクル率等の目標設定 

 プラスチックごみの新規制 

 バイオエコノミー新戦略 

（日本） 

 第 4次循環基本計画 

 世界循環経済フォーラム 2018
が横浜で開催 

 プラスチック資源循環戦略（案） 

2019  6月 大阪サミ
ット（大阪：日
本） 

 
（ドイツ） 

 新容器包装廃棄物法 

（EU） 

 CE行動計画実施報告 

 

 

１－２ CE 行動計画（循環経済に向けた行動計画）の進捗状況 

欧州委員会が 2015 年 12 月に公表した「循環経済に向けた行動計画（Closing the loop-An 

EU action plan for the Circular Economy）」では、製品ライフサイクルのステージ別に具体

的な取組が示された。 

CE 行動計画には、生産、消費、廃棄物管理、二次原材料に沿った自主的な取組と規制措

置が含まれている。また、5 つの優先分野として、プラスチック、食品廃棄物、バイオマス、

重要な原材料、建築・解体を設定されている。 

公表されてから約 3 年が経過した現在、関連指令の改正や、個別の戦略策定等の取組が

進められている。CE 行動計画の進捗状況を表 2 に示す。 
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表 2：2015 年以降の欧州委員会等の CE 行動計画に係る動き4 

 

  

                                                   
4 公表資料等よりトーマツ作成 

CE行動計画 関連法令等 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年

・これまでのエネルギー効率要件に資源効率要件を追
加していくことが盛り込まれる
・新たな製品群として、スマートフォンを含む ICT製品

の検討を開始

電子ディスプレイに関するエコデザイン及びラベル要
件ドラフトのコンサルテーション実施（溶接や接着、
プラスチック部品のマーキング、水銀・カドミウムの
含有情報、修理可能性要件等の盛り込み）

・電子ディスプレイ実施措置最終版の公表予定
・電子ディスプレイ以外の製品群の実施措置について
順次改定予定
・エコデザイン指令の実施に関する報告

2019年前半には、一連の改訂されたエコデザインおよ

びエネルギーラベル表示方法が採用される予定

 

電子・電気機器における特定有害物質の使用制限指令
（RoHs指令）の一部改正（2019年7月22日以降のスペ

アパーツの流通確保が目的）

「Repair Label（修理可能性を測る指標）」に関する技

術的調査

Repair Labelの消費者調査を実施、技術的調査及び消費

者調査の結果が満足な物であれば具体的な実装に向け
た準備を開始

化学部門（一般的な廃水および排ガス処理・管理シス
テム）向けBREFsの公表

非鉄金属産業、家禽と豚の集中飼育、大量有機化学品
の製造、大型燃焼プラント向けBREFsの公表

廃棄物処理のためのBATの結論が、産業排出指令で規

定されている設備の許可条件を設定するための参考資
料に採用

各パート毎に随時レビューを開始予定

Horizon 2020、革新プログラムの下で資金提供された3

年間のプロジェクト「Ket4CleanProduction」におい

て、補助金申請の受付を実施

2020年までに、中小企業のクリーンな資源効率とエネ

ルギー効率の生産を促進し、競争力を強化する、持続
可能なWebベースのプラットフォームを作成予定

・懸念有害物質の代替に関する知識ベースの開発と中
小企業支援
・「European Resource Efficiency Excellence Center」を

設置

COSME（中小企業の競争力に関するEUのプログラ

ム）は、2014年から2020年までに23億ユーロの予算で

実施予定

・CEN-CENELECへのエコデザイン指令要件に関する

物質効率側面(製品寿命の拡大、使用済み製品からのリ

ユースコンポーネントまたはリサイクル材の能力、製
品におけるリユースコンポーネント及びリサイクル材
の使用）の検討要請
・Joint working group 10の立ち上げ(CEN, CENELEC,

ETSI)

既存の規格のマッピング作業 CEN-CENELEC Joint Working Group (JWG10) がエコデ

ザイン指令要件に関する水平的な資源効率基準を発表
予定

生産プロセス

・産業セク
ターの廃棄物
管理や資源効
率に関するベ
ストプラク
ティス促進と
ガイダンス発
行を推進

・副産物に関
するルールの
明確化

■Best

Available

Techniques

reference

documents

(BREFs)

2015年以降、CEに関するガイダンスを含むBest

Available Techniques（BAT）の参照文書（BREFs）が

採用

中小企業が先端的な製造技術を生産プロセスに統合す
るためのオープンな汎欧州技術基盤ネットワークの設
立

中小企業が先端的な製造技術を生産プロセスに統合す
るためのオープンな汎欧州技術基盤ネットワークの構
築

分類

製品設計

エコデザイン
指令における
CEに係る要求

事項（製品要
件、修理可能
性、耐久性、
リサイクル可
能性等）の開
発・促進

＜具体的なス
ケジュール＞
2015～17年の

エコデザイン
作業計画にお
いて実施方法
の詳細を示
し、早期に電
子ディスプレ
イに対するエ
コデザイン要
求事項を提案
する

■エコデザイ
ン指令

■RoHs指令

既存の規格のマッピング作業 ・耐久性、リサイクル可能性、リカバリー可能性に関
する基準を開発する
・CEN-CENELECがエコデザイン指令「修理情報」に

関する水平的な基準の可能性分析結果公表予定

エコデザイン作業計画2016-2019

すべての製品群における水平的な物質効率（Material Efficiency ）基準の検討（CEN-CENELEC）

BREFsへのCEガイダンス

中小企業が先端的な製造技術を生産プロセスに統合するためのオープンな汎欧州技術基盤ネットワーク

懸念有害物質の代替に関する知識ベースの開発と中小企業支援

Mandate 543

RoHS指令改正 リペアラベル
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CE行動計画 関連法令等 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年

不正商取引に関するガイダンス（改訂版）の採択

フィットネスチェックのフォローアップとして、
「New Deal for Consumers」パッケージが採択

2017年に改訂されたCPC規則は、2020年1月17日から

適用予定

・新しい循環調達(Circular procurement)に関するパンフ

レットを発行
・家具に関する新たな基準の公表
・衣類に関する新たな基準の公表

・塗料、ニス、路面標示に関する新しいGPP基準の公

表
・公共調達の枠組みをよりアクセスしやすい方法で実
施するため、加盟国の支援のためのガイドやツールを
明確に整理するよう欧州議会がECに要請

改訂中の行政機関向けトレーニングの計画とスキーム
が公表される予定

Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) と EUエコ

ラベルスキームに関するフィットネスチェック（評
価）結果の公表

修復性や寿命等をスコアリングする製品ラベルに関す
る技術調査実施予定

修復性や寿命等をスコアリングする製品ラベルに関す
る消費者調査実施予定

「New Ecolabel Strategy」公表予定

・2018年7月に改正された廃棄物立法の枠組みが発効

・都市廃棄物のリサイクル目標：2025年55%、2030年

60%、2035年65%

・包装廃棄物のリサイクル目標：2025年 全体65%（プ

ラ50%）、2030年 全体70%（プラ55%）

・分別回収の新規制：2022年有害家庭廃棄物、2025年

繊維
・埋立処分の段階的廃止：2035年都市廃棄物の埋立処

分量を都市廃棄物排出量の10%以下にする

電池(バッテリー)指令（2006年）の改正案公表予定

CEN-CENELECによる二次原材料の品質規格（特にプ

ラスチック）の開発

CEN-CENELECによる二次原材料（プラスチック等）

の品質規格の開発（継続）

・CEN-CENELECによる二次原材料（プラスチック

等）の品質規格の開発（継続）
・CEN-CENELECによる報告書の公表

持続可能な化学物質と二次原材料のための規格の研究
開発に焦点を当てている

EU市場における肥料製品のルールを定めるためのEU

指令（（EC）No 1069/2009および（EC）No

1107/2009）改正案

欧州議会でカドミウム削減等について採択し、輸入リ
ン酸の依存を減らすために原材料の再利用を促進する
新たなルールを推奨

欧州委員会、議会、理事会が、肥料に関する改正案に
合意

この規則は今後、すべての加盟国に直接適用され、
2022年に義務化される予定

水資源計画管理への再生水の活用のためにガイダンス
の公開

再生水に関するEU政策案（複数）別影響評価レポート

公表

化学物質、製品、廃棄物に係る法令間のインターフェ
イス構築にむけた政策オプション検討ロードマップの
公開

化学物質、製品、廃棄物にかかる法令間のインター
フェイス構築検討にかかるコミュニケーションの公表

インターフェイスに関する3つの研究が開始されてお

り、2019年と2020年の初めに関連する情報を提供する

予定

CEN-CENELECに対して二次原材料品質規格検討に関

する要請

建物、道路、PC/モニターに関するGPP基準の公表

オンライン販売・その他遠隔販売契約に関する指令の
提案

CE行動計画の中で、廃棄物法制に関する改正指令案公

表

規制は、都市廃水処理指令の修正よりも早く効力を発
する（現在進行中の評価は2019年に完了する）予定

二次原材料市場

・二次原料の
品質基準開発
・「End of

Waste」に関す

るルールの改
善
・肥料規制の
改正
・再生水利用
に係る品質要
件の策定等
・化学物質、
製品、廃棄物
に関する法令
の調和

■EN規格

■End of Waste

規格

■REACH指令

水の再使用にかかる政策案（最低要件の設定）を欧州
委員会の規制精査委員会に提出

農業用灌漑への廃水再利用を促進する新規則が採択

・欧州環境理事会が行動計画の内容を採択
・廃棄物輸送規則の施行強化のため、税関と廃棄物
コードを相関させる実施細則を採択

・廃棄物関連法案6つ（廃棄物枠組み指令、包装廃棄

物指令、埋立指令、廃電気・電子機指令、使用済み自
動車指令、使用済み電池及び蓄電池指令）の改正に関
する暫定合意
・WEEEパッケージの採択

（一部抜粋）各国市場のEEEの重量及びWEEEの量の

算定にかかる共通の方法論を定めた規則の執行

・廃棄物出荷規制において、加盟国との電子データの
交換を容易にするためのガイドラインの作成を検討
・検査要件の評価が実施されており、2019年5月に完

了予定

加盟国の分別回収にかかる法制度及び実施状況の評
価・グッドプラクティスの把握

廃棄物からエネルギー（エネルギー回収）に関するガ
イダンスを加盟国に公表

廃棄物処理施設の産業主導型自主認証の奨励

消費

・エネルギー
ラベルへの将
来的な耐久性
要求事項の盛
り込みを検討

・製品保証の
推進

・グリーン公
共調達（GPP)

の実施率向上
支援

■GPP

■エコラベル

■不公正商業
慣行指令

廃棄物管理

・廃棄物法制
（長期リサイ
クル目標、経
済的手法活用
促進、拡大生
産者責任
（EPR)スキー

ム等）の改正

■廃棄物枠組
み指令

■包装廃棄物
指令、埋立指
令

■廃電気・電
子機（WEEE)

指令

■廃自動車
(ELV)指令

■使用済み電
池及び蓄電池
指令

分類

廃棄物関連指令改正

廃棄物関連指令改正 Waste to Energy

オンライン販売等に関する指令 不正商取引に関するガイダンス
消費者関連法およびマーケティング法のフィット

ネスチェック結果の公表

消費者の権利指令の評価実施

グリーン公共調達（GPP）

EUエコラベル

エコラベル戦略

二次原材料品質規格

化学物質、製品及び廃棄物に係る法令間のインターフェイス構築

廃棄物処理施設の産業主導型自主認証の奨励
分別収集と廃棄物区分に関する新しい

ガイドラインの公表予定

EPR費用に関するEco-modulation欧

州委員会ガイダンスの発行予定

肥料に関するEU指令の改正案

水の再使用
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CE行動計画 関連法令等 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年

・プラスチック戦略を公表
・使い捨てプラスチック10品目ならびに漁具を対象と

する新しい規則に合意

2019年半ばまでに、欧州委員会はステークホルダーと

協力して、新技術への投資を目的とした民間主導型基
金の設計上の特徴を分析・調査

・港湾引受施設指令にかかる提案に合意
・欧州委員会とUNEPは、2018年海洋ロードマップに

同意

UNEA4（2019年3月）で地域のフォローアップ・海洋

関連の持続可能な開発目標のレビューのためのガイド
ラインを提供

酸化型生分解性プラスチックが含まれるキャリーバッ
グの環境影響に関する報告書の公表
酸化型生分解性プラスチックの使用制限に関する検討
の開始

食品ロス及び食品廃棄物におけるEUステークホルダー

プラットホームの設立

食品ロス及び食品廃棄物におけるEUステークホルダー

プラットホーム会合の開催

食品ロス及び食品廃棄物におけるEUステークホルダー

プラットホーム会合の開催

食品廃棄物を測定するEU共通の方法論及び指標に関す

る議論

食品廃棄物を測定するEU共通の方法論及び指標に関す

る議論（継続）

欧州委員会はEUにおける日付表示の慣行に関する市場

調査を発表

食品廃棄物を各サプライチェーンにおいて統一して測
定する方法論は、2019年3月末までに採択予定

食糧援助の推進や廃食品の飼料としての使用に関する
ガイドラインに関する議論

食糧援助の推進や廃食品の飼料としての使用に関する
ガイドラインの公表

食料再分配に関するEUパイロットプロジェクト

（2018-2020）

2019年初頭に加盟国の食料寄付の慣行を説明する文書

を採択予定

電化製品の製造者とリサイクル業者間の情報交換の推
進

重要原材料リスト2017のコミュニケーションの中で、

27CRMsのリスト（第三版）の公開

2018CEパッケージの中で「重要原材料及びCEに関す

るレポート」公表

採鉱廃棄物や埋立地からの重要な原材料の回収のため
のベストプラクティスの共有

CRMs識別に係る方法論（改訂版）の公表

建設・解体

・資源回収、
廃棄物管理、
環境性能評価
の促進

■建設・解体
廃棄物の処理
ガイドライン EU建設解体廃棄物管理手順書の公表 建造物の全ライフサイクルにおける環境パフォーマン

ス評価の指標の開発
建物の構造の様々な部分の有用性と頑健性のテストを
実施

テストフェーズは2019年夏まで続き、2020年初頭には

パブリックコンサルテーションを実施予定

欧州議会産業・研究・エネルギー（ ITRE）委員会が改

正案にかかる最終報告書を承認

・欧州議会において総会決議として最終報告書が承認
され、内部交渉開始
・欧州委員会は、持続可能で循環型のバイオ経済を開
発するための行動計画（A new bioeconomy strategy）

を発表

行動計画をもとに、14の具体的なアクションが2019年

に開始

廃棄物に関する法令改正案で、バイオ廃棄物の分別回
収と木製梱包材のリサイクル目標を提案

廃棄物枠組み指令(2008)の最終ドラフト公表予定

バイオマスのカスケード利用に関するガイダンスの発
表及びベストプラクティスの普及

Horizon2020を通じたイノベーション支援
2019年末までに、Blue Bioeconomy Forumは、実行可能

なプロジェクトのパイプラインをつくる

プラスチック戦略策定に係るロードマップの公表

バイオマス・
バイオ由来物
質

・バイオマス
の効率的な使
用促進

・バイオ廃棄
物の分別回収

■再生可能エ
ネルギー指令

■廃棄物枠組
み指令

再生可能エネルギー指令（2009）の改正案（すべての

バイオエネルギー使用にかかる持続可能な基準を含
む）の公開

■廃棄物輸送
規則

■食料援助に
関するガイド
ライン

食品廃棄物と賞味期限表示に関する汎欧州消費者調査
実施

重要原材料
(critical raw

material:CRM)

・重要原材料
の再生促進

■重要原材料
リスト

■廃電気・電
子機（WEEE)

指令

優
先
分
野

プラスチック

・プラスチッ
クのリサイク
ル可能性、生
物分解性、特
定のプラス
チック中の有
害物質の存
在、海洋ごみ
防止等に対処
するため、プ
ラスチックに
関する戦略を
採択

■港湾引き受
け施設に関す
る指令

■Plastic bags

指令

■REACH指令

食品廃棄物

・食品廃棄物
に係るEU指標

の策定

・プラット
フォームの設
立

・EUの廃棄

物、食品、飼
料法令の明確
化

分類

プラスチック戦略国際海洋ガバナンスに関するコミュニケーション

採択

港湾引受施設指令にかかる提案（海洋ごみ対策）

酸化型生分解性プラスチック 継続の見込み

食品廃棄物

重要原材料

建設廃棄物

バイオマス・バイオ由来物質
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CE行動計画 関連法令等 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年

CE関連プロジェクト実施

Horizon 2020 Work Programme 2018-2020の公表

Cohesion Policy Fundにより優先プロジェクトへの資金

支援

Cohesion Policy Fundにより優先プロジェクトへの資金

支援（継続）

2014年から2020年にかけて、循環経済に直接関連する

プログラムに約1500億ユーロを割り当て

「Innovation deals」のパイロットアプローチの立ち上

げ

2つの「Innovation deals」の取組（持続可能な排水処

理、電気自動車のバッテリー使用の最適化）が進行中

パイロットの評価を実施予定

欧州投資銀行（EIB)とECによる「CEファイナンス支援

プラットフォーム」の設立

CEステークホルダープラットフォームの設立 CEステークホルダーミーティングの開催（第二回）

「Smart Specialisation Platform」が発足
・欧州資源効率ナレッジセンターが設置
・LIFEプログラムを通じて1億ユーロ以上投資

2016年から始まったEFSIを通じたテーマ別ワーク

ショップは2019年まで実施

・CEの進捗管

理のためのモ
ニタリング枠
組みの開発

－
CEモニタリング枠組を構築することを公表 CEモニタリング枠組の指標検討（リサイクル率、海洋

ごみ、食品ロスなど）

EU及び加盟国レベルにおけるCEの進捗状況評価にか

かるモニタリングフレームワークの開発

CEの指標のモニタリング枠組の公表

2018年～2020年の投資額は9.5億ユーロ前後が見込まれ

る

モニタリング

イノベーション
と投資

・Horizon 2020

におけるCEに

関する取組み

・EU規制の障

壁に直面する
イノベーター
の支援を目的
とした
「Innovation

deals」の実施

・ステークホ
ルダー連携
（資金支援ス
キームによる
アウトリーチ
活動の展開）

－

Horizon2020のうち「CEインダストリー2020」分野に6

億5千万ユーロ（2016年、2017年分）の投資提案

・循環経済（CE)関連プロジェクト実施（継続）

・2018年までの間に14 億ユーロ、そのうち3億5000万

ユーロをプラスチックの循環のために割り当て

結束政策（cohesion policy）とSmart Specialization

Platform によるCE推進にむけた加盟国支援

分類

Horizon2020

Cohesion Policy 

Innovation deals

CEファイナンス支援プラットフォーム

CEステークホルダープラットフォーム

CEモニタリング枠組
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１－２－１ CE 行動計画実施報告書 概要 

欧州委員会は 2015 年 12 月に採択された CE 行動計画の実施状況に関する包括的な報告

書を、2019 年 3 月に公表した5。 

同書において、CE 行動計画に基づいた 54 のアクションは実行を完了、もしくは現在実

行中と報告されている。これらのアクションは、CE への移行を加速させ、2016 年には CE

に関連する部門で 400 万人以上（2012 年比 6%増）の雇用を創出し、修理やリユース、リ

サイクルなど循環的な活動により、約 1,470 億ユーロの付加価値を生み出した。 

主な対策として、「プラスチック戦略」を採択、技術革新や産業基盤の適合支援に総額 100

億ユーロを超える公的資金を投入、健全で効率的な廃棄物管理システムの構築に向けて「廃

棄物枠組指令」を改正、製品の循環設計を推進する「エコデザイン作業計画 2016-2019」を

実施した。 

また、今後の課題として、改正された廃棄物関連法の実施強化、二次原材料の市場拡大、

いくつかの問題（化学物質、エコラベル、重要原材料等）に関する作業の加速、環境影響の

大きい分野（電子機器、建設、食品、繊維等）へのアプローチが必要だとしている。 

 

報告書の概要については以下のとおり。 

1.まえがき(Introduction) 

 CE モニタリング枠組みは、CE への移行が雇用創出につながっていることを示して

おり、2016 年には、CE 関連する部門で 2012 年と比較して 6％増の 400 万人を超え

る雇用を創出している。 

 さらに、二次原材料における完全な機能市場（fully functional market）によって生み

出される期待需要を満たすために、今後数年間で新たな雇用が創出される。 

 また、循環性が新たなビジネス機会に広がり、EU 域内及び域外で新たなビジネスモ

デルが生まれ、新しい市場が開拓された。 

 2016 年には、修理、リユース、リサイクルなどの循環的な活動により、約 1,470 億

ユーロの付加価値が生み出され、約 175 億ユーロ相当の投資がされた。 

 2018 年に欧州委員会が発表した CE モニタリング枠組は、製品のライフサイクルの

各段階と競争力の側面を網羅する 10 の重要な指標が含まれている。 

 一部の加盟国は追加的に国内の CE 指標を作成しており、EU の CE モニタリング枠

組みによって提供される概観を補完している。 

 

2.循環経済の構築(Building a circular economy) 

2.1.循環設計と生産プロセス(Circular design and production process) 

                                                   
5 REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN 

ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the implementation of the 
Circular Economy Action Plan 
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 製品設計はライフサイクルの始まりであり、循環性を確保するために不可欠である。

エコデザイン作業計画 2016-2019 の実施により、欧州委員会はエネルギー効率目標

とともに製品の循環設計をさらに推進した。 

 いくつかの製品のエコデザインおよびエネルギーラベリング措置に、スペアパーツの

入手可能性、修理の容易さ、および使用済処理(end of life treatment)の促進などの材

料効率要求(material efficiency requirement)に関するルールが含まれた。 

 欧州委員会は、欧州標準化機関に対して、耐久性、再利用性、修理可能性、リサイク

ル可能性、および重要原材料の存在を測定するための水平基準を作成することを課し

た。これらの基準は、既存の規格と新しい規格に適用する必要がある。 

 

2.2.消費者に権限を与える(Empowering consumer) 

 欧州委員会が開発した製品環境フットプリント及び組織環境フットプリントの方法

により、企業は信頼性、再現性があり、比較可能な環境要求を行うことができる。こ

れらの方法は、環境ホットスポットの特定を可能にし、サプライチェーンをグリーン

化し、より持続可能で循環的になるため企業を支援する。消費者もまた信頼できる情

報に基づいた選択ができるようになる。 

 

2.3.廃棄物を資源に戻す(Turning waste into Resource) 

 健全で効率的な廃棄物管理システムは循環経済の不可欠な構成要素である。欧州連合

で廃棄物管理システムを近代化すること、及び世界で最も効果的なものの一つとして

ヨーロッパモデルを統合するために、2018 年 7 月に改正廃棄物関連法令が施行され

た。 

 新しい野心的かつ現実的なリサイクル率 

 定義の単純化及び調和、計算方法及びリサイクル原材料及び副産物の法的位置づ

けの明確化 

 分別収集に関する強化された規則および新たな義務（家庭由来のバイオ廃棄物・

衣類・有害廃棄物、建設及び解体廃棄物）。 

 拡張生産者責任のための最低要件 

 海洋ごみ、食品廃棄物、及び重要原材料を含む製品の廃棄物削減及び廃棄物管理

対策の強化。 

 

2.4.回収される原材料のクローズドループ(Closing Loop of Recovered Materials) 

 新しい肥料製品規制について、立法手続きの最終段階で、農業副産物や回収されたバ

イオ廃棄物のような二次原料から製造された有機肥料のための統一ルールを導入す

る。 
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 新たな規制の内容は、以下のとおり。  

 より持続可能で循環的な製品に対する重要な市場参入障壁を大幅に削減する。 

 バージン原材料を含めすべての肥料に含まれる有害物質に対する新たな制限を

含み、危険なレベルの特定の有毒元素を含む材料サイクルのリスクを低減する。 

 廃棄物終了基準(end of waste criteria)を含むことによって、化学物質、製品およ

び廃棄物規制の間のインターフェイスが円滑に機能することに貢献し、投資家に

より法的な確実性を提供する。 

 

2.5.体系的アプローチ：CE における EU プラスチック戦略(A systemic approach: the EU 

Strategy for Plastics in a Circular Economy) 

 CE における EU プラスチック戦略は、プラスチックバリューチェーンにおける循環

設計、使用、リユース及びリサイクルの行動を統合するための特定の原材料ライフサ

イクルアプローチを採用した、初めての EU 全体の政策フレームワークである。この

戦略では定量的な目標が掲げられており、2030 年には市場に投入されるすべてのプ

ラスチック容器包装が再使用可能(Reusable)又はリサイクル可能(Recyclable)に置き

換わる。 

 欧州委員会から産業界に対して製品へのプラスチック原材料使用について自発的な

誓約を呼びかけた。プラスチック戦略に盛り込まれた 2025 年までに 1,000 万トンの

需要目標を達成するためには、さらなる努力が必要である。産業界の誓約に基づくリ

サイクルプラスチックの需要は、2025 年までに年間 620 万トンであった。 

 Single use plastic 製品と漁具に関する規則は、消費者の行動や利用可能な代替手段

を考慮に入れて、EU 企業が製品、材料、技術、ビジネスモデルを革新する機会を提

供する。  

 立法手続きの最終段階である一連の措置には、以下が含まれる。 

 プラスチックと酸化型生分解性プラスチックで作られた Single use 製品の禁止。 

 プラスチック製の食品容器および飲料カップの消費を減らすための措置、及び特

定の製品のマーキングおよびラベル付け。 

 2030 年から飲料ボトルには 30％のリサイクル材を取り入れ、2025 年から PET

ボトルには 25％を取り入れる。2029 年までにプラスチックボトルの回収率を

90％とし、キャップをボトルに接続するための設計要件を導入する。 

 たばこフィルターや漁具などの製品にごみの清掃費用をカバーする EPR スキー

ムを適用する。 

 船舶からのプラスチック廃棄物を削減することを目的とした措置、例えば船舶か

らの廃棄物に対する一律の料金の設定。 

 漁具の紛失に対する報告義務、漁具のマーキング及び管理に関する義務の改善。 
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3.移行加速(Accelerating the transition) 

3.1.イノベーション及び投資(Innovation and Investment) 

 CE への移行を加速するため、イノベーションに投資し、産業基盤を適合させるため

の支援を提供する必要がある。2016 年から 2020 年の間に、欧州委員会は移行への

公的資金として総額 100 億ユーロを超える努力をしてきた。 

 2018 年までに Horizon 2020 において、14 億ユーロ投資した（持続可能な製造

業、廃棄物及び資源管理、クローズドループ製造システム又は循環型バイオエコ

ノミー）。そのうち 3 億 5,000 万ユーロがプラスチックを循環型にするために割

り当てられた。 

 一貫性政策(Cohesion Policy)から少なくとも 71 億ユーロ投資した。（中小企業の

間の環境革新技術の取り込みに 18 億ユーロ、EU 廃棄物法の実施を支援するた

めに 53 億ユーロ）。 

 欧州戦略投資基金や InnovFin などの融資枠を通じて 21 億ユーロ投資した。 

 CE に貢献する 80 以上のプロジェクトに、LIFE を通じて少なくとも 1 億ユーロ

を投資した。 

 

3.2.強力なステークホルダーエンゲージメント(Strong Stakeholder Engagement) 

 移行にはステークホルダーエンゲージメントが不可欠。行動計画の体系的なアプロー

チは、行政、産業及び市民社会に対して、セクターを横断したバリューチェーンに沿

ったパートナーシップを促進するための枠組を与えた。 

 EU の行動は CE に関する国内議論を呼び起こし、加盟国の大多数は CE への移行の

ための国家戦略を採用した、又は策定中である。 

 欧州 CE ステークホルダー・プラットフォームは、CE に関する多数のネットワーク

とイニシアチブをまとめたものであり、300 以上のベストプラクティス、戦略および

報告書の例を収集した。 

 

4.未解決の課題(Open Challenges) 

 EU が、リーダーシップを維持したいのであれば、新たな行動が必要である。 

 CE は、EU 産業戦略の基幹となるべきであり、新たな領域、セクターでの循環性を

可能にする。製品のライフサイクルアセスメントは標準となるべきであり、エコデザ

インの枠組みは可能な限り広げるべきである。 

 EU が CE への移行の恩恵を十分に享受したいのであれば、化学物質、非毒性環境

(non-toxic environment)、エコラベルとエコイノベーション、重要原材料及び肥料に

関する作業を加速する必要がある。 
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 同様に、消費者は情報に基づいた選択をする権限を与えられるべきであり、持続可能

な公共調達を通じて公共部門によって努力が強化されるべきである。 

 EU は、行動計画の中で特定されている優先分野への研究、イノベーション及び投資

を支援し続けるべきである。CE におけるプラスチックの欧州戦略の例に基づいて、

IT、電子機器、モビリティ、建築環境、鉱業、家具、飲食品、繊維など、環境への影

響が大きく循環性が見込まれる他の多くの分野に対して、同様の全体的なアプローチ

をとり循環型になることで利益を得ることができる。 

 最近更新されたバイオ経済戦略と改訂された再生可能エネルギーの枠組を実行する

ことは、循環的な方法で生物資源を使用し、エコロジカルバウンダリーを尊重し、生

物多様性損失の停止に貢献するさらなるステップである。 

 人工知能及びデジタル化は、エネルギー及び資源使用の最適化、CE ビジネスモデル

の支援における情報を利用可能にし、責任ある消費の選択のためのポテンシャルを有

している。しかし、循環型デジタルエコノミーは、正味の純資源への影響を与え、持

続不可能な消費パターンを促進し、スマート製品の耐久性を短くし、機密ビジネスデ

ータのセキュリティを危険にさらすリスクを含んでいるため、これらの課題に対応す

る必要がある。  

 

5.結論(Conclusions) 

 CE 行動計画の実施により、欧州の CE への移行が加速した。同時に、CE に関して

より強く共有されたビジョンは、EU のグローバル競争力並びに自然資本の保全及び

回復を確保するため EU の産業基盤の近代化の継続的な努力を後押しする。 

 この報告書で言及されている行動計画からのこれらの要素と成功した行動は、EU の

機関、加盟国、企業、及び社会的パートナーによる将来の作業を助け、導く。 
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１－２－２ CE 行動計画に関するスタッフワーキング文書 

CE 行動計画の実施報告書に添付されているスタッフワーキングドキュメント6では、行

動計画の各アクションの詳細を示している。  

 

表 3：54 のアクションプランに対する実施内容 

No アクション 実施された内容 

製造 

1 エコデザイン指令の下

での将来の製品要求

における循環経済的

側面の強調 

 エコデザイン政策の枠組みの下、耐久性、リサイクル可能性、

再利用性、修理可能性、及び重要原材料に関する製品要件が

検討された。 

2 ヨーロッパの標準化団

に対する、エコデザイ

ン 作 業 計 画 2016-

2019を参照にした、規

格を策定に関する要

求 

 エコデザイン作業計画 2016-2019が採択された。 

 欧州委員会の要請を受け、3 つの欧州標準化機関によって共

同作業計画が提出された。その目的は、材料効率に関する規

格の開発と、招待的なエコデザイン指定に対する材料効率側面

の推進である。 

3 テレビとディスプレイに

関する規制の実施の

提案 

 電子ディスプレイの施行規則は、2018 年 12 月に加盟国による

投票で可決された。 

 内容については、テレビとテレビ以外のディスプレイについてエ

コデザイン要件が設定されており、修理性およびリサイクル性

の向上を目的とした材料効率要件も含む。 

4 循環型経済への貢献

における EU製品政策

の異なる一連の仕事

のより首尾一貫した政

策枠組みのための選

択肢と行動の検討 

 サーキュラー・エコノミーにおける持続可能な製品に関するスタ

ッフ作業文書は、EUの製品政策の枠組みを検証している。 

 同じ製品に複数のツールが適用される際、既存のEU製品政策

を一貫して実装することが重要だとされている。 

5 循環型経済に関する

ガイダンスを含めた、

特定の産業部門のた

めの利用可能なベスト

テクノロジーの参照文

書（BREF）の作成 

 欧州委員会は、BREFを修正する際に取り組むべき重要な環境

問題を特定した。 

 2015 年以降、特定の産業分野（非鉄金属など）を対象とするサ

ーキュラー・エコノミーに関するガイダンスを含む、利用可能なベ

ストテクノロジーの参照文書が採用されてきた。 

                                                   
6 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION 

TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE 
AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the implementation of the Circular Economy Action Plan 
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6 鉱業廃棄物管理計画

におけるベストプラク

ティスの指導と促進 

 委員会のサービスは、採鉱廃棄物管理計画のベストプラクティ

スに基づいたガイダンスを作成した。 

7 先進的な製造技術を

製造プロセスに統合す

るための、中小企業向

けのオープンで汎欧州

的な技術基盤のネット

ワークの確立 

 EU の資金援助を受けたプロジェクト Ket 4 Clean Production

は、生産プロセスを資源とエネルギー効率と持続可能性に向け

てアップグレードするプラットフォームを確立した。 

 このプラットフォームは、未来型の工場への移行のためのサポ

ートを提供できる専門家に対し、ネットワークへのアクセスを許

可する。 

8 EU のエコマネジメント

と監査計画（EMAS）と

環境技術検証に関す

る試験的プログラム

（ETV）の効率と取り込

みを改善する方法の

検討 

 2017 年 6 月 30 日、関連性、有効性、効率性、一貫性、および

EU の付加価値などのパフォーマンスを評価する、EMAS フィッ

トネスチェックレポートが採択された。 

 欧州委員会は、加盟国がこの制度の普及を促進するために活

動することを宣言した。 

 ETVパイロットプログラムの評価結果と今後の展望は、2019年

第 2四半期に発表される予定である。 

9 非常に懸念の高い有

害物質の代替に関す

る、改善された知識ベ

ースと中小企業への

支援の開発 

 工業プロセスで使用される可能性のある懸念物質の代替と、中

小企業による革新的技術へのアクセスを促進するため、ベスト

プラクティスの促進と、欧州資源効率優秀センターの支援という

2つの行動が提案されている。 

消費 

10 有形製品に対する既

存の保証の強化、改

善への反省を伴う、今

後の欧州委員会の商

品オンライン販売およ

び消費者法のフィット

ネスチェック 

 2015年 12月に提示された商品のオンライン販売に関する指令

の提案は、2017年に修正されました。 

 2019年 1月 29日に共同議員による暫定合意が成立した。 

 消費者販売法のフィットネスチェックは、2017 年 5 月に終了し

た。 

 消費者保護協力（CPC）規制は、2017 年 12 月に改訂され、

2020年 1月 17日から適用される予定である。 

 2018 年 4 月、欧州委員会によって、「消費者の為の新取引」パ

ッケージがフィットネスチェックのフォローアップとして導入され

た。 

11 不正な商慣行に関す

る最新のガイダンスを

含む、偽のグリーンク

レームに対する行動 

 改訂されたガイダンスは、環境に関する主張の内容、表示およ

び文書化に関して、複数の利害関係者グループによって開発さ

れた重要な原則を組み込んでいる 
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12 エコデザインの文脈に

おける修理情報提供

に関する水平要件を

提案する可能性の分

析 

 修復性スコアリングシステムは、Joint Research Center（JRC）

によって開発されている。 

 2018 年に完成した循環型経済への消費者の関与に関する行

動調査に基づいて、消費者行動調査が継続される。 

 エネルギーラベリング規制の下で獲得された前向きな経験に基

づいて、委員会は製品の修理可能性に関する採点システムが

開発されている。 

13 その効果を高めるため

の行動が続くエコラベ

ルのフィットネスチェッ

ク 

 EUエコラベルカタログが改善され、2018年 12月以来、72,227

の市場で利用可能な商品（金融を含む）およびサービスが EU

エコラベルでの対象となっている。 

14 時期尚早の陳腐化に

関する独立したテスト

プログラムの可能性の

評価 

 2017年 10月、欧州委員会は、Horizon 2020に基づく独立した

テストプログラムの要請を開始した。 

 テストプログラムは 2019 年 6 月に開始され、2023 年に配信さ

れる予定である。 

15 現在進行中のパイロッ

トの評価を条件とし

て、環境情報を測定し

伝達するための製品

環境フットプリントの可

能な用途の探索 

 2013 年から 2018 年にかけ、欧州委員会は特定の製品グルー

プおよび部門における製品および組織の環境フットプリント手法

の適用をテストした。 

 結果として得られる情報を検証し伝達するためのアプローチも

テストした。 

 試験段階の結果は現在入手可能であり、要約は循環経済にお

ける持続可能な製品に関するスタッフ作業文書に提示されてい

る。 

16 グリーン公共調達への

取組：循環型経済要件

の統合の強化、研修

制度などを通じたより

高い普及への支援、

欧州委員会の調達お

よびEU基金への利用

の強化 

 2015年 12月に、EUグリーン公共調達基準が改定された。 

 欧州委員会は「グリーン購入」ハンドブックの第 3 版と、冊子「サ

ーキュラー・エコノミーのための公共調達」を出版した。 

 2019 年に、トレーニングツールキットが改訂され、各国の公的

機関とのトレーニングスキームが実行される予定である。 

 欧州委員会自身の調達および EU 基金の支出においてグリー

ン公共調達の取り込みをどのように強化できるかを特定するた

めのマッピング演習が開始された。 

 2018 年に採択された循環型経済のモニタリングの枠組みに

は、グリーン公共調達に関する指標が含まれている。 

廃棄物管理 

17 廃棄物に関する立法

案の改訂 

 改定された法律は、2018 年 5 月 30 日に共同議員によって採

択され、2018年 7月 4日に発効した。 
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 法律の枠組みには、都市ごみと包装廃棄物の長期的なリサイク

ル目標と埋立を削減する条項、拡大生産者責任スキームの一

般要件などが含まれる。 

18 EU 廃棄物法のより良

い実施のための加盟

国との協力の改善、お

よび廃車の不法出荷

の防止（ELV） 

 委員会は、IMPEL のようなネットワークを通じた加盟国当局へ

の支援など、協力手段を改善した。 

 現在、使用済み自動車に含まれる特定の材料の目標設定の実

現可能性などの検討を含め、自動車指令の進行中の見直しが

行われている。 

19 改正廃棄物出荷規制

の実施を強化 

 2016年 7月 28日、税関と廃棄物コードとの間の予備的な相関

表を提示する実施法が採択された。 

 欧州委員会は加盟国との情報交換を促進し、電子データの交

換を容易にするための一連のガイドラインを作成している。 

 検査要件の評価が実施されており、2019 年 5 月に完了する予

定である。 

20 主要廃棄物 /リサイク

ルストリーム用の処理

施設の業界主導の自

主認証の推進 

 自主的な計画の推進は、重要原材料を大量に含む主要な種類

のリサイクル /廃棄物処理施設の検証を開発するために、

Horizon 2020からの資金で支援されている。 

 2018 年 12 月から 2 年間、持続可能性とトレーサビリティの要

件、保証システムと関連する検証手順が開発される。 

21 エネルギー連合の枠

組みの中でエネルギ

ーへの廃棄物に関す

るイニシアチブ 

 2017年 1月 26日に、「循環型経済における廃棄物からエネル

ギーへの役割」が採択された。 

22 廃棄物収集システム

におけるグッドプラクテ

ィスの特定と普及 

 2015 年の調査では、すべての EU 加盟国の首都における都市

ごみの分別収集スキームが評価された。 

 2018 年 3 月、紙コレクションシステムのグッドプラクティスに関

する Horizon 2020 プロジェクト Impact Pape Recが完成した。 

 2019 年末までに、プラスチック、バイオ廃棄物、繊維などの主

要な廃棄物の流れに焦点を当てた、個別の収集義務とベストプ

ラクティスの実施に関するガイドラインが採択される予定であ

る。 

二次原材料の市場 

23 二次原料（特にプラス

チック）の品質基準の

開発 

 欧州委員会は、欧州標準化委員会（CEN）に、特にプラスチック

用の廃棄物の処理および二次原料の品質に関連する既存また

は進行中の標準化作業の包括的なマッピング演習を実施する

よう要請した。 
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 欧州標準化委員会の報告書は 2018年 6月に配信された。 

 現在、持続可能な化学物質と二次原料のための規格の開発に

焦点を当てた個別研究が進んでいる。 

24 改正肥料規制の提案  欧州議会および理事会は、2018年 12月 12日、肥料に関する

新しい規則に合意した。 

25 灌漑用水と地下水か

ん養のための水の再

利用のための最低要

件を設定する法案 

 2018年 5月 28日、水の再利用の最小要件に関する規則の提

案が採択された。この法律は農業灌漑への廃水の再利用の最

小要件を設定しており、都市廃水の安全で効率的で費用効果

の高い再利用を促進することを目的としている。 

26 水の計画と管理にお

ける水の再利用の統

合、関連するBREFへ

のベストプラクティスの

組み込み、および革新

への支援（European 

Innovation 

Partnership と Horizo

n 2020 による）および

投資を含む、安全で費

用効果の高い水の再

利用の促進 

 2016 年 7 月、欧州委員会は、水枠組指令に関連して水の再利

用と水の計画と管理の統合に関するガイドラインを発表した。 

 産業廃棄物指令の範囲内での関連（農業）産業部門のための

BREF の開発および見直しにおいても、節水、再利用およびリ

サイクルが考慮されている。 

 水の再利用は、水に関する欧州イノベーションパートナーシップ

（EIP）の最優先分野になった。 

 専用資金は、欧州地域開発基金（ERDF）、Horizon 2020、およ

び LIFEで利用できる。 

 水の再利用インフラへの支援は、ERDF、結束基金、欧州農村

開発農業基金（EARDF）によって行われている。 

27 化学物質、製品、およ

び廃棄物規制の間の

インターフェイスに対

処するための分析およ

び政策の選択肢 

 2018 年 1 月 16 日に、化学物質、製品および廃棄物の法規制

の間のインターフェイスに対処するためのオプションに関する委

員会通信が採択された。 

 コミュニケーションでは、化学物質、製品、廃棄物に関する法律

がどのように連携し、循環経済の発展を妨げているかという点

で特定されている 4つの最も重要な問題を扱う。 

 2018年 10月 29日に 12週間の公開協議が締め切られた。 

 委員会サービスは現在、2019 年第 1 四半期に公表されるべき

公開協議の結果の要約報告書を作成している。 

28 電子データ交換を含

む、EU 全体の廃棄物

出荷を促進するため

の措置 

 2020年に欧州委員会は廃棄物輸送規則を見直し、規則が目的

を満たしているか、また、EU の環境政策、CE および国内市場

の一般的な目的と整合しているかなどを評価する。 

 ・加盟国とステークホルダーの代表者のワーキンググループ

は、ガイドラインを作成するために、電子データ交換に関する課

題に取り組んでいる。 
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29 EU 原材料情報システ

ムのさらなる発展 

 2017 年 11 月に JRC によって開始された原材料情報システム

（RMIS）、指標の原材料スコアボードなど、原材料に関する情

報を改善するための一連の取組が開始されている。 

セクター別行動 

プラスチック 

30 循環経済におけるプラ

スチックの戦略 

 2018年 1月 16日、サーキュラー・エコノミーにおけるプラスチッ

クの EU戦略および職員作業文書は、酸化型生分解性プラスチ

ックに関する報告とともに発行された。 

 EU プラスチック戦略は、プラスチックリサイクルの経済性および

品質を改善などの 4つの柱に基づいている。 

 2018 年 5 月、欧州委員会は、海ゴミとなった使い捨てプラスチ

ックや漁具を対象とするEU全体の新規則を提案し、2018年12

月 19日、共同議員はこの提案に合意した。 

 2018 年 12 月、海洋性（プラスチック）のゴミを減らすこと焦点を

当てた、港湾受け入れ施設に関する規則の提案も合意された。 

 欧州委員会は、EU 市場に投入された製品中の再生プラスチッ

クの普及を促進するための誓約キャンペーンを開催し、産業界

のステークホルダー70団体が参加した。 

 寄せられた誓約が達成された場合、2025 年までに年間 1000

万トンの再生プラスチックを新製品に利用するという目標が達

成されると見られているが、一方で需要は 2025 年までに年間

約 620万トンに留まる見込みである。 

 供給側と需要側の不整合を埋め、目標の達成を支援するため、

Circular Plastics Allianceが新しく設立された。 

 欧州委員会は、マイクロプラスチックの製品化に関する規制を

求めて、ECHAにファイルを提出した。 

31 2030 年持続可能な開

発目標を実施する海

洋ごみを減らすための

具体的な取組 

 2018 年 6 月 20 日、欧州委員会と国連環境は、汚染と海洋ご

みの脅威に取り組む 2018年の海洋ロードマップ 2に同意した。 

 MSFD（Marine Strategy Framework Directive）の下での対策

プログラムは、2020 年までに良好な環境状態に達するために、

2016年に MSによって提出された。 

 14の加盟国は、欧州海事漁業基金（EMFF）のそれぞれの運営

プログラムにおいて、失われた漁具および海洋ごみの回収のた

めの資金を投入した。 

生ごみ 
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32 食品廃棄物を測定す

るための共通の方法

論と指標の開発 

 欧州委員会は、食品サプライチェーンの各段階で食品廃棄物を

測定するための調和した方法論を作成している。 

 食品廃棄物の定義は現在改訂された廃棄物枠組指令に含まれ

ているが、方法論は 2019年 3月末までに採択される予定の食

品廃棄物測定に関する委任行為に置き換えられる。 

 食品廃棄物も指標のモニタリング枠組に含まれる。 

33 食品廃棄物に関する

SDGs の目標を達成

する方法、ベストプラク

ティスを共有する方

法、進捗状況を評価す

る方法を検討するため

の利害関係者プラット

フォーム 

 2017 年には、プラットフォームメンバー間のコラボレーションと

交換を改善するためにデジタルネットワークも設立された。 

 プラットフォームは Horizon 2020 プロジェクト REFRESH と提

携し、より幅広い利害関係者ネットワークとの連携を可能にす

る、食品廃棄物防止に関する専門家コミュニティを設立した。 

34 動物の飼料としての食

料の寄付および以前

の食材の利用を容易

にするための、廃棄

物、食物および飼料に

関するEU関連法明確

化 

 委員会は、もはや人間の消費を目的としていない食品の飼料使

用のための EUガイドラインを発表した。 

 欧州委員会は、食糧損失と食物廃棄物に関する EU プラットフ

ォームの支援を得て、2017年 10月に食料寄付に関する EUガ

イドラインを採択し、2019年初頭に加盟国の食料寄付慣行を示

す文書を採択する予定である。 

 2018年から 2020年にかけて、食料再分配に関する EUパイロ

ットプロジェクトが行われている。 

35 より効果的な使用方法

と食品の日付表示の

理解のための選択肢

の探求 

 2018年 2月に、欧州委員会は EUにおける日付表示の慣行に

関する市場調査を発表し、EU で毎年発生している 8800 万トン

の食品廃棄物のうち最大 10％が、「消費期限」および「賞味期

限」などの日付表示に関連していることが明らかになった。 

 生ごみの発生を予防するため、「消費期限」と「期限切れ」の概

念の区別が改善される。 

 技術的ガイダンスは、EUの日付表示規則に従ってより一貫した

日付表示の慣行を促進するため、食品ロスおよび食品廃棄物

に関する EU プラットフォームの支援する準備を進めている。 

重要な原材料 

36 重要原料と循環経済

に関する報告 

 重要原材料の報告書は 2018年 1月 16日に発表された。 
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37 電子製品に関する製

造業者とリサイクル業

者間の情報交換を改

善する 

 廃電気電子機器に関する指令（WEEE指令）は、電子機器の製

造業者が再使用の準備に関する情報を無料で提供することを

要求している。 

 「ｉ4Ｒ」プラットフォームは、電気電子機器の製造者と廃電気電

子機器のリサイクル業者との情報交換のために設立された。 

38 電子廃棄物、廃電池

およびその他の関連

する複雑な使用済み

製品の材料効率の良

いリサイクルに関する

ヨーロッパ規格 

 WEEEの処理に関する最初の一連の規格がCENELECによっ

て開発された。 

 欧州委員会は、欧州標準化機構に対し、重要原材料の高品質

リサイクルの向上を目的として、電子廃棄物および廃電池の材

料効率の良いリサイクルのための欧州規格をさらに発展させる

よう要請した。 

39 採鉱廃棄物や埋立地

からの重要な原材料

の回収のためのベスト

プラクティスの共有 

 2017 年、加盟各国は、抽出性廃棄物指令の実施状況のレビュ

ーが発表した。 

 欧州委員会の共同研究センターは、2019年 4月の完成を目指

し、鉱山廃棄物および埋立地からの原材料および重要原材料

の回収など関するベストプラクティスを取りまとめたレポートを作

成している。 

建設と解体 

40 建設部門の解体前評

価ガイドライン 

 解体前および改修前の廃棄物監査に関する調査の結果は、建

設および解体廃棄物の流れを評価するためのガイドラインとし

て発表された。 

41 建設および解体廃棄

物の自主的な業界全

体のリサイクルプロト

コル 

 2016 年 10 月、EU 建設および解体廃棄物管理プロトコルが公

表された。 

42 建物のライフサイクル

環境パフォーマンスを

評価するためのコア指

標とその使用に対する

インセンティブ 

 指標とライフサイクルツールを備えた持続可能な建築物に関す

る欧州の報告枠組みは、主要なステークホルダーによって開発

された。 

 2019 年夏にかけ、フレームワークの有用性および堅牢性に関

するテストが行われている。 

 2020年初頭に、公開の協議が行われる予定である。 

バイオマスとバイオ材料 

43 Horizon 2020 を通じ

た、この分野における

バイオマスの段階的

利用と革新への支援

 2018 年 6 月 16 日、バイオマスのカスケード利用に関するガイ

ダンスが発表された。 
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に関するベストプラク

ティスのガイダンスと

普及 

44 エネルギー連合の下

でのバイオエネルギー

の持続可能性を検討

する際の循環経済と

の一貫性と相乗効果

の確保 

 新しい再生可能エネルギー指令は、サーキュラー・エコノミーと

廃棄物の階層に関する規定を含んでいる。 

45 循環型経済への 2012

年バイオエコノミー戦

略の貢献の評価と可

能なレビュー 

 最新のバイオ経済戦略および行動計画は、3 つの優先分野に

沿った 14の具体的行動を提案している。 

イノベーションと投資 

46 Horizon 2020 の下で

のイニシアチブ「産業

2020 と循環経済」 

 サーキュラー・エコノミーに関連するニーズに体系的かつ包括的

に取り組むため、、Horizon 2020 の作業プログラムの「2016-

2017」および「2018-2020」において、2 つの「重点分野」に焦点

が当てられている。 

 「2016-2017」において、重点分野「インダストリー2020とサーキ

ュラー・エコノミー」に対する投資総額は 900 百万ユーロで、うち

320百万ユーロはサーキュラー・エコノミーに充てられていた。 

 「2018-2020」では、重点分野「経済的利益と環境的利益の結

合 – サーキュラー・エコノミー」への投資は 950 百万ユーロ前

後であると予想される。 

 欧州委員会は、2016年から 2018年の間に、Horizon 2020に

基づいて資金提供される循環型経済に関連するプロジェクトの

一覧表を発表した。 

47 革新者にとって起こり

うる規制上の障害に対

処するための「革新的

取引」のパイロットプロ

ジェクト 

 14 か国からの 32 の提案の中から、「持続可能な排水処理」お

よび「電気自動車のバッテリー使用の最適化」がパイロットプロ

ジェクトとして選ばれ、2019 年初旬の評価に向けてプロジェクト

が進行中である。 

48 EFSI の下での資金調

達の申請を奨励し、循

環型経済に関連する

プロジェクトおよび投

 2016 年、サーキュラー・エコノミーのための資金の使用を促進

する意識啓発およびテーマワークショップがに開始され、2019

年まで継続される予定である。 
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資プラットフォームの

開発を支援するため

の目標とされたアウト

リーチ 

 資金調達の機会に関するアドバイスを提供するために、欧州投

資諮問センター（EIAH）が設立された。 

 サーキュラーバイオエコノミーテーマへの投資プラットフォームで

は、1億ユーロが利用可能である。 

49 加盟国や地域が循環

型経済のための結束

政策基金の獲得支援

を対象としたアウトリー

チとコミュニケーション

活動 

 2014 年から 2020 年にかけ、一貫性政策は、研究とイノベーシ

ョンなど、サーキュラー・エコノミーに直接関連する目標に約

1500億ユーロを投資する。 

 投資先と期待される効果は、新しいオープンデータプラットフォ

ームにて視覚化されている。 

 サーキュラー・エコノミーは、優れた EU の資金による地域開発

プロジェクトを選出する 2016年の Regio Stars Awardsのカテ

ゴリーの 1つとして選ばれた。 

50 スマートスペシャライ

ゼーションを通じた循

環型経済に向けた技

術革新を強化するた

めの加盟国および地

域への支援 

 地域や加盟国のいわゆるスマートスペシャライゼーション戦略を

実行するために約 410億ユーロが利用可能である。 

 スマートスペシャライゼーションプラットフォームと、JRC が主催

するエネルギー、農産食品、産産業近代化に関するテーマ別プ

ラットフォームは、循環型経済を含むこれらの戦略の実施を支

援する。 

 2018 年には、商品化とスケールアップ活動を強化し、投資を促

進するために地域間パートナーシップによって提案されたイノベ

ーションプロジェクトをさらに支援するための試験的行動が開始

された。  

51 循環型経済の資金調

達を支援するために

EIBおよび各国の銀行

とともにプラットフォー

ムを立ち上げる可能性

の評価 

 循環型経済財政支援プラットフォームは、2017 年 1 月 26 日に

開始された。 

 欧州委員会の専門家グループは、サーキュラー・エコノミーの資

金調達に関する活動を調整し、サーキュラー・エコノミープロジェ

クトの構造化および銀行取引可能性の改善に関する一般的な

勧告を策定するために設立された。 

52 主要部門の既存のフ

ォーラムを通じたこの

行動計画の実施にお

けるステークホルダー

との関係 

 2017年 3月に、サーキュラー・エコノミーに関連する障壁を特定

するため、欧州サーキュラー・エコノミー・ステークホルダー・プラ

ットフォームが開始された。 

53 官民パートナーシップ

への取組、協力プラッ

トフォーム、自主的な

 2016 年 6 月、産業近代化に関するスマートスペシャライゼーシ

ョンプラットフォームが開始された。 
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ビジネスアプローチへ

の支援、およびベスト

プラクティスの交換を

通じて、さまざまなステ

ークホルダーへの支

援 

 2018 年に、パイロットプロジェクト「ヨーロッパの中小企業間の

循環経済の促進」は、中小企業支援団体へのオンライントレー

ニングと地域当局への政策助言を提供した。 

 欧州資源効率ナレッジセンターが設置された。 

 2017 年、欧州の都市を循環型経済に移行させるための革新的

で実行可能なソリューションの特定を目指し、EU の都市アジェ

ンダ内で循環型経済に関するパートナーシップが開始された。 

モニタリング 

54 循環経済のためのモ

ニタリング枠組みの開

発 

 2018 年 1 月 16 日に巡回経済指標の監視枠組みが公表され

た。 

 指標と基礎データは、専用の EUROSTAT Webサイトで公開さ

れている。 

 

 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1551871245356&uri=CELEX:52019SC0090#footnote75
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1551871245356&uri=CELEX:52019SC0090#footnote78
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２．2018 年度の主な動き 

２－１ リサイクルプラスチック使用拡大 

 欧州委員会は、使い捨てプラスチック製容器の廃棄物を減らすためのアクションについ

て 2017 年 11 月から 2018 年 2 月にパブリックコンサルテーションを実施した。その結果、

回答者の 95％が使い捨てプラスチックへのアクションは必要かつ緊急と回答し、70％の製

造者と 80％のブランド企業もアクションは必要かつ緊急と回答した。 

 それを受け、欧州委員会は 2018 年 5 月 28 日に大量に蓄積した有害なプラスチック海ご

み削減に向けて、EU 全域にわたる新しい規制を提案した。この規制は、欧州の海岸や海に

多く見られる、使い捨てプラスチック 10 品目と漁具が対象となっている。 

その後 10 月に欧州議会にて使い捨てプラスチック製品指令の修正案を採択、12 月に欧

州議会と加盟国は 2021 年からシングルユースプラスチック製品を禁止する規制案で基本

合意した。基本合意された内容は以下のとおりである7。 

 

規制対象 

 食器、カトラリー（ナイフやフォーク等）、ストロー、風船の柄、綿棒 

 酸化型生分解性（oxo-degradable）の袋や包装材、発砲ポリスチレン製ファストフー

ド容器 

 

暫定合意において、以下の事項を規定 

 ペットポトルを 2029 年までに 90％回収する目標 

 ペットボトルの再生材使用率を 2025 年までに 25％、2030 年までに 30％とする目

標 

 拡大生産者責任を導入し、タバコと漁具の回収・処理費用を製造者が負担 

 路上でポイ捨てされるタバコフィルター、プラスチックカップ、ウェットティッシュ、

生理用品、風船等のプラスチックを含む製品に、適切な処分方法を表示 

 

規制対象外のプラスチックに対する方針 

 加盟国は、リユースやリサイクルの計画に加え、複数回使用できるプラスチック製品

の使用を推奨する計画の草案を各国で策定する。 

 代替品が存在しない品目（例えば、果実や野菜、サンドイッチ、アイスクリームなど

の食品を販売する際に用いる容器）は、2025 年までに少なくとも 25％使用量を削減

する。 

 特にプラスチックを含有するたばこを、2025 年までに 50％、2030 年までに 80％削

減する。 

 海洋中に紛失又は放棄された漁具を、少なくとも毎年 50％回収する。また、これら

                                                   
7 出典：環境省資料 
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を 2025 年までに 15％リサイクルする。 

 加盟国は、タバコや漁具の製造者が、これらの廃棄物を回収・処理する費用を確保す

る。 

 

２－２ プレッジキャンペーン 

２－２－１ プレッジキャンペーン実施の流れ 

欧州委員会は、2025 年までに EU 市場で販売される新製品に 1,000 万トンの再生プラス

チックを使用するという目標を達成するため、企業・業界団体に対し、リサイクルプラスチ

ックの利用を促進するような自発的な誓約（プレッジ）を 2018 年 6 月 30 日までに締結す

るよう求め、プレッジの締結に関心のある企業・業界団体が対して目標にどのように寄与す

るかを示すデータの提供を求められた。 

このキャンペーンの結果は、2019 年 3 月 4 日に評価報告書が公開された。 

 

２－２－２ 自主的誓約の評価報告書概要 

① 欧州のプラスチック市場の現状 

欧州の 2016 年時点のプラスチックの総需要は 4,990 万トン、プラスチック廃棄物の回

収量は 2710 万トンである。回収量のうち、31.1％にあたる 840 万トンがリサイクル施設

へ搬入される。再生プラスチックの需要は全体で 390 万トンである。 

 

図 1 欧州のプラスチック需要から再生プラスチック需要まで（2016 年）8 

 

                                                   
8 欧州プラスチック戦略付属書Ⅲに基づく自主的誓約の評価報告書 
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② プレッジキャンペーンの参加者 

 2018 年末時点で 70 の企業および団体が欧州委員会へプレッジを提出した。これらの組

織には欧州でリサイクルされる主なプラスチック素材である POs9、PET、PVC、EPS の

サプライチェーン全体を網羅する業界団体を含んでいる。プレッジに参加した主な企業や

業界団体はのとおりである。 

表 4 プレッジ参加組織 

分類 主な企業・団体10 

プラットフォーム11 Vinylplus、Petcore Europe、PCEP、EUMEPS、SCS 

再生プラスチックのサ

プライヤー 

Plastics Recyclers Europe(PRE)、European Recovered Fuel 

Organisation(ERFO)、Borealis、Indorama、Neste、Zeme、

Lassila & Tikanoja、Aliplast、Plastix、Fischer、Kaneka 

Belgium、Dow Chemical、Reposol 

再生プラスチックのバ

イヤー 
Pet Sheet Europe、EDANA、APE Europe 

廃棄物収集業者 Hera Spa、LIPOR 

小売業者 COOP Italia、the Swedish Food Retailers 

その他事業者 Dansk Industri、Agoria 

 

③ プレッジキャンペーンの結果 

 企業と業界団体の間でのダブルカウントなどを除くようにプレッジによるボリュームを

量的評価したところ、供給側のプレッジでは 2025 年までに少なくとも 1,100 万トンの再

生プラスチックを EU 市場に供給でき、需要側のプレッジでは再生プラスチックの購入ま

たは製品への使用量として 2025 年までに 640 万トン以上となるとの結果が出された。（図 

2） 

  

                                                   
9 ポリオレフィン 
10 プレッジ参加組織の内、名称の公開に同意したものの一部である 
11 プラットフォームはリサイクラー、プラスチック素材製造業者、プラスチック転売業者、プラスチック部品や製品

の製造業者、ブランドオーナーを含むサプライチェーンを網羅していることを意味する 



29 
 

 

図 2 再生プラスチックの 2016 年需要量と 2025 年需要量、2025 年供給量12 

 

 プレッジによる 2025 年までの需要量は 2016 年の需要量より 60％以上増加することが

わかった。しかし、目標である 1,000 万トンには届かなかった。 

 

④ プレッジを提供するための条件 

この報告書では、プレッジが提供されるための条件について、プレッジの内容を分析した

もので、‘statements’や‘options’ではないとしたうえで、下記のように条件を整理し

ている。 

表 5 プレッジ提供のための条件 

分類 概要 

市場の条件  多くのプレッジ参加者は、再生プラスチックが十分な量と適

切な品質で、競争力のある価格で EU 市場において入手可能

であることを条件として挙げている 

 いくつかのブランドオーナーは新しい再生プラスチック（色

や食品用ポリオレフィンなど）が利用可能になるか、新しい

基準（異なる色や美的感覚）が市場に受け入れられれば、プ

レッジを劇的に増やすことができるとしている 

 分別された PET 廃棄物の利用可能性が不十分のため、PET の

リサイクル能力は現在十分に活用されていないとして、一部

のプレッジ参加者は、再生された PET の供給不足や急激な価

格上昇が、プレッジの提供に悪影響を及ぼす可能性があると

指摘している 

                                                   
12 欧州プラスチック戦略付属書Ⅲに基づく自主的誓約の評価報告書 
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分類 概要 

プラスチック廃棄物の

より適切な収集と分別 

 需要・供給両方から、プラスチック廃棄物の収集の増加、特

に機械設備のあるリサイクルプラントに供給するためのプラ

スチック包装廃棄物の分別収集が多く要求されている 

 ケミカルリサイクルについては、プレッジの量に関連付けて

いる参加者はほとんどいないが、大きな影響を与えるものと

して頻繁に挙げられており、将来的にケミカルリサイクル工

場にプラスチック廃棄物（特に現在焼却・埋立されている廃

棄物）の必要性を強調している 

 少数の参加者からはポイ捨てや適切処理に関する教育・啓発

キャンペーンも、プラスチック廃棄物の収集を改善するため

に必要との意見があった 

 リサイクラーとプラスチック製造者から、顧客に予測可能な

品質のリサイクル品を提供するに予測可能な品質のプラスチ

ック廃棄物が求められている 

 多くの参加者の間で、EU 全体でのプラスチック廃棄物の収

集・分別のためのより調和のとれた慣行と基準が、プレッジ

の完全な提供を確保するために必要であるとのコンセンサス

がある 

 上記に関してプラスチック廃棄物中の化学物質等のより良い

情報共有や国境を越えたより容易な輸送についても頻繁に言

及されている 

リサイクル可能なプラ

スチック素材と製品 

 多くの参加者が、高品質なプラスチック廃棄物の安定した確

保のために、より多くのプラスチック素材や製品がリサイク

ルのために設計されることを求めている 

 多くの製造業者はリサイクルのための設計が必須であるとし

つつも、その要件が国や地域で細分化するとプレッジの提供

に問題が生じる可能性を警告している 

その他の条件  プレッジの前提条件としての記載ではなかったが、多くの参

加者は技術が発展すれば彼らのプレッジが著しく増加する可

能性があることを示している 

 何人かの参加者は、選別、前処理およびリサイクル技術に関

する研究開発のための支援プログラムの必要性を強調してい

る 
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⑤ 結論 

 需要側のプレッジによる 2025 年再生プラスチック需要量は 2016 年と比較して 60％以

上増加しているが、依然として供給側と差がある。2025 年までに再生プラスチックの需要

と供給が 1,000 万トン達成するように、需要側からのプレッジの需要量がさらに増加する

ことを確実にするために、より多くの取組が必要である。 

 また、2025 年までに今のプレッジを提供するための重要な条件は、主としてプラスチッ

ク廃棄物のより良い収集と分別と、プラスチック材料と製品のより高いリサイクル性であ

るということがプレッジ参加者の間でコンセンサスが取れている。 

 プレッジ参加者が示したこれらの条件は欧州プラスチック戦略の分析、目的、アクショ

ンと一致しており、いくつかは進行中である。例えば、改訂された廃棄物指令は、新たな

分別収集義務と生産者責任システムの改善を予定しており、容器包装廃棄物指令は、2025

年までに 50％、2030 年までに 55％のプラスチック包装のリサイクルのための目標を導入

している。 

 特定された条件へ対処するための自主的なアクションはバリューチェーンの個々の関係

者が行い、調整しなければ効果的ではない。例えば、プラスチック製品のリサイクル性を

向上させるには、少なくともリサイクラー、プラスチック転売業者、製造業者が設計ガイ

ドラインと規格に同意する必要がある。 

 プラスチックのバリューチェーン内で必要な対話と協力を促進するために、欧州委員会

は 2018 年 12 月 11 日に Circular Plastics Alliance の発足を発表した。 

この協定によって、欧州委員会はプラスチックバリューチェーンに短期的にとられるべ

き主な自発的行動をまとめて定義し、野心を強化するための場を提供することを望んでい

る。 

 欧州委員会は今後、1,000 万トンの再生プラスチックが EU 市場で製品となるための

2025 年目標に向けてなされた進歩について報告する。 

 

 

２－３ エコデザイン 

欧州委員会が、CEN-CENELEC に対しエネルギー関連製品の物質効率に関する水平規格

が検討するよう命令書が出された（Mandate543）。JW10 が設置され、各WG で規格最終化

に向けた問い合わせが実施された。 

2019 年後半に JTC10 で 10 の規格を公表予定（EN45555 と EN45556 は 2019 年前半）

である。将来的にエコデザイン指令の実施措置でこれらの規格が参照される予定である。 

 

２－３－１ エコデザインに関するルールメイキング 

2015 年 12 月 17 日、欧州委員会が、CEN、CENELEC 等に対して命令書（Mandate543）

を出した。それにより、共同作業グループが設置され、エネルギー関連製品（ErP:Energy-
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related-Product）について、製品寿命の拡大、製品廃棄時のリユースコンポーネント又はリ

サイクル材の能力、製品へのリユースコンポーネント及びリサイクル材の使用などの物質

効率（Material Efficiency）に関する水平規格が 6 つのワーキンググループで検討されてい

る。それらの水平規格は将来的にエコデザイン指令の実施措置（Implementing Measures）

で参照される予定である。 

 

図 3：エコデザイン水平規格適用の全体像13 

 

欧州のエネルギー関連製品に対する政策は、エコデザイン指令、エコデザイン実施措置及

び EN 規格でそれぞれ補完しあう関係性である。エコデザイン指令は、CE マーキングとの

関係性や製品への一般要求や法令の枠組みを規定しているが、詳細な制限や要求は含まれ

ない。エコデザイン実施措置は、製品の詳細な要求と制限が規定されているが、その測定方

法は規定されていない。EN 規格において現在検討されている水平規格では、制限に対する

測定方法が規定されているが、法的拘束力はない。これら 3 つの制度が補完しあい、エコデ

ザイン政策を成り立たせ、EU 市場に投入される製品の基準と法令適合性を確認する。 

                                                   
13 公表資料、欧州ヒアリング調査結果をもとにトーマツ作成 
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図 4：エコデザインに関するルールメイキングの考え方14 

 

２－３－２ CEN-CENELEC の物質効率側面水平規格 

CEN-CENELEC で検討中の物質効率側面に係る水平規格を下記に示す。これらの規格は

主に測定方法を規定したものであり、将来的にエコデザイン実施規則に参照されていく見

込みである。 

表 6：Joint Working 10 の 6 つの WG における規格の策定ステータス15 

WG 規格番号 規格等の名称 

WG1 

TR 45550 材料効率側面関連の定義 

TR 45551 一般的な材料効率規格の使い方に関するガイド 

WG2 EN 45552 耐久性の一般的評価方法 

WG3 EN 45554 修理、リユース及びアップグレードの一般的評価方法 

WG4 

EN 45553 リマニュファクチャに関する一般的評価方法 

EN 45556 リユースコンポーネントの割合の一般的評価方法 

WG5 

EN 45555 リサイクル可能性及びリカバリー可能性の一般的評価表法 

EN 45557 リサイクル材料のコンポーネントの割合の一般的評価方法 

WG6 

EN 45558 重要原材料の宣言に関する一般的方法 

EN 45559 材料効率側面に関する一般的な情報共有方法 

                                                   
14 CEN-CENELEC 提供資料よりトーマツ作成 
15 CEN-CENELEC 提供資料よりトーマツ作成 
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２－３－３ 規制化の動き 

これまでのエコデザイン指令は、エネルギー効率に関する要求が主に盛り込まれていた

が、CEP の元で資源効率要求の盛り込みを検討している。欧州委員会は、サーバーストレ

ージ、照明、食洗器、洗濯機、外部電源及び電子ディスプレイのエコデザイン実施措置につ

いて改正案を提示しており、これらの改正案には何らかの形でエネルギー効率基準に加え

て資源効率及び情報開示の要求が追加されている。製品によって、資源効率及び情報開示の

要求事項に違いはあるものの、欧州委員会は主要コンポーネントの易解体性、修理事業者に

係る情報開示、補修部品の提供（求められた場合規定期間内に提供する）、重要原材料のリ

サイクラーへの情報開示、カドミウムや水銀の含有していないことを示す表示方法に関す

る要求事項について重視していると考えられる。新たに追加された資源効率及び情報開示

要求に加え、エネルギー効率基準についても一部基準が引き上げられており、新技術で対応

できず設計変更を伴うケースがあり電子機器メーカーへの影響が懸念される。 

資源効率（物質効率）及び情報開示要求について、電子ディスプレイのエコデザイン実施

措置改正案 ANNEXⅡ16の抜粋を下記のとおり紹介する。 

 

電子ディスプレイの例 エコデザイン実施措置改正案 ANNEXⅡエコデザイン要求（抜粋） 

物質効率要求事項 

解体、リサイクル、リカバリー設計 

 接合、固定、または密封技術が、特定の部品の安全かつ容易な取り外しを妨げないよ

うにしなければならない 

 対象となるコンポーネントにアクセスするために必要な一連の解体手順、工具、およ

び技術を文書化しなければならない 

 

プラスチックコンポーネントの表示 

 50g 以上のプラスチック部品が含まれる場合、規定のとおり表示しなければならない 

 難燃剤が含まれる場合、規定のとおり表示しなければならない 

 設計や素材により例外的に表示が免除される場合がある 

 

水銀、カドミウムの表示 

 

 

 

情報の入手可能性に関する要求事項 

 

                                                   
16 COMMISSION REGULATION laying down ecodesign requirements for electronic displays pursuant to Directive 

2009/125/EC of the European Parliament and of the Council, amending Commission Regulation (EC) No 1275/2008 
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修理と再利用に関する情報および書類 

 製造業者または輸入業者のウェブサイト、またはそれに準ずる情報手段は、専門の

修理業者が情報にアクセスするための登録手順を示さなければならない。 

 各製品の修理およびメンテナンス情報は、登録修理業者により 24 時間以内（営業

日）にアクセス可能でなければならない。 

 妥当な場合に限り、ある製品に関する情報を、他方の同等な製品の情報として提供

することができる。修理に関する情報は、最初のモデルが販売された際にアクセス

可能でなければならない。 

 製造業者または輸入業者は、追加の修理およびメンテナンス情報へのアクセス又

は定期的な更新の受信に対して、合理的かつ比例した料金を請求することができ

る。 

 

ソフトウェアおよびファームウェアのアップデート 

 ソフトウェアおよびファームウェアのアップデートの最低保証可用性、スペアパ

ーツの入手可能性、および製品サポートに関する情報を、定められた製品情報シー

トに記載しなければならない。 

 

使用済み製品に関する情報および書類 

 製品製造業者または輸入業者は、廃棄物部門の専門業者が、電子ディスプレイの解

体、リサイクル、および使用終了時の回収に関連する定められた情報に無料でアク

セスできるよう、ウェブサイト上で提供しなければならない。 

 

 

２－３－４ 修理及びアップグレードスコアリングシステムの開発 

循環経済のための EU 行動計画に関する委員会（the Commission on an EU action plan for 

the Circular Economy）は、サーキュラー・エコノミーへの移行を促進するにあたり、製品

の資源効率の改善の重要性を指摘した。また、エコデザイン作業計画 2016-2019 は、耐久

性、修復性、アップグレード性、再利用の容易性、再製造（リマニュファクチャ）およびリ

サイクルなどの分野で、個別規格（product-specific）及び水平規格（horizontal requirements）

をさらに発展させることに注力している。 

この文脈において、欧州委員会は、製品の修理能力およびアップグレードに関連する情報

を開示するスコアリングシステムの分析、開発に取り組んできた。スコアリングシステムの

策定にあたり、環境総局に代わって Joint Research Center（JRC）が研究を進めている。研

究の目的は、製品の評価のための一般的（general）なアプローチを開発すること及び一般

的なアプローチの実現可能性を検証するため、3 つの特定の製品グループ（ノートパソコン、

掃除機、洗濯機）に試験的に適応し実験することである。 
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このスコアリングシステムを検討する第 2 回技術作業部会（TWG）会議が 2018 年 11 月

8 日に開催され、修復性とアップグレード可能性を評価するための既存の方法の分析、スコ

アリングシステムの開発、優先順位の部品、主要なパラメーター、スコアリング枠組及びノ

ートパソコン、掃除機、洗濯機の製品固有の考慮事項等に関する分析報告書がステークホル

ダーに対して提示された。 

スコアリングシステム開発はフェーズ 1 からフェーズ 3 の段階で実施されている。フェ

ーズ 1 で JRC による製品全般に関するシステム評価が行われている。評価は、優先パーツ、

重要なパラメーター及びスコアリング枠組を 3 つの柱として、検討されている。フェーズ 1

の後、フェーズ 2 に移行し、グラフィックデザインと消費者調査が実施される。調査では、

消費者の修理に対する理解度を検証するとともに、修理スコアの最適な表示方法などを検

討する。フェーズ 1、2 の結果を踏まえ、フェーズ 3 で政策への落とし込みが検討される予

定である。フェーズ 2 までは現行の欧州委員会が携わる予定であり、フェーズ 3 は 2019 年

6 月の選挙で出された次期欧州委員会が担当する見込みである。 

 

図 5：策定ロードマップ17 

 

また、JRC の分析レポートでは製品の修理及びアップグレード性を評価するため、11 の

重要なパラメーターが提案されている。 

表 7：重要なパラメーター Key parameters for repair and upgrade18 

観点 パラメーター 

易解体設計 

Design for 

disassembly 

1.分解深度/シーケンス (Disassembly depth/sequence) 

2. 留め具 (Fasteners) 

3. ツール (Tools) 

                                                   
17 JRC 分析報告書（ドラフト）をもとにトーマツ作成 
18 JRC 分析報告書（ドラフト）をもとにトーマツ作成 
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4. 分解時間 (Disassembly time) 

修理またはアッ

プグレードプロ

セス 

Repair/Upgrade 

process 

5. 診断サポートとインターフェイス (Diagnosis support and interfaces) 

6. 情報の種類と入手可能性 (Type and availability of information) 

7. スペアパーツ(Spare parts) 

8. ソフトウェアとファームウェア (Software and firmware) 

9. スキル (Skills) 

10. 工場出荷時設定のパスワードリセットと復元 

(Password reset and restoration of factory settings) 

11. データの転送と削除 (Data transfer and deletion) 

 

 

２－５ 一貫性のある製品政策枠組 

欧州委員会によれば、現在の製品価格には社会コストが適切に反映されておらず、製品の

環境性能が消費者に明確に伝わっていないことを問題として挙げている。欧州では、現状エ

コデザイン指令やエネルギーラベルのような環境性能の低い製品を制限する政策、REACH

指令のように製品中の物質を制限する政策、WEEE 指令や使用済自動車指令のように生産

者責任を課す政策、グリーン公共調達やエコラベルのように市場にインセンティブを与え

る政策が存在している。 

 

図 6：EU 製品政策の説明図19 

 

                                                   
19 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Sustainable Products in a Circular Economy - Towards an EU 

Product Policy Framework contributing to the Circular Economy {SWD(2019) 92 final} 
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CE に貢献する EU 製品政策枠組の実現（Towards an EU Product Policy Framework 

Contributing to the Circular Economy）に関するイニシアチブは、CE の貢献に向けた製品政

策の異なる基準の一貫性した枠組みを検討する。これについて、欧州委員会は、2019 年 3

月 4 日に CE における持続可能な製品―CE に貢献するためのさらなる EU 製品政策枠組に

関するスタッフワーキングドキュメントを公表した。 

この文書では、すべての製品の持続可能な生産と消費、及び製品に関する情報の利用可能

性と信頼性を消費者にカバーする包括的な統合された EU 政策手段は存在せず、その代わり

に、EU の製品政策の枠組は、幅広い EU の法令及びその他の政策ツールから構成されてい

ることが確認された。また、二次原材料の需要と供給に関する経済側面に関する問題は、二

次原材料の需要と供給を一致させることの難しさであり、実際には、二次原材料は多くの場

合、低価格ですべて定義された製品仕様を満たすことができるバージン材料と競合し、これ

により、人件費を含むリサイクルへの投資を回収することが困難になる可能性があること

を指摘している。生産者にとって、二次原材料は要求される量と質を確保することが困難で

ある可能性があり、そしてしばしばバージン材料より低品質であると認識され、より低い仕

様の製品または低価値のプロセスで使用されることになる。また、EPR または VAT 税率の

引き下げなどの経済的インセンティブは、この問題の解決策になりえるとしている。 

修理セクターについても、CE を促進するうえで注力していくことが示されており、修理

セクターにおいて、材料効率（製品寿命の延長）、雇用（EU での修理セクターへの雇用、社

会的雇用を含む。）及び経済的付加価値を生むことで、CE に移行を支援するとしている。欧

州委員会では、修理セクターを支援するためのイニシアチブが進行中であり、特に、独立系

修理専門セクターを支援し、合わせて修理情報とスペアパーツへの公正なアクセス、技術的

能力と訓練のより良い認識、ならびに修理された製品によって引き起こされた損害に関す

る法的確実性を得ることを支援するとしている。 

 

 

２－６ エコラベル戦略 

 欧州委員会は、2017 年 6 月 30 日に EU エコラベルの適合性確認（フィットネスチェッ

ク）の結果を発表し、エコラベルの CE への貢献の可能性が確認されたが、その効果は現

状限定的であるため戦略的なアプローチが必要であることが指摘された。欧州委員会は、

自主的な制度である既存のエコラベルの実施に関する支援を行うとともに、将来的な新た

なエコラベル戦略策定に向けた要素の特定を目的として、調査を実施中である。欧州委員

会は、2019 年前半に新たなエコラベル戦略を公表する予定である20。 

 

 

                                                   
20 欧州委員会環境総局へのヒアリングによる。 
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２－７ 化学物質管理 

2018 年 5 月、欧州委員会は、化学物質、製品及び廃棄物の法律間のインターフェイスに

取り組むためのオプションに関する情報を公開し、加盟国と欧州化学物質庁

（ECHA :European Chemicals Agency）は 2020 年までに内分泌攪乱化学物質や増感剤を含

む非常に懸念されるすべての関連物質が REACH のもとで確認されること、非常に懸念の

高い物質の代替をより積極的に推進することを要請した。また、二次原材料の安全性に対す

る信頼を確立するために、製品における懸念物質の存在に関する透明性を改善しなければ

ならないことを強調し、製品の使用材料と物質を開示するためのツールとして懸念物質の

データベースを導入し、廃棄物処理業者へ情報開示することによって、廃棄物処理やリサイ

クルを支援し、これにより廃棄物処理及び非有害物質の循環に関するリスクマネジメント

を改善することを目標としている。化学物質、製品及び廃棄物の法律間のインターフェイス

については、下記の課題が指摘されている。 

 

 廃棄物処理・リサイクル業者にとって、懸念物質の存在に関する情報は容易に入手

できない 

 廃棄物には、新製品への使用が規制された物質が含まれている可能性がある 

 廃棄物の EU 規則が完全に調和しておらず、廃棄物がどのように新しい材料と製品

になるかは不明 

 どの廃棄物と化学物質が有害かを決定するルールが整っていない 

 

これを受け、欧州委員会は化学物質の規制間の不整合調和に関してパブリックコンサル

テーションを実施した。パブリックコンサルテーションは、2018 年 7 月から 10 月にかけ

て二次原材料の利用に対する課題に対処するための意見収集として、個人、企業、団体、公

的機関など、あらゆる利害関係者を対象に行った。結果は、今後進められる政策の基盤とし

て活用されていく予定である。収集された意見について、以下のとおり抜粋する。 

収集された意見（抜粋） 

 懸念物質に関する情報はリサイクル業者に対して要求に見合った形で提供されるべ

きである 

 規制に準拠していない製品の流入を防ぐために既存の化学物質、製品に関する法令

を強化すべきである 

 再利用をより可能にしていく目的で懸念物質の要件を導入するために、エコデザイ

ン指令等、それぞれの製品に応じた法律を使用すべきである 

 

 ECHA は、化学物質、製品及び廃棄物に関わる法令のインターフェイスとして、懸念化学

物質のデータベース化に着手している。登録するデータの詳細な内容は現在検討中である
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が、物質量や含有箇所など、含有物質名以外の詳細情報やサプライチェーン情報などの入力

を求められた場合、企業の管理コストが増加する可能性がある。 

 

図 7：懸念物質のデータベース化スケジュール21 

  

                                                   
21 公表資料、欧州ヒアリング調査結果をもとにトーマツ作成 

 2019年末までにECHA 

(European Chemicals Agency) 

はデータベースを作成する。

 2020年末までに企業はデータ
ベースにデータを登録しなけれ
ばならない。

 2021年までに高懸念物質
SVHC (Substances of Very 

High Concern) の情報伝達の

ためのデータベースシステム運
用を開始する。

2019 20212020
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２－８ CE100 

2013 年 2 月、エレン・マッカーサー財団は、グローバルパートナー（Unilever、Cisco 

Systems、Philips、Renault、Kingfisher）のサポートを受け、CE 実現を目的としたプロジ

ェクトを推進するプラットフォーム「CE100（Circular Economy 100）22」を立ち上げた。 

 

２－８－１ メンバー 

CE100 には、企業のみならず、公共団体、地域組織、大学、起業家など、およそ 100 の

メンバーが参加している。2018 年 4 月には日本初の参加企業としてブリヂストンが、2019

年 3 月には日本初の化学企業として三菱ケミカルが参加した。 

また、エレン・マッカーサー財団は、世界経済フォーラムとともに、「New Plastics 

Economy23」というイニシアチブを 2016 年に立ち上げているが、ここには CE100 のメン

バーも多く参加している。 

表 8：CE100 の主な参加企業24 

業種 企業名25 

化学 

BASF SE（独）、Dow Chemical Company（米）、Du Pont（米）、 

Mitsubishi Chemical Holdings Corporation（日）、 

Royal DSM（蘭）、Solvay（ベルギー） 

エネルギー・ 

環境 

Schneider Electric（仏）、Suez Environnement（仏）、 

Veolia Environnement（仏） 

自動車 Bridgestone（日）、Michelin（仏）、Renault（仏） 

食品 
Coca Cola（米）、Danone（仏）Heineken Mexico（メキシコ）、 

Kingfisher（英）、McDonald’s（米）、Tetra Pak（ベルギー） 

小売 IKEA（スイス）、Marks & Spencer（英）、Wal-mart Inc（米） 

衣類 Bestseller（デンマーク）、H&M（米）、Nike（米） 

一般消費材 P&G（英）、SC Johnson（米）、Unilever（蘭・英） 

情報・電子機器、 

ソフト 

Apple（米）、Cisco（米）、Dell（米）、Google （米）、HP（米）、IBM（米）、

Microsoft（米）、Philips（仏） 

金融 Intesa Sanpaolo（伊） 

 

 

                                                   
22 Ellen MacArthur Foundation HP「CE100」 
23 Ellen MacArthur Foundation HP「New Plastics Economy」 
24 Ellen MacArthur Foundation HP「CE100＞Members」 
25 下線はエレン・マッカーサー財団のグローバルパートナー 
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２－８－１ プロジェクト（co.project） 

「co.project」は、CE100 内のメンバーとコラボレーションし、具体的な課題に取り組

むための手段となっている。CE100 内の専門知識とリソースを共有することによって、新

たなビジネスチャンスの調査に伴うリスクやコストの分散ができる。 

表 9：co.project の例26 

テーマ メンバー 

3D プリンターでつくるスペ

パーツ 
HP、Teleplan、IKEA、Philips、iFixit 

モジュール設計による ICT

分野の資源効率 
DLL、Granta Design、HP、iFixit、Orange 

リマニュファクチャリング

と資源を最適化するための

プラットフォーム 

HP、Nat.Genius、Tarkett、Natura、Sinctronics、University of 

Sao Paulo 

再生可能エネルギー Royal DSM、IKEA、Tetra Pak 

小売業者と消費者との関わ

り 

Arizona State University、Cranfield University、eBay、

Kingfisher、PA Consulting Group、Philips、Stuffstr、

Walmart、WRAP 

プラスチックのクローズド

ループリサイクル 

Dell、Lexmark、Philips、Renault、Schneider-electric、Suez、

Veolia 

建築物の循環性 
BAM、BRE、cd2e、London Waste & Recycling Board、

Ouroboros、Tarkett、and Turntoo 

修理と効率的な分解・リサ

イクル 
eBay、HP、iFixit 

持続可能な水管理 
Arup、Antea Group、Suez、Coca Cola、McDonald's、Dell、

Microsoft、Google、他 

再生品が新製品に与える影

響 

Bridgestone、Dell、ecobee、General Electric、HP、

Lexmark、Philips、Renault 

 

２－８－２ 学習リソース・プログラム 

CE100 では、参加組織のサーキュラー・エコノミーに関する能力開発や実践の支援を目

的としたイノベーションプログラムとして、ワークショップやCE100年次サミットの開催、

                                                   
26 Ellen MacArthur Foundation HP「CE100＞Co.projects」 
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e ラーニングプログラムの提供している。CE100 のメンバーとして得られる学習機会につ

いては以下のとおり。 

 e ラーニングプログラムを通して CE の概念を理解 

 ワークショップ（Acceleration Workshops）で提供される対面式の学習経験を通じ

て、実践スキルを向上 

 認定パートナー（大学や研修機関）と連携したポートフォリオの受講 

 独自に開発された専門的な学習リソースとツールの活用 

 

 

２－９ 繊維 

CE 移行への新たなターゲットとして繊維が着目されている。 

欧州委員会では、分別回収の新たな規制として、2025 年までに繊維廃棄物の回収に関す

る規制を整えることを掲げている。 

エレン・マッカーサー財団は、ファッション業界のリーダーと共に新たな繊維経済のシス

テム構築の検討を進めている。エレン・マッカーサー財団の動向は下記のとおり。 

 2017 年 5 月、エレン・マッカーサー財団が、衣類を始めとする繊維の循環経済の構

築を掲げ、主要な業界関係者を集めた新たなイニシアチブ「Circular Fibers Initiative」

を立ち上げる。 

 2017 年 11 月、レポート「A New Textiles Economy」を公表27。経済・社会・環境に

利益をもたらす循環経済原則に基づく新たなシステムの野心的なビジョンを提示。 

 2018 年 5 月、「Circular Fibers Initiative」の次のフェーズとして、「Make Fashion 

Circular」を開始28。業界のリーダー（Burberry、Gap Inc.、H&M、HSBC、NIKE Inc.、

Stella McCartney）が参加し、ファッション業界における新たな CE を進める。 

 2018 年 9 月、エレン・マッカーサー財団が「BoF 500」（ファッション業界で影響力

のある人物、ファッションの最も重大な問題に取り組んでいる人物をリストアップ）

に選ばれる。 

 2019 年 3 月～9 月まで、ニューヨーク市、回収業者、リサイクル業者、再販業者、

および Make Fashion Circular と連携して、「#WearNext キャンペーン」を実施29。オ

ンライン地図上に、参加店舗やドロップオフポイントが表示され、市民が簡単に参加

することが可能。 

 

                                                   
27 Ellen MacArthur Foundation HP「A New Textiles Economy: Redesigning fashion’s future」 
28 Ellen MacArthur Foundation HP「Make Fashion Circular」 
29 Ellen MacArthur Foundation HP「#WearNext - Make Fashion Circular joins forces with City of New York and fashion 

industry to tackle clothing waste」 
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２－９－１ A New Textiles Economy の概要 

＜現状＞ 

 2000 年以降、衣料品の売上は増える一方、使用率は低下している。毎秒トラック 1 台

分の衣類がリサイクルされずに廃棄されている。このことによって、毎年推定 5000 億

ドルの価値が失われている。 

 洗濯によって放出されるプラスチック繊維は 50 万トン。2050 年までに更に 2,200 万

トン増えると予想されている。 

 このままだと、2050 年までにファッション業界は世界の 2℃シナリオに基づく炭素収

支の 4 分の 1 を使う。 

 

＜展望＞ 

 このレポートでは、悪影響を阻止するだけでなく、“新たな繊維経済”の発展を目指し、

ファッション業界の創造力を喚起するシステムのビジョンを示している。 

 衣類が長持ちし、より多く着用されるように設計されるシステムをつくる。 

 衣類のレンタル、中古販売、リサイクルがよりしやすくなるビジネスモデルを構築する。 

 製造・使用段階で、有害物質や汚染物質を放出しない。 

 

 

２－１０ サーキュラー・エコノミー・シティ 

都市レベルでの CE 取組の重要性が強調され、IoT 等の先端技術の活用による最適化が検

討されている。 

EU 諸国および欧州委員会は、循環経済に関する partnership of the Urban Agenda for the 

EU on circular economy の中で、既存の材料および製品の再利用、修理、リサイクルおよび

リサイクルを促進する革新的な解決策を特定しようとしている。 

エレン・マッカーサー財団と C40CCL（C40 Cities Climate Leadership）は、中国におけ

る CE の都市機会の研究を継続し、先駆的都市としての行動計画の策定に関する可能性を模

索する予定である。 

エレン・マッカーサー財団と世界経済フォーラムは、サーキュラー・エコノミー・シティ

に関するレポートとして、2016 年に「Intelligent Asset : Unlocking the Circular Economy 

Potential30」、2018 年には「Circular Economy in Cities Evolving the model for a sustainable 

urban future31」を公表している。 

 

２－１０－１ Intelligent Asset : Unlocking the Circular Economy Potential 

 IoT の活用により企業は製品フローの最適化という考えから、材料フローの最適化へと

                                                   
30 Ellen MacArthur Foundation HP「Intelligent Assets: Unlocking the circular economy potential」 
31 World Economic Forum「Circular Economy in Cities Evolving the model for a sustainable urban future」 
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思考がシフトする。 

 インテリジェンスアセットによって廃棄物管理とリサイクルの可能性を増強できる。

天然資源の 75％は都市部で消費されている。 

 世界の廃棄物の 50％、温室効果ガスの 60～80％は都市部から排出されている。 

 インテリジェンスアセットによる都市のスマート化が望まれる。 

 

図 8：都市をよりスマートにするインテリジェンスアセット32 

 

  

                                                   
32 Ellen MacArthur Foundation「Intelligent Assets: Unlocking the circular economy potential」 
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３．主要国の動向 

３－１ 欧州の CE 政策について 

欧州各国がこぞって CE 戦略を打ち出している。重点分野は各国の特色を踏まえたバラエ

ティのある内容となっている。 

10 の欧州加盟国又は地域で、CE 関連のロードマップや戦略枠組等が公表されている。地

域レベルでは、例えばロンドンやブリュッセルが公表している。 

ロードマップには、その国の CE 分野における目指すべき姿と行動が盛り込まれている。 

表 10：欧州の CE 政策33 

国名 ロードマップの名称 

① フランス 
Circular Economy roadmap of France: 50 measures for a 100% 

circular economy 

② フィンランド Leading the cycle – Finnish road map to a circular economy 2016-2025 

③ ロンドン 

（イギリス） 
London’s Circular Economy Route Map 

④ ブリュッセル 

（ベルギー） 
Regional plan for the circular economy, Brussels Capital Region 

⑤ ドイツ 
German Resource Efficiency Programme II: Programme for the 

sustainable use and conservation of natural resources 

⑥ ギリシャ National Action Plan on Circular Economy 

⑦ イタリア 
Towards a Model of Circular Economy for Italy - Overview and 

Strategic Framework 

⑧ オランダ A Circular Economy in the Netherlands by 2050 

⑨ ポルトガル Leading the transition: a circular economy action plan for Portugal 

⑩ スロベニア 
Strategy for the Transition to Circular Economy in the Municipality of 

Maribor 

 

                                                   
33 EU HP「European Circular Economy Stakeholder Platform」をもとにトーマツ作成 
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図 9：CE ロードマップ、戦略等を策定している国・地域34 

 

① フランス 

国名／地域 フランス 

政策名 Circular Economy roadmap of France: 50 measures for a 100% circular 

economy 

重点分野 製造、環境ラベル、動静脈間の情報共有、消費者への情報共有、食品ロス、

容器包装、プラスチック、バイオ廃棄物、市民と企業、教育、地域の活動、

企業間連携、科学技術、他国との連携 

概要 すべての関係者（市民、地域社会、企業、協会、行政、研究開発者）が主体

となって、従来の生産、消費、廃棄の線形的なモデルから循環経済への移行

を促す。 

資源循環に関する 5 つの目標と、生産、消費、廃棄物管理、ステークホルダ

ーの動員の 4 つの分野に対して、計 50 の対策を掲げている。 

 

                                                   
34 Source: Esri, DeLorme Publishing Company, Inc. Projection: World Gall Stereographic 
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② フィンランド 

国名／地域 フィンランド 

政策名 Leading the cycle – Finnish road map to a circular economy 2016-2025 

重点分野 食品、森林、技術、交通・物流、市民全体の行動 

概要 循環経済は、フィンランドの Päijät-Häme 地域にとって戦略的な優先事項で

あり、開発戦略に反映されている。2018 年から 2021 年までの Päijät-Häme

の地域経済戦略の一環として、2017 年 10 月に開始された。 

本ロードマップには 5 つの重点分野が掲げられており、それぞれに地域目

標と行動が設定されている。 

 

最も重要なテーマは次のとおり 

 付加価値を創出するための技術のクローズドループ 

 バイオ循環経済による持続可能なビジネス 

 持続可能な輸送とエネルギーソリューションによるエネルギー自給率

向上 

 シェアリング経済は新しい消費モデルとビジネスチャンスを生み出す 

 革新的な循環経済ソリューションのパイロットとデモンストレーショ

ン 

 

③ ロンドン（イギリス） 

国名／地域 ロンドン（イギリス） 

政策名 London’s Circular Economy Route Map 

重点分野 建築環境、食品、テキスタイル、電子機器、プラスチック 

概要 London’s Circular Economy Route Map は、首都ロンドンがサーキュラー・

エコノミーの原理を採用すること、すなわち、いかなる時も製品、部品、及

び材料を最大限に活用し価値を最大化する経済を実現することにより、繁栄

するビジョンを概説したルートマップである。 

 

④ ブリュッセル（ベルギー） 

国名／地域 ブリュッセル（ベルギー） 

政策名 Regional plan for the circular economy, Brussels Capital Region 

重点分野 建設、資源と廃棄物、物流、商店、食品 

概要 2016 年に採用されたブリュッセル首都圏サーキュラー・エコノミー戦略は、

ブリュッセルの経済を循環モデルに移行させるための 10 年間の枠組みを設

定している。 
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戦略は 3 つの目的に焦点を当てている 

 環境目標を経済的機会に変えること 

 ブリュッセル経済を、可能な範囲で地元生産に固定すること 

 利用可能な土地を最適に活用しつつ、輸送を最小限に抑えること。それ

により、ブリュッセルの人々に付加価値を生み出し、雇用の創出に貢献

すること。 

 

戦略は（111 のアクションを統合すれば）4 つ軸で構成されている 

 規制の枠組みの横断 

 具体的な産業セクター 

 領土 

 3 省庁をまとめるガバナンス 

 

⑤ ドイツ 

国名／地域 ドイツ 

政策名 German Resource Efficiency Programme II: Programme for the sustainable 

use and conservation of natural resources 

重点分野 原材料、製造、消費、建設、都市開発、通信技術、ファイナンス、研究開発、

国民の意識 

概要 持続可能な原材料の確保、生産における資源効率の向上、製品の生産と消費

の削減、資源効率のよい循環経済の構築を目的に掲げている。 

 

The German Resource Efficiency Programme ProgrammeⅡ(ProgRessⅡ)は

2012 年から 2015 年までに実施した ProgressⅠの実施結果と、2016 年から

2020 年までの継続プログラムに関する報告で構成されている。 

 

⑥ ギリシャ 

国名／地域 ギリシャ 

政策名 National Action Plan on Circular Economy 

優先行動 障壁の除去、投資、教育、コミュニケーション、ガバナンス 

概要 ギリシャの政府経済政策審議会は、2018 年初頭に循環型経済に関する国家

行動計画を承認した。この行動計画は、特に女性及び若者の雇用創出、資源

効率に基づく長期的な公平で包括的な成長の支援、中小企業のイノベーショ

ンと投資の促進、社会経済潜在性の強化をさらに支援する。 

本行動計画の要約は以下の通り。 

 廃棄物の防止とリサイクルの改善に重点を置いて廃棄物ヒエラルキー
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を上昇させる。 

 産業共生とビジネスクラスターを促進することによって循環的な起業

家精神を支援する。 

 新製品を購入するのではなく、リユース、修理による循環的消費パター

ンを支援する。 

 産業界、学界、市民社会におけるマルチステークホルダーのパートナー

シップを強化する。 

 SMART（specific, measurable, achievable, relevant and time-bound）

指標を使用して循環型経済モデルへの進捗をモニタリングする。 

 

また、優先行動（Priority actions）は以下のとおり。 

 10 以上の法規制の介入を通じた循環経済移行への障壁の解除を実施す

る。 

 前述の法規制による介入と資金実証事業を実施するための既存の資金

を割り当てる。 

 知識、理解、教育、意識およびコミュニケーションをさらに向上させる。 

 実施を監督し、進捗をモニタリングするために関係する観測所として

「循環経済に関する省庁間事務局」を設置し、ガバナンス構造を改善す

る。 

 

⑦ イタリア 

国名／地域 イタリア 

政策名 Towards a Model of Circular Economy for Italy - Overview and Strategic 

Framework 

重点分野 製品デザイン、新規事業、産業間の共生、バイオ経済、廃棄物処理の責任、

消費、ファイナンス、課税 

概要 循環経済の原則に関する一般的な枠組みを提供し、この問題に関して我が国

の戦略的立場を明確にすることを目的としている。 

 

サーキュラー・エコノミーに関する前提と目標、規制等に関する国内外の現

状、パラダイムシフト、移行段階における枠組みについての 4 つのメインパ

ートから構成されている。 

 

⑧ オランダ 

国名／地域 オランダ 

政策名 A Circular Economy in the Netherlands by 2050 
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重点分野 バイオマス及び食品、プラスチック、製造業、建築産業、消費財 

概要 サーキュラー・エコノミーのための全政府計画は、2050 年までにオランダ

でサーキュラー・エコノミーを発展させることを目的としている。 

その目的は、さまざまなステークホルダーとともに、2030 年までに一次原

材料（鉱物、化石および金属）の使用を 50％削減するという（暫定的な）目

標を達成することである。 

 

主な優先事項は、バイオマスと食品、プラスチック、製造業、建設部門と消

費財である。 

 

循環型社会への移行への要件として 3 つの戦略的目標を設定 

1. サプライチェーンの原材料を高い品質で有効利用する 

2. 新たな原材料投入が必要とされる場合、化石燃料由来原材料、重要原材

料、非持続可能原材料から持続可能な再生可能資源や一般的に調達可能

な原材料に置き換える 

3. ３．新たな製造方法、設計、異なる領域の体系化を発展さるとともに、

新たな消費スタイルを促進する 

 

⑨ ポルトガル 

国名／地域 ポルトガル 

政策名 Leading the transition: a circular economy action plan for Portugal 

重点分野 製品、消費、廃棄物、二次原材料、農業、建設業、テキスタイル、観光、地

域 

概要 Leading the transition: a circular economy action plan for Portugal は、2017

年 12 月 11 日にポルトガル閣僚評議会によって採択され、ポルトガル政府

のジャーナルに掲載された。 

同アクションプランには、国際社会およびポルトガルがなぜサーキュラー・

エコノミーに取り組むべきなのか、また、国として具体的にサーキュラー・

エコノミーをどう解釈し、どのように実現を目指すのかが示されている。 

具体的な取組に関しては、サーキュラー・エコノミーの実現を促進するため

に策定された「ポルトガル 2050 構想(ambition)」を念頭に、実行体制、モニ

タリング指標と目標値、計画が示され、取られるべきアクションがマクロ、

メソ、ミクロそれぞれのレベルで整理されている。 

 

⑩ スロベニア 

国名／地域 スロベニア 
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政策名 Roadmap towards the Circular Economy in Slovenia 

重点分野 食品システム、森林を基礎としたバリューチェーン、製造業、交通・物流 

概要 Roadmap towards the Circular Economy in Slovenia は、スロベニアが欧州

(the region)でサーキュラー・エコノミーの第一人者になるための道を定め

ている。 

このロードマップは包括的なマルチステークホルダーアプローチによって

設計された。ロードマップは、4 つの優先分野を特定し、政府に提言を与え、

ベストプラクティスを特定している。  

また、スロベニアが線形型システムから循環経済へ移行するためのカギとな

る、循環経済（ビジネスモデル）、循環変動（政府政策）、循環文化（市民）

という 3 つの不可分な要素を結合するモデルである循環トライアングルを

紹介している。 
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３－２ フランス CE ロードマップ 

３－２－１ フランス CE ロードマップの概要 

① ロードマップ策定の背景 

フランスの廃棄物回収率等は欧州や近隣諸国に比べて低かった。 

 家庭ごみの回収率は 39%（ドイツ 65%、ベルギー50%） 

 プラスチック包装のリサイクル率 20%（EU 平均 30%） 

 ペットボトル回収率 55%（スカンジナビア 90%以上） 

このような状況から脱し、生産-消費-廃棄の線形モデルから循環経済に移行するためには

自発的な変化を待つのではなく、処分より回収が優先される経済的な枠組みを定義するな

ど国家行動が求められている。 

 そこで 2018 年 4 月に、「Circular Economy roadmap of France: 50 measures for a 100% 

circular economy35」が発表された。 

 

② ロードマップの全体像 

フランスはロードマップの中では、５つの目標と４つの分野「生産、消費、廃棄物管理、

ステークホルダーの動員」で対策を掲げており、特に廃棄物管理に重点を置いている。 

 

図 10：ロードマップの全体像36 

 

                                                   
35 European Circular Economy Stakeholder Platform「Circular Economy roadmap of France: 50 measures for a 100% 

circular economy」 
36 「50 measures for a 100% circular economy」をもとにトーマツ作成 

廃棄物管理
 企業にはEPRスキームの強化
による回収率等の目標値設
定、消費者にはラベリングやデ
ポジットによる分別の向上、行
政はこれらを含めた規制や仕
組みづくりが挙げられている

生産

 主に企業を対象とし、二次原材
料の使用、EPRスキームの活
用、投資の促進といった対策が
挙げられている

ステークホルダーの動員
 企業、市民、行政のすべてのス
テークホルダーを動員するため
に、地域や分野などの横断的
な連携や、教育、情報ポータル
の設置などが挙げられている

消費
 主に市民と企業を対象に、製品
のリペアに関する対策（スキー
ムの構築、ラベリングなど）と食
品廃棄物への対策（市民啓蒙、
賞味期限の見直しなど）が挙げ
られている

 2010～2030年にGDPに関する資
源消費量▲30％

 2025年までに有害でない廃棄物
の埋立処分量▲50％（2010年比）

 2025年までにプラスチックのリサ
イクル100％を目指す

 プラスチックリサイクルにより、
800万ｔ／年のCO2排出を抑制

 新しい職業を含め、最大30万人の
追加雇用を創出
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図 11：分野別の対策数 

 

③ ロードマップの概要 

表 11：ロードマップの概要  

背景 

 2014 年のフランスの家庭ごみの回収率は 39%であり、ドイツ（65％）やベ

ルギー（50％）の近隣諸国よりもはるかに低い結果であった 

 フランスではプラスチック包装の 20％がリサイクルされるのに対し、EU の

平均は 30％ 

 ペットボトルの回収率は平均 55％に対してスカンジナビアでは 90％以上 

 

このような状況から脱し、生産-消費-廃棄の線形モデルから循環経済に移行する

ための変化は自発的に起こることはない。処分よりも回収を容易にする経済的な

枠組みを定義すること、リサイクル可能な廃棄物を 100％回収するための条件を

作り出すことを目的とした国家行動が求められている。 

全体の目標 

 フランスの消費に関連する天然資源の使用を削減する：2010年から 2030年

の間に GDP に関して資源消費の 30％の削減 

 2010 年比で 2025 年までに無害廃棄物の埋立処分量を 50％削減 

 2025 年までにプラスチックのリサイクル 100％を目指す 

 温室効果ガスの排出量を削減する：プラスチックのリサイクルにより、毎年

800 万トンの CO2 の排出を抑制 

 新しい職業を含め、最大 30 万人の追加雇用を創出 

策定までの 

流れ 

 2017 年 10 月に循環経済ロードマップの策定を開始。領域、プラスチック、

持続可能な消費と生産、経済的手段の 4 分野について、2 か月間で 5 回のワ

ークショップを行い、検討された。 

 同時にオンラインプラットフォームを開き、市民の意見を募集 

 2018 年 1 月にワークショップの要約が公開 

 2018 年 2 月にプレロードマップが公表された 

  

生産
7

消費
9

廃棄物管理
24

ステークホルダーの

動員

10

全50件



55 
 

３－２－２ ロードマップで掲げられている重点分野毎の実施内容 

重点分野①（生産） 

中項目 対象者 実施内容 

1 二次原材料の使用 企業 

 2018 年夏までに容器包装、建築、自動車、電子機器

セクターのリサイクルプラスチックの自主的な使用

を促進する 

2 
生産的な投資の支

援 
企業 

 グリーンファンドを活用して天然資源をリサイクル

材や再生可能資源に置き換える 

3 
自主的な中小企業

の支援 
企業 

 2020 年までに、ADEME（フランス環境庁）の「“SME 

WINNERS EVERY TIME”」を通じて 2,000 社支援す

る 

4 
EPR スキームを有

効にする 
企業 

 EPR スキーム内で eco 組織(eco organization)へ流

れる再生材量の価格変動による財務リスクを調整す

る。 

 EPR の eco 組織がリサイクル材を利用しようとす

る企業に投資できるようにする 

5 
持続可能な資源管

理 

企業、

行政 

 公共政策の評価のための戦略的資源の使用に関する

コストのベンチマークを設定し、一次鉱物原材料の

消費を削減する。 

 2019 年に企業の「温室効果ガスインベントリ」モデ

ルに基づいた「資源インベントリ」を確立するため

のツールを開発する 

 地域に「マテリアルフローインベントリ」を作成す

るよう奨励する 

6 

国及び地域レベル

で専門技術を適応

させる 

企業、

行政 

 2019 年から循環経済に求められるスキルを特定

し、特に修理や再利用分野でのスキルの認定や「ス

キルブロック」（職業資格の単位）を作成する 

 循環経済、特にバイオ廃棄物のリサイクルに関する

知識向上を支援する 

7 
自主的環境ラベル

を実施する 

市民、

企業 

 5 つのパイロットセクター（家具、繊維、ホテル、

電子製品、食品）に自主的な環境ラベルを付ける 

 2018 年中にこの自発的メカニズムを他の部門に拡

張する 
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重点分野②（消費） 

中項目 対象者 実施内容 

8 

製品-サービスシス

テム 

（product-service 

systems） 

企業、

市民 

 リペア、リユース、機能的経済サービスのマッピ

ングを生産者責任に含め、オープンデータとして

公開することで修理業者のネットワーク化、消費

者のアクセスを容易にするデジタルプラットフォ

ームの開発に利用できるようにする 

 リペア、リユース等の目標値を EPR スキームに設

定する 

 回収製品のデポジット制度の設定、生産者責任組

織と契約、または投資を受けている処理業者への

インセンティブを設定する（料金、広告など） 

 自動車修理に関する既存の義務を電子機器の修理

にまで拡大する 

 スペアパーツの販売の分野における DGCCRF（消

費者問題および詐欺防止のためのフランス総局）

の検査の範囲を家庭用電化製品の修理にまで拡大

する 

9 

電子機器・家具の

スペアパーツ入手

可能性情報の提供

義務を強化 

市民 

 スペアパーツの利用可能期間を消費者に表示する

義務を、利用不可能な状態を表示する義務にまで拡

大する。この尺度についてオンライン販売を含む欧

州全体に拡大する 

10 
電子機器の修理可

能性表示 
市民 

 2020 年から修理可能性を必須の表示にする 

 修理可能性表示はエネルギーラベルモデルに基づ

く修復可能性指数の形をとる想定であり、フラン

スはこの情報を調和のとれた欧州共同体の義務と

するためにヨーロッパレベルでこの措置を講じる 

11 

製品のエコデザイ

ン促進のため法的

保証の効力を活用

する 

企業、

市民 

 電子機器の適合性に関する法的保証の延長を欧州

レベルに拡大 

 DGCCRF による適合性の法的保証の監視を強化す

る 

 2019 年までに企業が適合性の法的保証を尊重しな

い場合、消費者が簡単に苦情を出せ、DGCCRF サ

ービスでそれをフォローできるポータルを設定す

る 

12 エコモジュレーシ 企業、  すべての EPR 分野でエコモジュレーション基準を
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ョンの実装による

エコデザインの促

進 

市民 実施し、エコデザイン製品を市場に投入する企業を

奨励する。この基準は販売価格の 10％を超える可能

性もある 

13 消費者情報の改善 市民 

 ADEME と協力して、製品の環境的および社会的特

性に関する公開情報アプリケーションの開発を奨

励する 

（例：ラベルを取得したかどうか、その主な環境

への影響、寿命、修理可能性、スペアパーツの入

手可能性など） 

14 
食品廃棄物への対

策強化 

企業、

市民 

 団体の仕出し業者に食品廃棄物対策プロセスの事

前評価を求める 

 大規模スーパーマーケットに慈善団体等への寄付

契約の提案を義務付ける 

 欧州及び国レベルで食品の賞味期限の範囲と方法

を見直し、明確にする 

 持続可能な食料と食品廃棄物の撲滅に関する教育

モジュールを開発し、幼児期からの意識を高める 

15 

繊維産業に食品廃

棄物対策の主な原

則を導入 

企業 

 2019 年までに繊維分野で売れ残った製品が廃棄さ

れたりしないように食品廃棄物対策の主な原則を

繊維分野にも導入する 

16 

製品の早期廃棄と

資源の無駄を促進

する広告への対策

強化 

市民 
 製品の早期廃棄と資源の無駄を促進する広告への

対策強化 

 

重点分野③（廃棄物管理） 

中項目 対象者 実施内容 

17 

リサイクル可能な

容器包装等の回収

を加速させるため

総動員で推進 

市民、

行政 

 リサイクル可能な包装、ペットボトル、缶の回収

率の低い地域、特に人口密度の高い都市の回収を

優先するために総動員を推進する 

 希望する地域で廃棄物のデポジットスキームを使

用した実験を行う 

 デポジットスキームは慈善団体等の資金調達に貢

献する 

18 
EPR の「包装」ス

キームの範囲を業
企業 

 EPR の「包装」スキームをコーヒー、ホテル、レス

トラン分野に拡大し、これらの分野から回収される
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務用包装にまで拡

大 

ボトル及び缶の割合を増やす目標を設定 

19 

分別の簡素化とフ

ランスのごみ箱の

色を調和する 

市民 

 家庭、企業、公共スペースにおける廃棄物選別の

ルールについて全国規模で簡素化し調和させる 

 2022 年までにごみ箱の容器やふたの色を調和させ

る 

 生産者責任組織が運営する廃棄物収集拠点のマッ

プを一般に公開する 

20 

「TRIMAN」ラベ

ルの定義を単純化

することで改善す

る 

市民 
 2021 年から家庭用の包装及び製品に TRIMAN ラベ

ルを貼ることを EPR スキームで義務付ける 

21 

廃棄物処理よりリ

カバリーが安くな

るよう課税を適応

させる 

行政、

企業 

 公共の廃棄物管理サービス内で廃棄物抑制、分別

回収、分別、資源回収の VAT を 5.5％に引き下げ

る 

 TGAP（汚染活動に対する一般税）の「廃棄物」要

素の関税の計画的な引き上げを協議する 

 医療廃棄物（DASRI）や POPs のようなリサイクル

が禁止されている特定廃棄物の「エネルギー回収を

伴う焼却」の TGAP を免除する 

22 

廃棄物収集のため

の価格インセンテ

ィブ導入を促進 

行政 

 発生した廃棄物の量に基づくサービスの価格設定

を導入する 

 （例：全ごみ箱の回収に要した日数に基づく料

金設定、ごみ袋の有料化、ごみ収集中のごみの計

量など） 

23 

発生源での有機廃

棄物選別の導入を

促進 

行政 

 家庭からの排出と同質の有機廃棄物（レストラン、

食堂など）の収集を確実にする 

 その後この分別を家庭から発生する有機廃棄物に

も広げる 

24 

すべての高品質有

機廃棄物をリサイ

クル 

企業、

行政 

 リサイクルベースの肥料の基準を強化し、高品位

の有機物と低品位な有機廃棄物が混合されないよ

うにする 

 農業生産における再生可能資源からの肥料の使用

を奨励する 

25 
発泡スチロールの

容器、プラスチッ

企業、

市民 

 砕けやすいプラスチックや発泡スチロール容器を

持ち帰り用に使用したり、プラスチック製のマイク
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ク製のマイクロビ

ーズ等の使用を禁

止 

ロビーズの使用を禁止する 

26 

プラスチック粒子

回収フィルターを

製造 

企業 

 2022 年までに、プラスチックの製造場所にプラス

チック粒子回収フィルターを設置して、自然環境へ

の分散を制限することを義務付ける 

27 

不法投棄に対する

グッドプラクティ

スとツールのため

のベンチマークを

作成する 

行政 

 2019 年初めに、地方自治体の不法投棄対策のため

のベストプラクティスとツールのベンチマークを

開発する 

28 

国家のモニタリン

グと罰則を強化す

ることで EPR スキ

ーム間の信頼協定

を強化 

企業 

 ERP スキームの規制の枠組みを単純化し、緩和する 

 生産者責任組織に 5 年間の計画を策定する責任を

与える 

 EPR スキーム内の廃棄物の収集と処理の費用を客

観化する 

 規制上の目的が達成されない場合財務上の罰則を

強化する 

29 

新しい EPR スキー

ムの設置又はすべ

ての関係者へ関与

するための既存ス

キーム拡張 

企業 

 玩具、スポーツおよびレジャー用品、DIY および園

芸用品分野における新しい EPR スキームの展開を

調査する 

30 

運用改善のために

特定の EPR スキー

ムを開発する 

企業 

 「紙」EPR スキームについては、現物寄付に関する

規定を変更し、選択的選別およびすべての製品のリ

サイクルに関する一般的なコミュニケーションキ

ャンペーンに使用されるように規定する 

31 

古い携帯電話の回

収促進するための

資金メカニズムの

展開を研究する 

市民、

企業 

 2019 年までに、古い携帯電話の回収を促進し、それ

らをリサイクルまたは再利用できるようにするた

めに、金融システムの導入を検討する 

32 

EPR スキームの範

囲内で、生産者が

自らの責任を果た

す自由を増す 

企業 

 生産者が生産者責任組織と契約している廃棄物管

理業者からの技術情報にアクセスできるようにす

る 

33 収集をより効率的 企業、  建設廃棄物における EPR スキームを検討する 
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にすることによる

建築廃棄物管理の

運用の見直し 

行政 

34 

解体前の廃棄物評

価に関する規制の

枠組みの見直しを

行う 

企業 
 2019 年半ばまでに「解体廃棄物評価」のための現在

の規制手続の見直しを実施する 

35 

2020 年までに、再

利用材料の性能の

認識を可能にする

技術的ガイドライ

ンを開発 

企業、

行政 

 2020 年までに、再利用された材料の性能を認定す

るための技術ガイドを開発するために関係者（請負

業者、技術管理者、保険会社など）と協力する 

36 

循環経済を促進す

るために廃棄物規

制を適応させる 

企業 

 2018 年から、貯蔵施設や焼却施設で受け入れられ

ない廃棄物の更新リストを作成する 

 「廃棄物」に対する廃棄物規制と動物副産物規制と

の二重適用を無くす 

37 

廃棄物終了基準

（end of waste 

status）を明確にす

る 

企業 

 廃棄物を資源として利用するために、環境保護のた

めに分類された施設以外での廃棄物の使用を可能

にする 

 廃棄物の終了要求の調査手順を短縮する 

38 

企業や組織の廃棄

物の埋立と焼却の

規則を見直す 

企業、

行政 

 2019 年から木材、紙、金属、プラスチック、ガラ

ス、有機廃棄物が分別されている証明を排出者から

提供された後にのみ、埋立、焼却に廃棄物を受け入

れるように規制を見直す 

39 
平等な環境がるこ

とを保証する 

企業、

行政 

 不法投棄等への対策を効果的にするため廃棄物担

当当局に対する制約を単純化する 

40 
使用済み自動車の

違法取引への対策 
企業 

 使用済み自動車の違法サイトへの対策として違反

の可能性が検出されたらすぐに報告書の作成と罰

金の課税の選択肢を環境検査官へ与え、車両の没収

する権限を与える 

 使用済み自動車の保険が終了したら、承認されたセ

ンターが発行した自動車の破壊証明書を提示する

義務を追加する 

 2022 年までに、車両が販売されたか、使用済み自動

車センターに送られたかを確認するために、車両の

技術検査が期限切れになっているユーザーに注意
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を促す 

 

重点分野④（連携） 

中項目 対象者 実施内容 

41 

市民と企業の動員

のための前例のな

いコミュニケーシ

ョン 

市民、

企業、

行政 

 持続可能な消費、再利用、修理、リサイクル、埋立

による環境への影響、発生源での有機廃棄物の分別

に関して、一般の人々とコミュニケーションする 

 企業が循環型経済に貢献するためにアクセスできる

公的資金を簡単に見つけるためのポータルを提供す

る 

42 意識向上と教育 市民 

 持続可能な開発教育のため循環型経済の概念に関す

教育を初等教育から開始し、教育の主流に統合す

る。 

 小学校での教育目的のための堆肥製造業者の配置を

奨励し、教育プロジェクトおよび科学技術ワークシ

ョップで製品修理を開始する 

43 
循環経済を地域に

展開し維持する 

行政、

企業 

 ロードマップに関するプレゼンテーションが各地域

で行われるようにする 

 地域における循環型経済アプローチの推進を支援す

る役割を地域議会に委ねる 

 「公的廃棄物管理サービス」から「公的廃棄物抑制

および管理サービス」に移行することで、地方自治

体の役割を強調する 

 循環型経済要素を生態学的移行契約（CTE）に導入

する 

44 

公共調達と模範的

管理システムを作

る 

行政 

 使用しなくなった資産を良い状態で提供するよう政

府機関に奨励する 

 2021 年までに、政府部門等の飲料自動販売機の少

なくとも 50％が、カップの有無により価格が異な

るようにする 

 2022 年から地方自治体等は少なくとも 50％の再生

紙を使用する 

 大型車両に再利用タイヤまたは再利用可能タイヤを

使用する 

 2022 年までに調達のためのライフサイクルコスト

ツールを公的購入者に提供する 
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 2019 年までに、UGAP（公共購買グループ連合）

を介して循環型経済に関連するサービスを提案する 

 「模範的な行政」システムの一環として、公共団体

等の食堂からの廃棄物の特別なモニタリングシステ

ムを開発する 

45 
専用資金で循環経

済を支える 

企業、

行政 

 ADEME 廃棄物基金を通じて、イノベーションの具

体的な資金を、欧州の基金を地域協議会と共同で動

員する 

 フランスのリサイクル産業の高度化に貢献する産業

プロジェクトに対する投資を促進する 

 有機廃棄物収集と回収サービスの構築プロジェクト

が奨励される 

46 

企業間の相乗効果

を強化（EIT-産業

共生） 

企業、

行政 

 参加を希望する地域について、地域計画（PRPGD

および SRDEII）で産業共生を推進する 

 すべてにアクセス可能なデジタル形式の「リソース

ハブ」（材料、機器、サービス、消耗品）の確立を

拡大する 

 循環経済データ用の国内アクセスポイントを設定す

る 

47 

多くの専門分野に

わたるアプローチ

で科学技術コミュ

ニティを動員 

企業 

 分野横断的な専門家を動員することにより、学際的

アプローチで科学技術コミュニティを形成する

（例：都市計画、土地利用計画、管理、社会学、デ

ザイン、ファッション、コミュニケーション、経済

など） 

48 
国家統治と運営を

強化する 

市民、

企業、

行政 

 全国廃棄物評議会を全国循環経済評議会に発展させ

ることにより、国家の統治と運営を強化する 

49 

海外地域の特定課

題を統合する

（Integrate the 

special issues of 

the overseas 

territories） 

企業、

行政、

市民 

 近隣地域と近隣諸国との間の相乗効果を活用する 

 廃棄物管理と処理コストの最適化を通じて、EPR ス

キームの海外展開を継続する 

50 

欧州および国際規

模で循環経済を支

援する行動を継続

企業、

行政、

市民 

 国際機関やフォーラムを通じて循環型経済へのフラ

ンスのアプローチを推進し続ける 
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する  国連と協力して、プラスチック廃棄物対策に他国も

動員する 

 2020 年までに欧州の循環型経済行動計画の政策立

案を後援する 
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３－３ ポルトガル CE 行動計画 

 2017年 12月 11日に、「Leading the transition: a circular economy action plan for Portugal37」

が発表された。 

同アクションプランには、国際社会およびポルトガルがなぜサーキュラー・エコノミーに

取り組むべきなのか、また、国として具体的にサーキュラー・エコノミーをどう解釈し、ど

のように実現を目指すかが示されている。 

具体的な取組に関しては、サーキュラー・エコノミーの実現を促進するために策定された

「ポルトガル 2050 構想（ambition）」を念頭に、実行体制、モニタリング指標と目標値、計

画が示され、取られるべきアクションがマクロ、メソ、ミクロそれぞれのレベルで整理され

ている。 

 

３－３－１ 現状 

① 資源の流入と流出 

 資源全体の流入と流出に関しては、流入量（採掘量＋輸入量）が流出量（排出量＋輸出

量）を上回り、差分の多くは建物やインフラなどの不動産に蓄積されている。 

 

図 12：資源の流入量と流出量 

 

② 消費 

 金融危機による国内資源消費量の減少と GDP 成長率の鈍化を背景に、資源効率性およ

びエネルギー効率性が推進された。 

 2014 年に、主に建設業界の影響により、非金属鉱物とバイオマスの消費が伸びた。 

 2015 年にポルトガル国内で採掘された資源の 77%は、砂などの非金属鉱物である。 

 

図 13：国内資源消費量の内訳 

                                                   
37 European Circular Economy Stakeholder Platform「Leading the transition: a circular economy action plan for 

Portugal」 
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③ 資源生産性 

 2005 年から 2015 年の 10 年にかけて、ポルトガルの資源効率は 23%改善した。 

 ポルトガル資源生産性の改善は、EU の 30%、スペインの 134%と比較すると遅い。 

 

図 14：資源生産性の国別比較 

 

④ その他 

 水利用効率の点では、他の加盟国と比較すると、捕獲されたものの 65％しか効果的に

使用されておらず、再利用できる水はまだ残っている。 

 エネルギー分野では、再生可能資源が注目を浴びているにもかかわらず、生産と輸送

は依然として輸入化石燃料に本質的に依存している。 

 2005 年以来、GHG 排出量は、より良い防止および制御技術、汚染の少ない燃料砂エ

ネルギー生産、およびプロセスのエネルギー効率の改善により減少してきた。しかし

2015 年では、経済成長と石炭による火力発電の結果として排出量が増加している。 

 生産と消費の減少に伴い、セクター別廃棄物生産は 5 年間で 35%減少した。 

 国内の生産全体にめる建設部門のシェアは全セクター中で最大（40％）であり、GDP

単位あたりの廃棄物生産も増加した。 

 エレン・マッカーサー財団の方法論を元に作業部会が実施した予備調査では、建設、

輸送（物流など）、農業、林業、食品業界と並んで優先分野とされている。 

 製造において、原材料に対する取引高は 53%であり、これを減らすことで大きな改善

に繋がると考えている。 

 

３－３－２ ポルトガルのサーキュラー・エコノミー 

① 原則（Circular economy principles） 

 廃棄物の生産や自然システムの汚染を回避する、製品、サービス、ビジネスモデルを設

計する。 

 製品や材料を、最大限の経済的価値と有用性で、可能な限り長期間にわたり利用し続け

ること。 

 使用済みの資源や、その基礎となる自然システムの再生を促進すること。 

 循環型経済の利点（advantage） 
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図 15：気候変動への影響38 

 

② 資源効率性の向上 

 EU では、原材料が生産コストの 30％～50％を占める。2030 年までに効率性と生産性

を 30％の向上することで、コスト削減効果は年間 6,000 億ユーロ、波及効果を考慮す

れば、1.8 兆ユーロになると試算されている。 

 ポルトガルでは、原材料が製造コストの 53％、農業コストの 42％、エネルギーコスト

の 37％を占める。バリューチェーン全体を通じて効率性と生産性を向上させることに

より直接材料投入量（DMI）を 30％削減することで、粗付加価値（gross value added）

は 33 億ユーロ増加させることができると試算されている。 

 

③ 雇用の創出 

 EU では、CEP に含まれている立法案の採択により、2035 年までに 17 万人を超える

直接雇用が創出され、さらに、資源生産性を 30％向上させることで、2030 年までに

100 万～300 万人の余剰雇用が創出されると試算されている。 

 ポルトガルでは、2012 年時点で推定 57,000 人の雇用が循環型経済に直接関連してお

り、2030 年までに 36,000 人の直接雇用が創出されると試算されている。 

 

                                                   
38 Henry, P. 2016 | IST&3DRIVERS, 2015 
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図 16：特定の EU 加盟国の雇用への影響（直接的）および経済への影響39  

 

３－３－３ 野心的目標 

野心的目標であるポルトガル 2050（The ambition set out for Portugal 2050）は、CEP に

基づく活動を活用し、発展を促進することを目的としている。ポルトガル 2050 アンビショ

ンには、さまざまな省、市民社会および民間組織の参画が必要である。ポルトガル 2050 は

以下の要素で構成されている。 

効率的、生産的に資源

を活用するカーボンニ

ュートラル経済 

GHG ニュートラルと資源の有効利用（資源の採集と輸入の大幅

な減少、最終廃棄物の大幅な減少、資源循環による管理と価値抽

出の改善） 

衝撃のような知識 

(Knowledge as 

impulse) 

研究とイノベーションに焦点を当てることにより、製品、サービ

ス、ビジネスモデル、消費 / 使用、行動に対して、より少ない

排出量と資源集約度、雇用創出を促進するビジネスモデルへの統

合、動員された資源の効率的かつ効果的な利用、持続的な経済的

価値を実現するソリューションを生み出す 

包括的で回復力のある

経済的繁栄 

社会のあらゆる分野に影響を与える経済発展は、価格とリスクの

変動に対して弾力性があり、環境と社会に対する負の影響は徐々

に小さくなる 

繁栄し、責任感があ

り、ダイナミックで包

括的な社会 

情報が共有され、参加的でより協調的な社会 – 欠如と所有では

なく、在り方と思いやりによって導かれ、その自然資本を保護

し、導く社会 

                                                   
39 Ellen MacArthur Foundation, Club ofRome, TNO, WRAP –in Jones, 2017 
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３－３－４ アプローチ 

EU、国 

（マクロ） 

社会が循環型経済の原則を適切に適用することを可能にする、横断的かつ

体系的な効果を生み出す、範囲内での構造的な行動 

セクター別 

（メソ） 

生産性の向上と国の資源の効率的な利用に関連し、経済的、社会的、及び

環境的な利益をもたらす、バリューチェーンの分野ですべてのプレイヤー

によって定義および承認された行動またはイニシアチブ 

地域／地方 

（ミクロ） 

地域の経済的側面を取り入れるとともに社会的課題へのアプローチとし

て強調し、すべての地域又は地方の政治、経済および社会関係者によっ

て定義され受け入れられた行動、またはイニシアチブ 

 

図 17：各アプローチとアクション40 

 

① ガバナンス 

 2020年と2030年に向けたポルトガルの目標に対し、全てのプレイヤーが同じベンチマ

ーク目標を持つよう、戦略的マクロ目標と、CEへの移行の効果を示す拘束力がある個

別目標を追加した。 

                                                   
40 European Circular Economy Stakeholder Platform「Leading the transition: a circular economy action plan for 

Portugal」 
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 この第一段階でベンチマークされたマクロ目標は、グリーン成長コミットメントに示

されており、国家改革プログラムの下で提案される。 

 採用されたガバナンスモデルは、統合予定のモニタリングシステムによって達成され

た進捗状況をレビューし、これらの目標に照らし合わせて、努力、成果、影響の大きさ

を評価している。 

 

図 18：モニタリング指標と目標値41 

 

② マネジメント 

 この移行の戦略的および横断的な性質を考慮すると、ガバナンスモデルは次の２つの

事項を伝達する要素で構成されていることが重要である。 

（i） テーマに対する非政治的なコミットメント 

（ii） 効果的な支援と行動への移行の進捗 

 

 ガバナンスモデルは次のレベルを網羅する。 

                                                   
41 European Circular Economy Stakeholder Platform「Leading the transition: a circular economy action plan for 

Portugal」 
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省庁間委員会 

作業の重複を避けるため、Ministerial Council Resolution No. 56 /2015 of 

30 Julyにより設置された、気候変動閣僚委員会（CIAAC）の下での循環

型経済に関する作業を進行する意思決定構造。 

SDGs のような各国の約束を遵守することの重要性を考慮すると、外交委

員会（CPE）およびパートナーシップ協定調整委員会（CCAP）などの他

の省庁間委員会との緊密な連携が必要である。これにより、ポルトガルに

おける政治的な見通しと優先順位が設定され、責任と実施期間が確認され

る。 

APCE 調整グ

ループ 

政策における循環型経済の原則の普及、APCE のガイドラインの実行の促

進および促進、ならびに国内政策の EU 行動計画への貢献の関連性の確保

を目的として、欧州の税務、地方自治体、科学、技術・高等教育、保健、

計画、経済、環境、農業、林業の大臣により任命された代表により構成さ

れる。 

 

③ ファイナンス 

下図は、枠組みと閣僚間グループが実施した分析から得られた導入資金を示している。対

象は国内およびヨーロッパの主要なイニシアチブ、プログラム及び商品に限定され、個別ま

たは組み合わせによって経済サーキュラーの資金調達の機会を表すことができる。 

 

図 19：資金の流れ42

                                                   
42 European Circular Economy Stakeholder Platform「Leading the transition: a circular economy action plan for 

Portugal」 
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３－４ 七か国横断的調査 

 

表 12：CE に関する七か国横断的調査 －１（各国の政策等）  

 

 

  

日本 欧州 フランス ドイツ イタリア イギリス カナダ 米国

名称 第四次循環基本計画　*1

2018 Circular economy package　*1

EU action plan for the Circular

Economy *2

La feuille de route économie

circulaire（循環経済ロードマップ）　*1

German Resource Efficiency

Programme II 　*1

Towards a Model of Circular

Economy for Italy - Overview and

Strategic Framework　*1

A Green Future: Our 25 Year Plan to

Improve the Environment　*1

Environment and Climate Change

Canada 2018–19 Departmental Plan

*1

Working Together FY 2018-2022

U.S. EPA Strategic Plan　*1

概要

第四次循環基本計画では、現状にお
ける循環型社会の状況を踏まえて第
三次循環基本計画で掲げた「質」にも
着目した循環型社会の形成、低炭素
社会や自然共生社会との統合的取組
等を引き続き中核的な事項として重視
しつつ、さらに、経済的側面や社会的
側面にも視野を広げるものである。

持続可能な社会の実現を見据え、循
環型社会に至るための7つの中長期

的な方向性を示し、それぞれの方向性
に沿った代表指標を定めている。

Circular economy package

2030年までにすべての包装用プラス

チックがリサイクル可能となることを目
指している。

欧州全体におけるプラスチックの資源
循環型社会に向けた戦略、関連規制
の評価、モニタリングの枠組み、資源
循環型社会にとって重要な材料に関
するレポートで構成されている。

EU action plan for the Circular

Economy

単一市場における循環経済の発展の
ための適切な規制の枠組みを確立し、
2020年までに事業者や社会全体が実

行すべき長期的な廃棄物目標に向け
た取り組み、具体的、広範的かつ野心
的な一連の行動の方向性を示してい
る。

生産、消費、廃棄物管理等の11カテゴ

リに対して計54の具体的な行動目標

を定めている。

すべての関係者（市民、地域社会、企
業、協会、行政、研究開発者）が主体
となって、従来の生産、消費、廃棄の
線形的なモデルから循環経済への移
行を促す。

資源循環に関する5つの目標と、生

産、消費、廃棄物管理、ステークホル
ダーの動員の4つの分野に対して、計

50の対策を掲げている。

持続可能な原材料の確保、生産にお
ける資源効率の向上、製品と消費の
非資源集約化、資源効率のよい循環
経済の構築を目的に掲げている。

The German Resource Efficiency

Programme ProgrammeⅡ

(ProgRessⅡ)は2012年から2015年ま

でに実施したProgressⅠの実施結果

と、2016年から2020年までの継続プロ

グラムに関する報告で構成されてい
る。

循環経済の原則に関する一般的な枠
組みを提供し、この問題に関して我が
国の戦略的立場を明確にすることを目
的としている。

サーキュラーエコノミーに関する前提と
目標、規制等に関する国内外の現
状、パラダイムシフト、移行段階におけ
る枠組みについての4つのメインパー

トから構成されている。

街や田園風景にきれいな空気と水を
届け、絶滅危惧種を保護し、より豊か
な野生生物の生息地を提供することを
目的としており、環境を第一としている
農業、林業、土地利用および漁業へ
のアプローチを要求している。

6つの主要分野を特定し、それぞれに

紐づく今後25年の具体的な行動計画

を示している。進捗状況は毎年報告さ
れ、定期的な計画の更新も行われる。

クリーン成長と気候変動の枠組みに関
する汎カナダフレームワークの実行を
引き続き継続することを目的としてい
る。

クリーン成長や気候変動への取り組
み、汚染の防止と管理、自然保護、気
象と環境条件の予測、内部サービス
の5つの分野で2018年から2019年の

定量的な目標を定めている。

人間の健康と環境を保護するとい

う使命の下、繁栄する経済を支え

る清潔で健康的な環境を、後世が

引き継ぐことを共通認識としてい

る。

きれいな空気、土地、水を提供し

て化学物質に対する安全性を確保

する、連邦政府と各州が協力す

る、政府機関が法規上の義務に再

び焦点を当てる、の3つの目標に

対して基本方針を定めている。

出所　*1
環境省 HP　「循環型社会形成推進基

本計画」

EUROPEAN COMMISSION HP

「2018 Circular Economy Package」

（2018年）

Ministère de l’Économie et des

Finances　「La feuille de route é

conomie circulaire」　（2019年2月）

Federal Ministry for the Environment,

Nature Conservation, Building and

Nuclear Safety 　「German Resource

Efficiency Programme II」　（2016年

11月）

Ministry of Environment and

Protection of the Territory and the

Sea & the Ministry of Economic

Development　「Towards a Model of

Circular Economy for Italy -

Overview and Strategic Framework」

（2017 年11月)

HM Government　「A Green Future:

Our 25 Year Plan to Improve the

Environment」　（2018年）

Environment and Climate Change

Canada　「Environment and

Climate Change Canada 2018–19

Departmental Plan」　（2018年）

United States Environmental

Protection Agency　「Working

Together FY 2018-2022 U.S. EPA

Strategic Plan」　（2018年2月）

出所　*2

EUROPEAN COMMISSION

「Closing the loop - An EU action

plan for the Circular Economy」

（2015年12月）

戦略・計画
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表 13：CE に関する七か国横断的調査 －２（各国の定量目標） 

 

日本 欧州 フランス ドイツ イタリア イギリス カナダ 米国

資源生産性　（KPI

or/and 目標(target))

※最新の目標値、
現状値

＜目標＞
資源生産性

2025年度：49万円/トン　*1

※資源生産性＝GDP/天然資源等投

入量

＜目標＞
資源生産性

2030年まで：15%向上（2014年比、

EU予測）　*1

但し、欧州資源効率プラットフォームの
循環経済移行促進のためのスマート
ポリシーにより、30％向上も示唆され

ている。

＜参考＞
資源生産性

2017年：2.039ユーロ/kg　*2

※資源生産性（resource

productivity）＝GDP/DMC(domestic

material consumption)

＜目標＞
GDPに関連した資源消費量

2030年：2010年比30％削減　*1

＜参考＞
資源生産性

2017年：2.872ユーロ/kg　*2

※資源生産性（resource

productivity）＝GDP/DMC(domestic

material consumption)

＜目標＞

原材料生産性
2020年：1994年比で倍増　*1

総原材料生産性
2030年まで：2000年から2010年の傾

向を継続　*1

＜参考＞

資源生産性

2017年：2.261ユーロ/kg　*2

※原材料生産性＝GDP / DMI非生物

材料

　総原材料生産性＝（GDP +輸入）/

RMI（生物製剤を含む）

　資源生産性（resource productivity）

＝GDP/DMC(domestic material

consumption)

＜参考＞
資源生産性
2017年：3.102ユーロ/kg　*1

※資源生産性（resource

productivity）＝GDP/DMC(domestic

material consumption)

＜目標＞
資源生産性

2050年まで：2017年比で2倍　*1

＜参考＞
資源生産性
2017年：3.627ユーロ/kg　*2

※資源生産性（resource

productivity）＝GDP/DMC(domestic

material consumption)

＜参考＞
資源生産性（計算）
2017年：1.682ドル/kg

※資源生産性（resource

productivity）＝GDP（PPP）/ DMC

（TOTAL）

　GDP（PPP）：17,738[億ドル]　*1

　DMC：1,054,505,141.41[トン]　*2

＜参考＞
資源生産性（計算）
2017年：3.228ドル/kg

※資源生産性（resource

productivity）＝GDP（PPP）/ DMC

（TOTAL）

　
　GDP（PPP）：194,854[億ドル]　*1

　DMC：6,036,154,706.13[トン]　*2

最終処分量 （KPI

or/and 目標(target))

※最新の目標値、
現状の値

全最終処分量
2000年：5,600万トン　*2

2015年：1,400万トン　*2

2025年度：1,300万トン（2000年度比

▲77％） *1

一般廃棄物最終処分量
2015年：417万トン　*2

2016年：398万トン　*2

2025年度：320万トン（2000年度比▲

70％）　*1

産業廃棄物最終処分量
2014年：1,040万トン　*2

2015年：1,009万トン　*2

2025年度：1,000万トン（2000年度比

▲70％）　*1

全最終処分量（鉱物廃棄物除き）

2010年：20,522万トン　*3

2014年：19,555万トン　*3

都市廃棄物最終処分量
1995年：14,466万トン　*4

2000年：13,905万トン　*4

2015年：6,404万トン　*4

2017年：5,828万トン　*4

2030年まで：各国10%まで削減（1995

年比）　*5*6

注）1995年、2000年はEU27か国の

データ、以降はEU28か国のデータ

全最終処分量（鉱物廃棄物除き）
2010年：2,184万トン　*3

2014年：1,980万トン　*3

都市廃棄物最終処分量
1995年：1,267万トン　*4

2000年：1,332万トン　*4

2015年：813万トン　*4

2017年：742万トン　*4

2025年まで：2010年比で非有害廃棄

物の量を50％削減　*1

全最終処分量（鉱物廃棄物除き）
2010年：1,126万トン　*3

2014年：1,594万トン　*3

都市廃棄物最終処分量
1995年：2,183万トン　*4

2000年：1,369万トン　*4

2015年：65万トン　*4

2017年：46万トン　*4

全最終処分量（鉱物廃棄物除き）
2010年：2,101万トン　*2

2014年：1,665万トン　*2

都市廃棄物最終処分量
1995年：2,400万トン　*3

2000年：2,192万トン　*3

2015年：782万トン　*3

2017年：693万トン　*3

全最終処分量（鉱物廃棄物除き）
2010年：3,098万トン　*3

2014年：2,319万トン　*3

都市廃棄物最終処分量
1995年：2,399万トン　*4

2000年：2,756万トン　*4

2015年：722万トン　*4

2017年：506万トン　*4

2030年まで：食品の最終処分量をゼ

ロ　*5

2035年まで：都市廃棄物の最終処分

量を10%まで削減　*5

都市廃棄物最終処分量（計算）
2010年：987万トン

　※以下の各値を用いて計算した
　　 家庭ごみ由来の最終処分量。

　municipal waste from

　house holds　0.403[トン/人]　*3

　人口　34,005,274[人]　*4

　landfill割合　0.72 　*3

都市廃棄物最終処分量
2000年：14,026万トン　*3

2010年：13,631万トン　*3

2015年：13,770万トン　*3

出所　*1
環境省　「循環型社会形成推進基本
計画」　（平成30年6月）

EUROPEAN COMMISSION

「COMMUNICATION FROM THE

COMMISSION TO THE EUROPEAN

PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE

EUROPEAN ECONOMIC AND

SOCIAL COMMITTEE AND THE

COMMITTEE OF THE REGIONS

Towards a circular economy: A zero

waste programme for Europe」

（2014年7月）

Ministère de l’Économie et des

Finances　「La feuille de route é

conomie circulaire」　（2019年2

月）

Federal Ministry for the Environment,

Nature Conservation, Building and

Nuclear Safety 　「German Resource

Efficiency Programme II」　（2016年

11月）

European Environment Agency

「Resource efficiency」　（2018

年11月）

HM Government　「A Green Future:

Our 25 Year Plan to Improve the

Environment」　（2018年）

IMF　「World Economic Outlook

Database-Gross domestic product,

current prices（PPP）」　（2019

年2月データ取得）

IMF　「World Economic Outlook

Database-Gross domestic product,

current prices（PPP）」　（2019

年2月データ取得）

出所　*2

環境省　「平成30年版　環境・循環型

社会・生物多様性白書」　（平成30年

度）

European Environment Agency

「Resource efficiency」　（2018

年11月）

European Environment Agency

「Resource efficiency」　（2018

年11月）

European Environment Agency

「Resource efficiency」　（2018

年11月）

EUROSTAT　「Management of

waste excluding major mineral

waste, by waste management

operations」　（2019年3月データ取

得）

European Environment Agency

「Resource efficiency」　（2018

年11月）

United Nations Environment

Programme　「Data downloader -

Domestic material consumption

(Total)」　（2019年2月データ取

得）

United Nations Environment

Programme　「Data downloader -

Domestic material consumption

(Total)」　（2019年2月データ取

得）

出所　*3

EUROSTAT　「Management of

waste excluding major mineral

waste, by waste management

operations」　（2019年3月データ取

得）

EUROSTAT　「Management of

waste excluding major mineral

waste, by waste management

operations」　（2019年3月データ取

得）

EUROSTAT　「Management of

waste excluding major mineral

waste, by waste management

operations」　（2019年3月データ取

得）

EUROSTAT　「Municipal waste by

waste management operations 」

（2019年2月データ取得）

EUROSTAT　「Management of

waste excluding major mineral

waste, by waste management

operations」　（2019年3月データ取

得）

OECD　「ENVIRONMENT AT A

GLANCE 2015」　（2015年）

U.S. Environmental Protection

Agency　「Advancing Sustainable

Materials Management: 2015 Tables

and Figures」　（2018年7月）

出所　*4

EUROSTAT　「Municipal waste by

waste management operations 」

（2019年2月データ取得）

EUROSTAT　「Municipal waste by

waste management operations 」

（2019年2月データ取得）

EUROSTAT　「Municipal waste by

waste management operations 」

（2019年2月データ取得）

EUROSTAT　「Municipal waste by

waste management operations 」

（2019年2月データ取得）

Newfoundland & Labrador Statistics

Agency, Department of Finance

「Annual Estimates of Population for

Canada, Provinces and Territories,

from July 1, 1971 to July 1, 2017」

（2017年）

出所　*5

European Commission　「Council

Directive 1999/31/EC of 26 April

1999 on the landfill of waste」　（1999

年4月）

HM GOVERNMENT　「OUR WASTE,

OUR RESOURCES: A STRATEGY

FOR ENGLAND 」　（2018年）

出所　*6

European Commission　「Proposal

for a DIRECTIVE OF THE

EUROPEAN PARLIAMENT AND OF

THE COUNCIL amending Directive

1999/31/EC on the landfill of waste」

（2015年12月）

目標値
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表 14：CE に関する七か国横断的調査 －３（各国の海洋ごみに関する政策、動向） 

 

  

日本 欧州 フランス ドイツ イタリア イギリス カナダ 米国

政策

プラスチック資源循環戦略（案）　*1

2018年10月、「プラスチック資源循環

戦略」の素案が中央環境審議会小委
員会において提示。日本独自の目標
や、小売店におけるレジ袋有料化の
方針が明記された。

【目標】
・2030年までに、ワンウェイのプラス

チック（容器包装等）を累計で25％排

出抑制、プラスチック製容器包装の
60％をリサイクル又はリユース、プラス

チックの再生利用を倍増、バイオプラ
スチックを約200万トン導入。

・2035年までに、すべての使用済プラ

スチックを熱回収を含め100％有効利

用。

プラスチックごみ削減の戦略　*1

2018年1月、プラスチックごみ削減の

政策大綱が欧州委員会から発表され
た。「リサイクルビジネスの収益性向
上」「プラスチックごみの削減」「プラス
チックごみの海洋投棄削減」「イノベー
ションへの投資」「EU域外への政策拡

大」を政策骨子として、EU指令の改正

や法改正に繋げていく。

【目標】
・2030年までに全てのプラスチック製

品をリサイクルとする。

一部の使い捨てプラスチック禁止法案
*2

2018年5月、一部の使い捨てプラス

チックの流通を禁止する指令を欧州委
員会が提案。10月に欧州議会によっ

て可決された。

【目標】
・2020年までに使い捨てプラスチック

製カテラリー、綿棒、ストロー、マドラー
の全面禁止。

エネルギー転換法　*1

2015年7月に制定し、資源循環に関し

て以下の規定をした。

【目標】
・2016年1月から小売店等において一

部のビニール袋の使用を禁止する。
・2017年1月から野菜・果物・肉・魚包

装用のビニール袋の使用を禁止する。

包装法　*1

リサイクル不可のプラスチック容器など
に規制を設け、リサイクル率を向上さ
せることを目的として、2019年1月に施

行された。包装用プラスチックのリサイ
クル率は当初の36%から58.5%に引

き上げられ、さらに2022年には63%ま

で引き上げられる。

環境保護規制（マイクロビーズ）　*1

2018年1月、英環境・食糧・農村省は

プラスチック微粒子「マイクロビーズ」を
含む商品の製造を禁止する法律が同
日施行されたと発表した。2018年7月

からは販売も禁止されることになった。

洗面用品等に使用されるマイクロビー
ズ規制　*1

2018年7月から、マイクロビーズを含む

洗面用品等の製造、輸入が禁止と
なった。2019年7月からは販売も禁止

となる。

小売店におけるレジ袋禁止条例（ケ
ベック州モントリオール市）　*2

モントリオール市では、2018年1月か

ら小売店で使用されるレジ袋の配布を
禁止する条例を施行した。但し、輸送
時に衛生面で保護するために使用す
るものは除かれている。

マイクロビーズ除去海域法　*1

アメリカ連邦議会では、2015 年末に、

洗顔料や歯磨き粉などに含まれるプラ
スチックビーズの使用を禁じる法案を
可決し、2017 年7 月から原則として製

造を禁止、2018 年7 月から市場への

投入を禁止した。

動向

・2020年1月からすべての使い捨て食

器類について、家庭用コンポストで堆
肥（たいひ）にできる生物由来の素材
を50%使うことを義務付け、2025年に

は60%に引き上げる方針である。　*2

・2019年からリサイクルされないプラス

チック包装材を使った商品に罰金を上
乗せする制度を来年から導入する意
向である。　*3

2011年、再利用可能な袋を例外とし

て、0.1ミリ未満の非生分解性プラス

チック袋の禁止。　*1

2018年、スーパーマーケットや青果店

での生分解性軽量プラスチック袋に対
し消費者に課税。　*1

2018年10月、政府が2年以内にプラス

チック製ストロー等の販売・流通を禁
止する方針を発表した。2019年10月

から2020年10月の間に施工される。

*2

政府は2022年からリサイクルプラス

チックの使用率が30%未満のプラス

チック容器を製造または輸入している
企業に対して課税を検討していること
を発表した。　*3

出所　*1
環境省　「プラスチック資源循環

戦略（案）」　（2018年11月）

European Commission　「A

EUROPEAN STRATEGY FOR

PLASTICS IN A CIRCULAR

ECONOMY」　（2018年1月）

MINISTRY OF ENVIRONMENT,

ENERGY AND THE SEA

「ENERGY TRANSITION FOR

GREEN GROWTH ACT」　（2016

年7月）

ドイツ連邦環境省 HP　「Neues

Verpackungsgesetz sorgt für essere

Verpackungen und mehr

Recycling」　（2019年1月）

JETRO　「ジェトロ　地域・分

析レポート」　（2019年）

Department for Environment, Food

and Rural Affairs　「The

Environmental Protection

(Microbeads) (England) Regulations

2017」　（2017年12月）

 Government of Canada

「Registration SOR/2017-111 June

2, 2017 CANADIAN

ENVIRONMENTAL PROTECTION

ACT, 1999 Microbeads in Toiletries

Regulations」　（2017年6月）

CONGRESS.GOV　「Public Law

114–114 114th Congress An Act」

（2015年12月）

出所　*2

European Commission　「Proposal

for a DIRECTIVE OF THE

EUROPEAN PARLIAMENT AND OF

THE COUNCIL on the reduction of

the impact of certain plastic products

on the environment」　（2018年5

月）

JETRO　「使い捨てプラスチッ

ク製品の禁止対象を拡大（フラン

ス）」　（2018年10月）

GOV.UK　「Press release

Government launches plan to ban

plastic straws, cotton-buds, and

stirrers」　（2018年10月）

The Gazette　「VILLE DE MONTR

ÉAL BY-LAW 16-051 BY-LAW

PROHIBITING THE DISTRIBUTION

OF CERTAIN SHOPPING BAGS IN

RETAIL STORE」　（2016年8

月）

出所　*3

AFPBB News　「仏、来年からリ

サイクル不可のプラスチック包装

材使用に罰金」　（2018年8月）

GOV.UK　「Open consultation

Plastic packaging tax」　（2019年

2月）

海洋ごみ関連
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表 15：CE に関する七か国横断的調査 －４（各国の研究開発戦略） 

 

 

 

日本 欧州 フランス ドイツ イタリア イギリス カナダ 米国

名称

科学技術基本法(1995年）

日本再興戦略（2013年以降毎年更

新）
第5期科学技術基本計画（2016-2020

年）
科学技術イノベーション総合戦略
（2013年以降毎年作成）

Horizon 2020（2014-2020）

EUROPE 2020

高等教育・研究法（2013年）

France Europe 2020（2015年）
新ハイテク戦略（2014年）

国家研究計画（PNR）（2015年～2020

年）
科学技術政策のためのガイドライン
（2002年）

イノベーション、成長、雇用のための国
家改革計画（2005年）

Industria 2015 計画（2006年）

産業戦略（2017年）

成長計画： 科学とイノベーション（2014

年）
8つの優先技術分野（2013年）

研究・イノベーション戦略（Seizing

Canada’s Moment）（2014年）

米国競争力イニシアティブ(2006年)

米国競争力法(2007年、2010年延長

後2013年失効）

イノベーション・競争力法が2017年大

統領署名により成立
米国イノベーション戦略 (2009年、

2011年、2015年改訂)

科学技術政策の基
本方針

第5期科学技術基本計画では、「科学

技術イノベーション政策」を強力に推進
することとし、本計画を政府、学界、産
業界、国民といった幅広い関係者が共
に実行する計画として位置づけ、我が
国を「世界で最もイノベーションに適し
た国」へと導くとされている。

経済・社会全体を包含する戦略
「EUROPE2020」を策定し、その一部

としてイノベーションに関する取り組み
「イノベーションユニオン」を実施開始
するなど、イノベーション創出に積極的
に取り組んでいる。

研究システムや研究機関の改革を通
じて戦略的な資源配分を志向するとと
もに、イノベーション創出に向けた国レ
ベルの取り組みを強化している。

経済成長と雇用の確保、ドイツの直面
する様々な問題を解決するためには
研究開発は最も重要な取り組みであ
ると位置付け、投資を増加させてい
る。アイディアを迅速に実用化に結び
つけるためのイノベーション環境の整
備に尽力している。

「イタリア国家研究計画（PNR）（2015

年～2020年）」では、将来性がより期

待できるような応用研究を優先してお
り、ただちに実行可能な専門分野を見
極める計画として立案されている。

「科学」を英国の強みとして重視し科学
研究投資を「聖域」として保護してい
る。しかし科学研究の成果が実用化に
つながらないという課題を抱えており、
近年はイノベーション創出に積極的に
取り組んでいる。来たるべきEU離脱

交渉を見据えて、英国の科学研究予
算の減少に対する懸念を払拭するた
め、研究開発・イノベーションに対する
大規模な投資を政府が打ち出してい
る。

2014年に制定された戦略では、①天

然資源とエネルギー、②健康とライフ
サイエンス、③情報と通信技術といっ
た最優先分野、④先進製造技術、⑤
環境と農業の分野を研究の優先分野
とした。

2009年から2017年1月までのオバマ

政権では、前政権からの競争力強化
路線を継承しつつ、研究開発投資によ
るイノベーションをより重視した政策を
展開した。2017年に発足したトランプ

政権では、科学技術政策局（OSTP）

局長の任命は2018年2月時点では行

われていない。

環境・エネルギー分
野への投資

●第5期科学技術基本計画では、世

界に先駆けた「超スマート社会」実現
の中で「エネルギーバリューチェーン」
及び「地球環境プラットフォーム」の推
進が掲げられている。

●科学技術イノベーション総合戦略
2017では前年から引き続き上記基本

計画に基づく取組みに言及。特にエネ
ルギーシステムについては他システム
との連携等を通じたエネルギーの枠に
留まらない新たな価値創出を可能とす
る社会の構築を目指すことが基本的
認識として示された。その他、「エネル
ギー・環境イノベーション戦略」
（NESTI2050）に基づく取組みの着実

な推進にも言及。

●2017年12月には、世界に先駆けて

水素社会を実現するためのビジョンお
よび行動計画として「水素基本戦略」
を策定。

●パリ協定を踏まえた計画・戦略とし
ては「地球温暖化対策計画」（2016年

5月）があり、これを踏まえて「長期低

炭素ビジョン」（2017年3月）や「長期地

球温暖化対策プラットフォーム報告書」
（2017年4月）を関連府省が策定。

●2015年9月に採択された「統合欧州

戦略的エネルギー技術計画
（Integrated SETPLAN）」では、再生エ

ネルギー、未来のスマートなエネル
ギーシステム、持続可能な輸送に向け
たエネルギーオプションの多様化、な
どが優先項目として列挙。

●Horizon 2020ではエネルギー低減

型製造技術、二酸化炭素排出の抑制
技術等が研究開発の優先項目として
列挙。

●「第７次環境行動プログラム（2013

年）」では、生態系の復元力の向上、
廃棄物の資源化、環境脅威の低減を
優先項目として列挙。

●循環型経済パッケージ（Circular

Economy Package）が採択されてい

る。

●France Europe 2020にて「資源マ

ネジメントの改善と変化への対応、ク
リーン・安全・効率的なエネルギー、交
通と都市システム」という社会的課題
を定義。横断的なテーマとして、「地球
系：観測、予測、適応」を設定。

●「2025年までに原子力発電の総発

電に占める割合を、現行の75％から

50％に削減する」とオランド大統領が

宣言（2012年）。

●国家エネルギー研究戦略（SNRE）

が2016年12月に公表された。

●2017年6月1日米国の「パリ協定」離

脱決定を受け、マクロン大統領は研究
者や社会全体に対して、気候温暖化
に立ち向かうために立ち上がりフラン
スと共に行動するよう呼びかけを開始
しインターネット・サイト「Make Our

Planet Great Again」（素晴らしい地球

を取り戻そう）を創設した。

●エネルギー政策を所管するBMWiは

2014年に「10のエネルギー・アジェン

ダ」を公表し、2022年に迫った原子力

発電からの完全撤退にむけて再生可
能エネルギーの研究開発を全力で推
進している。

●第6次エネルギー研究プログラム

（2013-2016年）に35億ユーロを準備し

ている。具体的なプログラムとして、
BMBFは連邦経済エネルギー省

（BMWi）、連邦環境省（BMU）、連邦

食料農業省（BMEL)と共同で①エネル

ギー貯蔵、②未来の発送電ネットワー
ク、　③高効率エネルギーを利用した
スマートシティの重点分野の研究開発
を推進。

●「イタリア国家研究計画（PNR）

（2015年～2020年）」で対象となって

いる応用研究分野の内、環境・エネル
ギー分野としては①海洋エネルギーや
海洋鉱物資源等、②環境負荷が低く
持続可能な社会を支える化学技術、
③エネルギー、④スマート工場、⑤持
続可能なモビリティ（社会の実現）、が
挙げられる。これらの分野は、欧州レ
ベル、特に国と州に特化した政策プロ
グラムに沿ったものとなっている。

●エネルギーに関する基本政策は、
2013年に承認された「国家エネルギー

戦略（SEN）」に示されている。同戦略

では、①エネルギーコストの削減、②
環境と低炭素目標の達成、③エネル
ギー安定供給の継続、④持続的な経
済成長の継続を4大目標としている。

●ビジネス・エネルギー・産業戦略省
（BEIS）が環境・エネルギー技術分野

の研究開発を推進し、低炭素社会へ
の移行や超低公害車両の迅速な市場
化に注力している。

●2017年10月発表の「クリーン成長

戦略」において、歳出削減を図る一方
で消費者向けのコストダウンを維持
し、良質の雇用を創出し経済の成長を
図るとの目標設定が示された。同戦略
では、クリーン成長へのグローバルな
シフトを背景に、英国産業の利益の最
大化を図ることを目指す。

●2021年度に向けて大幅なエネル

ギー・イノベーション投資を行うことが
掲げられ、低炭素産業に関するイノ
ベーションに対しては1億6,200万ポン

ドの投資が約束されている。

●NSERC（自然科学・工学研究機

構）はカナダが戦略的に重視する領域
（環境・エネルギー、ライフ、ICT 等）の

卓越した研究者を招こうとする大学等
を支援するプログラムに2,520万ドル出

資（2016年）。

●ネットワーキングプログラムの一つ
に環境、自然資源・エネルギー、健康・
ライフサイエンス、ICT においてイノ

ベーションと市場化の間のギャップを埋
める活動を支援するプログラムがあ
り、2007年以降年間3,000万ドルが出

資されている。

●2017年度予算編成の優先分野とし

て、気候変動、クリーンエネルギー、地
球観測、海洋・北極問題が記載。

●DOE戦略計画2014-2018の下、

2017年度の研究開発予算案としてエ

ネルギー省（DOE）に172億ドル（前年

比19％増）を配分。クリーンエネル

ギー技術プログラムとして77億ドルを

要求。

●米国地球変動研究プログラム
（USGCRP）は28億ドル。13省庁によ

る横断的な実施体制。

●環境保護庁（EPA）が戦略計画

2014-2018を策定。

●全米科学財団（NSF）にてThe

Food,Energy, and Water Systemに

6,200万ドル（2017年予算要求）。

出所　*1

国立研究開発法人科学技術振興機

構 研究開発戦略センター　「研

究開発の俯瞰報告書 主要国の研

究開発戦略（2018年）」　（2018

年3月）
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究開発戦略（2018年）」　（2018

年3月）
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構 研究開発戦略センター　「研

究開発の俯瞰報告書 主要国の研

究開発戦略（2018年）」　（2018

年3月）

国立研究開発法人科学技術振興機

構 研究開発戦略センター　「科

学技術・イノベーション動向報告

～イタリア編～」　（2016年）

国立研究開発法人科学技術振興機

構 研究開発戦略センター　「研

究開発の俯瞰報告書 主要国の研

究開発戦略（2018年）」　（2018

年3月）

Government of Canada　「Seizing

Canada's Moment: Moving Forward

in Science, Technology and

Innovation 2014」　（2014年）

国立研究開発法人科学技術振興機

構 研究開発戦略センター　「研

究開発の俯瞰報告書 主要国の研

究開発戦略（2018年）」　（2018

年3月）

出所　*2

国立研究開発法人科学技術振興機

構 研究開発戦略センター　「科

学技術・イノベーション動向報告

～カナダ編～」　（2016年）

研究開発戦略
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４．影響分析 

欧州の CE 行動計画の動向は製造から廃棄、素材、二次原材料の市場創出、イノベーショ

ンや投資まで含んでおり多岐にわたる。関係者へのヒアリング等から、その中でも特に我が

国への影響が懸念される分野として EU の製品政策とプラスチック政策の動向が挙げられ

る。この分野で欧州委員会は、グローバルレベルでのルールメイキングを仕掛けてきており、

例えば、製品政策においては、電子機器の分野で強制力を持った形で法令の改正提案がなさ

れており、製品群によってはグローバルレベルでの対応を求められ設計変更や情報開示要

求による知的財産損害リスクに対処しなければならない。プラスチックで言えば、欧州委員

会は EU 域内でのリサイクルプラスチック使用量を 2025 年までに 1000 万トンまで引き上

げるため、プレッジキャンペーンという自主的な手法で産業界に呼びかけを行った。しかし、

その結果目標達成を見込める結果が出なかったため、今後強制的な手段で各産業セクター

にリサイクルプラスチックの使用を求める可能性を示唆している。この動向が EU 域内に留

まらずグローバルレベルで加速していく雰囲気もあり、その場合、我が国の関連産業への影

響が大きいと考えられる。欧州委員会は、CEP におけるいくつかの分野でこのようなルー

ルメイキングを仕掛けてきており、将来的にグローバルレベルで EU 企業に優位なビジネス

環境が構築され、我が国産業の競争力低下に繋がっていくことが懸念される。 

 

 

４－１ リサイクルプラスチック使用拡大 

欧州では規制等によってリサイクルプラスチックの使用量を拡大する流れに誘導しよう

としており、欧州で活動する関連企業は対応が求められる。 

欧州では、SUP 指令により、飲料ボトルに関して、2025 年までに、35％以上のリサイク

ル材の使用を求められる。また、プラスチック戦略における、2025 年までの目標値 1000 万

トンを掲げたプレッジキャンペーンでは、リサイクルプラスチックの購入側の需要は約 640

万トンという結果となり、目標は達成しなかった。それにより自動車産業、建築産業、容器

包装産業などを対象とした規制及び経済的インセンティブの評価を実施し、規制化を含め

た検討を予定している。 

欧州は、規制等によってリサイクルプラスチックの需要拡大を図るとともに、品質の良い

リサイクルプラスチックを確保し、市場優位性を確保することを見込んでいると考えられ

る。その場合、欧州域外では、高品質のリサイクルプラスチックが不足する可能性や、また

欧州で規制される製品要求を満たせない製造業が生まれる可能性が懸念される。 

ただし、図 20 のとおり、日本と欧州では樹脂に関して直接的な取引量は少ないため、欧

州のリサイクルプラスチック使用拡大政策の動向が、日本のリサイクルプラスチックの供

給量等に直接的に及ぼす影響は大きくないと考えられる。 
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図 20：世界のプラスチック生産分布と日本の輸出量43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 21：日本のプラスチックに関する輸出状況（2017 年） 

 

一方、日本のプラスチック素材及びプラスチック製品の輸出先は 85%44がアジアであり、

EU は 5％程度である。日本企業への影響が大きくなるのはアジア諸国等日本とのつながり

が大きい地域（プラスチックくずにおける輸出は、中国 52％、香港 19％、ベトナム 9％、

台湾 7％）へ波及した場合と言える。 

アジア各国では、レジ袋やストロー等の使い捨てプラスチック製品に関する規制の動き

はあるものの、リサイクルプラスチックの使用について、今のところ規制化の動きは見られ

                                                   
43 Plastics Europe_Plastics – the Facts 2018、財務省貿易統計（2017 年実績）をもとに作成 
44 財務省貿易統計の輸出統計品目表第 39 類に該当するもの（家電製品等は含まない） 
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ないため、将来的な日本への影響を把握するうえでアジア諸国のリサイクルプラスチック

政策動向を注視しておく必要がある。 

欧州及びアジア諸国でリサイクルプラスチックの需要が高まった場合、製造業等の需要

に対して供給が不足し、国内外で品質の高いリサイクル材の取り合いが激化する可能性が

ある。また、製造業は市場のリサイクル材の使用ニーズに応えるため、製品の設計変更やサ

プライチェーン再構築を検討する必要がでてくる可能性がある。現時点で、欧州がリサイク

ルプラスチックの使用について、容器包装セクターへの定量的な規制が先行している。容器

包装規制に関して、グローバル企業であるコカ・コーラ、ペプシ、ネスレは容器包装を 100%

リサイクル（またはリユース、堆肥化、生分解）可能にする取組を表明するなどいち早く対

応している。 

さらに、欧州委員会は、リサイクルプラスチック使用に関する取組を自動車、電子機器、

建設セクターへ拡大してくことを示唆しており、影響が拡大する可能性がある。また、その

流れがアジア諸国にも拡大すれば我が国産業への影響はより大きくなる。また、リサイクル

プラスチックの使用拡大の流れが広がった場合、我が国の関連法令との不整合が生じる可

能性も想定される。一方、プラスチックリサイクラーにとって需要拡大はビジネス機会であ

り、動脈産業の要求に応えられる品質の高いリサイクルプラスチックを安定供給できるシ

ステム構築が求められるようになると考えられる。 

 

 

４－２ 修理に関するルールメイキング 

欧州委員会は、エコデザイン枠組指令のもと、エコデザイン実施措置に具体的な修理可能

性要求の盛り込みを検討している。さらに、CEN-CENELEC による修理可能性に関する測

定方法の規格化、欧州委員会による製品の修理能力およびアップグレードに関連する情報

を開示するスコアリングシステムのような環境性能の評価、表示手法をを開発中であり、規

制、標準化、測定・評価の面でルールメイキングを仕掛けてきている。 

また、欧州では、商品保証延長事業の拡大の動きとして、Amazon が、携帯電話や洗濯機

などの商品について、メーカーの保証期間を延長する保険を手掛ける Amazon Protect を立

ち上げた。Amazon Protect は、2016 年にイギリスで運営を開始後、欧州市場であるフラン

ス、ドイツ、イタリア、スペイン等において急速に事業を展開している。修理可能性向上に

よる製品寿命拡大によって、今後このような保証ビジネス領域への投資は増えていくこと

が予想される。 

欧州委員会のねらいとして、製品の修理性向上による製品寿命の拡大、要求を満たさない

製品の市場排除、修理性を消費者に表示し製品購入の評価軸を設定、保証ビジネスや修理ビ

ジネス拡大による産業創出が考えられる。 

それら修理可能性の動向については、欧州域内での規制等であるため、欧州で事業展開し

ている企業と、そうではない企業で影響が変わってくる。例えば、パソコンやディスプレイ
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などメーカー別にグローバルで規格を統一している製品群は、欧州で厳しい規制が開始さ

れた場合、それに合わせてグローバルスタンダードが設定される可能性があるため、欧州市

場に自社製品を投入しているか否かに関わらず、グローバルレベルで対応を求められる可

能性が有り、影響が大きいと考えられる。また、欧州の修理可能性については、設計変更や

パーツへの表示等いくつか要求事項があるが、特に影響が大きいと考えられるのは、メーカ

ーの認定していない第三者によって修理することを拡大するため、製品の設計情報等企業

の知的財産に触れる情報の開示を求めていることである。これについては、欧州の業界団体

も懸念を示している。例えば、欧州の電子機器関連の業界団体である Digital EUROPE は、

家電製品のスペアパーツと修理情報へのアクセスについて、下記の意見を表明している4546。 

 

 機密情報および独自のツールを契約上拘束されていない事業体と共有することを生

産者に義務付けると、容認できない法的責任および知的財産権の問題が発生する。 

 修理が正しく行われなかった場合、製造業者は責任を負う可能性があり、顧客満足度

は影響を受けるが、製造業者は修理作業を管理できない。 

 スペアパーツおよび製品情報をすべてのエンドユーザーおよび修理工場で公に利用

可能にすることは、市場に出されている詐欺および偽造製品を招く。 

 修理が正しく行われないと、顧客と環境の両方に悪影響を及ぼす可能性がある。 

 厳格なエネルギーと資源効率の側面をエコデザインに統合するという欧州委員会の

政治的野心を理解しているが、規制案の現在の文章は市場アクセスを制限し、国際的

に認められたベストプラクティスから逸脱し、知的財産を危険にさらしている。 

 

今後、欧州の修理可能性に関する要求が法制化された場合、日本の電子機器メーカーは、

製品情報開示による知的財産の損害リスクを負う可能性がある。また、欧州は製品の設計要

求を設定し市場から足切りし、また、修理性能を評価してスコアリングし、消費者に対して

表示することを検討している。欧州の基準について、欧州の方法で測定し、製品を評価する

ことで、評価が低い製品は市場が縮小する可能性がある。 

また、修理可能性が進展し製品寿命が拡大されれば、製造業は売り切りビジネスからサー

ビス売りへの転換が求められる可能性が有る。 

 

 

４－３ 課題と対策 

欧州のリサイクルプラスチックの使用拡大やエコデザイン指令に基づく修理可能性に関

するルールメイキングの動きは、欧州域内で進む場合、日本企業への影響は一部の製品群を

扱う企業を除いて直接欧州で事業を行う者への限定的なものと想定される。しかし、使い捨

                                                   
45 DIGITALEUROPE HP 「DIGITALEUROPE Views on Reuse and Repair」 
46 DIGITALEUROPE HP 「Joint industry statement on the draft ecodesign and energy labelling regulations for 

electronic displays (Lot 5)」 
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てプラスチック製品の規制がアジア諸国をはじめ、世界的に広がりつつあるように、欧州の

規制や取組がアジア諸国へ波及し、グローバルレベルへ波及した場合、我が国産業が受ける

影響も大きくなる。図 22 にその際の課題と対策を整理した。 

 

 

図 22：EU の動向が波及した際の課題と対策 

 

EU 域内で進む場合は、我が国産業への直接的な影響範囲は小さいと考えられるが、EU

が CE 分野への研究・開発投資を拡大していることなどを考えると、将来的に技術分野にお

ける競争力低下が懸念される。 

一方、使い捨てプラスチック製品の規制の例に見るように、EU の動向がアジア諸国へ波

及すれば我が国とアジア諸国との貿易量を考えればその影響が大きくなる。例えば、アジア

諸国で製品中のリサイクプラスチックの使用量を要求してきた場合など、品質の高い再生

材の安定確保がより困難になり、企業の製品供給に影響する可能性がある。また、EU 基準

がグローバルスタンダードになるまで発展した場合、我が国産業は、要求を満たすために設

計変更やサプライチェーンの再構築を行わなければならない可能性があり影響は最も大き

くなる。電子機器分野において、特に EU のグローバルスタンダード化の影響が懸念され

る。その場合、国際競争の場においても我が国に不利なビジネス環境が構築されることが想

定され、製品・技術の普及で遅れをとり、競争力に影響する可能性がある。 

我が国が今後のグローバルレベルでの CE への移行に対応するためには、将来を見据えた

研究開発への投資、標準化等による我が国産業にとっての有利なビジネス環境整備を行っ

ていく必要がある。また、将来の資源枯渇が懸念する中で、特にアジア諸国の産業との連携

を加速させ、品質の高い原材料を安定供給できるようサプライチェーン強靭化を図る等の

グローバル連携がより重要となってくる。 

 



 

80 
 

別紙資料１ 欧州現地調査概要 

 本業務において、2018 年 11 月 12 日から 2018 年 11 月 16 日にベルギー、フランスにお

いて欧州を訪問し、CEP の関係者に対してヒアリング調査を行った。主なヒアリング先は

以下のとおり。 

表 16：欧州出張でのヒアリング先及び概要 

分類 国 ヒアリング先 団体概要 

政府機関 ベルギー DG-ENV （環境総局） 
プラスチック、EU エコラベル、

G20 担当 

業界団体 

ベルギー 
JBCE (Japan Business 

Council in Europe) 

日本の産業界を代表し、欧州の政

策立案への貢献を目的とした活動

を実施 

ベルギー Digital Europe Office 
欧州電子機器メーカーから構成さ

れる業界団体 

標準化機関 ベルギー CEN-CENELEC 標準化機関 

NGO 

ベルギー 
EEB (European 

Environmental Bureau) 

欧州における加盟国 30 か国の

140 市民団体と連携する最大ネッ

トワーク 

ベルギー 

EuRIC (The European 

Recycling Industries' 

Confederation) 

欧州のリサイクル企業を代表して

欧州政府との橋渡しを行う環境

NGO 

専門家 フランス Deloitte France 

欧州委員会及びフランス政府の

CE 関連調査・分析（WEEE, 

Plastic, Ecolabel 等）に数多く関

与 

 

  



 

 
 

 


