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循環経済をめぐる動向  

IGES ISAP PLENARY SESSION3 
セッションバックグランドペーパー 

循環経済政策動向 
循環経済（サーキュラーエコノミー）とは、資源
循環を通じた経済の在り方であり、調達、生
産、消費、廃棄といった一方向の流れではなく、
リサイクル、再利用、再生産、省資源の製品開
発、シェアリングなどを通じた資源循環の実現を
目指す概念である。循環経済は、欧州連合
（EU）による 2011年「資源効率的な欧州」
及び「資源効率的な欧州へのロードマップ」から
の流れを受け、2015年には循環経済政策
パッケージ「循環経済行動計画（Closing 
the loop-An EU action plan for the 
Circular Economy）及び各種廃棄物指令
改正案」が発表された。これを契機に、循環経
済への関心は世界中で高まり、各種取組みが
活発化している。その中でも、2018年 1月に
発表された「循環経済におけるプラスチックのた
めの欧州戦略」には大きな注目が集まっている。
同戦略は、海洋プラスチックごみによる生態系や
海洋環境への影響を主な背景として、リサイク
ル体制の強化、新たなビジネスのイノベーション
による成長機会の獲得や欧州の温室効果ガス
削減、化石燃料輸入への依存減など社会経
済的な狙いを反映したものである。EU が目指
す循環経済は、資源の輸入依存や廃棄物処
理などの課題解決を目指す政策であると同時
に、低炭素社会への移行、経済成長や競争優
位性、雇用創出の戦略でもある。 

循環経済が打ち出された背景には、資源使用
に伴う環境影響やプラネタリーバウンダリーに関
する議論がある。先進国における資源消費量の
高さ、及び新興国での消費量と人口の急激な
増加は、今後さらなる資源消費量の増加を示
唆している。そこに、世界の資源生産性も悪化
している。こうした世界的状況から、解決策の一
つとして提言されたのが循環経済である。資源
や製品の価値を可能な限り保持し、廃棄物発
生を抑えることにより、低炭素で資源効率的な
社会を築こうというものだ。 

循環経済や資源効率性政策は EU以外に
も、ドイツ、オーストリア、フィンランド、オランダ、イ
タリア、フランス、アメリカ、中国などの各国も発
表している。近年では、2015年の G7 エルマウ
サミットでの資源効率性を議題とした流れにつづ
き、2016年 G7富山環境大臣会合、2017
年 G７ボローニャ環境大臣会合においても資
源効率性が議題となった。2018年 G7 カナダ

首脳会合では、資源効率性に関連して海洋プ
ラスチック憲章が取り上げられた。 

日本にも循環型社会形成推進基本計画をは
じめとする循環型社会政策がある。天然資源の
投入量を減らし廃棄物を最小化するという本質
的な内容は循環経済と同じである。しかし、EU
の循環経済は、製品政策など上流側対策や
社会経済課題との関連付けが明確である点が
従来の類似政策との違いであると言える。
2018年 6月発表の日本の第四次循環型社
会形成推進基本計画においても、環境的側
面、経済的側面及び社会的側面の統合的向
上やライフサイクル全体での徹底的な資源循環
を強化する方向性が強調された。 

SDGs との関連 
循環経済への移行は、主に SDGs8 や 12 に
関連し、SDGs の 17目標すべてを達成するも
のではないが、環境及び社会経済指標におい
て効果的な役割を果たすものである。SDGs の
実施を推進する動きは国内でも見られている。
政府による実施指針やアクションプランの策定な
ど、国内での SDGs推進に向けた取組みはここ
数年で急速に広がっている。なかでも、多くの企
業が SDGs への高い関心を示し始めている。そ
の多くが既存事業と SDGs の結びつきを把握
し、優先的に取り組む課題を同定することで
SDGs達成に貢献しようという動きである。 

企業関連動向 
循環経済への取組みは、欧州企業を中心に
様々な展開を見せ始めており、企業の参加する
ネットワーク等でも循環経済推進に力を入れて
いる。以下はその一例である。 

①エレンマッカーサー財団：CE100 プログラム 
CE100（サーキュラーエコノミー100）プログラ
ムは、イギリスのエレンマッカーサー財団によるプロ
グラムである。エレンマッカーサー財団は、循環経
済への移行を企業や政府、研究機関と連携し
て推進することを目的として、2010年に設立さ
れた。CE100 プログラムには、現在世界中から
100 を超えるグローバル企業及び中小企業、
関連団体が加盟している。日本企業では、ブリ
ヂストンが 2018年 4月に唯一加盟した。
2015年の同財団レポートは、循環経済への
転換がもたらす経済効果はおよそ 1.8兆ユーロ
と予測しており、環境負荷を抑えるのみならず、
企業成長を目的としていくことが期待されてい
る。 

また、プラスチック関連取組みでは、New 
Plastic Economy というイニシアチブの下、ダノ
ン（エビアン）、ロレアル、ペプシコ、コカコーラな
ど 11企業が 2025年までに、100%再使用・
リサイクル可能またはコンポスト可能な容器包装
材を使用することを、2018年 1月の世界経
済フォーラム（ダボス会議）で宣言した。 

②WBCSD：Factor 10 プログラム   
WBCSDは、循環経済の重要性を認識し、
2017年 6月から Factor 10 という循環経済
推進プログラムを実施している。これは、持続可
能な世界に向けて、ビジネスリーダーシップ及び
企業活動に資源循環の視点を組み入れ、業
種横断での循環経済への転換を図るものであ
る。また、循環経済実践ガイド、循環経済に向
けた CEO ガイドなど、企業による循環経済の実
践を促すツールも提供している。 

③世界経済フォーラム  
世界経済フォーラム（World Economic 
Forum）とヤング・グローバル・リーダーズフォー
ラムは、「The Circulars」という循環経済への
優れた取組みを実践している世界中の団体及
び個人を表彰するプログラムを 2015年から実
施している。2018年には、ABN AMRO 
Bank NV、AMP Robotics、Apto 
Solutions、Banyan Nation、IKEA、
Sitra、Frans Van Houten氏が受賞してい
る。プラスチックリサイクル事業を展開する
Banyan Nation社は、2018年で唯一のア
ジアからの受賞かつ中小企業である。このよう
に、循環経済への機運は世界で高まっており、
日本を含めアジアでも今後循環経済達成を目
指す動きは広まっていくことが期待される。 
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タイプ１：サーキュラー型のサプライチェーン 

デュポン：パルプ製紙産業の副産物からキシリ
トールを製造 
 
ブリヂストン：原材料使用量の削減、資源循
環、再生可能資源の拡充・多様化 
ソニー：製品 1台あたりのバージンプラスチックの
利用削減目標を掲げる 
 

タイプ２：回収とリサイクル 

ルノー：自動車の 85％をリサイクル可能、
95％がエネルギー回復可能なリサイクル設計を
推進 
マクドナルド：2025年までに全パッケージ素材
を再利用素材、再生素材、認証素材に切り替
え、店舗内パッケージを 100％リサイクルする目
標を発表 
ネスレ：容器包装材を 100％再使用・リサイク
ル可能なものとする目標を 2018年 4月に発
表 
 
ユニー：食品リサイクルループの構築 
パナソニック：生産プロセスで無駄な資源を活
用し、使用済み製品から資源を回収・リサイクル
して再び商品をつくり、顧客に届けるプロセス確
立を目指す 
トヨタ：循環型社会・システム構築チャレンジ
（「エコな素材を使う」「部品を長く使う」「リサイ
クル技術の開発」「廃車されるクルマからクルマを
作る」） 
リコー：複写機を再生した再生機を販売 

 

 

タイプ３：製品寿命の延長 

ルノー：自動車再製造プラントで部品を再販、
販売ネットワークを通じた使用済み品の補修 
 
キューピー：容器包装の軽量化と簡素化、賞
味期間延長による流通・消費段階における食
品ロスの低減 
ダイキン：顧客に設置した空調機器を遠隔監
視し、顧客に故障の予兆を早期に通達し省エネ
方法を提案する「エアネットサービス」を世界で展
開 
 

 

タイプ４：シェアリング・プラットフォーム 

Airbnb：ホームシェアリングサービスの展開 
 
ホンダ：高グレードの新車をレンタカーの 6割
程度の料金で利用可能な EveryGo の実施 
メルカリ：製品の再利用・シェアリングサービス
の提供 
 

 

タイプ５：製品のサービス化 

ミシュラン：タイヤ販売に代えて、リースで提供し
走行距離に応じて料金を支払う「Pay by the 
mile」を開始 
フィリップス：電球販売から照明機器を自社で
保有し、顧客の使用量に応じて課金するモデル
「Pay-per-Lux（ルクス）：明るさに応じて支
払う」を開始 
 
大塚家具：上質な家具・インテリアのレンタル
サービスを展開 
 

 

まず海外企業にとっての強みは、IoT
（Internet of Things：モノのインターネッ
ト）の効果的活用、循環経済への転換を目指
した大胆な経営（事業）改革、多様なパート
ナーとの連携の三点だと考えられる。循環経済
への転換を通じ、コスト削減と利益増幅の同時
達成を実現しつつあることが言えよう。一方、レ
イシー＆ルクトヴィスト（2016）によれば、これ
らビジネスの規模を今後いかに拡大していくかが

多くの企業に問われていると言う。例えば、製品
寿命の延長においては、特に強いブランド力を
有する企業にとって、いかにしてそのブランドス
テータスを落とすことなく、製品寿命を保持して
いくか。顧客が安心して再製造品を求め、そうし
た製品を優先的に選んでもらうか。製品価値の
保持に加え、政府等多様なステークホルダーが
一体となって顧客の意識を変えるような社会基
盤づくりも同時に求められていると考えられる
（レイシー＆ルクトヴィスト 2016）。 

業種横断的に日本企業に共通する強みは、
3R に取り組んできた経験と高い技術にあるだろ
う。また、レイシー＆ルクトヴィスト（2016）は、
タイプ 1、2、3 といった従来の環境配慮の取組
みを発展させたビジネスモデルは日本企業にとっ
ては比較的取り組みやすく、より国際レベルでの
先導的役割を果たすことが期待できると指摘す
る。 

一方で日本企業の共通課題は、欧米企業と
比べて循環経済達成に向けた大胆な経営改
革（事業改革）に踏み出しにくいという企業風
土があげられる。欧州を中心とした世界の政策
は経済性を超えた次元で新たな社会変革を試
行しようとしている。また世界の企業の中には倫
理観やリーダーシップに基づき、持続可能な社
会に向けた大胆な行動を起こしている例も見受
けられる。日本を含む世界の企業が経済性で
説明できる枠組みを超え、理念の実践という次
のステップに移行していくことを促すために、我々
は既存の提言をどう具体化及び発展させていく
べきか？有限の自然資源の利用、また時代とと
もに変化してきた消費者意識とそれを後押しす
るような国際合意等に対し、高い先見性を持っ
て、いち早く行動していくことが重要であろう。 

 

                                                                                 

* レイシー＆ルクトヴィスト著、アクセンチュア・ストラテジー訳（2016）「サーキュラー・エコノミー：デジタル時代の成長戦略」の分類による。 
事例は各社ウェブページを参照した。 

循環経済をめぐる動向 国内外企業の取組み例 
循環経済ビジネス化の 5 つのアプローチ *で分類 

＊青：海外企業、赤：日本企業 
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資源効率・循環経済の政策動向」、日本 LCA 
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・レイシー＆ルクトヴィスト著、アクセンチュア・ストラ
テジー訳（2016）「サーキュラー・エコノミー：デジ
タル時代の成長戦略」、日本経済新聞出版 
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