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i 

 

はじめに  

EU が Circular Economy Package（以下、「CEP」という。）に基づき、循環経済（以下、

「CE」という。）に向けた移行を促すための政策等の検討を進めていることや、ISO におい

て CE に関する技術委員会（TC323）が設置され、CE の標準化に向けた検討が進んでいるこ

となど、現在、世界的に CE に向けた取組みが進められている。これらの動向は、今後幅広

い産業に影響が及ぶ可能性があることから、EU 及び主要国の動向を調査するとともに、専

門家や産業界等の意見を収集し、我が国産業の競争力の向上に寄与するよう対応を検討す

るため、下記のとおり調査事業を実施する。 

 

（１）EU 及び主要国における CE 関連動向調査 

（２）日 EU 産業政策対話 
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1. EU 及び主要国における循環経済（Circular Economy）関連動向調査 

1.1 EU 及び主要国の資源循環分野の現状と政策の動向等 

EU 及び主要国の資源循環分野の現状と政策の動向等を体系的に整理し、取りまとめた。

調査は文献調査及び海外現地調査を実施した。 

1.1.1 文献調査結果 

文献調査対象とした EU 及び主要国の資源循環分野の現状と政策の動向等を以下に示す。 

 

⚫ 循環経済行動計画（Circular Economy Action Plan） 

✓ 2015 年の循環経済行動計画 

✓ 欧州グリーン・ディール政策 

✓ 新循環経済行動計画 

⚫ 製品政策 

✓ 製品政策の循環経済への対応 

✓ エコデザイン施行規則の発表 

✓ 修理可能性のスコアリングシステムの開発 

⚫ プラスチック 

✓ EU の特定プラスチック製品削減指令の概要 

✓ 二次原料の品質基準の検討 

✓ プラスチック再生材に関する取組 

⚫ 電池 

✓ 欧州バッテリーアライアンス 

✓ 電池指令施行状況評価報告書 

✓ 電池に関するアクションプラン 

✓ エコデザインバッテリー 

(1) 循環経済行動計画（Circular Economy Action Plan） 

1) 2015 年の循環経済行動計画 

⚫ 2019 年 3 月に欧州委員会は、2015 年発表の循環経済パッケージの成果を取りまとめ

たレポート1を発表している。同レポートでは、循環経済行動計画により、2012 年比

6%増加の 400 万人の雇用創出効果があったことや、アクションプランの各項目に対

する成果及び進捗状況が報告されている。 

 
1 欧州委員会 “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  (COM/2019/190 final)” （2019 年 3 月 4 日） 
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⚫ 2019 年 10 月 14 日に、欧州理事会が循環経済についての結論を採択しており2、新た

な CE 行動計画の採択を欧州委員会に対して要請している。この結論文書では以下の

内容が含まれている。 

✓ 特に、繊維、運輸、食品、建設・解体のセクターでのバリューチェーン全体の循

環の推進を要請するとともに、バッテリーとプラスチックに対しては更なる措

置が必要である。 

✓ エコデザイン政策について、新たな製品群（情報通信技術製品）にも適用可能か

評価して法案提出することを要請する。また、耐久性、修理可能性、再生材利用

などの資源効率性に関する基準を含めて、エコデザインの範囲を拡大すること

を欧州委員会に要請する。 

✓ 環境関連課税やグリーン税改革、EPR スキームなどの経済的施策の活用も推奨

する。 

2) 欧州グリーン・ディール政策 

⚫ 2019 年 12 月 1 日に、ウルズラ・フォン・デア・ライエン委員長（ドイツ）率いる新

欧州委員会が発足した。新欧州委員会の任期は 2019 年 12 月 1 日～2024 年 10 月 31

日であり、欧州グリーン・ディール政策の統括はフランス・ティーマーマンス（オラ

ンダ）、デジタル化対応・競争政策の統括はマルグレーテ・ベスタエアー（デンマー

ク）となった。 

⚫ 欧州委員会は 6 つの優先分野を設定し、そのうちの一つが、欧州グリーン・ディール

政策（A European Green Deal）である（図 1-1 参照）。（ただし、2019 年 12 月 12 日

EU 首脳会議での採択は見送られ、2020 年 6 月に議論持ち越しとなっている。） 

⚫ 欧州グリーン・ディール政策は、2050 年までに GHG 排出を実質ゼロにすることを柱

として、以下のような内容を含む。 

✓ 2050 年までに実質排出ゼロにする法案を 2020 年 3 月までに準備 

✓ 2030 年の排出削減目標を 90 年比 50%に。55％を目指す 

✓ EU の排出量取引制度を拡大 

✓ 「公正な移行」メカニズムの具体案を 2020 年 1 月に 

✓ 国境炭素税を一部の分野で 2021 年までに実施検討 

✓ EU の産業戦略を 2020 年 3 月に 

✓ 循環経済行動計画を 2020 年 3 月に 

✓ 大気汚染ゼロ行動計画を 2021 年に 

✓ 化学物質戦略を 2020 年夏に 

✓ 生物多様性戦略を 2020 年 3 月に 

⚫ 欧州グリーン・ディール政策は 7 つの政策分野での取組を推進しようとしており、そ

のうちの一つが、Sustainable industry である。循環経済をベースとした産業政策によ

り気候変動・環境の目標を達成しようとするものである。 

 

 

 
2 欧州理事会プレスリリース “The Council adopts conclusions on the circular economy”（2019 年 10 月 4 日） 
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⚫ 2020 年 3 月に green transformation を促進する産業戦略と、新たな循環経済行動計画

を採択する予定としている。 

 

 

図 1-1 欧州グリーン・ディール政策 

出所）欧州委員会ウェブサイト, https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en 

（閲覧日 2020 年 3 月 23 日） 

3) 新循環経済行動計画 

a. 主な措置 

⚫ 2020 年 3 月 11 日に、欧州委員会は新循環経済行動計画（A new Circular Economy Action 

Plan For a cleaner and more competitive Europe）3を発表した。欧州の産業戦略の一部と

して位置づけられる新循環行動計画で提案されている主な措置は表 1-1 に示すとお

り4。 

 

  

 
3 欧州委員会” COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE 

COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE 

REGIONS A new Circular Economy Action Plan For a cleaner and more competitive Europe”（2020 年 3 月 11

日） 

4 欧州委員会プレスリリース,” Changing how we produce and consume: New Circular Economy Action Plan 

shows the way to a climate-neutral, competitive economy of empowered consumers”（2020 年 3 月 11 日） 
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表 1-1 新循環行動計画で提案されている主な措置 

➢ 持続可能な製品を EUの規範にする。 

欧州委員会は、「持続可能な製品政策に関する法律」を提案する。これは、EU

市場に投入される製品が、より長く使われるように設計され、リユース、修理、リ

サイクルしやすくなり、できる限り多くの再生材が使われるようにするためであ

る。使い捨てを制限し、早すぎる陳腐化の問題に取組み、売れ残った耐久製品

の破棄を禁止する。 

➢ 消費者に権利を与える。 

消費者は、製品の修理可能性や耐久性などについての信頼できる情報にアクセ

スし、環境にやさしい持続可能な選択をするようになる。消費者は本来の意味で

の「修理権」の恩恵を受けるようになる。 

➢ 最も多くの資源を使用し、循環可能性が高いセクターを重視する。 

欧州委員会は、次の項目に関する具体的な行動を開始する。 

✓ 電子機器と ICT－製品の寿命を延ばし、廃棄物の回収及び処理を改善する

Circular Electronics Initiative 

✓ 電池と自動車－電池の循環可能性を高め、持続可能性を高める新たな規

制枠組み 

✓ 容器包装－過剰包装の削減を含めた、EU 市場で認められる容器包装の

新たな義務的要件 

✓ プラスチック―再生材の義務的要件とマイクロプラスチック、バイオ由来プラ

スチック、生分解性プラスチックへの留意 

✓ 繊維―産業の競争力とイノベーションを強化し、EU 市場での繊維のリユー

スを促進するような新たな繊維戦略 

✓ 建設―建物における循環原則を推進するような持続可能な建設環境

（Sustainable Built Environment）のための包括的な戦略 

✓ 食品―食品サービスにおいて使い捨ての容器包装や食器などをリユース

可能なものに代替させる新たな法的イニシアティブ 

➢ 廃棄物を確実に削減する。 

廃棄物を回避するとともに、廃棄物を十分に機能している二次原料市場の恩恵

を受けられるような品質の高い二次原料にすることを重視する。欧州委員会は、

EU レベルで調和している廃棄物の分別回収とラベリングを設定していく。行動

計画は、EUの廃棄物輸出を最小化し違法輸送問題に取り組む一連の行動を提

案するものでもある。 

出所）欧州委員会プレスリリース,” Changing how we produce and consume: New Circular Economy Action 

Plan shows the way to a climate-neutral, competitive economy of empowered consumers”（2020 年 3 月 11

日） https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_420 （閲覧日 2020 年 3 月 12 日）  
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b. 構成 

⚫ 発表された新循環行動経済計画の構成は表 1-2 に示すとおりである。 

 

表 1-2 新循環行動計画の構成 

1. はじめに 

2. 持続可能な製品政策の枠組み 

2.1. 持続可能な製品の設計 

2.2. 消費者への権利付与と公共調達 

2.3. 生産プロセスでの循環 

3. 主要な製品バリューチェーン 

3.1. 電子機器及び ICT 

3.2. 電池及び自動車  

3.3. 容器包装 

3.4. プラスチック 

3.5. 繊維 

3.6. 建設 

3.7. 食品、水、栄養 

4. 廃棄物の削減と価値の向上 

4.1. 廃棄物の発生抑制と循環を推進する廃棄物政策の強化  

4.2. 非有害な環境での循環の強化 

4.3. 十分に機能する二次原料市場の創出 

4.4. EUからの廃棄物輸出への対応  

5. 循環経済の労働の創出、地域及び都市 

6. 分野横断的な行動 

6.1. 気候変動の中立を前提とした循環 

6.2. 経済の誘導 

6.3. 研究、イノベーション、デジタル化を通じた循環経済への移行の推進 

7. グローバルレベルでの取組の主導 

8. 進捗のモニタリング 

9. 結論 

出所）欧州委員会, ” COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, 

THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE 

OF THE REGIONS A new Circular Economy Action Plan For a cleaner and more competitive Europe”

（2020 年 3 月 11 日） https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9903b325-6388-11ea-b735-

01aa75ed71a1.0017.02/DOC_1&format=PDF（閲覧日 2020 年 3 月 12 日） 
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c. 章ごとの概要 

⚫ 以下、新循環行動経済計画の概要を章ごとに整理した。 

ア）持続可能な製品の設計（2.1 章） 

⚫ 製品の環境影響のうち最大で 80%が設計段階で決まり、エコデザイン指令やグリー

ン公共調達はあるが、持続可能な製品の包括的な要請がないことから、持続可能な製

品政策に関する法律を提案。エコデザイン指令の対象製品をエネルギー関連製品以

外にも拡大することを基本とする。 

⚫ 持続可能性の原則も確立することを想定しており、以下の観点を規定。 

✓ 耐久性、リユース・アップグレード・修理のしやすさを改善し、有害化学物質の

有無を明らかにし、エネルギー・資源効率を向上させる 

✓ リサイクル材の利用率を向上させる 

✓ リマニュファクチャリングと高品質なリサイクルを可能にする 

✓ カーボン・環境フットプリントを削減する 

✓ 使い捨てを制限し、早すぎる陳腐化の問題に対応する 

✓ 売れ残った耐久製品の破棄を禁止する 

✓ Product-as-a-service や生産者が所有権を維持するビジネスモデルを推進する 

✓ 製品情報のデジタル化（デジタルパスポート、タグ、透かし） 

✓ 持続可能性のパフォーマンスに応じた報酬 

⚫ 政策の効果的かつ効率的な運用を促進するため、スマートサーキュラーアプリケー

ションに向けた欧州データベースを確立。 

イ）消費者への権利付与と公共調達（2.2 章） 

＜消費者の権利と保護＞ 

⚫ 持続可能な製品政策において消費者は重要であり、製品販売段階で、消費者が信頼で

きる関連情報（製品寿命、修理サービス、スペア部品、修理マニュアルの入手）を受

け取れるように消費者法を改正。 

⚫ グリーンウォッシュや製品の早すぎる陳腐化問題からの消費者保護を強化し、持続

可能性ラベルや情報ツールの要件を設定。 

⚫ 消費者の「修理権」を確立し、スペア部品や修理、アップグレードサービスへのアク

セスができるようにする。循環製品提供に当たっての保証の在り方についても模索。 

⚫ 企業が持続可能性や環境配慮を主張するに当たって、製品・組織環境フットプリント

を活用することを提案。 

 

＜グリーン公共調達＞ 

⚫ 公共調達は EU の GDP の 14％を占めており、グリーン公共調達の最低基準の義務付

け、グリーン公共調達の報告義務を段階的に導入。 

⚫ 欧州委員会は気候変動と環境のための公共調達のイニシアティブを促進し、キャパ

シティビルディングを継続。 
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ウ）生産プロセスでの循環（2.3 章） 

⚫ 気候中立かつ長期的に競争力を有する産業への変革において、循環は重要なパート

の一つであることから、欧州委員会は、産業における循環を拡大していくために以下

を実施。 

✓ 産業排出指令を見直し、BAT 文書には循環経済の取組も組み込む 

✓ 産業界主導の報告・認証システムの開発を推進 

✓ バイオエコノミー行動計画の実施を通じた持続可能かつ循環型のバイオベース

セクターの支援 

✓ 資源の追跡とマッピングを行うデジタル技術の利用を推進 

✓ EU 環境技術実証スキームを EU 認証マークに登録し、グリーン技術の取り込み

を推進 

⚫ 新たな SME 戦略（the new EU SME strategy）は、SME での循環型の産業連携を推進。 

エ）電子機器及び ICT（3.1 章） 

⚫ 電子機器及び ICT は EU において急速に増加した廃棄物の一つであり、現在のリサ

イクル率は 40%未満。欧州の 2/3 以上は性能が著しく落ちない限り、現在のデジタル

機器をより長く使いたいと考えている。 

⚫ この問題に対応するために「循環電子機器イニシアティブ（Circular Electronics 

Initiative）」を発表する予定であり、以下の行動を含む。 

✓ エコデザイン指令の対象に ICT（携帯電話、タブレット、ラップトップ）も含む

ことにし、エネルギー効率、耐久性、修理、アップグレード、メンテナンス、リ

ユース、リサイクルを考慮した設計が必要になる。プリンターとカートリッジも

自主協定の目標が達成できなければ対象に含む。 

✓ 電子機器及び ICT は「修理権」を実行する優先セクターとなる。 

✓ 共通充電器の導入やケーブルの耐久性向上など、携帯電話や類似機器に対する

規制を導入し、機器購入と充電器購入がセットにならないようにする。 

✓ EU レベルでの中古携帯電話、タブレット、充電器の回収スキームを検討し、

WEEE の回収・リサイクルを向上させる。 

✓ 電子機器に含まれる有害物質の規制を見直し、他の法令との整合を改善。 

オ）電池及び自動車（3.2 章） 

⚫ 電気自動車向けの電池のバリューチェーンの持続可能性を向上させていくため、電

池についての新たな規制枠組みを提案する予定であり、現在の検討では以下の要素

を考慮する。 

✓ 再生材利用率のルール、すべての電池の回収・リサイクル率の向上、価値の高い

資源の回収、消費者へのガイダンス 

✓ 非充電型の電池の段階的な廃止 

✓ 電池の持続可能性と透明性に関する要件（カーボンフットプリント、エシカル調

達、リユース、リサイクルなど） 
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⚫ 使用済自動車指令（ELV 指令）の改正を提案し、使用済段階を設計段階に連携させ

ることで循環型ビジネスにしていく。再生材利用率の義務付け、リサイクル効率の向

上の他、廃油の回収及び環境適応型の処理を確保することを考えている。 

カ）容器包装（3.3 章） 

⚫ 容器包装廃棄物の一人当たり発生量は増加を続けており、2030 年までに欧州市場の

すべての容器包装をリユース又はリサイクル可能にするため、容器包装の必須要件

を強化し、以下の措置を検討。 

✓ 目標設定や発生抑制措置により過剰容器包装と容器包装廃棄物を削減 

✓ 代替できるリユース品や容器包装なしで扱えるような用途への材料規制なども

含め、容器包装のリユースとリサイクルのしやすさを考慮した設計を推進 

✓ 複合的な容器包装材料の削減 

⚫ 分別回収の推進策と併せて、発生源での容器包装廃棄物の分別排出を促すラベルの

実現可能性を評価。 

⚫ 食品容器包装向けの安全なリサイクルのルールを設定。 

⚫ 飲料水指令のモニタリングを実施し、公共エリアでの飲料可能な水道にアクセスで

きるようにする。 

キ）プラスチック（3.4 章） 

⚫ 欧州プラスチック戦略に基づく包括的なイニシアティブが進められているところで

あるが、プラスチックの消費量は今後 20 年間で倍になると予想されるため、更なる

措置が必要。 

⚫ リサイクル材使用量の増加とプラスチックの持続可能な利用を推進するため、容器

包装、建設資材、自動車などの主要製品について、リサイクル材使用や廃棄物削減策

の必須要件を提案。また、循環プラスチックアライアンス（Circular Plastics Alliance）

の活動も考慮。 

⚫ 環境中のマイクロプラスチック対策も以下のように実施。 

✓ 意図的に添加されたマイクロプラスチックの制限 

✓ 意図的ではなく放出されるマイクロプラスチックに関してのラベリング、標準、

認証、規制を検討し、マイクロプラスチックの捕捉を推進 

✓ 意図的ではなく放出されるマイクロプラスチックの規則手法を開発（特にタイ

ヤ、繊維） 

✓ マイクロプラスチックのリスク発生に関する化学的知見を整理 

⚫ さらに以下の政策枠組みを検討。 

✓ バイオ由来原料使用の環境影響評価に基づくバイオ由来プラスチックの調達、

ラベリング、使用 

✓ 環境的に望ましい用途の評価に基づく生分解性又はコンポスト可能なプラスチ

ックの使用。消費者に対するミスリードをしないようなラベル 

⚫ 使い捨てプラスチック指令を着実に実施。漁具は海洋プラスチック問題への対策と
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して実施。 

ク）繊維（3.5 章） 

⚫ 繊維は資源使用量が多く、GHG 排出量も多いセクターであるが、全世界でも 1%もリ

サイクルされていない。 

⚫ 繊維は複雑なバリューチェーン構造となっているが、課題に対応するため包括的な

EU 繊維戦略を提案する。戦略は産業の競争力とイノベーションの強化、持続可能性

の向上、ファストファッションと新たなビジネスモデル推進を目的とし、以下の内容

を含む。 

✓ 新たな持続可能な製品枠組みを適用し、エコデザイン措置の検討、企業及び市民

への持続可能な繊維の選択権の付与、リユース・修理サービスへの容易なアクセ

スを図る。 

✓ Product-as-a-service モデルへのインセンティブ付与、循環型の資源及び生産プロ

セス、国際協力下での透明性の向上 

✓ 高いレベルでの繊維廃棄物の分別回収 

✓ イノベーションや EPR 等の規制的措置による繊維の選別、リユース、リサイク

ルの推進 

ケ）建設（3.6 章） 

⚫ 建設環境は経済、地域雇用、生活の質に大きな影響を与えるものである。建設セクタ

ーはすべての資源の約 50%を使用し、欧州廃棄物の 35%以上を建設分野が占め、GHG

の排出量も多い。 

⚫ 持続可能な建設環境（Sustainable Built Environment）のための包括的な戦略を開始し、

横断的な政策分野での一貫性を確保。建設のライフサイクル全体での循環原則を以

下のように推進。 

✓ 建設製品規則の改正において、リサイクル材使用率の要請を導入 

✓ 建設の設計段階での循環経済原則の推進と、デジタルログブックの開発 

✓ 公共調達での統合的な LCA に向けた Level(s)の活用と、持続可能なファイナン

ス枠組み 

✓ 建設廃棄物と破砕物へのリカバリー目標の設定 

✓ 掘削された土壌の安全な循環を促進 

⚫ 欧州グリーン・ディールで宣言されたリノベーション・ウェーブ・イニシアティブで

は、エネルギー効率の改善とともに、循環経済原則、最適なライフスタイルパフォー

マンス、長寿命化を実施。 

コ）食品、水、栄養（3.7 章） 

 

＜食品＞ 

⚫ 再生可能なバイオ由来原料の持続可能性を確保するために、バイオエコノミー戦略
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及び行動計画を実施。 

⚫ 食品廃棄物の削減目標を提案し、EU Farm-to-Fork 戦略を取りまとめる。 

⚫ 食品流通・消費段階での持続可能性を向上させる措置を検討し、使い捨ての容器や食

器等の代替品のリユースに関する法的イニシアティブを検討。 

 

＜水＞ 

⚫ 新たな水のリユース規則により、農業分野での水のリユースを推進。 

 

＜栄養＞ 

⚫ 統合栄養管理計画を策定し、栄養素の持続可能な用途を確保し、リカバリーされた栄

養素の市場を促進する。また排水処理や下水汚泥に関する指令を見直す。 

サ）廃棄物の発生抑制と循環を推進する廃棄物政策の強化（4.1 章） 

⚫ 電池、容器包装、自動車、電子機器中の有害廃棄物に関する法制を改正し、廃棄物発

生抑制、再生材利用の向上、安全かつクリーンな廃棄物の流れ、質の高いリサイクル

を目指す。 

⚫ 廃棄物枠組み指令の廃棄物発生抑制の措置の一連として廃棄物削減目標を提案し、

EPR 要件の実施を強化。結果、リサイクルされない自治体廃棄物量を 2030 年までに

大幅に削減。 

⚫ 調和された廃棄物の分別回収システムを提案し、分別のための共通ラベルやごみ箱

などを検討。 

⚫ 循環経済及び廃棄物に関するハイレベルな情報交換を行い、加盟国間、地域、都市の

連携を強化。 

シ）非有害な環境での循環の強化（4.2 章） 

⚫ 高品質な選別及び汚染物質除去のソリューションを開発。 

⚫ 再生材や再生材を使用した製品に含まれる有害物質を最小化する方法を開発。 

⚫ 物質情報の追跡及び管理に関する調和したシステムを開発し、廃棄物中に含まれる

回収段階で問題となる物質を特定。 

⚫ 技術進展やストックホルム条約に沿って、残留性有機汚染物質規則の付属文書を改

正。 

⚫ 有害廃棄物の類型化及び管理を改善。 

⚫ 持続可能な化学物質戦略を提示し、化学物質、製品、廃棄物の規制の整合を確保。 

ス）十分に機能する二次原料市場の創出（4.3 章） 

⚫ 製品中の再生材利用率の要件を導入し、二次原料の需要と供給のミスマッチを回避。 

⚫ EU レベルでの廃棄物終了基準の更なる検討が必要であるかを評価。 

⚫ 国、EU、国際レベルでの標準化作業を評価し、標準化の役割を強化。 

⚫ 懸念度の高い物質の使用を制限。 
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⚫ 主要な二次原料の市場観測の実現可能性を評価。 

セ）EU からの廃棄物輸出への対応（4.4 章） 

⚫ EU が廃棄物の問題を第三国に輸出することがないようにする。 

⚫ 「EU 域内でのリサイクル（recycled in the EU）」が質の高い二次原料のベンチマーク

となるように、製品設計、二次原料の品質及び安全の確保、市場の推進を実施。 

⚫ リユース及びリサイクルを推進するため、EU の廃棄物輸送規則を見直す。また、違

法輸出等に対応。 

ソ）循環経済の労働の創出、地域及び都市（5 章） 

⚫ 循環経済に関連した雇用数は 2012 年から 2018 年にかけて 5％伸びており、400 万の

雇用を創出。労働者がグリーンへの移行に必要なスキルを獲得した場合には雇用創

出効果が見込まれ、欧州社会権の柱（European Pillar of Social Rights）の行動計画の影

響を受ける。 

⚫ スキル・アジェンダの更新、スキル協定の開始などにより循環経済への移行を加速化

する。さらに欧州社会ファンドプラスのもとで教育研修等への投資も実施。 

⚫ 地域レベルでの必要な投資を支援するために、欧州のファイナンス手段やファンド

を利用。普及啓発やキャパシティビルディングの協力に加えて、統合政策ファンド

（Cohesion Policy funds)による支援も実施。 

⚫ 循環経済ソリューションを、輸入資源に依存し、観光による廃棄物発生量が多い最外

部や離島に併せて活用。 

⚫ 欧州グリーン・ディールの一部として提案されたジャスト・トランジション・メカニ

ズムは循環経済に焦点を当てたプロジェクトを支援。 

⚫ 欧州都市イニシアティブ、インテリジェント都市チャレンジイニシアティブ、循環都

市・地域イニシアティブを提案し、循環経済をグリーンシティ協定の優先分野の一つ

とする。 

⚫ 欧州循環経済ステークホルダープラットフォームは情報共有の場として継続。 

タ）気候変動の中立を前提とした循環（6.1 章） 

⚫ 循環の気候変動緩和及び適応への影響分析、循環経済の温室効果ガス削減の効果を

把握するモデルツールの改善、国家エネルギー・気候変動計画での循環の役割を強化

の提案を実施。 

⚫ 炭素除去及び炭素循環の向上の取り込みへのインセンティブ付けを行うため、炭素

除去認証の法的枠組みを開発。 

チ）経済の誘導（6.2 章） 

⚫ EU タクソノミー規則に循環経済目的を統合し、持続可能な生産と消費へのファイナ

ンスを誘導。 

⚫ 金融商品の EU エコラベル基準を準備し、循環経済ファイナンスサポートプラットフ
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ォームは循環インセンティブを推進するプロジェクトへのガイダンスを提供。 

⚫ 非財務報告指令の改正により企業による環境データの開示の強化、産業界主導の環

境会計原則策定のイニシアティブの支援、持続可能性基準について企業戦略への統

合を推進。 

⚫ 環境及びエネルギー分野での国家支援ガイドラインを改正し、環境税、埋立税、焼却

税、VAT 率などの経済的手段の幅広な適用を推進。 

ツ）研究、イノベーション、デジタル化を通じた循環経済への移行の推進（6.3 章） 

⚫ LIFE や Horizon Europe 等により、研究、イノベーション、デジタル化による移行を

推進。 

テ）グローバルレベルでの取組の主導（7 章） 

⚫ プラスチックについての国際的な合意を導き、欧州のプラスチック循環経済アプロ

ーチを取り込む。 

⚫ グローバル循環経済アライアンスを提案。 

⚫ 天然資源管理に関する国際的合意に向けた議論を推進し天然資源利用に当たっての

安全な作業環境を定義することを検討。 

⚫ アフリカとのパートナーシップを強化。 

⚫ 二国間、地域及び多国間の政策対話や環境協定等に基づき、西バルカン諸国の加盟プ

ロセスにおける循環経済の促進を継続。 

⚫ 欧州グリーン・ディール外交や循環経済ミッションなどを通じたアウトリーチ活動

を促進。 

ト）進捗のモニタリング（8 章） 

⚫ 循環経済への移行を加速化させる計画や措置のモニタリングを強化。 

⚫ 循環経済モニタリング・フレームワークを更新。 

 

d. 行動計画一覧 

⚫ また、新循環行動計画に添付されている行動計画一覧表は表 1-3 に示すとおりであ

り、2015 年循環経済行動計画の際と同様に、欧州委員会の実施内容と時期の目途が

発表されている。 
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表 1-3 新循環行動計画で発表されている行動計画一覧 

主な行動 ※[ ]は新循環行動計画の章番号に対応 日付 

持続可能な製品政策の枠組み[2] 

持続可能な製品政策イニシアティブのための法制提案[2.1] 2021 

グリーンへの移行における消費者の権利付与に関する法制提案[2.2] 2020 

新たな 「修理権」 を創設する法制及び非法制の措置[2.2] 2021 

グリーンの主張（Green Claim）を立証するための法制提案[2.2] 2020 

セクター別のグリーン公共調達基準と目標の義務付けとグリーン公共調達
の報告義務の段階的導入[2.2] 

as of 2021 

循環経済に関する取組が組み込まれた BAT 文書を含めた産業排出指令
の見直し[2.3] 

as of 2021 

産業界主導型の産業共生の報告及び認証制度の開始[2.2] 2022 

主要な製品バリューチェーン[3] 

Circular Electronics Initiative, 共通充電ソリューション、中古機器返却へ
の報酬システム[3.1] 

2020/2021 

電気・電子機器における特定の有害物質の使用制限に関する指令の見直
しと、REACH 及びエコデザイン要件との関連を明確にするためのガイダン
ス[3.1] 

2021 

新たな電池規制枠組みの提案[3.2] 2020 

使用済自動車に関するルールの見直し[3.2] 2021 

廃油適正処理ルールの見直し[3.2] 2022 

容器包装の必須要件及び過剰容器包装と容器包装廃棄物の削減を強化
する見直し[3.3] 

2021 

再生材含有量の必須要件と、容器包装、建設資材、自動車などの主要製
品におけるプラスチック廃棄物の削減措置[3.4] 

2021/2022 

意図的に添加されるマイクロプラスチックの制限と意図しないマイクロプラ
スチックの放出に関する措置[3.4] 

2021 

バイオマス由来プラスチック及び生分解性又は堆肥化可能なプラスチック
のための政策的枠組み[3.4] 

2021 

EU繊維戦略[3.5] 2021 
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持続可能な建設環境（Sustainable Built Envirionment）のための戦略[3.6] 2021 

食品サービスにおいて使い捨ての容器包装や食器などをリユース可能な
ものに代替させる新たな法的イニシアティブ[3.7] 

2021 

廃棄物の削減と価値の向上[4] 

特定の廃棄物についての削減目標とその他の廃棄発生抑制措置[4.1] 2022 

EU レベルで調和した、廃棄物の分別回収モデルと分別回収を促進するラ
ベリング[4.1] 

2022 

リサイクル材及びその製品中の懸念物質の存在を追跡し、最小化するた
めの方法[4.2] 

2021 

懸念物質の存在に関する調和のとれた情報システム[4.2] 2021 

EU レベルでの更なる廃棄物終了基準と副産物基準の開発に向けた検討
[4.3] 

2021 

廃棄物輸送規則の見直し[4.3] 2021 

循環経済の労働の創出、地域及び都市[5] 

スキル・アジェンダ（Skills Agenda）、近く公表される社会経済行動計画、ス
キル協定（Pact for Skills）5及び欧州社会基金プラス（European Social 
Fund Plus）6を通じた循環型経済への移行促進[5] 

as of 2020 

統合政策ファンド（Cohesion policy funds）7、公正な移行メカニズム（Just 
Transition Mechanism）8、都市イニシアティブを通じた循環経済への移行
促進[5] 

as of 2020 

分野横断的な行動[6] 

循環経済と気候変動緩和策そして EU 及び各国レベルでの適応との間で
の相乗効果を捕捉するための測定、モデル化ならびに政策ツールの改善
[6.1] 

as of 2020 

 
5 循環経済への移行を支援するため、広範なマルチ・ステークホルダーのパートナーシップと取り交わさ

れる協定（’A new Circular Economy Action Plan For a cleaner and more competitive Europe’ ,p15: 

https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan_annex.pdf）。 

6 教育・訓練、生涯学習及び社会革新を促進するための基金 

7 EU の統合政策（Cohesion policy）のための基金だが、これにより地域での循環経済戦略の実施を支援

（https://www.eu.emb-japan.go.jp/files/000476715.pdf 及び前出 p15）。 

8 欧州グリーンティール計画（European Green Deal Investment Plan and InvestEU）の一環として提案され、

循環経済を重視するプロジェクトを支援（前出 p15）。 
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炭素除去（carbon removals） 認証のための規制枠組み[6.1] 2023 

環境・エネルギー分野での国家支援に関するガイドラインの改訂における
循環経済目標の反映[6.2] 

2021 

非財務会計報告及び持続可能な企業統治と環境会計に関するルールの
文脈での循環経済目標のとりこみ[6.2] 

2020/2021 

グローバルレベルでの取組みの主導[7] 

プラスチックに関する世界的合意に向けた主導的な取組み[7] as of 2020 

Global Circular Economy Alliance の提案と天然資源管理に関する国際
協定の議論の開始[7] 

as of 2021 

自由貿易協定、その他の二国間、地域及び多国間のプロセス及び協定、
ならびに EU の対外政策資金援助手段における循環経済目標のとりこみ
[7] 

as of 2020 

進捗のモニタリング[8] 

循環経済モニタリング・フレームワークを更新し、新たな政策優先事項を反
映させ、消費や物質的なフットプリントを含む、資源利用に関する更なる指
標を策定[8] 

2021 

出所）欧州委員会, ” ANNEX to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN 

PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND 

THE COMMITTEE OF THE REGIONS A new Circular Economy Action Plan For a cleaner and more 

competitive Europe”（2020 年 3 月 11 日）https://ec.europa.eu/environment/circular-

economy/pdf/new_circular_economy_action_plan_annex.pdf（閲覧日 2020 年 3 月 12 日）に MRI 加筆 

(2) 製品政策 

1) 製品政策の循環経済への対応 

⚫ 2019 年 3 月に欧州委員会は製品政策の枠組みを検証したレポート9を発表した。同レ

ポートは、製品政策の枠組みとして、エコデザイン指令、エネルギーラベルのほか、

エコラベル、グリーン公共調達などもあるとした上で、エコデザイン政策の非エネル

ギー関連製品への拡大や、修理セクターを更に支える内容にすることを示唆してい

る。追加製品群の可能性として挙げられているのは、容器包装、繊維、家具であり、

特に容器包装はリユースとリサイクルに配慮したデザインを目的とした要求事項を

検討中である。 

⚫ 2019 年 3 月の欧州委員会の循環経済成果に関するレポートによると、欧州委員会が

CEN/CENELEC に要請していた、資源効率（耐久性、再利用可能性、修理可能性、リ

 
9 欧州委員会 “COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Sustainable Products in a Circular Economy - 

Towards an EU Product Policy Framework contributing to the Circular Economy”（2019 年 3 月 4 日） 
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サイクル可能性、クリティカルマテリアルの有無）を考慮した基準は、検討が引き続

き進められている。 

2) エコデザイン施行規則の発表 

⚫ 欧州委員会は 2019 年 10 月 1 日に以下の 10 製品について新たなエコデザイン施行規

則の採択を発表した10。以下のうち、自動販売機等と溶接機器はエコデザイン施行規

則が新たに策定された対象であるが、その他の製品は既存の規則が改正されたもの

である。 

✓ 家庭用冷蔵庫 

✓ 照明 

✓ ディスプレイ（テレビを含む） 

✓ 家庭用食洗器 

✓ 家庭用洗濯機 

✓ モーター 

✓ 外部電源 

✓ 自動販売機等（販売機能が付いた冷蔵庫） 

✓ 電力変圧器 

✓ 溶接機器 

⚫ これまでのエコデザイン規則は、エネルギー消費量抑制や温室効果ガス排出削減の

観点の基準であったが、今回新たに採択された規則は、資源効率の観点（ライフスパ

ン、メンテナンス、修理、再利用、アップグレード、リサイクル可能性、廃棄物とし

ての取り扱い）が含まれることとなった。 

⚫ 新たなエコデザイン施行規則で、資源効率の観点が導入された対象製品は、以下であ

る。 

✓ 家庭用冷蔵庫 

✓ ディスプレイ（テレビを含む） 

✓ 家庭用食洗器 

✓ 家庭用洗濯機 

✓ 自動販売機等（販売機能が付いた冷蔵庫） 

✓ 溶接機器 

⚫ また、資源効率の観点として取り込まれた内容は製品によって異なるが、主に以下で

ある。表 1-4 に、新たなエコデザイン施行規則の資源効率関連部分の主な内容を示

す。 

✓ スペア部品の入手可能性の確保 

製造事業者及び輸入事業者は、修理事業者がスペア部品を一定期間入手できる

ように確保しておかなければならない。期間については、製品や部品によって異

なるが、7 年から 10 年で設定されている。 

 
10 欧州委員会, https://ec.europa.eu/energy/en/regulation-laying-down-ecodesign-requirements-1-october-2019 

（閲覧日：2019 年 2 月 3 日） 
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✓ 修理等に関する情報提供 

製造事業者及び輸入事業者は、修理事業者が修理に関する情報等を入手できる

ようにしなければならない。 

✓ スペア部品の引き渡し 

製造事業者及び輸入事業者は、スペア部品を 15 営業日以内に引き渡さなければ

ならない。 

✓ リサイクルしやすい分解 

製造事業者及び輸入事業者は、製品を汚染することなくリサイクルできるよう

な設計にしなければならない。 

✓ 化学物質の表示 

製品に含まれる化学物質（一定量以上のプラスチック、カドミウム、ハロゲン難

燃化剤、冷媒ガスなど）を表示しなければならない。 

 

表 1-4 新たなエコデザイン施行規則の資源効率関連部分の主な内容 

家庭用冷
蔵庫 

2021年 3月 1日以降、下記の要求に対応しなければならない。 

◆ スペア部品の入手可能性 

➢ 製造事業者及び輸入事業者は、型式の最終１単位が上市後少なく
とも 7 年間は、修理専門業者が次のスペアパーツを入手できるよう
にしておかなければならない。サーモスタット、温度センサー、プリ
ント基板、光源。 

➢ 製造事業者及び輸入事業者は、型式の最終１単位が上市後、修理
専門業者及び最終消費者が少なくとも次のスペアパーツを入手で
きるようにしておかなければならない。ドアの取手、ドアヒンジ、トレ
イとバスケットについては最低 7 年間、ドア密閉装置については最
低 10年間。 

◆ 修理と維持に関する情報の入手 

➢ 製造事業者及び輸入事業者は、型式の最初の１単位が上市後２年
間、修理専門業者が機器の修理及び維持のための情報を入手で
きるようにしなければならない。 

◆ スペア部品の引き渡しに要する最長期間 

➢ 製造事業者及び輸入事業者は、スペア部品の注文を受けてから
15営業日以内に引き渡さなければならない。 

◆ 汚染を回避しつつ行う材料の回収とリサイクルのため分解の要件 

➢ 製造事業者及び輸入事業者は、EU指令 2012/19/EU付属文書Ⅶ
で参照される材料及び部品を、通常利用可能な器具で取り除くこと
ができるような設計にしなければならない。 

ディスプレ
イ（テレビ
を含む） 

2021年 3月 1日以降、下記の要求に対応しなければならない。 

◆ 分解、リサイクル及び回収のための設計 

製造事業者及び輸入事業者は、EU 指令 2012/19/EU 付属文書Ⅶ及び
バッテリーに関する EU 指令 2006/66/EC に示す部品が、接合、結合及
び密閉の技術によって、通常利用可能な器具で取り除くことが妨げられ
ないようにしなければならない。 

◆ プラスチック部品のマーキング 

50g より重いプラスチック部品は、適切な標準的シンボルあるいは>及び
<の記号で囲まれた適切な略語によってポリマーのタイプを特定すること
でマーキングされなければならない。 

◆ カドミウムのロゴ 

電気電子機器における特定有害物質の使用の制限に関する EU 指令
2011/65/EU に示される、同質な材料でのカドミウムの質量濃度が
0.01％を超えるスクリーンパネルをもつ電子ディスプレイには、カドミウ
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ム含有のロゴが貼られなければならない。 

◆ ハロゲン難燃化材 

ハロゲン難燃化材を電子ディスプレイの筐体及びスタンドに使用するこ
とは、認められない。 

◆ 修理と再利用のための設計 

➢ スペア部品の入手可能性 

 製造事業者及び輸入事業者は、型式の最終１単位が上市後
少なくとも 7 年間は、修理専門業者が次のスペア部品を入手
できるようにしておかなければならない。内部電源、外部機器
（ケーブル、アンテナ、USB、DVD及びブルーレイ）接続用コネ
クター、キャパシター、バッテリーとアキュムレーター、DVD/ブ
ルーレイモジュール、HD/SSD モジュール 

 製造事業者及び輸入事業者は、型式の最終１単位が上市後
少なくとも 7 年間は、修理専門業者及び最終消費者が次のス
ペア部品を入手できるようにしておかなければならない。外部
電源とリモコン 

◆ 修理と維持に関する情報の入手 

 製造事業者及び輸入事業者は、型式の最初の 1 単位が上市
後 2 年間、修理専門業者が機器の修理及び維持のための情
報を入手できるようにしなければならない。 

 （登録された）修理専門業者は要求した後１営業日以内に次
の情報を与えられなければならない。明確な機器の特定、分
解組立図、必要な修理及び試験器具、コンポーネント及び（計
測のための最小及び最大理論値などの）診断情報、配線及び
接続図、診断のための故障及びエラーコード（該当する場合
は製造者固有のコード）、リセットソフトウェアを含む関連ソフト
ウェア及びファームウェアのインストレーションのための指示、
（該当する場合は）電子ディスプレイについて報告された故障
事例記録のデータの入手に関する情報 

◆ スペア部品の引き渡しに要する最長期間 

 製造事業者及び輸入事業者は、スペア部品の注文を受けて
から 15営業日以内に引き渡さなければならない。 

家庭用食
洗器 

2021年 3月 1日以降、下記の要求に対応しなければならない。 

◆ スペア部品の入手可能性 

➢ 製造事業者及び輸入事業者は、型式の最終１単位が上市後少なく
とも 7年間は、修理専門業者が次のスペア部品を入手できるように
しておかなければならない。モーター、循環及び排水ポンプ、ヒート
ポンプを含むヒーター及び加熱素子、すべてのホース、バルブ、フィ
ルター及びアクアストップを含むパイプ関連機器、プリント配線板、
電子ディスプレイ、圧力スイッチ、サーモスタット及びセンサー、リセ
ットソフトウェアを含むソフトウェア及びファームウェア 

➢ 製造事業者及び輸入事業者は、型式の最終１単位が上市後少なく
とも 10 年間は、修理専門業者及び最終消費者が次のスペア部品
を入手できるようにしておかなければならない。ドアヒンジ及びシー
ル、その他シール、スプレーアーム、排水フィルター、バスケットや
蓋などの内部ラック及びプラスチック製周辺部品 

◆ 修理と維持に関する情報の入手 

➢ 製造事業者及び輸入事業者は、型式の最初の１単位が上市後２年
間、修理専門業者が機器の修理及び維持のための情報を入手で
きるようにしなければならない。 

➢ （登録された）修理専門業者は、要求した後１営業日以内に次の情
報を与えられなければならない。明確な機器の特定、分解組立図、
必要な修理及び試験器具、コンポーネント及び（計測のための最小
及び最大理論値などの）診断情報、配線及び接続図、診断のため
の故障及びエラーコード（該当する場合は製造者固有のコード）、リ
セットソフトウェアを含む関連ソフトウェア及びファームウェアのイン
ストレーションのための指示、（該当する場合は）家庭用食洗器に



 

 19 

ついて報告された故障事例記録のデータの入手に関する情報 

◆ スペア部品の引き渡しに要する最長期間 

➢ 製造事業者及び輸入事業者は、スペア部品の注文を受けてから
15営業日以内に引き渡さなければならない。 

◆ 冷媒ガスのための情報の要件 

➢ 欧州議会及び理事会の規則(EU) No 517/2014 に影響を及ぼすこ
となく、ヒートポンプを装備した家庭用食洗器については、使用され
ている冷媒ガスの化学品名又は通常使用されまた理解されるシン
ボル、ラベル又はロゴなど、それと同等の参照情報が恒常的かつ
見やすく読みやすい方法で機器の外部に表示されなければならな
い。 

◆ 汚染を回避しつつ行う材料の回収とリサイクルのため分解の要件 

➢ 製造事業者及び輸入事業者は、EU指令 2012/19/EU付属文書Ⅶ
で参照される材料及び部品を、通常利用可能な器具で取り除くこと
ができるような設計にしなければならない。 

家庭用洗
濯機 
 

2021年 3月 1日以降、下記の要求に対応しなければならない。 

◆ スペア部品の入手可能性 

➢ 製造事業者及び輸入事業者は、型式の最終１単位が上市後少なく
とも 10 年間は、修理専門業者が次のスペア部品を入手できるよう
にしておかなければならない。モーター及びモーターブラシ、モータ
ーとドラムの間のトランスミッション、ポンプ、衝撃緩衝装置及びス
プリング、洗濯ドラム、drum spider（ドラム支持部）及び関連するベ
アリング、ヒートポンプを含むヒーター及び加熱素子、すべてのホー
ス、バルブ、フィルター及びアクアストップを含むパイプ関連機器、
プリント配線板、電子ディスプレイ、圧力スイッチ、サーモスタット及
びセンサー、リセットソフトウェアを含むソフトウェア及びファームウ
ェア 

➢ 製造事業者及び輸入事業者は、型式の最終１単位が上市後少なく
とも 10 年間は、修理専門業者及び最終消費者が次のスペア部品
を入手できるようにしておかなければならない。ドア、ドアヒンジ及
びシール、ドアロック及び洗剤投入器などのプラスチック製周辺部
品 

◆ スペア部品の引き渡しに要する最長期間 

➢ 製造事業者及び輸入事業者は、スペア部品の注文を受けてから
15営業日以内に引き渡さなければならない。 

◆ 修理と維持に関する情報の入手 

➢ 製造事業者及び輸入事業者は、型式の最初の１単位が上市後２年
間、修理専門業者が機器の修理及び維持のための情報を入手で
きるようにしなければならない。 

➢ （登録された）修理専門業者は、要求した後１営業日以内に次の情
報を与えられなければならない。明確な機器の特定、分解組立図、
必要な修理及び試験器具、コンポーネント及び（計測のための最小
及び最大理論値などの）診断情報、配線及び接続図、診断のため
の故障及びエラーコード（該当する場合は製造者固有のコード）、リ
セットソフトウェアを含む関連ソフトウェア及びファームウェアのイン
ストレーションのための指示、（該当する場合は）家庭用洗濯機又
は家庭用洗濯乾燥機について報告された故障事例記録のデータ
の入手に関する情報 

◆ 冷媒ガスのための情報の要件 

➢ 欧州議会及び理事会の規則(EU) No 517/2014 に影響を及ぼすこ
となく、ヒートポンプを装備した家庭用食洗器については、使用され
ている冷媒ガスの化学品名又は通常使用されまた理解されるシン
ボル、ラベル又はロゴなど、それと同等の参照情報が恒常的かつ
見やすく読みやすい方法で機器の外部に表示されなければならな
い。 

◆ 汚染を回避しつつ行う材料の回収とリサイクルのため分解の要件 

➢ 製造事業者及び輸入事業者は、EU指令 2012/19/EU付属文書Ⅶ
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で参照される材料及び部品を、通常利用可能な器具で取り除くこと
ができるような設計にしなければならない。 

自動販売
機等 （ 販
売機能が
付いた冷
蔵庫） 

2021年 3月 1日以降、下記の要求に対応しなければならない。 

◆ スペア部品の入手可能性 

➢ 製造事業者及び輸入事業者は、型式の最終１単位が上市後少なく
とも 8年間は、修理専門業者が次のスペア部品を入手できるように
しておかなければならない。サーモスタット、始動リレー、霜取り用
発熱抵抗、温度センサー、リセットソフトウェアを含むソフトウェア及
びファームウェア、プリント配線板、光源 

➢ 製造事業者及び輸入事業者は、型式の最終１単位が上市後少なく
とも 8 年間は、修理専門業者及び最終消費者が次のスペア部品を
入手できるようにしておかなければならない。ドアの取手とドアヒン
ジ、ノブ、ダイヤルとボタン、貯蔵のための周辺トレイ、バスケット及
びラック 

◆ スペア部品の引き渡しに要する最長期間 

➢ 製造事業者及び輸入事業者は、スペア部品の注文を受けてから
15営業日以内に引き渡さなければならない。 

◆ 修理と維持に関する情報の入手 

➢ 製造事業者及び輸入事業者は、型式の最初の１単位が上市後２年
間、修理専門業者が機器の修理及び維持のための情報を入手で
きるようにしなければならない。 

➢ （登録された）修理専門業者は、要求した後１営業日以内に次の情
報を与えられなければならない。明確な機器の特定、分解組立図、
必要な修理及び試験器具、コンポーネント及び（計測のための最小
及び最大理論値などの）診断情報、配線及び接続図、診断のため
の故障及びエラーコード（該当する場合は製造者固有のコード）、リ
セットソフトウェアを含む関連ソフトウェア及びファームウェアのイン
ストレーションのための指示、（該当する場合は）直接販売機能をも
つ冷蔵機器について報告された故障事例記録のデータの入手に
関する情報 

◆ 汚染を回避しつつ行う材料の回収とリサイクルのため分解の要件 

➢ 製造事業者及び輸入事業者は、EU指令 2012/19/EU付属文書Ⅶ
で参照される材料及び部品を、通常利用可能な器具で取り除くこと
ができるような設計にしなければならない。 

溶接機器 
 

2021年 3月 1日以降、下記の要求に対応しなければならない。 

◆ スペア部品の入手可能性 

➢ 製造事業者及び輸入事業者は、型式の最終１単位が上市後少なく
とも 10 年間は、修理専門業者が次のスペア部品を入手できるよう
にしておかなければならない。コントロールパネル、電源、機器筐
体、バッテリー、溶接トーチ、ガスホース、ガス調整器、溶接ワイヤ
ー、充填剤注入器、ファン、電気ケーブル、リセットソフトウェアを含
むソフトウェア及びファームウェア 

◆ 修理と維持に関する情報の入手 

➢ 製造事業者及び輸入事業者は、型式の最初の１単位が上市後２年
間、修理専門業者が機器の修理及び維持のための情報を入手で
きるようにしなければならない。 

➢ （登録された）修理専門業者は、要求した後１営業日以内に次の情
報を与えられなければならない。明確な機器の特定、分解組立図、
必要な修理及び試験器具、コンポーネント及び（計測のための最小
及び最大理論値などの）診断情報、配線及び接続図、診断のため
の故障及びエラーコード（該当する場合は製造者固有のコード）、リ
セットソフトウェアを含む関連ソフトウェア及びファームウェアのイン
ストレーションのための指示、（該当する場合は）溶接機器について
報告された故障事例記録のデータの入手に関する情報 

◆ スペア部品の引き渡しに要する最長期間 

➢ 製造事業者及び輸入事業者は、スペア部品の注文を受けてから
15営業日以内に引き渡さなければならない。 
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◆ 汚染を回避しつつ行う材料の回収とリサイクルのため分解の要件 

➢ 製造事業者は、EU 指令 2012/19/EU 付属文書Ⅶで参照される材
料及び部品を、通常利用可能な器具で取り除くことができるような
設計にしなければならない。 

 

3) 修理可能性のスコアリングシステムの開発 

⚫ 欧州委員会の指示のもと、JRC（Joint Research Center）が修理可能性のスコアリング

システム開発を検討しており、2019 年にスコアリングシステムに関する最終報告書
11が発表されている。当該報告書の主な内容は以下のとおりである。 

⚫ 製品の修復可能性とアップグレード可能性を評価するには以下の観点が必要である

と整理している。 

✓ 評価及び確認の方法の客観性と再現可能性 

✓ 理解しやすさ 

✓ EU レベルでの代表性 

✓ 修復／アップグレード戦略の広範な範囲への公正な適用可能性 

⚫ 製品の評価は、故障やアップグレードの頻度、部品の機能面での重要性、また品質に

関する情報などの側面を考慮しつつ、製品群ごとに重要度の高い部品に重点を置く

ことで、シンプルにすることが可能であり、以下のシステムが提案されている。 

✓ 修復及びアップグレード可能であり、評価を受ける適性があるとみなされるた

めに満たさなければならない合格と不合格の基準 

✓ 製品がどの程度まで概ね修復可能及びアップグレード可能であるかを評定する

ための評価基準 

⚫ 評価システムは、製品群の特性を反映して調整する必要があり、以下の 3 つの製品群

について試行的な調整が行われ、主要なパラメータを整理している。 

✓ ラップトップ：分解手順、留め具、パスワードのリセットと工場出荷状態への回

復など 

✓ 電気掃除機：分解手順、型式及び情報の入手しやすさ、ソフトウェア及びファー

ムウェア（ロボット掃除機のみ） 

✓ 洗濯機：分解手順、診断サポートとインターフェース、スペア部品など 

⚫ 本報告書の評価システムは、政策での将来的な利用（エコデザイン、エネルギーラベ

ル、GPP、エコラベルなど）や技術的リファレンスとなることが期待される。 

⚫ 技術が継続的に向上していくことや、市場環境の変化に適応するという観点から、将

来的に以下のような調査・分析も必要と考えられる。 

✓ 代替的なコミュニケーション手段で伝えられる製品の修復やアップグレードに

関する情報を消費者がどのように理解するかという分析 

✓ パラメータ、評価システムの採点及びウェイト付けがどのように調整されるべ

きなのかと、どの程度の頻度で更新されるべきかを把握するための、販売されて

 
11 欧州委員会 JRC TECHNICAL REPORTS, “Analysis and development of a scoring system for repair and 

upgrade of products”（2019 年） 
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いる製品のパフォーマンスに関する分析 

(3) プラスチック 

1) EU の特定プラスチック製品削減指令の概要 

⚫ 欧州委員会の使い捨てプラスチック及び漁具に関する規制は、欧州の海辺の漂着ご

みで確認数が多かったもの（規制対象のプラスチック製品は海辺の漂着ごみの 70%

以上を占める）を対象としている。 

⚫ 指令は、欧州プラスチック戦略の一部に位置づけられるものであり、CE 行動計画の

大きな要素の一つである。 

⚫ 指令案検討の経緯は以下のとおりである。 

✓ 2018 年 5 月、欧州委員会が規制案を公表。 

✓ 2018 年 12 月 19 日、欧州議会と加盟国は規制案について基本合意。 

✓ 2019 年 3 月 26 日、欧州議会が規制案を承認。 

✓ 2019 年 5 月 21 日、閣僚評議会が正式採択。加盟国は 2 年以内に国内法化する。 

⚫ 主な規制内容を以下に示す。 

✓ 指定された使い捨てプラスチック製品の禁止：綿棒、カトラリー(ナイフやフォ

ーク等)、皿、ストロー、マドラー、風船の柄、コップ、発泡ポリスチレン製食

品・飲料容器、酸化型分解性（oxo-degradable）プラスチック製品 

✓ 飲料ボトルを 2029 年までに 90％回収（2025 年までに 77％） 

✓ 食品容器及び飲料カップの消費量削減 

✓ 特定の製品に対するラベル付け 

✓ ごみの清掃費用を負担する EPR スキームをたばこフィルター及び漁具に適用 

✓ ペットボトルの再生材利用率を 2025 年以降は 25%以上、すべての飲料ボトルの

再生材利用率を 2030 年以降は 30%以上 

⚫ 指令を実施した場合に想定される効果は以下のとおりである。 

✓ CO2 削減量：340 万 t-CO2 

✓ 回避できる環境影響（環境修復コスト）：2030 年までに 220 億ユーロ 

✓ 消費者の節約（削減コスト）：65 億ユーロ 

⚫ 欧州委員会の使い捨てプラスチック等の削減に向けた指令案の概要を表 1-5に示す。 
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表 1-5 欧州委員会の使い捨てプラスチック等の削減に向けた指令案の概要 

規制内容 対象 

消費削減 削減目標等により消費量を
削減（定量的に計測できる
ようにする） 

食品容器、飲料用カップ 

市場規制 市場での販売を禁止 発泡スチレンの食品飲料容器、綿棒、カ
トラリー、マドラー、ストロー、風船の棒、
酸化型分解性プラスチック製品 

製品デザイン要求 
 

蓋などが使用中もついたま
まにする 

飲料容器、飲料用ボトルの蓋 

再生材を一定割合以上使
用 

PET ボトル：2025 年以降再生材利用率
25%以上 
全ての飲料ボトル：2030 年以降再生材
利用率 30%以上 

ラベル要求 廃棄方法、プラスチックを使
用していること、環境影響を
表示 

飲料カップ、たばこ、ウエットティッシュ、
生理用品 

EPR（拡大生産者
責任）  

生産者は対象物の廃棄物
管理、清掃、意識向上など
のコストを負担する 

食品容器、箱・包装、飲料カップ・容器、
飲料用ボトル、たばこ、ウエットティッシ
ュ、漁具 など 

分別収集 デポジット制度等を利用し、
リサイクル向けに分別収集 

飲料用ボトル 

意識向上 リユース代替品、ポイ捨て
の影響、下水への影響等を
伝達 

食品容器、箱・包装、飲料カップ・容器、
飲料用ボトル、たばこ、ウエットティッシ
ュ、漁具 など 

出所）http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-

0305+0+DOC+PDF+V0//EN （閲覧日 2019 年 4 月 1 日） 

2) 二次原料の品質基準の検討 

⚫ 欧州委員会が CEN に要請していた、二次原料（特にプラスチック）の品質に関する

標準化の実態把握については 2018 年に報告書12が公表されている。 

⚫ 循環経済アクションプラン行動計画への対応と、欧州理事会からの要請（一次原料及

び二次原材料由来の「持続的な化学製品」の標準化の必要性の確認）に対応して、

CEN/CENELEC は、ワーキンググループ CEN-CLC/BTWG 11「持続可能な化学製品」

を立ち上げた。 

⚫ 報告書は、既存の標準と、関連性のある取組をマッピングしており、マッピング対象

はバイオマス、様々な材料リサイクル、LCA、製品設計などの要件や、産業界や NGO

による取組、エコラベルなどの政策的取組などが含まれる。 

⚫ マッピング作業結果を踏まえ、CEN-CLC/BTWG 11 は以下を提言する。 

✓ バイオマスと同様に、それ以外の原料についても持続可能性の基準 

✓ 廃棄物の終了（end-of-waste）基準が存在しない下での、リサイクルのためのプラ

スチックと粒状プラスチックの最低限の品質（衛生面、不純物、汚染、物理的・

力学的特性） 

 
12 CEN-CLB/BTWG 11 “Sustainable Chemicals”, “Final Report, Identification of Potential Needs of Standardisation 

for Sustainable Chemicals’ from Primary and Secondary Raw Materials Related to the Circular Economy Action 

Plan”（実施期間：2016 年 12 月 21 日－2018 年 12 月 21 日） 
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✓ リサイクル材の割合の計算方法 

✓ 複合物（複層材の包装など）の分離を可能とする責任ある設計に関する標準 

⚫ また、既存の標準や取組の分析結果から、以下の研究領域を特定。 

✓ リサイクルされたプラスチックから不要な物質を取り除くための抽出方法に関

する研究と、プラスチック循環を促進するメカニカルリサイクルとケミカルリ

サイクルに関する研究 

✓ ソーティングシステムに関する研究、ミックスプラスチックや強化プラスチッ

クのリサイクルに関する研究、リサイクル材の修復及び相溶化に関する研究、プ

ラスチック中の化学物質の抽出技術に関する研究 

✓ 容易かつ安全に修理、再製造、リユース、リサイクル、生物分解できる製品の普

及に関する研究 

✓ リサイクルの妨げとなる添加物の程度に関する研究 

✓ CEN/CENELEC において、リサイクル材を適用対象外となる標準を特定するメ

カニズムの構築 

⚫ 2019 年 3 月の欧州委員会の循環経済成果に関するレポートによると、CEN は持続可

能な化学物質と二次原料のための規格開発に向けた調査を進めていることが報告さ

れている。 

3) プラスチック再生材に関する取組 

⚫ 2018 年 1 月のプラスチック戦略に基づき、使い捨て製品の規制など各種施策が展開

されてきている。特に、再生材市場については、2025 年までに 1,000 万トンの再生プ

ラスチック利用という目標達成のために、プレッジキャンペーンを実施した。その結

果、2025 年までに供給側は年間 1,000 万トンの再生プラ供給見込みだが、需要側は

620 万トンにとどまったため、再生プラのマッチングに向けた Circular Plastics 

Alliance13が発足されている。同アライアンスの概要は以下のとおりであり、今後具体

的な検討が進められていく予定である。 

⚫ 2018 年 12 月 11 日に、欧州委員会は、プラスチックのバリューチェーン全体の様々

なステークホルダー（回収業者、リサイクル業者、一次生産者、加工業者、製品メー

カー、小売事業者等）が集まって、自主的な取組みを行う「サーキュラー・プラスチ

ック・アライアンス」（Circular Plastics Alliance）を発足。 

⚫ 同アライアンスの最大の目的は、再生プラスチックの質と経済性を向上させ、1000 万

トンの差姿勢プラスチック利用という目標達成を確実にすること。そのためのハー

ドルとなっている再生プラスチックの需要拡大に向け、特にプラスチックの使用量

の多い包装材、建設、自動車等の業界に対して、アライアンスへの参加を呼びかけて

いる。 

⚫ 2019 年 2 月 5 日に初回の会合が開催され、以下を優先的な取組とすることを合意。 

✓ プラスチック廃棄物の収集と分別 

 
13 欧州委員会, Circular Plastics Alliance, https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/circular-plastics-alliance_en

（閲覧日：2020 年 2 月 3 日） 
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✓ リサイクルに向けた製品設計 

✓ 再生プラスチックの使用量拡大 

✓ ケミカルリサイクルを含む研究開発と投資 

✓ EU で販売されている再生プラスチックのモニタリング 

⚫ 2019 年 9 月 20 日、Circular Plastics Alliance の宣言に、100 以上のステークホルダー

（企業、業界団体、標準化機関、研究機関、地方自治体、各国当局など）が合意。 

⚫ 宣言は、目標達成へのコミットメントを明言し、自然界でのプラスチック廃棄物ゼロ

と埋立ゼロへの移行に向けた具体的な行動として以下を提示。 

✓ プラスチック製品の設計改善によりリサイクル性を高め、より多くの再生プラ

スチックを取り入れる。 

✓ EU 全体でのプラスチック廃棄物の収集、分別、リサイクルに関する可能性や投

資ギャップを特定する。 

✓ プラスチック循環のための研究開発課題を設定する。 

✓ EU 内のプラスチック廃棄物のバリューチェーン全体を追跡するため、透明性・

信頼性の高い監視システムを確立する。 

(4) 電池 

1) 欧州バッテリーアライアンス 

⚫ 2017 年 10 月、欧州委員会は電気自動車向け電池の開発・生産で欧州の関連企業を結

集させるため“European Battery Alliance”14を立ち上げた。持続可能な電池バリュー

チェーンを達成すべく、産業発展の方策等を提示している。 

⚫ バリューチェーンの下流には廃電池のリサイクルも含まれており、リサイクルに対

する提言も実施している。 

⚫ 以下の予定で進める想定であったがスケジュールが遅れている状況。2018 年～2019

年はエコデザインバッテリーの動きが活発化している。 

✓ 電池指令修正のためにリサイクルの現状の確認。（2018 年 4Q） 

✓ 「製品環境フットプリント」を考慮したバッテリーに関する標準化された EU の

LCA スキームを開発する可能性を検討。 

✓ EU に上市されるすべてのバッテリーのために、バッテリーの持続可能性に関す

る設計・使用に関する要件を提示。 （2018 年 4Q） 

✓ 廃バッテリーやリサイクル原料の市場がうまく機能するように他の規制

（REACH、廃棄物枠組み指令）と矛盾していないかを確認。 

✓ 電池の安全性、持続可能な生産、再利用、リサイクルを可能とするための欧州規

格を開発するために利害関係者や欧州標準化団体との相互作用を促進。（2018～

2019 年） 

✓ 先進的な電池の二次利用等を促進する最も優れた方法の検討を実施。（2019 年

 
14 EUROPEAN COMMISSION：COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN 

PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE 

COMMITTEE OF THE REGIONS, 17.5.2018 
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4Q） 

2) 電池指令施行状況評価報告書 

⚫ 2018 年 10 月に発行された欧州委員会の電池指令の施行状況評価報告書15によれば、

以下の課題が指摘されている。 

✓ バッテリーにおいてどの構成素材をリサイクルすべきか明記していない。基準

よりも優れたリサイクルを行うインセンティブが存在しない。 

✓ 新たな種類のバッテリーへの対応ができていない。特に、増加が見込まれる車載

用 LIB に対する個別対応ができていない。（現状車載用 LIB は産業用バッテリ

ーに分類） 

✓ 消費者に廃棄時の情報が行き渡る仕組みが不十分である。加えて製品へのラベ

リングが不親切である。 

✓ 製品からバッテリーを取り外しづらいものや、製品を破壊しなければ取り出せ

ないバッテリーが増加している。 

✓ 廃棄物枠組み指令等の関係する他の規制間で一貫性が十分でなく、矛盾や欠落

が存在している。（例えば、有害物質の定義、報告義務等）。 

✓ 電池のリユースが促進されていない。また、そのためのインセンティブが存在し

ていない。（リユースに関しては廃棄物枠組み指令等では定義がされているもの

の、電池指令では定義されておらず、法的な責任があいまいになっており、リユ

ースへのインセンティブが存在しない。ただし電気自動車のバッテリーなどは

二次利用が期待されているため、法の整備が業界から望まれている。） 

3) 電池に関するアクションプラン 

⚫ 2019年 4 月、欧州委員会は電池に関するアクションプラン16を発表した。欧州におけ

る戦略的電池バリューチェーンの構築について方針が示されている。 

✓ 欧州が電池に対して戦略的なアプローチをする理由として、クリーンモビリテ

ィへの変化や再生可能エネルギーの更なる推進のために電池が更に重要性を増

すこと、また、欧州でエネルギーや資源の供給不安を克服することが挙げられて

いる。 

✓ 欧州にて、競争力があり、持続可能で革新的・戦略的な電池のエコシステムを構

築することと提言している。具体的には、以下の事項を提言している。 

• 次世代電池技術の設計と展開のための、研究、イノベーション、実証 

• 電池バリューチェーンへの積極的な投資 

• クリーンで安全で、競争力があり、倫理的に製造されたバッテリーの規格の

検討 

 
15 Study in support of evaluation of the Directive 2006/66/EC on batteries and accumulators and waste batteries and 

accumulators Final Report, 8 October 2018 
16 欧州委員会 , on the Implementation of the Strategic Action Plan on Batteries: Building a Strategic 

Battery Value Chain in Europe , 9.4.2019 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/report-building-

strategic-battery-value-chain-april2019_en.pdf（閲覧日：2020 年 2 月 7 日） 
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• 人材への投資（労働力の確保、技能者の確保） 

• 電池原料への持続可能なアクセスを確保するための戦略的アプローチ 

• 電池二次材料へのアクセスを確保するための循環経済の深化 

• 定置用、車載用蓄電池の需要を促進するための規制や対策の実施 

4) エコデザインバッテリー 

⚫ 2018 年 5 月、欧州委員会が安全で環境にやさしい交通の政策群17を発表。その中に、

バッテリーに関する戦略的アクションプランが存在。アクションプランの中の 5. 

Supporting a sustainable battery value chain において、安全でサステナブルな

バッテリー生産が重要で、そのフレームワークとして、レビュー中の電池指令の最大

限の活用と、エコデザイン指令の枠組みで将来的な規制の追及が可能、と言及。 

✓ 持続可能なバッテリーバリューチェーンは、サーキュラー・エコノミーに統合さ

れ、欧州製品の競争力を高める必要がある。したがって、EU は、環境フットプ

リントを最小限に抑えた、高性能で安全で持続可能なバッテリーセル及びバッ

テリーパック/モジュールの生産の成長をサポートする必要がある。この目的の

ために、EU Batteries Directive 及び Eco-design Directive framework を最大限に活

用する必要がある。 

✓ EU 市場に投入されたときにすべてのバッテリーが準拠すべき、バッテリーの持

続可能性の「設計（design）と使用（use）」要件を提示する。これには、エコデ

ザイン指令、電池指令、エネルギーラベルなどの様々な規制手段の評価と適合性

の確認が含まれる。 

⚫ 以上を受けて欧州委員会は電池について、2018 年 9 月、Ecodesign preparatory Study 

for Batteries18を開始。その調査の進め方の概要は以下のとおりである。 

✓ 本調査の対象は、充電可能な「産業用電池」である。電池指令（2006/66 / EC）

の定義では、産業用及び電気自動車に使用される電池である。 

✓ 本調査は、エネルギー関連製品のエコデザインの方法論（MEErP）に基づいて実

施されるものであり、電池の技術的、環境的、経済的な分析を提供します。 

✓ 本調査の目標は、電池の持続可能性要件を確立することであり、主に「エコデザ

インの方法論（MEErP）に基づくエコデザイン準備調査」「欧州委員会による影

響評価をサポート」「欧州委員会による標準化マンデートの草案作成のサポート」

の 3 つのタスクから構成される。 

✓ 調査結果は順次公表され、結果に対するコメントを受け付けるプロセスを重ね

ている。 

⚫ 調査は 7 つの Task から成り立っており、検討内容の要点は図 1-2 のとおりである。 

✓ 標準化、法制化をターゲット 

✓ 徹底したライフサイクル思考 

 
17 European Commission - Press release, Brussels, 15 October 2018 EU Battery Alliance: Major progress in 

establishing battery manufacturing in Europe in only one year , https://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-

6114_en.htm（閲覧日：2020 年１月 16 日） 

18 欧州委員会, Eco design preparatory Study for Batteries, https://ecodesignbatteries.eu/（閲覧日：2020 年 2 月 3

日） 
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✓ バッテリーは大きな環境負荷を伴って製造されるとの認識 

✓ ライフサイクル蓄電能力に注目した function unit(FU) 

✓ 再使用の重視とそのためのエコデザインの追及 

 

図 1-2 エコデザインバッテリーの検討内容 

出所）欧州委員会ウェブサイト https://ecodesignbatteries.eu/documents 広域マルチバリュー循環. EU のバ

ッテリー エコデザイン. http://susdi.org/wp/mvc/post-212/（閲覧日：2020 年１月 16 日） 

 

⚫ 欧州研究機関（VITO, Fraunhofer, Viegand Maagøe）が中心となり、電池のエコデザ

イン規制の在り方を議論、結果を政策提言として Task 7報告書19に取りまとめた。 

⚫ 電池のエコデザイン規制（環境負荷低減に関する規制）についてアカデミアが中心と

なって 2018年 9 月検討開始（Ecodesign preparatory Study for Batteries）、Task 

7 政策提言報告書を発表、Task 7.1 に具体提言を記載。 

⚫ この検討結果は、欧州における各種関連規制への提言や、欧州における規制機関への

提言となる予定。 

⚫ 電池パック・システムの最低サイクル・カレンダー寿命を設定し、電池に対する信頼

度を向上させる。また、電池のライフタイムエネルギーコストを最小化する（表 1-6

及び表 1-7 参照）。 

⚫ 適切な適合試験を関連規格（BEV/PHEV：ISO 12405-4,ESS：IEC 61427-2 が例示）に

埋め込む必要性を指摘。 

 

 
19 VITO, Fraunhofer, Viegand Maagøe：Preparatory Study on Ecodesign and Energy Labelling of rechargeable 

electrochemical batteries with internal storage under FWC ENER/C3/2015-619-Lot 1 TASK 7 Report Policy 

Scenario Analysis , 

https://ecodesignbatteries.eu/sites/ecodesignbatteries.eu/files/attachments/ED_Battery_Task%207_V45_final.pdf

（閲覧日：2020 年 1 月 16 日） 

政策提言はTask７
にて検討・報告書が

とりまとめ
（内容は後述）
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表 1-6 電池のサイクル寿命に関する適合試験数値の設定 

 残容量 内部抵抗増加量 最低充放電効率 

PC BEV 
90% 

@750サイクル 

30% 

@750サイクル 

90% 

@750サイクル 

PC PHEV 
90% 

@1000サイクル 

30% 

@1000サイクル 

90% 

@1000サイクル 

Trucks BEV 
90% 

@1000サイクル 

30% 

@1000サイクル 

90% 

@1000サイクル 

Trucks PHEV 
90% 

@1500サイクル 

30% 

@1500サイクル 

90% 

@1500サイクル 

ESS 
90% 

@2000サイクル 

30% 

@1500サイクル 

90% 

@1500サイクル 

 

表 1-7 電池のカレンダー寿命に関する最低保証要件の設定 

 
期間 最小蓄電総量 残存容量 内部抵抗増加 

最低充放電

効率 

PC BEV 10年 
kWh容量× 

750 
80％ 60％ 80％ 

PC PHEV 10年 
kWh容量× 

1000 
80％ 60％ 80％ 

Trucks BEV 10年 
kWh容量× 

1000 
80％ 60％ 80％ 

Trucks PHEV 10年 
kWh容量× 

1500 
80％ 60％ 80％ 

ESS 12年 
kWh容量× 

2000 
80％ NA 88％ 

出所）VITO, Fraunhofer, Viegand Maagøe：Preparatory Study on Ecodesign and Energy Labelling of rechargeable 

electrochemical batteries with internal storage under FWC ENER/C3/2015-619-Lot 1 TASK 7 Report Policy 

Scenario Analysis , 

https://ecodesignbatteries.eu/sites/ecodesignbatteries.eu/files/attachments/ED_Battery_Task%207_V45_final.

pdf（閲覧日：2020 年１月 16 日） 

 

⚫ 電池の劣化状態評価のために必要なデータを BMS に保管し、中央データベースに収

集できるようにする。 

⚫ BMS はリユースを見据えたソフトウェアアップデート機能を要件化又はインセンテ

ィブ化する。（ソフトウェアアップデートによってリユース後も同 BMSハードウェア

による制御を可能とする。） 

⚫ オープン/アクセシブルな情報として BMS に保存 

✓ 設計容量、最大・小電圧、設計時出力、電池寿命の容量閾値、サイクル試験の C

レート、電池種別（化学組成）、電池メーカー、製造場所、カーボンフットプリ

ント情報 

⚫ BMS データを一部オープン化中央 DB に保管 

✓ SOH 関連情報：パック内各モジュールの位置情報及び各残存容量 Ah/kWh、パ

ック内の内部抵抗、出力性能、冷却性能、エネルギー密度、自己放電率、その
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他（インピーダンス等） 

✓ ライフタイム情報：製造年月・サービス開始日等のカレンダー寿命情報、エネ

ルギースループット・容量スループット、（急速）充電回数、気温（外部・モジ

ュール・モジュール内の温度差）履歴、イベント情報（過電圧、低温充電、高温

充放電、容量ゼロの状態での放置期間、満充電状態での長期放置期間） 

 

⚫ 電池の長寿命化、リサイクル時の資源効率向上のため、電池に関する情報を中央デー

タベースにて保管し、適宜更新する（表 1-8 参照）。電池パック・モジュールにはコ

ードとシリアルナンバーを付与し、トレーサビリティを確保する。 

 

表 1-8 データベースに保管する電池に関する情報（案） 

Level 項目 

Level 1（公開） 

⚫ カーボンフットプリントに関する情報 

⚫ 電池メーカー、電池種別・化学組成、設計容量 

⚫ 電池性能を維持するために必要な条件（Cレート、温度等） 

⚫ 最大・小電圧、温度帯、最大設計出力 

⚫ 電池寿命の容量閾値、最大・小温度、使用時温度使用温度 

⚫ サイクル寿命 

⚫ 電極におけるリサイクル資源の利用、活用可能なリサイクル

方法 

Level 2（資格保持者のみ） 

⚫ サイクル寿命試験の Cレート 

⚫ 適合性試験（前述）結果、試験時情報（充放電レート、最大出

力 W と容量 Whの比率、DOD、SOC20%/80%での出力性能 

⚫ モジュール位置 

⚫ 材料詳細情報 

⚫ 修理に必要な情報（設計図、解体方法、セル量及びレイアウ

ト）、修理履歴 

⚫ リサイクル時の解体に必要な情報 

Level 3（規制機関のみ） 
⚫ 設計詳細及び材料リスト 

⚫ 試験結果レポート 

出所）VITO, Fraunhofer, Viegand Maagøe：Preparatory Study on Ecodesign and Energy Labelling of rechargeable 

electrochemical batteries with internal storage under FWC ENER/C3/2015-619-Lot 1 TASK 7 Report Policy 

Scenario Analysis , 

https://ecodesignbatteries.eu/sites/ecodesignbatteries.eu/files/attachments/ED_Battery_Task%207_V45_final.

pdf（閲覧日：2020 年１月 16 日） 

 

⚫ 各種提言の実現には、既存の標準との連携、見直し、詳細検討・新たな取組体制の構

築等、といった課題を乗り越える必要がある。 

⚫ 既存の標準との連携、見直しの必要がある。 

✓ 電池試験関連 

例：IEC 62660-1、ISO 12405-4、IEC 61427-2 等 

✓ 新たな指標の入れ込み、既に設定された合格値の見直し（エネルギー効率、カ

レンダー劣化に関する指標等）。 
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✓ BMS データの標準化 

✓ 電池化学のマーキング方法 

✓ 例：IEC 62902, IEC 63218, IEC 62620 等 

✓ 電池のリサイクル性に関する情報提供 

✓ 例：ISO 22628 等の参照 

 

⚫ 実現に向けた詳細検討・体制構築の必要がある。 

✓ SOH の定義、評価に必要なパラメータ特定 

✓ 電池リユース時の電池の保証責任主体の設定 

✓ BMS ソフトウェアアップデート時の BMS 機能の安全性担保 

✓ データのオープン化に伴う知財保護の在り方 

✓ 電池保証実施時の、BMS データの損失・改ざんを防ぐ仕組み 

✓ トレーサビリティに関する監査体制・データベース構築（ダイヤモンド・金等

の資源での取組を参考とできる） 

✓ カーボンフットプリント：要件化された商品は現在欧州内に存在せず、規定値

を設定するには時間を要すると考えられる 

 

⚫ 今後の政策動向としては、2019 年 12 月に発表された欧州グリーン・ディール20の中

で以下のように言及されている。 

✓ 電池については、産業界との新たな連携や戦略的バリューチェーンへの投資が

不可欠である。欧州委員会は、引き続き電池に関するアクションプラン（前述）

を実行し、European Battery Alliance を支援する。 

✓ 2020 年には、拡大する電気自動車市場への供給を含め、すべてのバッテリーに

安全で循環的かつ持続可能なバッテリーのバリューチェーンを確保するための

法律を提案する予定である。 

⚫ また、エコデザインバッテリー調査に関連して、「Sustainability requirements for batteries」
21と呼ばれるイニシアティブの下、潜在的な政策の話し合いは既に始まっている模様。

イニシアティブの初期段階評価資料では、今後取られうる政策オプションが示され

ている。（検討ロードマップは非公表。） 

✓ オプション 1：EU の措置なし（ベースラインシナリオ、今後のバッテリー需要

の増加を考慮） 

✓ オプション 2：バッテリーの性能と持続可能性に関する業界による自主規制 

✓ オプション 3：最小エネルギー性能要件（例えば、エネルギー密度及び/又はエネ

ルギー効率） 

✓ オプション 4：最小持続可能性要件、例えば、耐久性要件（充電サイクルの最小

数や二次利用アプリケーションを容易にする要件など）及びリサイクル可能性

要件（分解要件や最小リサイクル可能性指数など） 

 
20 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf（2020 年１月 16 日閲覧） 

21 Sustainable batteries – EU requirements https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-

5951053_en（閲覧日：2020 年１月 16 日） 
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✓ オプション 5：バッテリー生産のための原材料の調達に関する基準各種提言の実

現には、既存の標準との連携、見直し、詳細検討・新たな取組体制の構築等、と

いった課題を乗り越える必要がある。 

1.1.2 海外現地調査結果 

(1) 海外現地調査の概要 

2019 年 11 月 18 日から 22 日まで欧州現地調査を実施した。訪問先は表 1-9 のとおり。 

 

表 1-9 海外現地調査訪問先及び訪問日時 

訪問先 訪問日時 

ベ
ル
ギ
ー 

域内市場・起業・中小企業総局（DG GROW） 11月 20日 10:00～12:00 

環境総局（DG ENV） 
11月 18日 14:00～16:00 

11月 19日 15:00～17:00 

欧州標準化委員会（CEN） 

欧州電気標準化委員会（CENELEC） 
11月 18日 9:00～11:00 

欧州家庭用機器製造業委員会（APPLiA） 11月 18日 11:00～12:00 

Plastics Europe 11月 20日 13:00～15:00 

欧州リサイクル産業連盟（EuRIC） 11月 19日 9:00～11:00 

EXPRA 11月 20日 16:00～17:00 

オ
ラ
ン
ダ 

オランダ 水インフラ省 11月 22日 10:00～12:00 

PHILIPS 11月 21日 15:00～17:00 

Learn2improve your planet 11月 22日 14:00～16:00 

 

これらの訪問先に対して、下記の点についてヒアリング調査を実施した。 

 

⚫ 循環経済行動計画の成果及び展望 

⚫ 製品政策の動向 

⚫ プラスチック政策の動向 

⚫ エコデザインバッテリー政策の動向 

⚫ その他のリサイクル 

⚫ オランダの循環経済に関する取組（オランダのみ） 
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(2) 海外現地調査結果 

1) 循環経済行動計画について 

a. 2015 年の循環経済行動計画の結果 

⚫ 循環経済行動計画の結果は、2019 年 3 月発表の報告書に取りまとめられているとお

りである。 

⚫ 循環経済パッケージの成果の一つとして、各国の国レベルで、循環経済に関する戦略

が策定されたことが挙げられた。 

⚫ 2017 年に Circular Economy Stakeholder Platform が設立され、各ステークホルダーによ

る情報共有、政策対話の場が設立されたことも成果として挙げられた。循環経済パッ

ケージを契機に、ステークホルダーが垣根を越えて議論するようになったことは大

きな成果であると考えられている。 

⚫ 循環経済の残されている課題としては、サステナブルな消費行動への意向、廃棄物管

理の改善、二次原料の利用などが挙げられた。分野としては、食品廃棄物の削減、プ

ラスチック資源の利用及び環境影響の削減、繊維リサイクル、建設分野のリサイクル

などが挙げられた。 

b. 2020 年発表予定の循環経済行動計画について 

⚫ 新欧州委員長ウルズラ・フォン・デア・ライエンのもと、次の循環経済行動計画を集

中的に準備が進められている。2020 年前半（3 月頃）、産業・SME 戦略とともに、

欧州グリーン・ディールの一部として発表される予定である。 

⚫ 次期循環経済行動計画の優先項目の一つが、廃棄物の抑制であり、製品政策に取り込

むことが想定される。これまでは、廃棄物政策に注力してきたが、生産を減らし、廃

棄物になるものを少なくすることも必要であり、持続可能な製品にはそういった考

え方を反映させる可能性がある。生産・消費型から、シェアリングやサブスクリプシ

ョンなどの新たなビジネスモデルへの移行が更に推進されていくと考えられる。 

⚫ 次の循環経済行動計画においても、食品廃棄物、容器包装廃棄物、バッテリー、自動

車は引き続き循環経済強化に向けて重要な分野となる見込みである。 

⚫ 建設分野は、エネルギー消費量が大きく、ダウンサイクルする資源の主要は発生源で

あり、対応が必要な重要分野と指摘された。欧州で発生する廃棄物の 4 割弱は建設廃

棄物であり、更なる資源利用が必要と認識されている。なお、建設については、built 

environment の統合的な戦略が検討されており、循環経済だけでなく、健康、生物多

様性分野、社会の側面も考慮される見込みである。 

⚫ 次の循環経済行動計画で焦点になる建設分野や繊維分野では、プラスチック戦略の

ようなバリューチェーン全体を包括するようなアプローチが適用されることになる

と考えられている。 
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2) 製品政策について 

a. エコデザイン規則 

⚫ 2020 年には、次のワーキングプランが発表される予定であり、新たなワーキングプ

ランは、既存規制の見直しが中心になると見込まれる。既に規制対象となっている製

品に対する規制を厳しくする方が、新たな製品に対して新しい規制を作るよりも、コ

ストが低く、効率性が高いと考えられている。 

⚫ 規制策定まで 3 年程度かかることから、製品の変化が大きい ICT 製品は、規制が難

しかったが、産業界側の同意が得られたことから、規制対象になる見込みである。生

産者が自ら目標を定めて行動し、規制当局側がそれを確認するようなスキームも想

定の一つとなっている。 

⚫ 新たなエコデザイン規則の資源効率の観点について、製品の順守状況を確認する方

法に課題があると指摘されている。例えば、以下のような指摘がある。 

✓ スペア部品を一定年数以上、入手可能な状況にしなければならないが、一定年数

を経ないと確認が困難である。規則を順守しない事業者が出てこないようなチ

ェック体制がないと、公平な競争環境を確保できない。 

✓ スペア部品は 15 営業日以内に提供されなければならないが、生産者側の責任に

よらない理由で期限内に提供されない可能性がある。 

✓ 修理に関する情報等が修理事業者に提供されることになるが、修理事業者の定

義が複雑であり、提供先の判断が困難である。また、一般的に入手可能な道具に

よる修理ができるようにしなければならないとなっているが、道具の定義も明

確ではない。修理の知識がない一般消費者が安易に修理することがないように

しないと、製品の安全性を確保できない。 

⚫ 資源効率の観点として、リサイクル可能性（recyclability）も挙げられてきたが、製品

が販売されてからリサイクルされるまでには数年以上のギャップがあり、販売時点

でのリサイクル技術をもってリサイクル率を算出することは困難であるという点も

指摘された。 

⚫ 今後、エコデザイン規則には、資源効率や持続可能な製品の概念を取り込むことが要

請されていく可能性が高いが、要求事項が製品の使用段階だけでなく、サプライチェ

ーンや資源調達、製造プロセスにまでわたるようになると、規則の順守状況を確認す

ることがより難しくなるだろうという意見も出された。 

b. エコデザインの標準化 

⚫ 2015 年に欧州委員会は CENELEC（欧州電気標準化委員会）と ETSI（欧州電気通信

標準化機構）に対してすべてのエネルギー関連製品について、エコデザインの資源効

率性の観点の標準を開発することを要請した。これに対応して、TC/JTC10（エコデザ

インのためのエネルギー関連製品の資源効率性側面）が立ち上がり、資源効率の観点

での標準を検討してきている。 

⚫ 資源効率の観点としては、製品寿命の延長、スペア部品の入手可能性、使用済みとな

った時点での部品の再使用や材料のリサイクルなどが含まれる。 
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⚫ TC/JTC10 が検討している標準の目的は、個別製品等を対象とした TC が、資源効率

の観点で参照するガイド文書を作成することである。 

⚫ TC/JTC10 による資源効率に関連するスタンダード等の検討状況は表 1-10 のとおり

である22  

表 1-10 TC/JCT10 が検討する資源効率に関するスタンダード等 

Reference Title 

prTR 45550 Definitions related to material efficiency 

FprEN 45552 General method for the assessment of the durability of energy-related 

products  

FprEN 45554 General methods for the assessment of the ability to repair, reuse and 

upgrade energy related products 

FprEN 45553 General method for the assessment of the ability to re-manufacture 

energy related products 

EN 45556 General method for assessing the proportion of re-used components 

in energy related products 

EN 45555 General methods for assessing the recyclability and recoverability of 

energy related products 

FprEN 45557 General method for assessing the proportion of recycled material 

content in energy related products 

EN 45558 General method to declare the use of critical raw materials in energy 

related products 

EN 45559 Methods for providing information relating to material efficiency 

aspects of energy related products 

出所）CEN/CENLEC ウェブサイトより MRI 作成。prTR 及び FprEN はウェブサイト閲覧時点で検討段階

であり、その他は公表済み。

https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:7:1518886516782501::::FSP_ORG_ID:2240017 

（閲覧日：2020 年 2 月 19 日） 

c. 修理可能性のスコアリングシステム 

⚫ JRC が検討している修理可能性のスコアリングシステムは、今後、欧州委員会におけ

る検討に活用される見込みであり、規制に導入される可能性もあるだろうと指摘さ

れた。 

⚫ 検討では、スペア部品の入手可能性や製品の耐久性などを評価してスコアリングす

ることが検討されている。 

⚫ 欧州市場において、製品の修理が進まない背景には、修理に係るコストと、スペア部

品の不存在があると考えられており、少なくとも後者については対策がとられるべ

きと考えられている。エコデザイン施行規則により既に一部製品についてはスペア

部品の入手可能性の確保が要請されているが、スコアリングの対象にもなると考え

られる。 

⚫ 製品の耐久性についても、スコアリングの対象とすべきと考えられている一方、耐久

 
22 CEN/CENELEC, https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:7:1518886516782501::::FSP_ORG_ID:2240017

（閲覧日：2020 年 2 月 19 日） 
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性の確認方法については課題が指摘されている。生産者が実施している耐久性テス

トを市場調査機関が同様に実施するのは困難であり、生産者による耐久性の表明を

チェックすることは困難であると考えられる。また、実際の製品には個体差があり、

耐久性を表明するにしても、平均的な数値を提示することになり、実際の耐久性を担

保することはできないという問題もある。 

⚫ スコアリングシステムは、スコアリング方法についての検討が更に深められるほか、

スコアリングシステムが消費者にとって理解できるものであるか、という観点から

の調査も行われる予定である。消費者が理解可能であると判断された場合、エコラベ

ルの表示項目の一つになる可能性もあると言われている。ただし、エコラベルそのも

のが情報過多であるという指摘もあるため、慎重に検討されるものと考えられる。 

⚫ また、新製品は、機能面やエネルギー効率の面でより良いものとなっている。このた

め、古い製品を修理して長く使用する耐久性と、機能性やエネルギー効率はトレード

オフになる点も指摘されており、製品ごとにバランスをとっていく必要がある点が

指摘された。 

⚫ なお、スコアリングシステムが開発されても、修理にかかるコストが下がらなければ、

消費者は修理ではなく、新商品を選ぶ可能性が高く、消費行動にどの程度まで影響を

与えられるか疑問を呈する意見もあった。 

d. その他 

⚫ エコデザイン指令の対象は、エネルギー関連製品が対象であるが、今後、非エネルギ

ー関連製品も対象になる可能性があることが示唆された。 

⚫ 製品政策の一つであるエコラベルについて、PV ラベルと金融商品が対象に追加され

る見込みである。金融商品については、サステナブルファイナンス（タクソノミー）

の議論の一環で対象に組み入れられることとなっている。 

3) プラスチックについて 

a. 使い捨てプラスチック指令 

⚫ 2019 年 6 月に公表された使い捨てプラスチック指令23については、通常よりも早いス

ピードで議論が進み、採択まで至ったという指摘が多くなされた。内容については、

以下のような点に特徴があるというコメントがなされた。 

✓ リサイクルされる可能性が低いプラスチック製品を規制するものとなった。 

✓ 特定の使い捨てプラスチック製品については、EPR スキームが適用されること

になる。 

✓ プラスチック再生材の需要を喚起するため、飲料ボトルに対してプラスチック

再生材の利用率が定められた。 

✓ 飲料ボトルに対しては、廃棄物枠組み指令に基づく分別回収とは別に、個別の分

 
23 Directive (EU) 2019/904 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on the reduction of the 

impact of certain plastic products on the environment 
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別回収率が設定された。 

⚫ 使い捨てプラスチック指令は、国内法化が進められているところであり、また実施に

向けたガイドラインが 2020 年夏頃に発表される見込みであるため、具体的な実施状

況については、今後の発表文書等も確認する必要がある。 

⚫ 使い捨てプラスチック指令は、容器包装指令等のように廃棄物枠組み指令のもとに

位置づけられるものではないため、今後の実施段階で、使い捨てプラスチック指令で

の規制内容と、廃棄物枠組み指令や容器包装指令の規制内容が十分に整合するかを

確認する必要があるという懸念を示す意見もあった。 

b. 容器包装指令 

循環経済パッケージの発表と併せて提案された改正容器包装指令が 2018 年 6 月に採択さ

れており24、プラスチック容器包装のリサイクルに大きな影響を与えるものであった。特に

大きな影響を与えている改正内容は「リサイクル目標率とリサイクル率の計算方法」と「EPR

スキームの適用と容器包装の必須要件の導入」である。 

ア）リサイクル目標率とリサイクル率の計算方法 

⚫ 改正容器包装指令では、プラスチック容器包装のリサイクル目標率が、2025 年 50%、

2030 年 55%と設定されている。並行して、廃棄物埋立指令では埋立率を下げる目標

（2035 年 10%）を設定しており、プラスチック容器包装のリサイクルの推進を図っ

ている。 

⚫ リサイクル目標率の引き上げと併せて、リサイクル率の計算方法が変わっており、そ

の影響は大きいと懸念されている。従来は、プラスチック容器包装を回収し選別施設

に投入した量でリサイクル率を計算することができたが、改正により、リサイクルの

最終プロセスへの投入量で計算することになった。この結果、選別プロセスで発生す

る残渣量がリサイクル率から除外されることになり、従来の計算方法で算出されて

いたこれまでの加盟国のリサイクル率は、実質的に 5~10%下がると見込まれる。こ

のため、リサイクル目標率の達成はより難しくなっており、各国の達成状況への懸念

が指摘されている。 

イ）EPR スキームの適用と容器包装の必須要件の導入 

⚫ 2025 年までに加盟国では容器包装リサイクルに EPR スキームを適用することが義務

付けられている。廃棄物枠組み指令において EPR スキームの必須要件（minimum 

requirement）が導入され、具体的な内容が検討されているところであるが、そこには

eco-modulation（EPR スキームの費用を環境配慮の観点で調整する）も組み込まれる

ことが想定されている。これにより、加盟国は容器包装リサイクルについて、eco-

modulation を考慮した EPR スキームを構築する必要性に迫られている。 

⚫ 容器包装指令は、更に容器包装の必須要件も併せて導入されており、具体的な内容も

 
24 Directive (EU) 2018/852 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 

amending Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste 
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検討されているところであるが、リユース又はリサイクルしやすい設計という観点

が組み込まれることが想定されている。これにより、欧州市場の生産者は、リユース

又はリサイクルしやすい容器包装設計が求められることになる。リサイクルのしや

すさとは、技術的にかつ経済的にリサイクル可能であることを意図しており、プラス

チック容器包装であれば、リサイクルしやすい樹脂構成（ポリマー）や添加剤が求め

られることになる。 

⚫ EPR スキームと容器包装の必須要件については、今後公表されていくガイダンス文

書の内容を注視する必要があるという意見が多いが、以下のような懸念が示された。 

✓ Eco-modulation は実際の回収、選別、リサイクルの費用を反映させるべきである

が、特定の素材や容器包装への負担が重くなるような設計にならないか懸念さ

れる。 

✓ 容器包装への eco-modulation の適用は、既に加盟国で導入済みのところもあり、

整合がとれたものとなるかが懸念される。整合が取れていない場合、生産者は国

ごとの対応が必要になる。 

✓ 容器包装のリサイクルしやすさの考え方や、eco-modulation の適用方法によって

は、プラスチック容器包装のイノベーションが阻害される懸念がある。新たなポ

リマーなどの開発も進んでいるが、リサイクルの観点から望ましくないと判断

されると市場に出すことができなくなる。 

✓ 容器包装のリサイクルのしやすさを追求すると、マルチレイヤーのプラスチッ

ク容器包装が望ましくないという方向となる可能性もあるが、軽量化（資源効率）

や食品保存機能の観点も十分に考慮されるべきである。 

c. プラスチック再生材の利用促進 

⚫ プラスチック再生材の利用促進に向けて、Circular Plastic Alliance が立ち上がり、再生

材市場の拡大に向けた検討が行われている。 

⚫ プラスチック再生材の利用促進に向けて、製品中にプラスチック再生材を一定割合

利用することを義務付ける考え方については、以下の観点から懸念が寄せられた。 

✓ 製品中のプラスチック再生材とバージン材を区別することはできず、プラスチ

ック再生材の割合を測定することが困難である。プラスチック再生材の利用率

を把握するには、サプライチェーンを遡って確認・検査する必要が生じることに

なり、企業負担が高くなりすぎる。 

✓ 現行市場では、プラスチック再生材はバージン材よりも価格が安いものである

が、利用の義務付けがされると、プラスチック再生材の価格が上がり、バージン

材よりも高くなる可能性がある（使い捨てプラスチック指令の影響により、PET

は再生材の方が高いケースも生じている）。規制がビジネスモデル全体の力学を

破壊することは望ましくない。 

⚫ プラスチック再生材の利用促進策としては、研究開発支援や、インセンティブが望ま

しいという意見も出された。インセンティブについては、リサイクル認証、再生材利

用製品のグリーン公共調達、再生材利用製品への税率軽減などが挙げられた。 
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d. プラスチックの二次原料基準 

⚫ 欧州委員会と CEN にて、プラスチックの二次原料基準の検討が進められているとこ

ろである。二次原料基準は、プラスチック再生材の需要喚起に資するものとして位置

づけられているが、二次原料基準が設定されることで需要が喚起されるものではな

いと考えられており、市場でのプラスチック再生材利用促進に向けた検討や開発を

進めることが重要とされている。 

⚫ CEN/TC249 がプラスチックの標準に関する検討を実施しており、生分解性プラスチ

ックやプラスチック再生材についての検討が進んでいる。 

⚫ 廃棄物枠組み指令には、End of Waste 基準の条項があり、適用可能な資源については

End of Waste 基準が定められ、これを満たすと廃棄物としての取り扱いをする必要が

なくなる。金属資源については、End of Waste 基準が既に策定されている。プラスチ

ックについても End of Waste 基準の策定が検討されたが、多様な用途かつ多様な化

合物を含むプラスチックに対して統一的な基準を策定することは困難であり、プラ

スチックの End of Waste 基準策定は断念されている。このため二次原料基準につい

ても、統一的な基準の作成は難しいだろうという指摘もあり、二次原料基準の方向性

は明確にはなっていないと思われる。 

欧州では、製品に含有される化学物質を制限する規制（RoHS 指令・REACH 規則）

がある。プラスチック製品は多様な化学物質を含有していることが多く、化学物質規

制への対応が、プラスチックのリサイクルを困難とさせる要因の一つとして指摘さ

れてきた。これを踏まえ、欧州化学機関（EHCA）は懸念される化学物質の安全デー

タシートを開発している。生産者はデータシートに基づく情報を提供し、EHCA がデ

ータベース化し、リサイクル事業者データベースにアクセスすることで調達した使

用済製品の含有化学物質情報を把握することができるようになる。化学物質の安全

データシートの具体的な運用は今後定まってくるが、膨大なデータベースになるこ

とが想定され、情報提供側の生産者の負担や、リサイクル事業者にとっての有用性の

観点から懸念を提示する意見もあった。 

e. ケミカルリサイクル 

⚫ 欧州ではプラスチックのケミカルリサイクルに対する期待が高まっている。プラス

チックのメカニカルリサイクルを推進する施策（リサイクル率目標の設定やプラス

チック再生材の利用促進の連携）が展開された一方で、メカニカルリサイクルによっ

てすべてのプラスチックをリサイクルすることはできないという点が認識されるよ

うになり、メカニカルリサイクルが難しいものはケミカルリサイクルすることで循

環経済を実現することが望ましいという声が上がっている。 

⚫ 特に、複数のプラスチック樹脂からなるミックスプラスチックは、メカニカルリサイ

クルによるリサイクルが困難であり、ケミカルリサイクルに仕向けることができる

とよいと言われている。 

⚫ ただし、ケミカルリサイクルについては、エネルギー集約的な技術であること、大量

のプラスチック（インプット）を安定的に調達する必要があること、大型の投資が必

要で事業成立には長期的に利益を生む事業構造にする必要があること、などの課題
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が指摘されている。複数の技術が研究開発途上にあるが、上記の課題を克服できる技

術及びビジネススキームが確立するまでは一定の年数が必要になると見込まれてい

る。 

⚫ なお、ケミカルリサイクルによって算出されるモノマーは、プラスチックではなく燃

料として利用することも可能であるが、これまでのリサイクル率の考え方を踏まえ

ると、燃料利用されるモノマーはリサイクル率に算入すべきではないという指摘も

あった。 

f. 中国による廃プラスチック輸入規制の影響／サーマルリカバリー 

⚫ 2018 年以降、中国が廃プラスチックの輸入を禁止している影響は、欧州にも及んで

いる。2016 年時点では 300 万トンの廃プラスチックが EU から輸出され、主な輸出

先は中国であったが、直近の 2018 年時点では輸出量は約半分になり、行き先は中国

以外の国々になっている。輸出先の国としては、トルコ、マレーシア、シンガポール

などが挙げられた。 

⚫ 欧州域内に、廃プラスチックがとどまるようになったことから、プラスチックリサイ

クルの投資ニーズが高まっており、リサイクル市場が活性化してきているようであ

る。中国に輸出されていた低品質な廃プラスチックだけでなく、高品質な廃プラスチ

ックも還流されるようになったことから、リサイクル事業者が高品質な廃プラスチ

ックを調達できるようになったことが背景にあると言われている。 

⚫ リサイクル事業者はプラスチックのリサイクル能力が十分にあるとしているようで

あるが、西欧でリサイクルできなかった容器包装プラスチックは、東欧の市場に流入

するようになっているという指摘もある。東欧では廃プラスチックの処理体制が十

分ではなく、埋立規制が強まる中で、新たな処理施設が必要になると考えられる。 

⚫ 欧州委員会は、サーマルリカバリー施設（エネルギー回収ができる焼却施設）へのフ

ァイナンスやサポートは実施しない意向を示しているが、原則としての姿勢は変え

ないものとみられるが、実態として、処理が困難な状況が続けば、サーマルリカバリ

ー施設が新たに設立されることになるだろうと言われている。 

g. バイオプラスチック 

⚫ バイオマス由来プラスチックについては、原料である植物の生産過程での化学肥料

等による生物多様性や土壌の喪失、土地の喪失による食料生産との対立などの負荷

を考慮する必要があると指摘されている。このため、バイオマス由来プラスチックは、

製品そのものの環境配慮性は評価されるものの、大量に生産することは他の問題と

の対立を生むことになるので、バランスをとる必要があると考えられている。 

⚫ 生分解性プラスチックについては、通常のプラスチックと同様にリサイクルされる

と、リサイクルされたプラスチック再生材の品質を下げるなど、リサイクルを阻害す

ることが指摘されている。このため、生分解性プラスチックは、通常のプラスチック

とは分けて回収することが重要であり、特定の用途に利用することが望ましいと考

えられている。例えば、イタリアでは生ごみと生分解性プラスチックの袋を一緒に回

収し、コンポスト施設で分解している。また、生分解性プラスチックを安易に利用し



 

 41 

て普及させると、市民によるポイ捨てを増長することにつながるため留意が必要で

あるという指摘もあった。 

h. その他 

⚫ 循環経済行動計画を契機として、欧州では、製品バリューチェーン全体での動きが活

発化してきている。プラスチック業界では、プラスチック製品の生産者、コンバータ

ー、リサイクル事業者、ブランドオーナーなどが自主的に集まり、検討や取組を開始

している。欧州のプラスチック業界団体である、Plastics Europe では、PO（ポリオレ

フィン）、PS（ポリスチレン）、PVC（塩化ビニル）の樹脂ごとにバリューチェーン

でリサイクル促進を進めるプラットフォームを構築している。 

⚫ 欧州では、プラスチックに対する課金が論点の一つとなっている。英国離脱にともな

る税収減に対応するために、新たな財源が必要となっており、欧州委員会は 2018 年

にプラスチック廃棄物に対する課金を提案しており、議論が重ねられている。プラス

チック業界側は、プラスチックに対して課金をするのであれば、徴収された課金はプ

ラスチックの循環経済実現に向けて使われるべきであり、使途の特定されない一般

財源にすべきではないとして、欧州委員会の提案には反対の立場をとっている。 

4) エコデザインバッテリー 

a. エコデザインバッテリーの検討状況 

⚫ エコデザインバッテリーのプログラムは、車載用の大型リチウムイオンバッテリー

を対象に、回収・リサイクルについて検討を進めているものである。当初はエコデザ

イン指令の枠組みのもとで検討が進められる予定であったが、エコデザイン指令の

対象には交通向けの機器は入らないため、別途プログラムを設置して検討が進めら

れている。個別施策についての具体的な検討が進められた上で、最終的に法的な位置

づけの整理が行われることが予定されている。 

⚫ 車載用バッテリーについては、特に以下の観点での検討が進められている。 

✓ 高い回収率の設定：自動車と産業分野からのバッテリーの回収率は 100%にする

ことが考えられている。 

✓ 二次原料を回収するための最低限のリサイクル効率の設定：車載用バッテリー

には、ニッケルやコバルトなどの重要資源が含まれており、最低限のリサイクル

率を設定することで資源の有効利用を促進することが考えられている。 

✓ バッテリーのリユースの定義の確立：車載用バッテリーの安全なリユースを測

るために、リユースの定義づけが考えられている。 

b. サステナブルマテリアル 

⚫ 車載用バッテリーでリサイクルを重視している資源は、リチウム、マンガン、コバル

ト、グラファイトなどであり、これらはサステナブルマテリアルとされている。サス

テナブルマテリアルは、エシカルな調達がされるべき資源という意図であり、資源調



 

 42 

達時の環境・社会への影響を考慮することが求められる。 

⚫ サステナブルマテリアルについては、例えば、バッテリーや自動車の生産者に対して、

原材料の資源調達もとや、調達に当たっての環境・社会への影響を公表させることが

検討されている。これにより、サステナブルではない行為をする生産者に対して、市

場や市民団体からのレピュテーション効果が期待できると考えられている。 

⚫ サステナブルな製品という観点からは、CO2 フットプリント、ラウンドトリップ効

率性（投入エネルギー量と回収エネルギー量の差）、ライフタイム（繰り返し使用す

る回数）、有害物質（重金属など）、リサイクルの安全確保などの観点も考慮される

可能性がある。 

5) その他のリサイクル 

a. 繊維リサイクル 

⚫ ファストファッションが広がったことから、繊維は大量生産・消費されるものになっ

てきており、循環経済を実現する品目の一つとして挙げられる。アパレル産業（生産

者及び流通事業者）に対して責任ある取組が求められることになると考えられる。特

に、アパレル産業では、環境面だけでなく、サプライチェーン上の社会面（人権、労

働安全等）での課題も指摘されており、サプライチェーン全体での取組みが求められ

るようになると考えられる。 

⚫ 2020 年発表予定の循環経済行動計画で、焦点の当たる品目の一つになると言われて

おり、プラスチックに対するアプローチと類似したアプローチが適用されるのでは

ないかと考えられている。 

b. 太陽光発電リサイクル 

⚫ 欧州では 2012 年から太陽光発電（PV）は WEEE 指令の対象に組み込まれており、リ

サイクルに向けた体制確立が進んでいる。2011 年に PV リサイクルの費用便益に関

する調査が実施され、ガラスなどの有用資源が含まれていることから、便益が高いと

結論が出され、WEEE 指令対象に含まれることとなった。 

⚫ PV のリサイクルが本格化するには、20~30 年後になるが、既に拡大生産者責任スキ

ーム（PV cycle）も立ち上がっている。また、CEN/CNELEC では無害化の基準などの

検討も進んでおり、リサイクルの着実な実施に向けた準備・検討が進められている。 

c. CFRP のリサイクル 

⚫ CFRP のリサイクルは議論される段階にはなっていない。しかしながら、今後、CFRP

の用途が風力発電や自動車など多様化していくと考えられ、将来的なリサイクルに

向けた技術開発が必要になるだろうという指摘がされた。 
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6) オランダの循環経済に関する取組 

a. 廃棄物管理 

⚫ オランダでは焼却よりもリサイクルを優先する政策をとっており、分別されたもの

（プラスチックや古紙など）は焼却及び埋立が禁止されている。 

⚫ オランダ政府は、更に、サーマルリカバリー施設に対して、焼却税を課している。サ

ーマルリカバリー施設のコストが平均 60 ユーロ/トンであるのに対して、焼却税は約

32 ユーロ/トンであるため、焼却処理コストは約 92 ユーロ/トンとなる。課税により、

サーマルリカバリー施設利用のハードルを上げることで、リサイクルが好ましい選

択肢となるように誘導を図っている。 

⚫ 結果として、オランダではリサイクル 81％、サーマルリカバリー17%、埋立 2~3%を

達成している。 

b. 中国の廃プラスチック輸入規制の影響／サーマルリカバリー 

⚫ 中国が廃プラスチックの輸入を禁止したことにより、従来中国に輸出されていた産

業由来の廃プラスチックは、サーマルリカバリー施設に搬入されるようになり、サー

マルリカバリー施設への廃プラスチックの供給量は増えている。 

⚫ ただし、焼却税があることから、焼却量を減らすための取組が進んでいる。サーマル

リカバリー施設によっては、事前処理施設を設置し、リサイクル可能な資源を可能な

限り選別して、焼却量を抑える取組をしているので、実際に焼却されている量は少な

くなっている。 

⚫ オランダのサーマルリカバリー施設は、民間企業が運営しているが、オランダ国内で

発生する廃棄物だけでは、処理能力に対して少ないので、英国から廃棄物を輸入して

いる。英国は焼却施設の受入れ容量が不足しているので、オランダに輸出されている。

サーマルリカバリー施設の運営の観点から、今後も廃棄物の輸入量は増えていくと

予想されている。なお、輸入廃棄物に対しても焼却税を課すかという点については議

会で議論がされている段階である。 

c. オランダの循環経済政策（Transition Agenda） 

⚫ オランダの循環経済政策は、National Transition Agenda for Circular Economy 2050 であ

り、Transition agenda の優先分野は、バイオマス・食品、プラスチック、製造業、建

設、消費者製品の 5 分野である。 

⚫ オランダ政府は自発的な取組を求めており、2017 年に政治家、生産者、リサイクル

事業者など循環経済に関わるステークホルダーが集まり、リソースアグリーメント

にサインした。Transition Agenda の 5 つの優先分野について、各産業のバリューチェ

ーン全体が 2050 年に 100%サーキュラーになるためにはどうすればよいかの議論が

行われ、各産業でどうしたらよいかを議論してきている。 

オランダの自発的な取組を促す手段はグリーン・ディールと呼ばれており、欧州委員

会も活用していくことが期待される。 
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d. プラスチックリサイクル 

⚫ オランダ政府は、2025 年時点で新規に生産されるプラスチックの 30％はリサイクル

材でなければならず、すべてのプラスチックはリサイクル可能又はコンポスト可能

にしなければならないとしている。また、容器包装プラスチックのリサイクル目標率

は 70%とし、使い捨てプラスチックは禁止される予定である。 

⚫ プラスチックリサイクルのリサイクル技術開発支援も積極的に実施している。ケミ

カルリサイクルは開発途上であるが、スケールアップを目指している。また、新たな

メカニカルリサイクルの手法の開発も進んでいる。Umincorp は、プラスチックの樹

脂を細かく破砕して、その破片を磁気で分ける方式で選別を行う技術を開発した。 
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1.2 米国の資源循環分野の現状と政策の動向等 

米国の資源循環分野の現状と政策の動向等について、文献調査を実施し、調査結果を取り

まとめた。 

1.2.1 米国政府による Sustainable Materials Management（SMM） 

米国連邦政府機関である EPA（環境保護庁）は資源の持続可能な管理について、Sustainable 

Materials Management25というアプローチを取っており、欧州における Circular Economy の

概念の下で展開されている廃棄物管理やリサイクルなどの政策は SMM の下で実施されて

いる。 

(1) SMM の背景 

米国では、1976 年に制定された資源保護回復法（Resource Conservation and Recovery Act）

に基づき、有害廃棄物は連邦政府の管轄のもと、固形廃棄物は州や地方政府の下、廃棄物管

理が行われてきた。 

2002 年に EPA（環境保護庁）は州政府と協力して、資源の持続可能な管理に注目した報

告書（Beyond RCRA: Waste and Materials Management in the Year 2020）を、2009 年には持続

可能な資源管理に向けたロードマップ報告書を発表し、EPA、州及び関連するステークホル

ダーが SMM（Sustainable Materials Management）を導入している。 

 

SMM は、原料の量と使用に伴うあらゆる環境影響を最小化しつつ、ライフサイクル全般

にわたって原料を生産的に使用する、というアプローチである。 

2009 年のロードマップ報告書26では、ライフサイクルの考え方について、以下のような提

言が政府のステークホルダーに向けてなされている。 

 

⚫ 原料や製品をライフサイクルに基づいて管理する取組みを推進すること 

⚫ 対応能力を高め、また既存の政府の政策での材料管理アプローチを統合すること 

⚫ ライフサイクルに基づく材料管理に関する対話を加速させること 

 

同報告書は、環境悪影響の問題に対する潜在的な重大要因となる 38 の材料、製品及びサ

ービスを具体的に挙げ、材料の経済へのリサイクルなどといった手法が取られ得る場合を

示している。 

 

EPA は SMM を推進する手段として、連携、規格開発、目標設定、規制の 4 つを挙げてお

り、電子機器、食品、有害物質関連において、これらの手法は既に具体的な成功を収めてい

る27（表 1-11 参照）。 

 
25 米国 EPA, Sustainable Material Management, https://www.epa.gov/smm（閲覧日：2020 年 2 月 3 日）参考 

26 米国 EPA, “Sustainable Materials Management: THE ROAD AHEAD” 

https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-09/documents/vision2.pdf （閲覧日：2020 年 2 月 3 日） 

27 Mathy Stanislaus, “A Virtuous Circle” （2016 年 10 月、Environmental Law Institute）参考   
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表 1-11 SMM の政策手段の整理 

分野 政策手段 内容 

電子機器 規格開発 ◆ 2001年、購入者が環境配慮型の電子機器を識別できる評価システ

ム EPEAT（Electronic Product Environmental Assessment Tool）を

導入。 

食品 目標設定 

連携 

◆ 2013 年、事業者による食品ロス・食品廃棄物削減促すパートナー

シップ Food Recovery Challenge を整備し、持続可能な食品管理の

成果を事業者等に年間ベースで報告させている。 

有害物質 規制 ◆ EPA は Definition of Solid Waste Rule を改定し、資源保護回復法

（RCRA）に原料の循環性を組み込んだ。 

◆ 改訂規制は、有害であっても資源価値が高い原料の工程内リサイ

クルの適用要件を合理化。これにより、安全かつ環境上責任あるリ

サイクルを奨励。 

 

また、EPA は SMM を推進するためのプログラムを展開しており、SMM プログラムは以

下の 4 つの基本目的を達成しようとしている。 

 

⚫ 原料の削減、再利用、リサイクル及び廃棄物排出抑制（prevention） などによる処分

率の低減 

⚫ ライフサイクルを通じた材料による環境影響の低減 

⚫ 社会・経済的便益の向上 

⚫ SMM の政策、慣行、インセンティブを採用し実施するための州・地方政府、共同体

及び主要なステークホルダーの能力を向上させる。 

(2) SMM プログラムの戦略計画 2017-2022 

EPAは2015年に2017年度から2022年度をターゲットにした戦略計画28を発表しており、

SMM プログラムの重点分野を以下のとおり設定している。 

 

⚫ 建築環境（Built Environment） 

⚫ 持続可能な食品管理（Sustainable Food Management） 

⚫ 持続可能な包装（Sustainable Packaging） 

1) 建築環境 

米国には、1 億 1,000 棟以上の住宅があり、建築に係る廃棄物の発生量が多いことや、自

然災害によって生じる大量のガレキが課題となっていることから、以下の取組をとること

を予定している。 

 

 

 
28 米国 EPA, “EPA Sustainable Materials Management Program Strategic Plan for Fiscal Years 2017 – 2022” 

https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-03/documents/smm_strategic_plan_october_2015.pdf （閲覧日：

2020 年 2 月 3 日） 
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⚫ SMM のライフサイクルの概念を建築分野に組み込み、ライフサイクル建築設計コン

ペティションや、大型建設及び解体におけるリサイクルの推進などにより、建築・解

体材料の安全なリユース・リサイクルなどを増やしていく。 

⚫ 自然災害により発生したガレキの量と処分量を把握するためのトラッキングシステ

ムを構築し、地域の建築でのレジリエンスを向上させるための建築基準例の見直し

を実施し、ガレキ処分量の削減や、ガレキ管理計画の改善を進めていく。 

⚫ 建築・解体材料や産業副産物のリユースやリサイクルを推進するため、データソース

の整備や、環境面・経済面でのベネフィットを計算するツールの開発を実施し、建築・

解体材料及び産業副産物のリサイクル及び処分量の傾向を把握していく。 

 

2) 持続可能な食品管理 

米国では、食べることができる食品の 30%以上が廃棄されており、米国のメタン総排出

量の約 18％が埋立処分場の食品廃棄物由来であること、また、食品を十分に手にすること

ができない家計の国民が 4,800 万に上ることから、以下の取組をとることを予定している。 

⚫ 州、自治体、業界団体と連携し、食品廃棄物の回収・処理のためのキャパシティビル

ディングを促進し、食品廃棄物の堆肥化施設や嫌気性消化施設を増設することで、埋

立処分場に替わるインフラを確保する。 

⚫ 食品産業分野のステークホルダー間の対話を進め、余剰食品を生産するセクターと

余剰食品を有効利用できるセクターを結びつけることで、フードロスを 50%削減す

る。 

⚫ 廃棄される食品の量を把握した上で、食品廃棄物の環境面・経済面への影響を検討し、

フードロスに関する包括的報告書を作成する。 

 

3) 持続可能な包装 

米国は、毎年約 2 億 5,000 万トンの都市固形廃棄物を排出し、リサイクル率は 35%と低調

である。廃棄される都市固形廃棄物の 30%近くが容器包装で、その量は 7,500 万トンを上回

ることから、以下の取組をとることを予定している。 

⚫ 容器包装の削減と回収についてステークホルダーによる議論を活性化し、官民でイ

ンフラやデータ把握、インセンティブの取り入れを推進することで、リサイクル可能

な容器包装の回収量を向上させ、再生材の利用量を向上させる。 

⚫ プラスチック製容器包装の水路への排出を抑制する EPA のプログラム（Water’s Trash 

Free Waters program）への支援、表示義務や基準の検討、リサイクルインフラの整備

を推進し、容器包装の政策検討や研究開発を推進する。 

⚫ 容器包装に関するデータを把握してマテリアルフローを検討し、LCA ツールを開発

することで、容器包装廃棄物回収の最大化に向けた政策を検討する。 
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(3) SMM プログラムの進捗把握 

EPA は毎年 SMM に関する報告書（Advancing Sustainable Materials Management: Facts and 

Figures Fact Sheet ）を発表しており、同報告書は都市固形廃棄物の発生、リサイクル、コン

ポスト、焼却発電、埋立処分に関するデータなどを公表している。SMM に関する報告書の

データは、SMM プログラムの進捗状況を測るものであり、また国家全体の廃棄物の実態を

明らかにするものである。なお、EPA が公表している最新の報告書は、2019 年 11 月に発

表されたものであり、2017 年のデータが公表されている29。 

2019 年 11 月発表の報告書は主に以下の構成で関連データを掲載している。 

 

⚫ 序章 

✓ 都市固形廃棄物の発生量（総発生量、一人当たり発生量） 

✓ 都市固形廃棄物のリサイクル及びコンポストの量及び割合 

✓ 都市固形廃棄物の処理実態 

✓ 都市固形廃棄物の素材別の発生、リサイクル、コンポスト、焼却発電、埋立の量

及び割合 

• 紙及び段ボール 

• ガラス 

• 金属：鉄、アルミニウム、その他非鉄金属 

• プラスチック 

• ゴム及び皮革 

• 繊維 

• 木材 

• その他の素材 

• 食品 

• 剪定枝 

• その他の無機廃棄物 

⚫ 都市固形廃棄物の傾向 

✓ 都市固形廃棄物の発生、リサイクル、コンポスト、焼却発電、埋立の総量の経年

比較（1960 年から 2017 年） 

✓ 都市固形廃棄物の発生、リサイクル、コンポスト、焼却発電、埋立の一人当たり

量の経年比較（1960 年から 2017 年） 

⚫ 都市固形廃棄物の分析 

✓ 都市固形廃棄物発生量の素材別の割合 

✓ 都市固形廃棄物リサイクル量の素材別の割合 

✓ 都市固形廃棄物コンポスト量の素材別の割合 

✓ 都市固形廃棄物焼却（エネルギー回収施設付）の素材別の割合 

 
29 米国 EPA, “Advancing Sustainable Materials Management: 2017 Fact Sheet” 

https://www.epa.gov/sites/production/files/2019-11/documents/2017_facts_and_figures_fact_sheet_final.pdf  （閲

覧日：2020 年 2 月 3 日） 
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✓ 都市固形廃棄物埋立処分量の素材別の割合 

⚫ 都市固形廃棄物中の製品 

✓ 都市固形廃棄物中のリサイクル率及びコンポスト率の高い製品 

✓ 都市固形廃棄物中の製品別かつ素材別の発生、リサイクル、コンポスト、焼却発

電、埋立の量及び割合 

• 耐久消費財：鉄、アルミニウム、その他非鉄金属、ガラス、プラスチック、

ゴム及び皮革、木材、繊維、その他の素材 

• 非耐久消費財：紙及び段ボール、プラスチック、ゴム及び皮革、繊維、その

他の素材 

• 容器包装：鉄、アルミニウム、ガラス、紙及び段ボール、プラスチック、木

材、その他の素材 

• その他の廃棄物：食品、剪定枝、その他の無機廃棄物 

⚫ 経済的指標 

✓ リサイクルのメリット 

• リサイクル及びリユースの活動による雇用、賃金、税収 

• 素材別のリサイクル産業による賃金、税、雇用 

✓ リサイクル材の価値 

• 各年のリサイクル材の価値（インデックス化） 

✓ 埋立処分場の処理料金 

• トン当たりの埋立処分費（1980 年から 2017 年） 

✓ 都市固形廃棄物発生量と家計支出 

• 都市固形廃棄物の発生量と実個人消費支出（インデックス化）（1960 年か

ら 2017 年） 

⚫ 都市固形廃棄物の実態把握手法の検討 

⚫ 建設廃棄物の発生量 

✓ 建設廃棄物の量と素材別割合 

✓ 建設廃棄物の素材別発生量：コンクリート、木材、乾式壁としっくい、鉄、レン

ガ及び粘土タイル、アスファルト鉄片、アスファルトコンクリート 

✓ 建設廃棄物の発生段階（建設、解体）の割合 

✓ 建設廃棄物のインフラ別（建物、道路及び橋、その他）の素材別の発生量 
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1.2.2 米国産業界の循環経済の取組 

(1) 米国産業界の循環経済への関心 

大手金融グループである ING グループ（本社オランダ）は、米国の 4 つの部門（自動車、

消費者向けエレクトロニクス・電気通信、食品・農業、ヘルスケア）の 300 社のエグゼクテ

ィブに対して、循環経済についての意識調査を実施し、その調査レポートを 2019 年 2 月に

公表している30。調査レポートによると、米国企業において循環経済のフレームワークを採

用しているのは 16％にとどまる一方、62％の企業が循環経済に向かうことを事業戦略の一

部としていることが明らかになった。また、85％のエグゼクティブがサステナビリティは影

響力のある事業成長戦略であると述べており、2018 年の ING による調査では同様の設問に

対する回答が 48％であったことと比較すると、戦略的意思決定にサステナビリティを組み

込んだ米国企業が急増していることが伺える。同調査に回答した米国企業の多くは、循環経

済について、新たな価値を生み出すものというよりは、資源循環によって達成される費用節

約の側面を重視しており、一部の先進的な企業は消費者トレンドへの対応が推進力になっ

ているとしている。ING の調査結果からは、米国企業はサステナビリティの関心を高めて

おり、また、循環経済への認知度も高まりつつあることが推察できる。 

ING の調査レポートは、循環経済モデルを採用して、新たな顧客や市場を獲得し、競争

力を維持している企業として以下を紹介している。 

 

⚫ Johnson Controls 

ビル運用システムや空調冷熱機器、照明機器などを展開する Johnson Controls は、鉛バ

ッテリーのリサイクルを実施している。同社の鉛バッテリーの 8 割はリサイクル材で

製造されている。同社は、顧客や流通事業者と使用済バッテリーを回収する協定を締

結し、クローズド・ループを確立し、鉛市場の価格変動やサプライチェーン断絶とい

ったリスクを回避している。 

⚫ HP 

パソコンやプリンターを展開する HP は、ハイチでリサイクルされたペットボトルを

利用したインクカートリッジ製造を実現するために連携チームを構築している。この

連携は、新たな市場開拓だけでなく、現地労働者の雇用創出や労働条件の改善にも寄

与する社会的貢献にも寄与している。また、Best Buy と連携して使用済プリンターを

返却した顧客には新規購入の際に割引価格を提示する取組も実施し、プリンターのク

ローズド・ループによるリサイクルも実現している。 

 

(2) 米国商工会議所財団による循環経済の取組 

米国商工会議所財団（U.S Chamber of Commerce Foundation EPA）の CCC（Corporate 

Citizenship Center）は多様なテーマについて、企業の社会的責任を実現するためのツールや

 
30 ING, “Opportunity and disruption: How circular thinking could change US business models” 

https://www.ing.com/Newsroom/News/The-US-walking-the-walk-of-a-circular-economy.htm （閲覧日：2020 年 2

月 3 日） 
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機会を提供する組織であり、循環経済について、持続可能性と循環経済のプログラム

（Sustainability and Circular Economy Program）を立ち上げた。同プログラムは企業に対して、

循環経済の達成を支援するため、学び、共有、ネットワーキング、コラボレーションのため

のプラットフォームを提供している。プログラムのリーダー企業は、ダウ・ケミカル、シェ

ル、ヴェオリア、ウォルマートなどであり、ケーススタディの公表、ツールボックス、会議・

イベント、ビジネスツアー、パイロットプロジェクトなどを実施している。 

プログラムのウェブサイト31は、循環経済に関するケーススタディや調査報告書が数多く

掲載しており、その一つに循環経済ツールボックス（Circular Economy Toolbox）32がある。

米国商工会議所財団の CCC、サステナビリティ・コンソーシアム（The Sustainability 

Consortium (TIS)）及び小売業リーダー協会（The Retail Industry Leaders Association (RILA)）

が共同で開発したものであり、循環経済の様々な取組がカテゴリ別に紹介されている（表 

1-12 参照）。 

 

表 1-12 循環経済ツールボックスのカテゴリと取組内容 

カテゴリ 取組内容 該当企業の例 
製品回収（Product takeback） 

貸付プログラム 
(Loan Programs) 

➢ 資源の利用を最大化する方法の一つであり、製
品をできるだけ頻繁かつ長く使うこと。 

➢ 小売業者又は NPO からの貸付プログラムによ
り、消費者は、最終的に処分される新品を買うの
ではなく、通常は使わない製品を借りることがで
きる。 

➢ シェアリング・ビジネスモデルもこの分類に含ま
れる。 

➢ Mud Jeans 
➢ Furnishare 
➢ Toronto Tool 

Library 

製造事業者の引き
取り 
(Manufacturer 
Returns) 

➢ 製造事業者が事業者や消費者に引き取りプロ
グラムを提供すること。製造業者はリユース又は
修理のための製品のストックや質の良い中古品
を得ることができる。 

➢ 製品を回収することで製造業者は、材料や部品
に関して責任をもってリサイクルし、確実に循環
経済を実現できる。 

➢ Tarkett 
➢ HP 
➢ Bridgestone 
➢ IBM 
➢ Dell 
➢ Nike 
➢ SunPower 

小売事業者による
回収 
(Retail Returns) 

➢ 製品は広い地域で使われているため、回収・管
理が容易ではない。 

➢ 小売事業者は製品の回収、リサイクルのための
主要な役割を担っている。 

➢ H&M 
➢ Best Buy 
➢ The North Face 
➢ Apple 

サービスとして背
品を提供 
(Product 
 as Services) 

➢ 製品をサービスに転換することで、消費者に製
品の成果や機能を得るオプションを提供するこ
と。例えば、電球ではなく、照明の時間売りなど
が挙げられる。 

➢ 製造者は製品の補修、点検、耐用年数に至った
場合の取り換え、リサイクルの責任を果たすこと
ができる。 

➢ サービス化とも呼ばれている。 

➢ FROGBOX 

優先目標（Priority Goals） 

 
31 米国商工会議所財団, Sustainability and Circular Economy, 

https://www.uschamberfoundation.org/sustainability-and-circular-economy（閲覧日：2020 年 2 月 3 日） 

32 米国商工会議所財団, Circular Economy Toolbox, https://www.uschamberfoundation.org/circular-economy-

toolbox（閲覧日：2020 年 2 月 3 日） 
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カテゴリ 取組内容 該当企業の例 

環境 
(Environmental) 

➢ 持続可能性の目標を設定することで、企業は使
用資源を削減する取組に集中できるようになる。 

➢ エネルギーや水などの関連する取組に重点を置
くと、企業は環境におけるフットプリントを削減す
ることができる。 

➢ Caesars 
➢ Walgreens 

生産 
(Production) 

➢ 廃棄物ゼロ生産、製造工程での廃棄物を新しい
製品の原料に変換するなどの活動に関する目
標設定をすること。 

➢ Intel 
➢ Novelis 
➢ Philips 
➢ Alcoa 
➢ Veolia 

製品設計（Product Design） 

包装 
(Packaging) 

➢ 製品を安全かつ新鮮に維持する機能を持つ包
装と、循環型思考の包装を両立させることがで
きる。 

➢ 軽量化、使用原料の削減、リサイクル可能品や
リサイクル品を選択することなどが挙げられる。 

➢ Kroger 
➢ Heinz 
➢ Pfizer 
➢ Dow Chemical 
➢ Dell 

修理 
(Refurbishment) 

➢ 製品寿命を延ばすことは、資源を可能な限り使
い続けるための重要な取組である。 

➢ 製品を回収し、チェック、クリーニング、修理、再
利用することで、資源や製造時のエネルギーや
人的資源を循環させることができる。 

➢ Philips 
➢ Caterpillar 
➢ Steelcase Inc 
➢ REEP 

Technologies 
➢ SunPower 

人的資本 
(Human Capital) 

➢ 人的資源も循環型に設計することができる。 
➢ 時間、エフォート、技能などはすべて資源であ

り、利用を最適化し、循環経済を創り出すことが
できる。 

➢ FLOOW2 

新たなビジネスモ
デル 
(New Business 
Models) 

➢ 新しいビジネスモデルを採用すること。循環経済
の原則に基づく事業を始めること。 

➢ 一例として、リサイクルされた素材を利用した製
品コレクションを作ることなどが挙げられる。 

➢ Ikea 

サプライチェーン 
(Supply Chain) 

➢ 外部のステークホルダーと連携して循環型の製
品を設計すること。 

➢ サプライチェーンの上流・下流のプレイヤーと連
携することで、どのような材料が循環型利用でき
るのかを理解することができる。 

➢ 循環的の部品や包装を生み出すことや、製造施
設内での循環の実践の支援などに発展させるこ
とができる。 

➢ Philips 

コミュニケーション（Communications） 

外部 
(External) 

➢ 持続可能かつ循環型の活動について外部とコミ
ュニケーションすることで、顧客、政府機関、他
企業との連携を認めてもらうことができる。 

➢ 優良事例や将来のプロジェクトに関する企業同
士でアイデアを与えあうこともできる。 

➢ Tarkett 
➢ Hilton 

Worldwide 
➢ Ecolab  
➢ Minnesota 

Sustainable 
Growth 
Coalition 

➢ General Motors 

内部 
(Internal) 

➢ 効果的な内部でのコミュニケーションによって内
部のステークホルダーは事業の進捗や優良事
例そしてプロセスを知ることができる。 

➢ 事業単位全体での協力や、プログラムを促進す
ることで、企業のパフォーマンス全体を向上させ
るような取組への従業員の関与を深めることが
できる。 

➢ Hilton 
Worldwide 

➢ Campbell Soup 
Company 
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カテゴリ 取組内容 該当企業の例 
食糧・エネルギー・水・土地（Food, Energy, Water and Land） 

エネルギー生産 
(Energy 
Production) 

➢ 大気汚染や気候変動の要因とならない再生可
能なエネルギーの開発は、持続可能な方法で社
会に電力を供給するために重要である。 

➢ SABMiller 
➢ Veolia 
➢ Lockheed 

Martin 
➢ General Mills 
➢ Wissington 
➢ Anheuser-

Busch 
➢ DSM 
➢ ExxonMobil 

食品廃棄物 
(Food Waste) 

➢ 食品加工プロセスでの食品ロス、家庭やレストラ
ンで食べられない食料などを動物や魚の飼料な
どに循環させて利用する。 

➢ MGM Resorts 
International 

➢ Republic 
Services 

➢ Enterra 
➢ Cirkle 
➢ Walmart 

土地利用 
(Land Use) 

➢ 施設や農場が環境汚染を引き起こさないように
計画し、元々生息する生物種を保全し、改変さ
れた土地は自然の状態に近づけること。 

➢ PepsiCo 

水システム 
(Water System) 

➢ 取水量を抑制し、施設での水の管理を効率化し
て、排水を回収して他の目的に利用することや、
浄化して水道に戻すプロセスを開発することで、
水利用管理を持続可能なものにすることができ
る。 

➢ Microsoft 
➢ Disney 
➢ Dow Chemical 

Company 
➢ Xylem 

材料（Materials） 

クローズド・ループ 
(Cosed Loop) 

➢ クローズド・ループ・プロセスは、循環経済の完
結したシステムの一つである。 

➢ 製品が耐用年数に達する、分解されて、同種の
新しい製品に部品や材料が使用されるよう設
計・管理される。工場内で水を循環させる冷却水
システムなどもその一例といえる。 

➢ ECOR 
➢ New Balance 
➢ Tarkett 

製品キュレーション 
(Product Curation) 

➢ 販売する製品を循環経済型なものに変え、特定
の市場や消費者向けに販売すること。 

➢ リサイクル材を使用した製品を明示して、アピー
ルすることなどが挙げられる。 

➢ Etology 
➢ Procter & 

Gamble 
➢ Levi Strauss & 

Co. 
➢ Patagonia 
➢ Sealed Air Corp 

調達 
(Sourcing) 

➢ 責任をもって調達した材料を循環的に使用する
こと。 

➢ 使用した製品を廃棄せずに、新たな製品の製造
プロセスに投入することで、再生可能資源化か
らの調達を可能にする。 

➢ ECOR 
➢ Southwest 

Airlines 
➢ Hilton 

Worldwide 
➢ Novelis 
➢ Alaska Airlines 
➢ Tetra Pak 
➢ Timberland 

 

 

米国商工会議所財団は、リサイクルを推進するための Beyond 3433というイニシアティブ

 
33 米国商工会議所財団, Beyond 34: Recycling and Recovery for a New Economy, 



 

 54 

も実施している。現在の米国のリサイクル率は 34%であり、このリサイクル率を向上させ

るために、拡張可能なリサイクルモデルを提供しようとするものであり、コカ・コーラやダ

ウ・ケミカルなどの企業がサポートしている。Beyond 34 モデルでは、コミュニティのリサ

イクルサプライチェーンのステークホルダーを集め、廃棄物管理システムの分析結果を提

供し、リサイクル率を効果的に向上させるプロジェクトを特定してファンディングする。

Beyond 34 モデルは既にフロリダ州オーランド地域で適用されており、多くの地域のステー

クホルダーが議論を重ねてリサイクル率向上のプログラムを作り上げ、10 万ドル以上を投

資して、プログラムを実施しているところである。米国商工会議所財団は、2019 年 2 月に、

Beyond 34 モデルの拡大を発表し、第二の都市として、オハイオ州のシンシナティ市で実施

することを発表している。 

 

(3) 米国における循環経済に関する研究開発プロジェクト 

2014 年に成立の「米国製造業及びイノベーション再活性化法（Revitalize American 

Manufacturing and Innovation Act）」に基づく取組の一環として、2017 年、米国エネルギー省

は Reducing EMbodied-Energy And Decreasing Emissions (REMADE) Institute34を設立した。

REMADEPEAT は原料生産や加工に伴うエネルギーや CO2 排出につながる研究開発の支援

を推進しており、以下のゴールを設定している。 

 

⚫ 材料の一次利用の削減と、エネルギー集約産業での二次原料使用の増加を通じて、エ

ネルギーによる排出削減を可能とする技術の開発 

⚫ 主要な二次原料のため「コストとエネルギーが同等であるよりも良い」原料の実現を

可能とする技術の開発 

⚫ 複数の産業間における課題解決技術の応用の幅広い浸透 

 

REMADE が焦点を当てている技術分野は以下であり、策定した技術ロードマップ35に基

づき、研究開発プロジェクト、教育・人材開発プロジェクトを募集してきており、既に 30

のプロジェクトが採択・実施されている。 

 

⚫ Systems Analysis & Integration：マテリアルフローを理解するためのデータ収集、規格

化、数値化及びツール 

⚫ Design for Reuse & Disassembly：原材料の有効利用と耐用年数経過後の再利用改善の

ための設計ツール 

⚫ Manufacturing Materials Optimization：製造プロセスでのロス削減、スクラップ原材料

の再利用及び製造業での副原料の活用 

 

https://www.uschamberfoundation.org/beyond-34-recycling-and-recovery-new-economy（閲覧日：2020 年 2 月 3

日） 

34 REMADE Institute, https://remadeinstitute.org/（閲覧日：2020 年 2 月 4 日） 

35 REMADE Institute, “Technology Roadmap 2019” https://remadeinstitute.org/technology-roadmap（閲覧日：

2020 年 2 月 4 日） 
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⚫ Remanufacturing & End-of Life Reuse：洗浄、部品再生、状態の評価及び静脈物流のた

めの効率的かつ効果的な技術 

⚫ Recycling & Recovery：迅速な収集、発見、ソーティング、汚染除去、再加工と処分



 

 

5
6
 

 

図 1-3 REMADE が対象とする技術分野の整理 

出所）REMADE Institute, “Technology Roadmap 2019” https://remadeinstitute.org/technology-roadmap（閲覧日：2020 年 2 月 4 日） 
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1.2.3 米国におけるリチウムイオンバッテリーの輸送に関する規制 

米国では、米国運輸省のもとに設立されているパイプライン及び有害物質安全管理局

（Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration ）が所管する規則である、49 CFR 

(Code of Federal Regulations), PART 173 — SHIPPERS — GENERAL REQUIREMENTS FOR 

SHIPMENTS AND PACKAGINGS）の §173.185 にリチウムイオンバッテリーの輸送時の包

装についての規制が記載されている。 

同条では、すべてのリチウムイオンバッテリーの輸送時の包装について、危険な発熱、漏

電、端子の損傷を引き起こさないように包装すること、バッテリーが国連のテスト（UN 

Manual of Tests and Criteria）を通過していること、国連の指定する包装グループ II と同等レ

ベルの包装が求められる。 

ただし、リチウムイオンバッテリーを許可された施設及び処分場向けやリサイクル向け

に自動車で輸送する場合のみ、以下が適用されることとなっている。 

 

⚫ バルク包装（簡易包装）ではない強度のある外部容器に包装されていればよい（「強

度のある外部容器」は 49 CFR §§173.24 及び 173.24a に記載される一般的な包装の基

準に合致していなければならない）。 

⚫ テスト及び記録保持をしなくてよい。 
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1.2.4 米国におけるプラスチックリサイクルに関する動向 

(1) プラスチックリサイクルの実態 

米国環境保護庁（EPA）は、2017 年までの米国におけるプラスチックの排出及びリサイク

ルの実態を表 1-13 及び図 1-4 のとおり掲載している36。 

 

表 1-13 米国における方法別プラスチックごみリサイクル量の推移 

 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2010 2015 2016 2017 

総発生量 390 2,900 6,830 17,130 25,550 29,380 31,400 34,480 34,870 35,370 

リサイクル - - 20 370 1,480 1,780 2,500 3,120 3,240 2,960 

堆肥化 - - - - - - - - - - 

エネルギ
ー回収 

- - 140 2,980 4,120 4,330 4,530 5,330 5,340 5,590 

埋立 390 2,900 6,670 13,780 19,950 23,270 24,370 26,030 26,290 26,820 

出所）米国化学会議及び全国 PET 容器資源協会 

 

 

図 1-4 米国における方法別プラスチックごみリサイクル量の推移 

出所）米国化学会議及び全国 PET 容器資源協会 

 
36 米国 EPA, Facts and Figures about Materials, Waste and Recycling, Plastics: Material-Specific Data , 

https://www.epa.gov/facts-and-figures-about-materials-waste-and-recycling/plastics-material-specific-data （閲覧

日：2020 年 2 月 3 日） 
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(2) 米国化学協会による取組 

米国の化学業界団体である米国化学協会（American Chemistry Council）のプラスチック部

門は、2018 年 5 月に、以下の 3 つの目標を設定したことを発表した37。 

 

⚫ 2040 年までに、100％のプラスチック製容器包装をリユース、リサイクル、又はリカ

バリーする。 

⚫ 2030 年までに、100％のプラ製容器包装をリサイクル可能又はリカバリー可能にする。 

⚫ 2020 年までに、米国化学協会に所属するプラスチック企業のすべての米国製造工場

は、Operation Clean Sweep-Blue（ゼロペレット・フレーク・パウダーを目指すキャン

ペーン）に参加する。2022 年までに、北米全土の製造工場が同キャンペーンに参加

する。 

 

米国化学協会は、プラスチック産業が安全かつクリーンなプラスチック製容器包装を目

指すという将来ビジョンを提示し、目標達成に向けて以下の 6 項目を重視していくと宣言

している。 

 

⚫ 効率的に、リサイクル、リユースできる新しい製品を作る 

⚫ 素材を回収、選別、リサイクル、リカバリーできる新技術とシステムの開発 

⚫ 消費者が容易に参加できるリサイクル、リカバリープログラム 

⚫ 回収、リユースできるプラスチックの種類の拡大 

⚫ 最終市場を意識した製品ライン 

⚫ 使用済プラスチックは価値があり、次の使用フェーズがあることを伝える意識啓発 

 

米国化学協会プラスチック部門は PlasticPackagingFacts.org38を立ち上げ、プラスチック容

器包装のリユース・リサイクル・リカバリーに向けた情報提供やプラスチック容器包装に関

する調査結果などを実施している。情報提供メンバー企業は、BASF、Braskem、Dow Dupont、

TOTAL などである。 

 

(3) 米国プラスチックリサイクル事業者協会による取組 

米国のプラスチックリサイクル事業者の業界団体である米国プラスチックリサイクル事

業者協会（The Association of Plastic Recyclers）は、プラスチックリサイクルに関する取組を

推進している。 

代表的な取組が、APR Recycling Demand Champion Campaign であり、ポストコンシューマ

ーのプラスチックの需要を積極的に生み出そうとする取組である。同取組にはコカ・コーラ、

 
37  米 国 化 学 協 会 , https://www.americanchemistry.com/Media/PressReleasesTranscripts/ACC-

news-releases/US-Plastics-Producers-Set-Circular-Economy-Goals-to-Recycle-or-Recover-100-

Percent-of-Plastic-Packaging-by-2040.html（閲覧日：2020 年 2 月 3 日） 
38 Plastic Packaging Facts, https://www.plasticpackagingfacts.org/about-plastic-packaging/（閲覧日：2020 年 2 月

3 日） 
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ベリー、キャンベル、P&G などが参画しており、2018 年には 680 万ポンドのポストコンシ

ューマーレジンをリサイクルしている39。 

また、米国プラスチックリサイクラー協会、リサイクルプラスチックの買い手と売り手の

ための情報提供も実施している40。 

プラスチックのリサイクル性向上に向けたデザインのガイドラインとして、APR Design® 

Guide for Plastics Recyclability41を公開している。同ガイドラインでは PET, HDPE, PVC, 

LDPE/LLDPE/HDPE Film, PP, EPS, PS のそれぞれの樹脂について、ベース樹脂、バリアレイ

ヤーや添加物、色、形態、蓋、ラベル及びインクなどについて望ましい設計を提示している。 

 

  

 
39 米国リサイクル事業者協会, 

https://www.plasticsrecycling.org/images/Recycling_Demand_Champions/APR_Recycling_Demand_Champions_20

18_Report.pdf （閲覧日：2020 年 2 月 3 日） 

40 米国リサイクル事業者協会, https://plasticsrecycling.org/markets/buyers-and-sellers（閲覧日：2020 年 2 月 3

日） 

41 米国リサイクル事業者協会,https://plasticsrecycling.org/images/pdf/design-guide/Full_APR_Design_Guide.pdf

（閲覧日：2020 年 2 月 3 日） 
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1.3 CE に関する標準化動向等 

CE に関する標準化動向として、ISO/TC323 の概要を整理するとともに、ISO/TC323 に対

する国内検討の支援を行った。調査は文献調査及び海外現地調査を実施した。 

1.3.1 ISO/TC323 の概要整理 

(1) スコープ 

ISO/TC323 Circular economy のスコープは「持続可能な開発への貢献を最大化するための、

関連するすべての組織の活動の実施に向けたフレームワーク、ガイダンス、支援ツール、要

求事項の開発のためのサーキュラー・エコノミーの分野における標準化」とされている。「組

織」としては、企業、公的機関、非営利団体等といった CE 関連プロジェクトを実施する任

意の組織が想定されている。なお、既存の TC によって既に包含されている CE の側面はス

コープから除外するとしている。 

(2) 体制 

ISO/TC323 の体制図を図 1-5 に示す。ISO/TC323 の中に 4 つのアドホックグループが設

けられ、各アドホックグループにて「原則、枠組み、用語、定義、マネジメントシステム規

格」「実施のためのガイダンス、分野別の適用」「循環性（Circularity）の測定」「特定の課

題（ケーススタディ）」について検討を進めている。 

 

図 1-5 ISO/TC323 の体制図 

 

ISO/TC323 のアドホックグループの詳細を表 1-14 に示す。 

ISO/TC 323
Circular economy

59Pメンバー
13Oメンバー

Liaison Committees
Liaison Organizations

Ad Hoc Group 1

原則、枠組み、用
語、定義、マネジ
メントシステム規

格

（アニメーター：フ
ランス）

Ad Hoc Group 2

実施のためのガ
イダンス、分野別

の適用

（アニメーター：ル
ワンダ）

Ad Hoc Group 3

循環性
（Circularity)の測

定

（アニメーター：オ
ランダ）

Ad Hoc Group 4

特定の課題

（アニメーター：フ
ランス）

Chair Advisory Group
(CAG)

Standing Members
Rotating members
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表 1-14 ISO/TC323 のアドホックグループの概要 

項目 AHG1 AHG2 AHG3 AHG4 

タイトル 原則、枠組み、用語・定義、マネ
ジメントシステム規格 

 

実施のためのガイダンス、分野
別の適用  

循環性（Circularity）の測定 特定の課題  

スコープ  最初に原則、枠組み、用語・定義
を開発。次に、マネジメントシステ
ム規格を開発。 

 

実施のためのガイダンス  循環性のソリューションの持続可
能性の影響を含む、循環性の測
定のための一般的な方法の開発 

教訓と推奨事項を得るためのケ
ーススタディの分析 

成果物 原則、枠組み、用語・定義の提案
(to be defined)  

 ビジネスモデルバリューチェ
ーンに関する NWIP 

 方法に関する NWIP 

 教育、公共調達、行動に関
する提案 

循環性の測定/評価に関する
NWIP  

ケーススタディに基づく 2つの
TR 

 functionality、製品サービス
システムといった、CEに関
するパフォーマンスベース
のアプローチ 

 ローカルテリトリアルアプロ
ーチ 

トピックス 原則、枠組み、用語・定義、マネ
ジメントシステム規格 

ビジネスモデル、方法、教育、公
共調達、行動 

循環性の測定/評価 パフォーマンスベースのアプロー
チ、ローカルテリトリアルアプロー
チ 
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1.3.2 ISO/TC323 に対する国内検討の支援 

ISO/TC323 について、国内における対応策等を検討するための基礎調査や資料作成等の検

討支援を行った。 

(1) 既存の国際標準等との関係の整理 

ISO/TC323 について、既存の国際標準等との関係の整理を行った結果を図 1-6 に示す。環

境や品質関係の国際標準に加えて、シェアリングエコノミー、イノベーション、ブロックチ

ェーン等のように広範に関係する標準取組が存在すると考えられる。特に既存の国際標準

では、ISO/TC207（環境管理）、ISO/TC176（品質管理及び品質保証）、IEC/TC111（電気・

電子機器、システムの環境規格）との関連が深いと考えられる。 

 

 

図 1-6 ISO/TC323 と既存の国際標準等との関係の整理 

出所）各種資料に基づき三菱総研作成 

(2) 国内における CE 関連取組の俯瞰的整理 

ISO/TC323 について国内における対応策等を検討する基礎資料として、国内における CE

関連取組の俯瞰的整理を行った。整理対象として、資源循環分野の取組が進展していると考

えられる電気電子機器業界及び自動車業界を取り上げ、これらに加えて廃棄物・リサイクル

業界について検討を行った。なお、現在行われている取組と現在は行われていないが将来的

に実施が想定される取組についても対象とし、幅広に整理を行った。 

1) CE 関連取組内容の整理（電気電子機器業界） 

電気電子機器業界について CE 関連取組内容の整理を行った結果を図 1-7 に示す。電気電

子機器業界では、設計、製造段階では、資源有効利用促進法、製品アセスメントマニュアル、

サーキュラー・エコノミー

環境管理

品質管理
及び品質保証

電気・電子機
器、システムの
環境規格 ISO/ TC323

IEC/TC111

ISO/TC207

ISO/ TC176

• TC207にて、ISO14009「製
品の設計・開発段階」（エコデ
ザインに関連）を検討中

• ISO/IEC JWGでダブルロゴ
エコデザイン規格を開発中
（EEEのみならず、全製品対
象の予定）

• TC207にて、CEとの関連やすみ分け
についてアドホックグループ（SC5から
立ち上げ）にて検討中

• CEのマネジメントシステム策定にあたっ
ては、TC207のマネジメント規格の雛
型をTC323にアレンジすることになるか

ISO/TC268 コミュニティにおける持続可能な開発
（ケーススタディ？)

•マネジメントシステム規格
検討にあたっては、規格
の雛形を用いてCE向け

にアレンジすることになる
か？

• TC111AHG13にて、CEとの関連を議論・
検討中

• TC111にて、エコデザイン（IEC62430）、
（関連してマテリアルサーキュレーション、イン
パクトの評価ガイダンス）、資源効率評価、
リサイクル可能率、温室効果ガス排出量算
定をカバー

ISO/TC301 エネルギーマネジメント・省エネ
（指標？ ）

ISO/TC324 シェアリングエコノミー
（ビジネスモデル？）

ISO/TC279 イノベーションマネジメント
（競争力・イノベーション？）

ISO/TC307 ブロックチェーンテクノロジー
（トレ－サビリティ？）

SC5：
ライフサイクル
アセスメント

ISO26000 社会的責任の手引き
（上位概念？)

ISO20400 持続可能な調達
（指標？ ）

・イギリス規格BS8001にて、CE
方針の検討および実行を支援す
るためのフレームワークとガイダンス
を提供 BS8001
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エコデザイン規格等が存在しており、CE 型取組としては、主に長寿命化に代表されるよう

な環境配慮設計に関する取組や製造プロセスの効率化に関する取組が行われている。販売、

消費段階では、グリーン購入制度があり、販売方法を製品単位からサービス単位に変えるよ

うな取組や、消費時の寿命を延長させるようなメンテナンス等の取組が行われている。特に

代表的な製品としては複写機に関する取組を挙げることができる。回収、再生段階では、家

電リサイクル法、小型家電リサイクル法や中古品判断基準ガイドライン、資源効率性評価・

情報伝達等の規格が存在しており、製品のトレーサビリティの取組や一部の製品において

回収した製品・部品を再利用する取組が行われている。また、CE 型取組を更に促進させる

ためにはサプライチェーンの各段階における情報連携がより重要となると考えられる。 

 

 

図 1-7 CE 関連取組内容の整理（電気電子機器業界） 

出所）各種資料に基づき三菱総研作成 

 

2) CE 関連取組内容の整理（自動車） 

自動車業界について CE 関連取組内容の整理を行った結果を図 1-8 に示す。自動車業界で

は、設計、製造段階では、自動車リサイクル制度の中で、インセンティブ付与の検討が行わ

れていることや、設計段階での事前評価ガイドライン、リサイクル可能率やエコデザインの

規格が存在しており、CE 型取組としては、主に長寿命化に代表されるような環境配慮設計

に関する取組や製造プロセスの効率化に関する取組が行われている。販売、消費段階では、

グリーン購入制度があり、電気電子機器業界と同様に、販売方法を製品単位からサービス単

位に変えるような取組や、消費時の寿命を延長させるようなメンテナンス等の取組が行わ

れている。回収、再生段階では、自動車リサイクル法が存在し、補修用部品関係の自主規格

の検討が行われており、製品のトレーサビリティの取組や回収した製品・部品を再利用する

設計 製造 販売 消費 回収 再生

法制度（日本）

ガイドライン等（日本）

資源有効利用促進法 グリーン購入法
家電/小電リサイクル法

廃棄物処理法

製品アセスメントマニュアル 中古品判断基準

長寿命化

国際標準 エコデザイン（IEC/ISO）
資源効率性評価

情報伝達

CE型取組類型※

修理容易性

モジュール化

アップグレード
容易性

リユース性

リサイクル性

自前管理生産ロス低減 リース

レンタル

シェアリング

受注生産

メンテナンス

リペア

アップグレード

状態監視

リマン

リファービッシュ

リペア

ダイレクト
リユース

マテリアル
リサイクル

回収品査定
リユース部品

活用

ファイナンス
モデル

回収品
マッチング

：投入資源の削減

：製品寿命の延長

：ビジネスモデル変革

：回収・リサイクル

※

情報連携

：全ての基礎
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取組が今後も進展するものと考えられる。また、CE 型取組を更に促進させるためにはサプ

ライチェーンの各段階における情報連携がより重要となると考えられる。 

 

 

図 1-8 CE 関連取組内容の整理（自動車業界） 

出所）各種資料に基づき三菱総研作成 

 

3) CE 関連取組内容の整理（廃棄物・リサイクル） 

廃棄物・リサイクル業界について CE 関連取組内容の整理を行った結果を図 1-9 に示す。

他業界における設計、製造、販売、消費の各段階における CE 型取組をサポートするために、

回収、再生段階における取組が進展している。回収段階では、トレーサビリティの強化をは

じめ、回収の効率化、回収した製品を再利用するための取組が進展している。また、再生段

階では、回収した製品・部品の再利用を促進するための取組が進展している。なお、回収、

再生した製品・部品を再利用するためにはサプライチェーンの下流に位置する廃棄物・リサ

イクル業者と上流に位置する製造業者が密に情報連携することが不可欠であり、情報連携

する内容や方法論も含めて今後検討が進展すると考えられる。 

 

設計 製造 販売 消費 回収 再生

法制度（日本）

ガイドライン等（日本）

自動車リサイクル法
（インセンティブ制度【検討中】）

グリーン購入法
自動車リサイクル法
廃棄物処理法

使用済自動車の３R促進等のための
製品設計段階事前評価ガイドライン

補修用部品関係自主規格
【検討中】

長寿命化

国際標準
リサイクル可能率（ISO）

エコデザイン（ISO）

CE型取組類型※

修理容易性

モジュール化

アップグレード
容易性

リユース性

リサイクル性

自前管理生産ロス低減 リース

レンタル

シェアリング

受注生産

メンテナンス

リペア

アップグレード

状態監視

リマン

リファービッシュ

リペア

ダイレクト
リユース

マテリアル
リサイクル

回収品査定
リユース部品

活用

ファイナンス
モデル

回収品
マッチング

：投入資源の削減

：製品寿命の延長

：ビジネスモデル変革

：回収・リサイクル

※

情報連携

：全ての基礎
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図 1-9 CE 関連取組内容の整理（廃棄物・リサイクル業界） 

出所）各種資料に基づき三菱総研作成 

 

(3) AHG4 検討支援 

AHG4 では CE のケーススタディ分析がスコープとなっており、検討のベースとなる CE

に関する各国の取組事例の収集を検討している。アニメーターのフランスにて取組事例の

整理フォーマットが検討されているが、日本からも整理フォーマットを提示すべく、検討を

行った。以下に、事例フォーマットで整理すべき項目例の検討結果を示す。この検討結果を

踏まえ、事例フォーマットを作成し、PET ボトルリサイクル及び北九州エコタウンにおける

実際の取組事例を整理した。PET ボトルリサイクルの整理結果を図 1-10 に、北九州エコタ

ウンの整理結果を図 1-11 に示す。 

 

⚫ 基礎情報 

項目案 備考 

実施主体 － 

実施主体の概要 － 

国 － 

対象とするもの プラスチック、金属、木材、〇〇製品／ストック資源、再生可
能資源 

取組のタイプ エレンマッカーサーの CE概念図のうち何に当たるかを選択
／シェアリング等のいわゆる新しい CE取組だけでなく、日
本が強みを発揮できる高度リサイクル等のいわゆる従来型
の取組も選択できるような形式としておく 

 

 

設計 製造 販売 消費 回収 再生

法制度（日本）

ガイドライン等（日本）

各種リサイクル法
廃棄物処理法

業界受入基準
リサイクル材品質基準

国際標準

CE型取組類型※

修理容易性

リユース性

リサイクル性

リペア リファービッシュ

リペア

ダイレクト
リユース

マテリアル
リサイクル

回収品査定
（自動）

リユース部品
活用

回収品マッチン
グ（自動）

：投入資源の削減

：製品寿命の延長

：ビジネスモデル変革

：回収・リサイクル

※

一括集荷

トレーサビリティ
強化

情報連携（家電・自動車リサイクル関係のみ？）

：全ての基礎
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⚫ 背景・目的 

項目案 備考 

取組の背景 － 

取組の目的 － 

解決すべき課題（※） 取組前の状況を記述。取組後の状況は効果の欄に記載。現
状の実態と課題を記載。 

 

⚫ 事例の具体的内容 

項目案 備考 

ソリューション（※） 取組の具体的内容を記載。 

プロセスフロー（※） 図を想定 

取組の体制 主体と連携する関係者の体制図を想定。複数の主体が協力
して実施するような日本の強みが活かせるような内容を記
載。 

 

⚫ 効果 

項目案 備考 

結論（※） フランスのフォーマットでは conclusion とあるが、
output/outcomeを想定。取組によって何がどのように変わっ
てどのような成果を得ることができたかを記載。 

取組の効果 費用対効果など、なるべく定量化することを推奨 

取組の波及性・拡張性 他国、他の地域、他者、他のもの等への適用可能性、横展開
可能性 

取組の継続性 マネタイズ、法規制等、実施に取組を継続して行う場合の課
題 

 

⚫ その他 

項目案 備考 

必要条件 取組成立の前提条件など 

技術の特徴 － 

 

※はフランスが検討中の事例フォーマットで示されている事項を示す。 
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⚫ 事例名称：再生 PET 樹脂 100%の PET ボトルの実現 
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図 1-10 事例フォーマット作成例（PET ボトルリサイクル） 

⚫ 事例名称：北九州市内の資源循環取り組み事例 
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図 1-11 事例フォーマット作成例（北九州市内の資源循環取り組み事例） 
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1.4 我が国産業への影響分析、対応策、米国・欧州との協力可能性の検討 

1.4.1 我が国産業への影響分析、対応策の検討 

(1) 欧州・米国の最新動向を踏まえた我が国産業への影響分析 

欧州調査、米国調査を踏まえ、我が国産業への影響分析を行い、対応策を検討した。検討

は、調査結果を踏まえ、資源循環分野において直近で動きが見られ、特に注目すべき項目と

して、エコデザイン、プラスチック、その他（リチウムイオンバッテリー、繊維）を対象に

実施した。また、2020 年 3 月 11 日発表された新循環経済行動計画が我が国産業に与える影

響についても考察した。 

1) エコデザイン 

エコデザインに関する我が国産業への影響分析を表 1-15 に示す。欧州では域内での規制

強化や新たなルール作りが検討されており、米国では特段動きが見られない。このため、基

本的には、我が国産業への影響は、エコデザイン指令等の規制対象品目について欧州で事業

を行う事業者への限定的なものとなると考えられる。 

表 1-15 我が国産業への影響分析（エコデザイン） 

今後想定される動き 我が国産業への影響 

2019年採択の新たなエコデザ
イン規則の施行 

⚫ エコデザイン指令の対象品目の欧州への上市に当たっ
て、スペア部品確保、修理事業者への情報提供等の規
則への対応が求められる。 

⚫ 我が国産業への影響は欧州で事業を行う事業者への
限定的なものとなる。 

エコデザインの標準化 ⚫ CEN/CENELECが参照する資源効率性に関するエコ
デザインの規格が確立し、エコデザイン指令の対象品
目拡大に当たり参照される可能性があり。 

⚫ エコデザイン指令に参照された場合、対象品目の欧州
への上市に当たって、当該規格への対応（研究開発の
実施、設計の変更等）が求められる。 

⚫ 欧州規格が他国に拡大することや、国際標準となった
場合は、研究開発等の遅れによる競争力低下や設計
変更等によるコスト増加等、我が国産業への影響が大
きくなる可能性も考えられる。 

エコラベルの拡大 ⚫ 太陽電池モジュール、金融商品を対象にエコラベルが
拡大し、資源効率の観点が加わる可能性あり。 

⚫ 当該品目を欧州へ上市する場合、エコラベルに必要と
なるデータ収集、情報開示が必要となる可能性がある。
また、消費者に、エコラベル情報によって評価される可
能性あり。 

⚫ なお、グリーン購入とエコラベルが連動した場合、公共
調達時の判断基準とされる可能性あり。 

リペア・アップグレード・スコアリ
ングシステム 

⚫ リペア可能性、耐久性のスコアリングを欧州委員会は本
格的に検討中。今後、スコアリングが本格導入する可能
性あり。更にエコラベル（更にはグリーン購入）にも適用
される可能性あり。 

⚫ 欧州主導でスコアリングルールが策定され、他国に拡
大することや、国際標準となった場合、我が国の製品が
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今後想定される動き 我が国産業への影響 

正しく評価されないことや、評価が低くなる可能性あり。 

製品の耐久性保証 ⚫ 製品の耐久性保証を生産者に求める動きが加盟国レベ
ルであり、欧州レベルでも議論中。 

⚫ 耐久性保証が求められるようになった場合、欧州への
上市に当たって、保証対応が求められる。 

⚫ 我が国産業への影響は欧州で事業を行う事業者への
限定的なものとなる。 

 

RoHS 指令のように、欧州発の規制は、アジア諸国等で参考にされているため、類似の規

制が他国に導入される可能性もある。また、欧州規格については WEEE 指令の処理基準

（EN50625）のように、国際標準化に向かうような動きもみられる。このように欧州の先進

的な動きがアジア諸国をはじめ、世界に波及した場合、我が国産業への影響も大きくなる。

したがって、欧州の最新動向や我が国産業への影響の大きさを引き続き注視・検討しつつ、

以下のような対策を取ることが考えられる。 

 

＜対策案＞ 

⚫ 規制を見越した対応の準備（研究開発、設計の変更、リペア可能な設計、長寿命化設

計等） 

⚫ 競争力確保につながる規則制定・ルール策定のためのロビー活動（日本、欧州、ISO、

IEC 等） 

⚫ 日本の調査研究等にて検討されている関連指標等の打ち込み 

⚫ 国内制度の再検討（資源有効利用促進法） 

⚫ 政府間、産業間での対話の実施・協力可能性の検討 

2) プラスチック 

プラスチックに関する我が国産業への影響分析を表 1-16 に示す。欧州では、欧州域内で

の規制強化や新たな連携創出が進み、欧州域外への波及の可能性も高い。一方、米国では産

業界による取組が活発化しているが、他地域に影響する動きには至っていない。 

表 1-16 我が国産業への影響分析（プラスチック） 

今後想定される動き 我が国産業への影響 

使い捨てプラスチック指令施行 ⚫ 加盟国での国内法化にあわせ、ガイドラインが発行さ
れ、規制の具体的な対象や実施方法などが明確にな
る。一部のプラスチック製品は欧州市場への上市がで
きなくなる。 

⚫ 欧州の使い捨てプラスチック指令は他国に参照されるこ
とが多く、今後同様の品目や規制内容が広がる可能性
がある。 

⚫ 欧州市場においては、該当プラスチック製品を上市する
事業者は直接的な規制を受けるが、その他の事業者へ
の影響は少ない。 

⚫ ただし、使い捨てプラスチック指令の規制対象品目は、
海ごみ問題の影響を大きく受けるアジア各国において、
今後規制対象として検討される可能性が高く、当該製
品をアジア市場に流通させる事業者は、規制動向に注
目し、対応策（事業の見直し、利用する素材の変更等）
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今後想定される動き 我が国産業への影響 

を導入する必要に迫られる可能性がある。 

容器包装リサイクルの EPRス
キームの再検討 

⚫ 容器包装リサイクルの EPRスキームの在り方が提示さ
れ、リサイクルしやすい設計へのインセンティブ付与
（Eco-modulation）などが導入される見込みである。欧
州市場に容器包装利用製品を上市している事業者は、
対応するデータの収集・提示が必要になる。また、リサ
イクルしやすい設計ではない容器包装を利用している
場合には、EPRスキームへの支払額が上がり、コスト
が増加する。 

⚫ 欧州域外にも展開する大手グローバル企業が、欧州委
員会の提示するリサイクルしやすい設計の容器包装に
転換していくと考えられる。その結果、欧州によるリサイ
クルしやすい容器包装の設計が世界的な標準になる可
能性があり、その場合、グローバル展開する我が国事
業者は対応する必要に迫られる可能性がある。 

Circular Plastics Alliance の
検討本格化 

⚫ 欧州域内で産業界によるプラスチック再生材の利用が
推進し、ステークホルダー間の情報共有が進むと考えら
れる。その結果、プラスチックリサイクル事業者側の技
術レベルの向上や、プラスチック利用事業者側のプラス
チックの設計変化などが起こり、プラスチック循環に関
連する産業の活性化が期待される。 

⚫ 欧州域内で事業展開をしない事業者は直接的な影響は
受けないが、欧州での技術開発が先進する可能性があ
る。 

プラスチックの二次原料基準 ⚫ CENによる検討が進んでいるが、基準に相当するもの
がまとまるまでは一定の時間を要するとみられる。 

⚫ 二次原料基準が定められた場合、プラスチックのリサイ
クルで先行する欧州の基準として、国際的な基準に組
み込まれていく可能性がある。 

ケミカルリサイクルの研究開発
推進 

⚫ 欧州では、ケミカルリサイクルの研究開発を推進し、期
待も高まっている。経済的に成立するケミカルリサイク
ル技術が開発されると、プラスチックリサイクル率が大
幅に向上し、欧州以外にも普及拡大すると考えられる。 

⚫ 我が国でもケミカルリサイクルへの期待は寄せられてお
り、国内における技術開発の状況にもよるが、欧州が先
行した場合、欧州で開発された技術が我が国に導入さ
れていく可能性がある。 

サーマルリカバリーの位置づけ ⚫ 中国による廃プラスチック輸入規制により廃プラスチッ
クが欧州域内に還元しており、サーマルリカバリーによ
る焼却処理への需要はあるが、欧州域内の政策では積
極的な後押しはされないものと見込まれる。また、サス
テナブルファイナンスにおける議論の決着によっては、
サステナブルではない事業という位置づけになる可能
性もある。 

⚫ 我が国におけるサーマルリカバリーの位置づけと、欧州
での位置づけの差異が明白化することになる。 

 

以上のとおり、プラスチックに関する欧州発の規制や連携の動きは、まずは欧州域内の事

業に対して影響を与えるものの、プラスチックリサイクルについて先行的に取り組むプレ

イヤーが多いことから、欧州域内の影響が、欧州域外にも波及する可能性がある。特に、海

洋プラスチック問題を抱えるアジア各国は、欧州の動きを見本として捉える可能性があり、

我が国産業への影響も大きくなっていくものと考えられる。したがって、欧州の最新動向や

我が国産業への影響の可能性を引き続き注視・検討しつつ、以下のような対策を取ることが



 

 74 

考えられる。 

 

＜対策案＞ 

⚫ 規制を見越した対応の準備（プラスチック製品・容器包装の他素材代替、リサイクル

しやすい設計等） 

⚫ 競争力確保につながる規則制定・ルール策定のためのロビー活動（日本及びアジア各

国） 

⚫ 国内政策・制度の検討及び具体化（プラスチック資源循環戦略、容器包装リサイクル

法） 

⚫ プラスチック資源循環に資する研究開発の推進（材料リサイクル及びケミカルリサ

イクル） 

⚫ 政府間、産業間での対話の実施・協力可能性の検討 

3) その他 

その他、リチウムイオンバッテリー及び繊維に関する我が国産業への影響分析を表 1-17

に示す。リチウムイオンバッテリーについては欧州にてエコデザインに関する検討や既存

指令の見直しを含めた新たな制度化の検討が行われており、米国では特段動きが見られな

い。また、繊維リサイクルについては欧州では次期サーキュラーエコノミーアクションプラ

ンにおいて焦点があてられる品目となっており、衣料品メーカーや小売業者に対応が求め

られる可能性があるが、米国では特段動きが見られない。このため、基本的には、我が国産

業への影響は、規制対象品目について欧州で事業を行う事業者への限定的なものとなると

考えられる。 

表 1-17 我が国産業への影響分析（その他） 

今後想定される動き 我が国産業への影響 

リチウムイオンバッテリー（車
載）の回収・リサイクル高度化 

⚫ エコデザインバッテリーに関する検討が進展。EU市場
投入時に準拠すべき要件や BMS等データのオープン
化、データベース化が検討中。加えて回収率 100%、最
低限のリサイクル率の設定、バッテリーのリユース確立
などが推進されており、具体的な規制となった場合は、
欧州を市場とする自動車メーカーや電池メーカーへの
影響が想定される。 

⚫ また、バッテリー原料の責任ある調達も推進する動き。
2020年に持続可能なバッテリーバリューチェーン確保
のための法律を提案する予定。自動車メーカー、電池メ
ーカーなど対応が必要となる可能性あり。 

繊維リサイクル ⚫ 次期サーキュラーエコノミーアクションプランにおいて焦
点があてられる対象であり、衣料品メーカー、小売業者
の対応が必要となる可能性あり。 

⚫ プラスチックリサイクル推進の枠組みや連携などが適用
される可能性あり。 

⚫ 我が国産業への影響は欧州で事業を行う事業者への
限定的なものとなる。 

 

リチウムイオンバッテリーや繊維リサイクルについても欧州の先進的な動きがアジア諸

国をはじめ、世界に波及した場合、我が国産業への影響も大きくなる。したがって、欧州の
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最新動向や我が国産業への影響の大きさを引き続き注視・検討しつつ、以下のような対策を

取ることが考えられる。 

 

＜対策案＞ 

⚫ 規制を見越した対応の準備（研究開発、設計の変更等） 

⚫ 競争力確保につながる規則制定のためのロビー活動 

⚫ 日本の先進的な取組の打ち込み 

✓ リチウムイオン電池リユース・リサイクルに関する事業者の取組 

✓ 繊維のリデュース、リユース、リサイクルに関する事業者の取組 

⚫ 国内制度の検討 

✓ 電池リサイクル（資源有効利用促進法、小型家電リサイクル法） 

✓ 繊維リサイクル 

⚫ 政府間、産業間での対話の実施・協力可能性の検討 

 

4) 新循環経済行動計画 

新循環経済行動計画が我が国産業へ与える影響を分析した結果を表 1-18 に示す。主に製

造業者が影響受けることが想定されるが、企業全般やリサイクル業者、政府への影響も考え

られる。 

表 1-18 我が国産業への影響分析（新循環経済行動計画） 

欧州で想定される今後の動き 我が国への影響（可能性） 
製品政策 持続可能な製品設計

推進 
製造業者 欧州域内製品への耐久性、リユース・

アップグレード、修理容易性への対応 

消費者への権利付与 製造業者 ラベルや製品環境フットプリント導入の
場合、関連情報の整備・提示 

CEに基づく公共調達
推進 

製造業者 調達基準に CE関連の追加要請事項
が入った場合に対応（しないと締め出さ
れる） 

生産プロセスでの循環
の推進 

製造業者 産業排出指令見直しへの対応、BAT
の BREFsに CE関連追加要請が盛り
込まれた場合、生産施設等で対応 

主要製品 電子機器・ICT：エコデ
ザイン規制、回収リサ
イクルの強化 

製造業者 欧州域内製品への耐久性、リユース・
アップグレード、修理容易性への対応、
EPRに基づく負担増 

電池・自動車：新たな
電池規制、ELV指令
見直し 

製造業者 欧州域内製品への電池設計の変更、
EPRに基づく回収・リサイクル負担増 

容器包装：リユース・リ
サイクル目標の強化 

企業全般 欧州域内製品への容器包装の見直し 

プラスチック：使用制限 企業全般 欧州域内製品へのプラスチック製品仕
様の見直し、販売禁止による市場から
の締め出し 

繊維：循環促進 製造業者 欧州域内製品へのエコデザインへの対
応、EPRに基づく回収・リサイクル負担
増 
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欧州で想定される今後の動き 我が国への影響（可能性） 
建設：循環促進 建設業者 欧州域内での建設におけるリサイクル

材等の調達、回収、リサイクル目標強
化に伴う分別回収の負担増 

食品・水・栄養：バイオ
エコノミー戦略の策定 

企業全般 今後策定される行動計画への対応（義
務的内容があれば） 

廃棄物対策 発生抑制・循環促進 製造業者 EPRに基づく負担増加 

有害廃棄物の循環促
進 

企業全般 サプライチェーン全体での化学物質管
理（トレーサビリティ確保等）の要請へ
の対応 

二次原料市場の創出 リサイク
ル業者 

二次原料（再生材）製造技術の遅れ
（欧州スタンダードがグローバルスタン
ダード化された場合） 

廃棄物輸出への対応 ｰ － 

雇用創出 スキルアジェンダ等 企業全般 欧州域内企業の人材不足 

地域・都市 政策基金等 政府・自
治体 

欧州スタンダードへの対応遅れによる
都市評価の低下、取組の遅れ 

分野横断取
組 

気候変動中立前提政
策ツール開発 

企業全般 欧州主導で基準等が策定された場合、
国際市場で後れをとる。 
サステナビリティ投資（CE分野）等の
資金の調達が困難になる。 

炭素除去認証規制枠
組み 

非財務情報への循環
経済の入れ込み 

グローバルレ
ベル 

プラスチック対策の先
導 

政府・企
業 

欧州主導でプラスチック対策検討が進
んだ場合、日本に不利なルールが策定
されることや国際的な地位低下が懸念 

Global Circular 
Economy Alliance 活
動の活発化 

政府・企
業 

欧州主導で CE取組のグローバルアラ
イアンスが活性化することで、我が国の
CE関係の国際的な地位低下が懸念 

モニタリング EUCE指標でのモニタ
リング・指標開発 

政府・企
業 

欧州主導で検討が進んだ場合、日本に
不利な指標が策定され、後手の対応と
なる懸念 

 

(2) マテリアルフロー関連指標に注目した日欧米の CE 政策比較分析 

日本、欧州、米国の CE 関連指標の比較可能性の検討を試行したものの、日欧米のデータ

が異なるため、検討は困難であることが判明した。そこで、日本、欧州、米国の CE 関連政

策について比較を行うため、マテリアルフロー関連指標等に注目した整理を実施した。 

日本の循環基本計画における指標、EU の CE モニタリング指標、米国の SMM 関連指標

を対象に、マテリアルフローを、投入、消費、排出・輸出、循環の各観測ポイントに切り出

し、指標を図に落とし込んだ。マテリアルフロー図における観測ポイントにおいて、日欧米

間にて、何が同じで、何が異なるのか、循環経済の進捗度合いの比較を試行した。 

1) マテリアルフロー関連指標の比較分析 

CE のモニタリング・フレームワークの構成を図 1-12 に示す。また、表 1-19 に CE のモ

ニタリング指標の一覧を整理した。 
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図 1-12 CE のモニタリング・フレームワークの構成 

図出典）eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy/indicators) 

表 1-19 CE のモニタリング指標 

指標の分類 指標 

製造及び消費 

1 EUでの重要原材料自給率 

2 EU全体の公共調達におけるグリーン公共調達の数 

3 

廃棄物の発生量 

3a 一人当たりの廃棄物発生量 

3b GDP当たりの廃棄物発生量 

3c 国内材料消費単位当たりの廃棄物発生量 

4 食品廃棄物の排出量 

廃棄物管理 

5 

リサイクル率 

5a 都市廃棄物のリサイクル率 

5b 主要鉱物廃棄物を除くすべての廃棄物のリサイクル率 

6 

特殊廃棄物のリサイクル 

6a 容器包装全体のリサイクル率 

6b プラスチック容器包装のリサイクル率 

6c 木材容器包装のリサイクル率 

6d 廃電気・電子機器のリサイクル率 

6e バイオ廃棄物のリサイクル量 

6f 建設・解体廃棄物資材のリサイクル率 

二次原材料 

7 

原材料需要に対するリサイクル材の使用率 

7a 使用済スクラップ由来原材料使用率 

7b 循環物質使用率 

8 
リサイクル可能な原材料の取引量（リサイクル可能な原材料の EU域外及び域

内での輸送量） 

競争力、革新性、

経済性 

9 

民間投資：循環経済分野における雇用及び総付加価値 

9a 有形財投資 

9b 就業者数 

9c 要素費用に対する付加価値 

10 リサイクル及び二次原材料に関する特許数 

 

CE のモニタリング指標をベースとした日欧米比較の可能性を検証した結果を表 1-20 に

示す。主な検証結果は以下のとおり。 

マテリアルフローに沿った
枠組み

循環産業セクターの
経済効果について

4つの区分のそれぞれについて
指標が設定されている

製造と消費

廃棄物管理

二次原材料

競争力とイノベーション
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⚫ 重要原材料自給率については、新たなデータ収集が必要。 

⚫ 公共調達についてもデータのとり方が異なる。 

⚫ 廃棄物関連の指標については、既存データの組み合わせで試算が可能。 

⚫ 欧州では DMC を指標に入れている点が特徴。 

⚫ 食品廃棄物の発生量、一般廃棄物のリサイクル率は同様な指標が設定。 

⚫ 主要鉱物廃棄物を除くすべての廃棄物のリサイクル率については、既存データを用

いた計算が必要。 

⚫ 容器包装全体のリサイクル率については、新たなデータ収集が必要。 

⚫ その他についてもリサイクル率の定義が異なるため正確な比較は困難。 

⚫ WEEE についてはリサイクル率の定義が異なるため正確な比較は困難。 

⚫ 循環物質使用率、リサイクル可能な原材料の取引量については、新たなデータ収集が

必要。 

⚫ 設備投資額については、リサイクル分野等に限定したデータ収集を新たに行う必要

あり。 

⚫ 就業者数についても、既存統計のバウンダリーを確認する必要あり。 

⚫ 総付加価値については、日本ではビジネス市場規模推計はあるものの、EU の定義に

即したデータは存在しないものと思慮。 

⚫ 特許数については、欧州の定義を確認した上でデータベースから調査は可能。 

 

表 1-20 CE のモニタリング指標をベースとした日欧米比較の可能性検証 

No 項目 EUの指標 日本の指標 米国の指標 

1 

名称 

EU self-sufficiency for 

critical raw materials なし なし 

EU での重要原材料自給率 

定義 

EU での重要原材料自給率

（％）＝(1-輸入依存率） 

輸入依存率＝（輸入ー輸出）

／（国内生産＋輸入ー輸出） 

（参考：2017 年時点重要原

材料に指定されているの

は、78 種。） 

個別の原材料を特定すれば 

EU の計算式からの個別・ト

ータルの算出は可能 

－ 

数値 36.4[2016] N/A N/A 

2 

名称 

Green Public Procurement 

in EU-wide public 

procurement 

・グリーン購入法対象品目

のうち、調達率 95%以上の品

目数 

・特定調達品目数に占める

調達率 95%以上の品目数の

占める割合 

なし 

EU 全体の公共調達における

グリーン公共調達の数 

定義 

EU が定める一定の量及び金

額を超える公共調達に占め

るグリーン調達の数 

EU が定める一定額を超える

入札者は、調達による環境

への影響を削減することを

目的とした技術仕様、獲得

条件、契約履行条件が入札

調達率＝グリーン購入法の

基準を満たした品目の調達

量／国等の公共調達の総量 

 

国等：グリーン購入法によ

りグリーン購入を義務付け

られている組織 

－ 
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No 項目 EUの指標 日本の指標 米国の指標 

書類に組み込まれているか

どうか（yes/no）を選択す

る。 

YESの数をカウントする。 

数値 N/A 182品目、90.1％[2016] N/A 

3-a 

名称 

Waste generation per 

capita (municipal) 

一人当たりの廃棄物発生量

（都市廃棄物） 

一人当たりの一般廃棄物発

生量（kg/人・日） 

一人当たりの都市廃棄物発

生量（lbs/人・日） 

定義 

都市廃棄物の発生量（一般

家庭、商業施設、オフィス、

公共施設を含む）／総人口。

ただし、農業、産業廃棄物は

除く。都市廃棄物排出量

（kg/人） 

（年間収集量＋年間直接搬

入量＋集団回収量）／計画

収集人口／365 日 集団回収

量＝空き缶や段ボールなど

の資源ごみの回収量 

－ 

数値 489kg/人・年[2017] 335.8kg/人・年[2017] 746.6 kg/人・年[2017] 

3-b 

名称 

Waste generation per GDP 

unit (all waste excluding 

major mineral waste) 
なし なし 

GDP 当たりの廃棄物発生量

（主要鉱物廃棄物を除くす

べての廃棄物） 

定義 

主要鉱物廃棄物を除いた年

間総廃棄物排出量／ GDP 

（kg/EUR) 

一般廃棄物の排出量と産業

廃棄物の排出量の合算と

GDPから算出は可能 

－ 

数値 65[2016] N/A N/A 

3-c 

名称 

Waste generation per DMC 

unit (all waste excluding 

major mineral waste) 

なし なし 国内材料消費（DMC）単位当

たりの廃棄物発生量（主要

鉱物廃棄物を除くすべての

廃棄物） 

定義 

主要鉱物廃棄物を除いた１

国当たりの年間の一人当た

り総廃棄物排出量／ DMC 

（％） 

一般廃棄物の排出量と産業

廃棄物の排出量の合算と

DMCから算出は可能。 

－ 

数値 13.5[2016] N/A N/A 

4 

名称 

Food waste 食品廃棄物の発生量（ｔ） 

（食品リサイクル法に基づ

く再生利用等実施率（％）） 

食品廃棄物の排出量（百万

ｔ） 
食品廃棄物の排出量（百万

ｔ） 

定義 年間の食品廃棄物排出量 

食品廃棄物の発生量＝食品

関連事業者からの食品廃棄

物＋家庭からの食品廃棄物

（食品ロスの現状（フロー

図）の推計値より） 

（再生利用等実施率＝（発

生抑制量＋再生利用量＋熱

回収量×0.95＋減量量）／

発生抑制量＋発生量） 

－ 

数値 80（百万ｔ）[2016] 19.7（百万ｔ）[2016] 40.7（百万ｔ）[2017] 

5-a 

名称 

Recycling rates of 

municipal waste 一般廃棄物のリサイクル率

（％） 
都市廃棄物のリサイクル率 

都市廃棄物のリサイクル率

（％） 
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No 項目 EUの指標 日本の指標 米国の指標 

定義 

都市廃棄物のリサイクル

（トン）／都市廃棄物総量

（トン） 

リサイクルは、原料リサイ

クル、コンポスト、嫌気性消

化を含む。 

（直接資源化量＋中間処理

後再生利用量＋集団回収

量）／ごみの総処理量＋集

団回収量 

リサイクルには、原料リサ

イクル、コンポストを含む。 

数値 46.4[2017] 20.2[2017] 35.2[2017] 

5-b 

名称 

Recycling rates (all 

waste excluding major 

mineral waste) なし なし 

主要鉱物廃棄物を除くすべ

ての廃棄物のリサイクル率 

定義 
リサイクルされた廃棄物の

量／廃棄物の発生量（％） 

（一般廃棄物の再資源化量

＋産業廃棄物の再資源化

量）／（一般廃棄物発生量＋

産業廃棄物発生量（特別管

理廃棄物を除く））から算出

は可能。 

－ 

数値 57[2016] N/A N/A 

6-a 

名称 

Recycling rates for 

specific waste streams 

(overall packaging) なし なし 

容器包装全体のリサイクル

率 

定義 

リサイクルされた容器包装

廃棄物の量／発生した容器

包装廃棄物の総量（％） 

再商品化率＝再商品化量／

分別収集量（％） 
－ 

数値 67.2[2016] N/A 50.1[2017] 

6-b 

名称 

Recycling rates for 

specific waste streams 

(plastic packaging) 
ペットボトルとプラスチッ

ク容器の再商品化率（％） 

プラスチック容器包装のリ

サイクル率 
プラスチック容器包装のリ

サイクル率 

定義 

リサイクルされたプラスチ

ック容器包装廃棄物の量／

発生したプラスチック容器

包装廃棄物の総量（％） 

（再商品化率＝再商品化量

／分別収集量） 
－ 

数値 42.4[2016] 

46.6（プラスチック容器）

[2016] 

83.9（ペットボトル）[2016] 

13.0[2017] 

6-c 

名称 

Recycling rates for 

specific waste streams 

(wood packaging) 

紙製容器包装、段ボール製

容器、飲料用紙製容器の回

収率 

木材容器包装のリサイクル

率 
木材容器包装のリサイクル

率 

定義 

リサイクルされた木材容器

包装の量／発生した木材容

器包装の総量（％） 

紙製：家庭からの回収量/

家庭からの排出量 

飲料用：国内回収量/原紙

使用量 

段ボール：回収量/消費量+

輸出入商品梱包用入超分 

（％） 

－ 

数値 39.8[2016] 
紙製：24.5、飲料用：43.4、

段ボール：96.1[2017] 
26.3[2017] 

6-d 名称 Recycling rates for 【家電リサイクル法】対象 なし（参考：素材別リサイク
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No 項目 EUの指標 日本の指標 米国の指標 

specific waste streams 

(WEEE) 

製品（特定家庭用機器廃棄

物）の再商品化率（％） 

【小型家電リサイクル法】

再資源化を実施すべき量

（ｔ） 

【資源有効利用促進法】PC

の再資源化率（％） 

ル率） 

WEEEのリサイクル率（％） 

定義 

リユース及びリサイクル率

（ Reuse and recycling 

rate） 

リサイクル又はリユースの

ための準備施設に搬入され

る 

WEEE の重量 ／分別回収さ

れた WEEEの総重量（％） 

【家電リサイクル法に関わ

る定義】 

・特定家庭用機器廃棄物：テ

レビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯

機・乾燥機、エアコン 

・再商品化率＝特定家庭用

機器廃棄物から分離された

部品及び材料のうち再商品

化されたものの総重量／特

定家庭用機器廃棄物の総重

量 

【小型家電リサイクル法に

関わる定義】 

・再資源化を実施すべき量

＝対象物品の回収量 

【資源有効利用促進法】 

・再資源化率＝再資源化量

／回収して処理した量 

・再資源化：再生部品及び再

生資源として利用すること 

－ 

数値 41.2[2016] 

エアコン 92％、ブラウン管

式テレビ 73％、液晶・プラ

ズマ式テレビ 89％、冷蔵庫・

冷凍庫 81％、洗濯機・衣類

乾燥機 90％[2016] 

N/A 

6-e 

名称 

Recycling of biowaste 

なし 
なし（参考：コンポストされ

た都市廃棄物の割合（％）） 
バイオ廃棄物のリサイクル

量 

定義 

コンポスト又は分解された

都市廃棄物の量／総人口 

（kg/人） 

バイオマス利用量データは

あり 

・利用量＝バイオマス利用

量／人口 

・バイオマスの活用：バイオ

マスを製品の原材料又はエ

ネルギー源として利用する

こと 

－ 

数値 81[2017] N/A N/A 

6-f 

名称 

Recovery rate of 

construction and 

demolition mineral waste 

建設廃棄物の再資源化・縮

減率（%） 

なし（参考：建設廃棄物の発

生量（ｔ）） 

定義 

リユースのための準備、リ

サイクル、リカバリーされ

た建設・解体廃棄物（埋め戻

し（Back-filling）を含む）

／収集し・処分された建設・

解体廃棄物総量（％） 

・再資源化・縮減率：現場外

搬出量のうちの（工事間利

用量等＋再資源化量＋縮減

量）／現場外搬出量 

・縮減量：焼却、脱水、圧縮

その他の方法により建設廃

棄物の大きさを減ずる行為 

－ 

数値 89[2016] 96[2012] N/A 
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No 項目 EUの指標 日本の指標 米国の指標 

7-a 

名称 

Contribution of recycled 

materials to raw 

materials demand なし 
なし 

 
原材料需要に対するリサイ

クル材の使用率（％） 

定義 

EU 域内で生産された二次原

材料の投入量／EU 域内で製

造時に投入された原材料の

総量（EU 域外から輸入され

た原材料を含む） 

素材ごとにデータを収集し

算出する必要あり 
－ 

数値 12.4[2016] N/A N/A 

7-b 

名称 

circular material use 

rate 循環利用率（%） なし 

循環物質使用率（％） 

定義 

二次原材料利用量／国内材

料消費量（DMC）＋二次原材

料利用量 

・循環利用量／総物質投入

量（＝循環利用量＋天然資

源等投入量） 

・天然資源等投入量＝輸入

製品＋輸入資源＋国内資源 

－ 

数値 11.7[2016] 15.6[2015] N/A 

8 

名称 

Trade in recyclable raw 

materials (within EU, 

with outside world) なし なし 

リサイクル可能な原材料の

取引量（欧州内外）（ｔ） 

定義 

・欧州加盟国からの輸入と

欧州加盟国へのリサイクル

可能な原材料の輸出（欧州

域内の貿易） 

・欧州域外の国からの輸入

と欧州域外の国へのリサイ

クル可能な原材料の輸出

（欧州域外の貿易） 

該当する HSコードより貿易

統計から算出は可能 
－ 

数値 

輸入：5,905,135、輸出：

36,934,824、 

域内：53,035,741[2018] 

N/A N/A 

9-a 

名称 

Private investments: 

recycling sector; repair 

and reuse sector 
なし（参考：設備投資額

（円）） 

なし（参考：都市ごみに対す

る実個人消費支出（インデ

ックス化）） 民間投資：リサイクル分野；

リペア、リユース分野 

定義 

有形財への総投資（百万ユ

ーロ）割合：（％） 

一定期間におけるすべての

新規及び既存の有形資本財

（第三者からの購入若しく

は自己使用を目的として生

産したもので、土地のよう

な耐用年数が 1 年以上の非

生産有形財を含む）への投

資額。 

無形及び金融資産への投資

は除外される。 

・経済産業省設備投資調査

の日本標準産業分類「サー

ビス業（他に分類されない

もの）」における設備投資額 

・サービス業（他に分類され

ないもの）：廃棄物処理業、

自動車整備業、機械等修理

業（別掲を除く）、職業紹介・

労働者派遣業、その他の事

業サービス業、政治・経済・

文化団体、宗教、その他のサ

ービス業、外国公務 

※機械等修理業には同種の

製造も行っている場合は各

－ 
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No 項目 EUの指標 日本の指標 米国の指標 

製造業に分類されるため、

ここには含まれない 

数値 0.12[2016] N/A N/A 

9-b 

名称 

jobs: recycling sector; 

repair and reuse sector 
なし（参考：就業者数（人）） 就業者数（素材別）（人） 

雇用：リサイクル分野；リペ

ア、リユース分野 

定義 

就業者数割合：（％） 

雇用者の総数（勤務先、ユニ

ット内で定期的に働く付帯

者、家事労働を含む）、及び

そのユニット外で勤務し支

払いをうける者 

・総務省統計局労働力調査

の廃棄物処理業、自動車整

備業、機械等修理業の就労

者数の合計 

※機械等修理業には同種の

製造も行っている場合は各

製造業に分類されるため、

ここには含まれない 

－ 

数値 1.73[2016] N/A 
素材別にグラフ表記（数値

なし） 

9-c 

名称 

gross value added: 

recycling sector; repair 

and reuse sector 

なし（参考：循環型社会ビジ

ネス市場規模及び総付加価

値（円）） 

なし 

総付加価値：リサイクル分

野；リペア、リユース分野 

定義 

GDPの割合：（％） 

運営補助金及び間接税調整

後の営業活動からの総収

入。売上高、資本生産量、そ

の他の営業利益、株式の増

減を差し引き、以下の項目

を差し引いたもの：商品及

びサービスの購入額、売上

高に関連するが控除対象外

の税金、生産に関連する税

金 

値の調整（減価償却など）は

差し引かれない。 

市場規模のほか、付加価値

額の大きい環境産業につい

て個別に付加価値率の推計

はされている。 

付加価値率＝粗付加価値額

÷国内生産額 

付加価値＝市場規模×付加

価値率 

－ 

数値 0.98[2016] N/A N/A 

10 

名称 

Number of patents related 

to recycling and 

secondary raw materials なし なし 

リサイクル及び二次原材料

に関する特許数 

定義 

リサイクル及び二次原材料

に関連して取得された特許

の数 

リサイクル及び二次原材料

に関する特許数の算出は可

能 

－ 

数値 338.17[2014] N/A N/A 

 

2) CE 関連政策を踏まえた比較分析 

a. 日本 

循環型社会形成推進基本法（図 1-13）の規定に基づき、「循環型社会の形成に関する施

策を総合的かつ計画的に推進する」ものとして、平成 15 年（2003 年）に最初の計画が閣議
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決定された。5 年ごとを目安に見直しが行われ、平成 30 年（2018 年）に第四次が閣議決定

された。第四次においては、これまで着目してきた物質フローの評価に加え、環境・経済・

社会的側面の統合にも目を向け、日本が直面する諸課題に対応しようとする中長期的な方

向性を示した。 

表 1-21 の各種類について、数値目標を設定若しくは推移をモニターする代表指標と、要

因の分析等を補助する補助指標がある。補助指標についても、可能な範囲で目標設定及びモ

ニターする。循環型社会の領域は日本国内である。 

 

表 1-21 日本：循環型社会形成推進基本計画（循環基本計画）の概要 

 種類 指標の考え方 

循環型社会の全体像に関わ

る指標 
物質フロー指標 

経済社会におけるものの流れ全体を把握し、

その向上を図るための指標 

循環型社会の形成に向けた

取組の進展に関する指標 

物質フロー指標 

中長期的な方向性に沿った各主体の取組の進

展度合いを的確に計測・評価し、更なる取組

を促していくために、物質フローの改善の状

況を捉える指標 

項目別 

取組指標 

中長期的な方向性に沿った各主体の取組の進

展度合いを的確に計測・評価し、更なる取組

を促していくために、各主体の取組の進展そ

のものを捉える指標 

出所）環境省 第四次循環型社会形成推進基本計画 https://www.env.go.jp/recycle/circul/keikaku/gaiyo_4_2.pdf 

(閲覧日：2019 年 5 月 22 日) 

 

 

図 1-13 第四次循環基本計画の構成 

出所）環境省 第四次循環型社会形成推進基本計画（概要）（18 ページ）

https://www.env.go.jp/recycle/circul/keikaku/gaiyo_4_2.pdf (閲覧日：2019 年 5 月 22 日) 

中長期的な目標策定に
おける大きな枠組みとして

大きな枠組みのもとに、
日本を取り巻く課題を整理

上記を円滑に進めていくための
基盤の整備

第四次循環基本計画の構成
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b. 欧州 

Circular Economy（CE）政策は、2030 年に向けた成長戦略の核として、発表された。製品・

材料・資源の価値を可能な限り長く維持するとともに、廃棄物の発生は最小限に抑えること

を目的とする。それによって、EU の持続可能で、低炭素かつ資源効率的で競争力のある経

済の発展に貢献する。資源枯渇と価格変動からビジネスを保護することや、新しいビジネス

機会と革新的でより効率的な生産と消費の方法を創造することによって、CE 政策は EU の

域内及び国際社会での競争力を引き上げるとしている。 

指標設定における観点としては、進展とアクションの効果を評価することを目的とする。

政策イニシアティブの期待される結果の達成度を示し、更なるアクションが必要な領域を

特定するためにモニタリングの枠組みを開発。既存の公的な統計等のソースから RACER 基

準（関連性、受容性、信頼性、簡便性、頑健性）の観点から評価され選ばれた。CE の領域

は EU 域内である。 

出所）COM(2015)614 final Closing the loop - An EU action plan for the Circular Economy (https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52015DC0614) 

COM(2018)29 final Measuring progress towards circular economy in the European Union- Key indicators for 

a monitoring framework (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0017&from=EN) 

(閲覧日：2019 年 5 月 23 日) 

c. 米国 

米国の CE 関連政策については 1.2 章を参照。 

d. 日欧米比較結果 

日欧米の比較結果を表 1-22 に示す。 

表 1-22 日本と EU の CE 関連政策等の比較 

 日本（循環基本計画） 
EU（サーキュラー・エコ

ノミー） 
米国（SMM） 

政策の考え方 

マテリアルフロー（入口・

出口・循環） 

＋日本が直面する諸課題

に対する取組 

マテリアルフロー（製造と

消費・廃棄物管理・二次原

材料） 

＋競争力・イノベーション 

マテリアルフロー（発生

量、処理量） 

＋経済的価値 

モニタリング

における主な

共通点 

 資源投入段階での循環資源利用率 

 排出段階での資源循環率 

 廃棄物発生量 

特徴的な指標 

 資源生産性に関する指

標 

 天然資源消費量に関す

る指標 

 温室効果ガス排出量に

関する指標 

 最終処分量、不法投棄量

に関する指標 

 取組状況（地域循環共生

圏形成に取り組む地方

公共団体数、災害廃棄物

 EUの原材料の自給率 

 公共調達に占めるグリ

ーン調達率 

 循環産業セクターに関

する民間投資、雇用、総

付加価値 

 リサイクル・二次原材料

に関する特許の数 

 

など 

 リサイクルのメリット

（雇用、賃金、税収） 

 リサイクル材の価値（イ

ンデックス化） 

 都市固形廃棄物の発生

量と実個人消費支出（イ

ンデックス化） 

 

など 
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 日本（循環基本計画） 
EU（サーキュラー・エコ

ノミー） 
米国（SMM） 

処理計画策定率など） 

など 

指標の運用・位

置づけ 

 数値目標を設定し、推移

をモニター 

 Euro Statがウェブサイ

ト上で定期的に状況を

アップデート 

 定期的にモニタリング

を行いレポートを発行 

 

3) マテリアルフローを踏まえた日欧米の比較分析 

a. マテリアルフローにおける指標の比較（投入） 

マテリアルフローにおける指標の比較（投入）を図 1-14 に示す。 

 

⚫ 日本は資源生産性（GDP/天然資源等投入量）、EU は原材料自給率で投入断面を評価。 

✓ 日本が環境と経済の両面を評価可能な資源生産性を指標として選択している一

方、EU が経済側面を入れ込まない自給率で評価している点は、両者の特徴が出

ている。 

✓ 自給率は重要な概念ではあるが、単に自給率だけで投入断面の状況を評価でき

るものかは疑問。 

 

⚫ 原材料の域外、域内への輸送（輸出入量）については、指標は異なるものの両者がモ

ニタリングを実施。 

✓ EU は域内での輸送も指標化しており、EU 域内で資源を循環させる戦略の現れ

と言える。 
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図 1-14 マテリアルフローにおける指標の比較（投入） 

出所）eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy/material-flow-diagram)  

 

b. マテリアルフローにおける指標の比較（消費） 

マテリアルフローにおける指標の比較（消費）を図 1-15 に示す。 

 

⚫ 消費断面については、日本、EU ともに他の断面に比べて指標が少ない。 

✓ 日本は、国民一人当たりの一次資源等価換算した天然資源消費量のほか、個別施

設ごとの長寿命化計画（個別施設計画）の策定率や製品アセスメントのガイドラ

インの業界による整備状況のほか、消費者の取組についても、取組指標としてフ

ォロー。 

✓ EU は、公共調達におけるグリーン公共調達の数を指標としている。 

 

⚫ 消費者の取組評価については、日 EU ともに適切な指標の検討が引き続き求められる

が、消費断面の評価は日本が進んでいるとも考えることができるため、日本の取組評

価手法を EU に紹介し、協調していくことも一案。 

 

 

日本 EU

産業分野別の資源生産性
（一次資源等価換算）

循環資源の輸出入量

EU重要
原材料
自給率

リサイクル可
能な原材料
のEU域外及
び域内での
輸送量

再生可能資源の投入量

中古品の輸出入量

循環資源の輸出入価格

資源生産性

米国
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図 1-15 マテリアルフローにおける指標の比較（消費） 

出所）eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy/material-flow-diagram) 

 

c. マテリアルフローにおける指標の比較（排出・輸出） 

マテリアルフローにおける指標の比較（排出・輸出）を図 1-16 に示す。 

 

⚫ 排出・輸出断面については、廃棄物発生量は日 EU ともに同様の指標で評価を実施し

ている。 

⚫ 一方、日本は最終処分量や不法投棄量といった適正処理や温室効果ガス排出量に関

する指標が特徴的であり、EU はリサイクル可能な原材料の EU 域外及び域内での輸

送量が特徴的。 

✓ 日本は、このほかにも電子マニフェストや災害廃棄物処理計画策定率などの取

組も評価しており、適正な廃棄物処理にやや重きを置いた指標構成となってい

る印象。 

✓ EU は、投入断面でも指摘のとおり、EU 域内で資源を循環させることを重視し、

この取組を評価するための指標構成となっているものと思慮。 

 

日本 EU

個別施設ごとの長寿命化計画
(個別施設計画)の策定率

製品アセスメントのガイドライン
の業界による整備状況

天然資源等消費量、国民一人
あたりの一次資源等価換算した

天然資源消費量

EU全体の公共調達における

グリーン公共調達の数

米国
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図 1-16 マテリアルフローにおける指標の比較（排出・輸出） 

出所）eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy/material-flow-diagram) 

 

d. マテリアルフローにおける指標の比較（循環） 

マテリアルフローにおける指標の比較（循環）を図 1-17 に示す。 

 

⚫ 循環断面については、日 EU ともにリサイクル率については、対象や定義こそ異な

るものの、指標を準備しており、資源循環の現状を評価可能となっている。 

✓ 日本では、このほか、覚書締結数や循環産業海外展開事業化促進事業数実施率な

どの取組ベースの指標を充実させることで、循環関係の進捗状況をモニタリン

グしている。 

✓ 一方、EU では、雇用、投資、付加価値、イノベーション（特許数）といった指

標を置くことで、循環関係の進捗状況をモニタリングしている。 

 

⚫ EU の指標は、これまで日本で考えられていた循環関係の進捗状況のモニタリング指

標とは全く異なる発想であり、データ収集を行い、日本の現状をまずは評価してみる

ことが必要ではないか。 

日本 EU

廃棄物部門由来の温室効果ガス排出量

廃棄物の原燃料・廃棄物発電
等への活用による他部門での
温室効果ガスの排出削減量

1人1日当たりのごみ排出量

1人1日当たりの家庭系ごみ排出量

事業系ごみ排出量

廃棄物等種類別の廃棄物等発生量

最終処分量
最終処分場の残余年数

（産廃・一廃）

不法投棄量・発生件数
不適正処理量・発生件数

電子マニフェスト
の普及率

災害廃棄物処理
計画策定率

1人当たりの廃棄物発生量

GDP当たりの廃棄物発生量

国内材料消費単位当たり

の廃棄物発生量

食品廃棄物の排出量

一般廃棄物の排出量

産業廃棄物の排出量

家庭系食品ロス量
事業系食品ロス量

リサイクル可
能な原材料
のEU域外及
び域内での
輸送量

具体的な３Ｒ行動の実施率

循環資源の輸出入量

中古品の輸出入量

循環資源の輸出入価格

米国

都市廃棄物の発生量

1人当たりの都市廃棄物の

発生量

埋立処分場の処理料金

都市廃棄物に係る実個人

消費支出

建設廃棄物の発生量
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図 1-17 マテリアルフローにおける指標の比較（循環） 

出所）eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy/material-flow-diagram) 

 

  

4資源別の入口側の
循環利用率

使用済スクラップ由来の

原材料使用率

循環物質使用率

リユース市場規模

シェアリング市場規模
(カーシェアリング等)

有形財投資

就業者数

要素費用に対する

付加価値

リサイクル及び二次原材

料に関する特許数

廃棄物の減量化や循環利用、
グリーン購入の意識

入口側の循環利用率

都市廃棄物のリサイクル率

主要鉱物廃棄物を除くすべての

廃棄物のリサイクル率

容器包装全体のリサイクル率

プラスチック容器包装のリサイクル

率

木材容器包装のリサイクル率

期間中に整備されたごみ焼却
施設の平均発電効率

廃棄物等種類別の出口側の循環利用率

出口側の循環利用率

食品循環資源の再生利用等実施率

循環産業海外展開事業化促進事
業数実施率

環境研究総合推進費(資源循環
領域)において S～A 評価の研究
課題数の割合(事後評価)

資源循環分野を含む環境協力に
関する覚書締結等を行った国の数

森林における施業実施のための具
体的な計画が策定されている面積

産業廃棄物の出口側の循環利用率

特定建設資材再資源化等率

特定再資源化物品の再資源化率

小型二次電池の回収量および再資源化率

一般廃棄物の出口側の循環利用率

特定家庭用機器再商品化率

認定事業者が引き取った小型家電の
再資源化量

日本 EU
都市廃棄物のリサイクル率

米国
素材別（紙、ガラス、金属、プ

ラ、ゴム、繊維、木材、その

他）、製品（耐久消費財、

非耐久消費財、容器包装、そ

の他）・素材別のリサイクル率

バイオ廃棄物のリサイクル量

廃電気・電子機器のリサイクル率

建設・解体廃棄物資材のリサイ

クル率

リサイクルによる雇用、賃金、税収

リサイクル材の価値
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1.4.2 欧州・米国との協力可能性の検討 

1.4.1 における我が国産業への影響分析、対応策の検討結果を踏まえ、日本、欧州、米国

の強みの分析を行った上で、欧州・米国との協力可能性を検討した。 

(1) 資源循環分野における日本・欧州・米国の強みについて 

資源循環分野における日本・欧州・米国における政府・民間の取組内容の俯瞰図を下図に

示す。これらの取組内容を踏まえて、資源循環分野において日本・欧州・米国の強みと考え

られる事項を検討した。 

 

 

図 1-18 資源循環分野における日本・欧州・米国の取組内容 

1) 資源循環分野における日本の強み 

資源循環分野における日本の強みは以下のとおり。3R をキーワードに、資源有効利用促

進法や個別リサイクル制度をはじめとした資源循環分野に関する頑強な法制度体系を構築

している点が強みである。また、これらの制度が適切な管理の下で運用されており、着実に

3R が推進されている点が特徴と考えられる。特に環境配慮設計については、制度及び事業

者の自主的取組の両面から促進されており、個別リサイクル法をはじめとして多くの製品

について拡大生産者責任（Extended Producer Responsibilities: EPR）に基づき回収・リサイク

ル体制が構築されている。 

 

＜資源循環分野における日本の強み（例）＞ 

⚫ 資源有効利用促進法、個別リサイクル制度をはじめとした資源循環分野に関する頑

強な法制度と適切な運用 

⚫  制度及び事業者の自主的取組による環境配慮設計 

⚫ 制度及び事業者の自主的取組による回収・リサイクル体制の構築（個別リサイクル法

消費製品設計
生産

プロセス

環境配慮設計基準

廃棄物処理・
管理

再生資源

     調達基準 収集・運搬基準 再生品品質基準プロセス基準
処理・リサイクル基準

・資源有効利用促進法

政府

民間 ・製品アセスメントGL
・JIS 環境配慮設計規格

・個別リサイクル法
・廃掃法

・グリーン購入法

・エコマーク ・JIS 再生骨材規格
・鉄スクラップ検収規格

・家電中古品判断基準GL・資源有効利用促進法

日
本

欧
州

政府

民間

・欧州エコデザイン指令

・EN 規格
・WEEE LABEX

・End of Waste規則・グリーン公共調達
・統合的汚染防止管理指
令のBATのBREFs

・EU flower・EN規格 ・EN規格

・欧州廃棄物枠組み指令
・個別指令

米
国

政府

民間

・RCRA・EPEAT

・R2、E-stewards

・エナジースター

・サステナビリティCEプログラム

New Circular Economy Action Plan

循環経済ビジョン

Sustainable Materials Management

研究開発支援（NEDO）

品目別アライアンス（CLOMA等）

研究開発支援（Horizon2020）

アライアンスプラットフォーム（European Circular Economy Stakeholder Platform）

研究開発支援（REMADE）

アライアンスプラットフォーム（Sustainability and Circular Economy Program）
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対象品目等） 

 

2) 資源循環分野における欧州の強み 

資源循環分野における欧州の強みは以下のとおり。単一国ではなく、EU として資源循環

分野における基本戦略を検討しており、EU 加盟国の産業構造を踏まえ、EU 全体で EPR を

核とした厳しい環境規制に踏み出すことが可能である点が最大の特徴と考えられる。加え

て、EU 域内市場を守るためのルールメイキングに長けており、少数の域内有力企業の競争

力を高めることが可能となるような市場の競争条件を整備している。また、EU 域内の政策

やルール等をアジア諸国へ拡大するためのロビー活動や、グローバルスタンダード化に向

けた取組にも積極的である。欧州委員会が誘導する形で、業界横断的なアライアンスが形成

されており、プラスチックやバッテリー等、これまでかかわりがなかった企業がサプライチ

ェーン一体となって連携を促進するような例も見られ、欧州域内企業の競争力の確保に寄

与している。 

 

＜資源循環分野における欧州の強み（例）＞ 

⚫  EU 加盟国によっては大手製造業者が存在しない国もあり、加盟国の固有の状況を踏

まえつつも EU 全体で EPR を核とした厳しい環境規制に踏み出すことが可能 

⚫ EU 加盟国の産業構造を踏まえ、EU 域内市場を守るためのルールメイキングに長け

ており、少数の域内有力企業の競争力を高められるような市場の競争条件を整備 

⚫ EU 域内の政策・ルール等の新興国への拡大、グローバルスタンダード戦略 

⚫ プラスチック、バッテリー等これまでかかわりがなかった企業がサプライチェーン

一体となって連携を促進する取組が活発化。 

 

3) 資源循環分野における米国の強み 

資源循環分野における米国の強みは以下のとおり。国内市場が大きく、自国内市場のみを

ターゲットとしても一定以上の規模を確保可能であり、自国内市場で成長した上で、グロー

バル展開が可能である。資源循環分野については政府主導の積極的な政策は見られないが、

政府主導で民間の研究開発を支援するスキームが充実していることや、企業による自主的

取組が盛んであることが強みであると考えられる。 

 

＜資源循環分野における米国の強み（例）＞ 

⚫  国内市場が大きく、自国内市場をターゲットとしても一定以上の規模を確保可能で

あり、自国内市場で成長した上でのグローバル展開が可能 

⚫  政府主導にて民間の研究開発を支援するスキームが充実 

⚫ 企業の自主的取組が旺盛で、自社による研究開発も盛んである 
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(2) 欧州・米国との協力可能性 

日本・欧州・米国はそれぞれ特徴が異なる強みを有しているため、相互の強みを活かした

補完関係を構築することが望ましいと考えられ、この観点から日本・欧州・米国との協力の

方向性を検討した。検討に当たっては現状から 5 年程度の期間を見据え、日本、欧州、米国

が担うべき役割を考慮した上で、エコデザイン、プラスチック、リチウムイオンバッテリー、

繊維について具体的な取組を抽出した。 

 

表 1-23 資源循環分野における欧州・米国との協力の方向性（案） 

 協力の方向性 具体的な取組 

エコデザイン ⚫ 市場規制ではなく、市場共通グローバ
ルスタンダードの確立 

⚫ エコデザインに関する先進的取組の共
有 

⚫ エコデザインを評価する指標・ルール
の検討 

プラスチック ⚫ プラスチック問題への対応を検討する
世界的なアライアンスの構築 

⚫ プラスチック問題への対応に関する先
進的取組の共有 

⚫ プラスチック資源循環に資する研究開
発の推進 

リチウムイオ
ンバッテリー 

⚫ リチウムイオンバッテリーや使用製品
（EV等）の普及促進に寄与する資源
循環分野でのグローバルスタンダード
の確立 

⚫ LIBのリユース・リサイクルに関する先
進的取組の共有 

⚫ LIBのリユース・リサイクル促進に向け
た情報収集・管理方法（製品情報・トレ
ーサビリティ等）の検討 

繊維 ⚫ 繊維リサイクルへの対応を検討する世
界的なアライアンスの構築 

⚫ 繊維リサイクルに関する先進的取組の
共有 

 

また、図 1-19 に示すように、これらの協力関係を構築する上で、国際標準化、政策、ア

ライアンス、研究開発の観点から日・欧・米で検討を開始し、国際的な循環経済促進に向け

た対話の実施や協力・連係可能性の検討を行うことが必要と考えられる。 

 

 

図 1-19 日・欧・米国協力・連係可能性の検討イメージ 

 

国際的な循環経済促進に向けた対話の実施
協力・連係可能性の検討

EN規格 JIS規格 UL規格等

A new Circular 
Economy Action Plan

循環経済ビジョン
Sustainable Materials 

Management

European Circular 
Economy Stakeholder 

Platform
品目別アライアンス

Circular Economy 
Program

Horizon2020 NEDO REMADE

【国際標準化】

【政策】

【アライアンス】

【研究開発】
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2. 日 EU 産業政策対話 

日 EU 産業政策対話における資源循環分野に関連する個別政策 WG 等について、担当課

の指示に従い、関連資料の検討・作成・英訳、必要に応じて個別政策 WG 等の通訳手配、

議事録作成等の事務手続きを行った。具体的な実施事項を表 2-1 に示す。 

 

表 2-1 日 EU 産業政策対話における実施事項 

WG名称 気候変動・環境WG 

日時 2019年 4月 23日 

場所 ブリュッセル 

実施事項 ⚫ 気候変動・環境WG 向けの関連資料の検討・作成・英訳 

➢ 経済産業省政策説明資料 

➢ 炭素繊維リサイクル関係資料 

⚫ 気候変動・環境WG の議事録作成 
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