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エグゼクティブサマリー 

 

欧州グリーンディールの狙いと重点産業 

2019年12月、フォン・デア・ライエン委員長率いる新欧州委員会が発足し、その優先政策の1つとして欧州グリーンデ

ィールを発表した。 

欧州グリーンディールは環境保全に関する野心的かつ具体的な目標を掲げているが、単なる環境政策に留まらず、

潤沢な資金と具体的な計画を伴い、環境対策に資するビジネスへの投資を通じた経済活性化と雇用創出を図ってい

る。 

2020年3月には、グリーディール実現に向けた循環型経済行動計画が発表され、環境負荷が高い「包装」「プラスチッ

ク」「繊維」「食」「自動車・バッテリー」「建設・建物」「電子・情報通信機器」の7つを重点産業と設定、具体的な施策を打

ち出し、企業の行動変容を促している。 

 

7つの重点産業の取り組み 

重点産業それぞれの主な取り組みは以下の通りである。 

「包装」 

2025年の包装材リサイクル率の目標はEU全体で65%であり2018年時点で66.3%と既に達成。一方、成長するEコマ

ースの影響を受け、過去10年間においてEU人口一人当たりの包装廃棄物は増加。より踏み込んだ成果創出に向け

て2030年までにEUで使われる包装材を経済的に成立する形で全てリユース・リサイクル可能にするという目標が設定

された 

「プラスチック」 

2030年までにEU域内で使用される全てのプラスチック包装材をリユースまたはリサイクルするという目標が設定。リサ

イクル材の使用や廃棄削減の義務化、マイクロプラスチックの利用制限や標準化・認証化が検討されており、EU の研

究資金助成計画「Horizon 2020」を通じて巨額の研究開発資金も投入がされている。 

「繊維」 

2000 年代には一部の先進アパレル企業により牽引されてきたサステナビリティへの取り組みは、2019 年以降政策に

波及し本格的な拡大期を迎えている。現在 EU では環境負荷軽減につながるデザイン・原材料・ビジネス環境・イノベ

ーション等に亘る7つの包括的な施策が検討されており、今後規制や制約が設けられる流れにある。2023年中には、

製品に一定の情報開示が義務化されるエコラベルが導入される見通し。 

「食」 

2020年5月に発表された「Farm to Fork戦略」にて、食品バリューチェーンの川上から川下までを網羅する形で、具体

的目標値を設定。またフランスでは 2016 年には食品流通業者を対象に「食品廃棄物対策に関する法」が制定され、

以降外食産業・農業食品部門に対象を拡大。民間企業でもサステナビリティを戦略の根幹に据える企業が増加して

いる。 

「自動車・バッテリー」 

完成車メーカーに対し21年比で、25年で-15％、30年で-37.5％と非常に高い水準のCO2排出削減目標を設定。30

年以降EU各国政府では将来的なガソリン・ディーゼル車の販売禁止を推進。バッテリーの需要が急拡大する中、ドイ

ツではBEV用バッテリー向けツールであるデジタル・プロダクト・パスポートを開発、バッテリーの残存価値査定やリサイ

クル確立による循環型への移行、温室効果ガス排出量と環境インパクトの開示等の促進を図っている。 
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「建設・建物」 

建物分野は温室効果ガス排出において36％を占めており、2015年比で2030年までに約60％の温室効果ガス排出

削減が必要となる。欧州委員会は2020年10月に「リノベーション・ウェーブ戦略」を公表し、建物分野の最終エネルギ

ー消費を14％、特にエネルギー消費を18％削減、これに伴い温室効果ガスの排出量を60%超削減する目標を設定

し、実現に向けて建物のエネルギー効率に関する規定変更と実現に向けた資金提供を行う。 

「電子・情報通信機器」 

電子・情報通信機器の E-waste は、レアメタル等の資源の無駄につながるだけでなく有害な物質を含む。EU でも E-

wasteリサイクル率は40%以下でありかつ一人当たりのE-Waste発生量が16.2kgと世界で最も多く、早急な対応が求

められる状況。「サーキュラー・エレクトロニクス・イニシアチブ」が提示され、デザイン・リユース・仕様共通化・有害物質

等の観点から環境影響の削減に向けた取り組みが推進されている。 

 

日本企業への示唆 

欧州では重点産業それぞれに取り組み進捗に濃淡はあるものの、官民一体となってサステナビリティを推進してい

る。一方、日本そして日本企業の取り組みは後れを取っていると言わざるを得ない。自動車産業における EV 化の遅

れ、グローバルの規制動向に対する予測の甘さはその典型例である。自動車産業だけでなく、かつて日本企業の競

争力の高かった太陽光パネルや洋上風力発電機といった再生可能エネルギー分野などでも、その傾向が伺える。 

一方で、欧州にて市民の意識の高まりがサステナビリティ推進の契機となったように、日本においても COVID-19 を契

機として人々のサステナビリティに対する意識が高まりつつある。特に、次代を担うZ世代において顕著に表れている。

就職・転職の場においても、多くの Z 世代の求職者は、会社が社会的使命や存在意義を明確に持ち、社会課題と積

極的に関わっていくことを期待するようになっている。サステナビリティ対応は、中途半端では済まされない社会からの

要請であると言えよう。 

日本企業はグリーン敗戦が決定的なものなる前に、サステナビリティ対応を企業戦略の最上位レイヤーに定め、トップ

ダウンで自社の環境負荷の可視化、目標と施策の具体化を早急に進める必要がある。 
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1. はじめに 

1.1 欧州グリーンディールの登場 

2019年12月、フォン・デア・ライエン委員長率いる新欧州委員会が発足し、その優先政策の1つとして欧州グ

リーンディールを発表した。新欧州委員会の優先政策は大きく 6 つ掲げられたが、その中でもグリーンディー

ルは筆頭に挙げられており、欧州がサステナビリティを最重要テーマとして捉えていることが読み取れる。前

ユンカー欧州委員会では、雇用・経済成長及び投資の促進と、単一デジタル市場を筆頭政策に掲げていた

ことを考慮すると、この動きは欧州においての大きな転換点となったことが伺える。 

こうしたサステナビリティ政策の登場の背景には、欧州域内の市民の意識の高まりがある。スウェーデンの環

境活動家グレタ・トゥーンベリ氏を象徴とした各地での若者主導の気候対策デモは、その一例として有名だ。

2019年の欧州議会選挙では、環境政党である欧州緑の党が議席を倍増させており、サステナビリティのプレ

ゼンスは域内で確実に向上していることが伺える。 

欧州グリーンディールは、単なる環境配慮に閉じない政策と、野心的かつ具体的な目標という観点がポイント

だ。欧州グリーンディールは単なる環境政策ではなく、環境対策に資するビジネスへの投資を通じた経済再

生・活性化を図っている。かつての米ニューディール政策に由来する"ディール"という名称にもあるように、環

境保全ととともに経済活性・国力（域力）増強を両立させるという点が特徴だ。また、2050年にはカーボンニュ

ートラル（温室効果ガスの排出がネットでゼロ）という目標を掲げ、その実現に向けた 2030 年までのプロセス

KPI の引き上げを実施している。この目標は他国と比較しても非常に野心的な目標であるが、その実現可能

性を感じさせるだけの潤沢な予算と具体的計画があり、本気度が見受けられる。次にこの具体的計画につい

て、主要なポイントを確認していく。 

1.2 欧州グリーンディールを現実のものとするために 

欧州グリーンディールを実現するための仕組みの1つとして欧州タクソノミーがある。欧州タクソノミーは一言で

言えば、EU企業の経済活動をサステナビリティの観点から評価し、その結果をもとに金融機関や行政機関が

投融資や補助金拠出を行うといった仕組みだ。この仕組みにおいて重要なのは、各企業の個別の経済活動

が、共通の判断軸に基づいて環境側面から評価され、企業活動にとって非常に重要な資金調達や取引の

判断に活用されるという点だ。将来的には欧州で日本企業が事業を行う場合や欧州企業と取引を行う際にも

対応が求められる可能性、及び対応できないことによる評価の悪化等の不利益を被る可能性もあり、注視が

必要だ。 

また、環境負荷が高い資源集約型産業に対しては、循環型経済行動計画というプランを通じて具体的な施

策を打ち出し、企業の行動変容を促している。グリーンディールの思想の根幹には、資源利用と切り離した経

済成長、即ちサーキュラーエコノミーの実現が求められているが、「包装」「プラスチック」「繊維」「食」「自動

車・バッテリー」「建設・建物」「電子・情報通信機器」の7産業は資源集約型産業として特に焦点が当たってい

る。本稿では各産業について、政策の概要や業界・企業の具体的な動向について俯瞰していく。 
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2. 包装 

2.1 欧州の持続可能な包装の現状と今後 

欧州における包装廃棄物は増加の一途を辿っており、欧州グリーンディールにおいて取り組みへの注目度

が高まっている。紙・ダンボール資材が牽引する形で、過去10年間においてEU人口一人当たりの廃棄物は

24kg増の174kgを記録している。この主要な背景には年10%超で成長をし続けているEコマース市場の存在

がある。１９９４年に制定された「包装および包装廃棄物に関する欧州議会および理事会指令」（以下、

Directive 94/62/EC）では、包装材の最小化という方向性、そして、包装材のリサイクル目標が定義されてい

た。2025年の包装材リサイクル率の目標はEU全体で65%であり足元では既に達成（2018年時点で66.3%）、

一定の成果を挙げてきた。今回は廃棄物の増加を背景に、これまでの取り組みを更に推し進めるものであ

る。 

その目玉施策として2030年までにEUで使われる包装材を経済的に成立する形で全てリユース・リサイクル可

能にするという目標を設定。現在、これまでの取り組みの基となっていたDirective 94/62/ECの見直しが行わ

れている。具体的な方向性としては、包装廃棄物量自体への目標の設定、特定の包装材料の使用規制・包

装材の簡素化によるリサイクルの容易化等が想定されている 

2.2 欧州企業・業界の取り組み 

包装材のサステナビリティは、Directive 94/62/EC が見直される中で今後各業界・企業の動向に影響を及ぼ

すと思われるが、足元でのリサイクル率が 85%を超えている紙・段ボール資材のプレーヤーは包装業界のサ

ステナビリティを特にリードしている。 

アイルランドに本社がある欧州のリーディング紙・段ボール包装材メーカーであるSmurfit Kappaは2018年に

「Better Planet Packaging Initiative」を発表。Material（リサイクル・リユース品を材料に調達）、Production

（環境負荷の低い生産体制）、Supply Chain（製品保護の目的のみに適う最小限の包装）、End of life（有害

物質の不使用）という4つの特徴を備える自社の製品を「Sustainable packaging solutions」と定義している。

そして、その活動を通じて、顧客企業に対して、より環境負荷の高い他包装資材からの置き換えを推進して

いる。 

また、国という観点ではEU全体の包装材のリサイクル率が66.3%（2018年）な中、85.3%と突出している国が

ベルギーである。その成功の背景には、国独自の高い目標設定と、そのための包装材のリサイクルを全国で

統一して管理する組織の存在がある。家庭での廃棄物はFOST Plusという非営利の組織が全国の自治体・企

業と調整を行い、リサイクル業者を手配し、再販売するまでを一手に引き受けている。 

以上、欧州の包装材での動きを踏まえると、サステナビリティを商機として捉えて積極化する企業の動き、国

がリーダーシップを発揮し結果を出す姿勢と日本社会にとって参考となる取り組みが多い 

3. プラスチック 

3.1 欧州のプラスチック削減戦略 

プラスチックごみは海洋汚染の主要因であり、世界の生態系や気候へ大きな影響を及ぼしているが、リユー

スまたはリサイクルされているのは全体でわずか5％に過ぎない。EUはグリーンディールの策定以前から積極

的に規制強化に取り組んでおり、世界をリードしている状況にある。 

2018 年 1 月に採択された「循環型経済における欧州プラスチック戦略（EU Strategy for Plastics in the 

Circular Economy）」では、2030年までにEU域内で使用される全てのプラスチック包装材をリユースまたはリ

サイクルするという目標が掲げられた。また、使い捨てプラスチックの削減や、海洋環境に有害なマイクロプラ
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スチック（直径 5 ミリ以下のプラスチック粒子であり化粧品や合成繊維等に利用される）の使用制限も盛り込ま

れている。 

2020年3月の「循環型経済行動計画（Circular Economy Action Plan）」においてはプラスチックも7つの重点

領域のうちの一つに定義し、施策の更なる具体化が必要だとした。リサイクル材の使用義務化や廃棄削減に

向けた強制的な措置が考えられており、また、マイクロプラスチックの利用制限や標準化、認証化なども検討

される予定である。 

EUにとってプラスチック産業は域内150万人が従事する巨大市場であり、2030年には新素材の開発などプラ

スチック関連施策への対応により新たに20万人の雇用が創出される。EUのプラスチック戦略は、環境保護の

みならず経済成長を促進しグローバルに新たな材料・技術を展開する経済戦略であり、EU の研究資金助成

計画「Horizon 2020」を通じて巨額の研究開発資金も投下している。 

 

3.2 欧州企業・業界の取組み 

欧州におけるプラスチック削減に向けた基本的なアプローチとしては、まず利用総量を減らすことが最優先

であり、その次にリユースやリサイクルがある。 

総量削減の観点では、プラスチック代替素材の活用が検討されており、中でも欧州素材メーカーが開発にし

のぎを削るのが、生分解性プラスチック（生物の働きにより水と炭酸ガスに分解・堆肥化されるプラスチック）で

ある。厳密な分別収集が必要であり、堆肥化に要する条件が厳しいなど課題も多く、どこまで生分解すべき

かという解釈にもばらつきがある。欧州委員会は今後、生分解性の定義や関連規制を整備していく予定であ

るが、将来的な技術の進展により、どこまでプラスチックを代替するポテンシャルがあるかは注視していく必要

がある。 

また、食品や消費財の包装における「紙」の代替利用も進んでいる、素材・包装メーカーと消費財メーカーは

連携して、耐熱性や耐摩耗性、耐水性を高め、かつ分解されやすい紙ベースの代替素材の開発・適用を進

めている。 

なお、欧州委員会が官民連携を推進し業界や企業単位での取組みも支援していること、および環境意識が

高い消費者の志向性を背景に、欧州の主要消費財メーカーはプラスチック削減に向けた自社の目標を積極

的に掲げて推進していることが多い。例えばスウェーデンの家具メーカーイケアは、2020 年までに使い捨て

プラスチック用品を自社製家具から排除することを掲げ、実際にグローバルのサプライチェーンを大幅に変

革したうえで達成している。 

4. 繊維・アパレル 

4.1 欧州の繊維・アパレル業界におけるサステナビリティ対応 

EUの新循環型経済アクションプランにおいて、繊維・アパレル業界は資源消費量・炭素排出量が多く、リサイ

クル性も低いため、循環型経済への転換が必要な業界の一つに位置付けられている。実際、繊維製品は、

一次原材料と水の使用量において、食料、住宅、輸送に次いで4番目に高く、温室効果ガスの排出において

は5番目に高い業界だ。 

このような繊維・アパレル業界の環境負荷の低減に向け、現在EUでは次にあげる7つの包括的な施策が検討

されている。①「繊維製品が循環性に適合することを確保するためのエコデザインの決定」、②「化学物質管

理の仕組みの整備」、③「消費者がサステナブルな繊維製品を選択しやすくし、リユースや修理における利

便性向上」、④「循環型繊維製品開発のためビジネス環境・規制環境を改善。特に、循環素材・生産プロセス

へのサポート」、⑤「2025 年までに高レベルの分別収集を達成するためのガイダンス提供」、⑥「イノベーショ

ンを含めた繊維製品のリデュース・リユース・リサイクルの促進」、⑦「生産者が自社のSCの周辺領域（上流～

下流）に及ぼす環境負荷を軽減するための規制措置を奨励」。現在、公聴会やタスクフォースにおいて、これ
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ら7つの施策の具体化が進められており、今後何かしらの規制や制約が設けられることは間違いないと思われ

る。実際、2023年までにEU諸国のアパレル・シューズ製品はエコラベルを付けることが義務化されることが発

表され、現在H&M、Inditex、Nike等大手企業と欧州委員会により内容が検討されている。 

 

4.2 欧州企業・業界の取組 

欧州アパレル産業における業界の取組を振り返る。欧州のサステナビリティに対する取り組みの変遷を振り

返ると大きく3つのステージに分けることが出来る。2000年～2011年頃までの黎明期。2011年から2019年頃

までの浸透期。そしての直近の拡大期だ（図）。 

黎明期では、サステナビリティへの取組は一部の企業に限られた。この頃は、ケリング、LVMH、ナイキ、パタ

ゴニア等の環境問題に対する一部の先進企業が、個別に暗中模索しながら取り組んでいる状況だった。この

中で、2011年にNGO組織のSAC（Sustainable Apparel Coalition）を立ち上げたパタゴニアと、同じく2011

年に環境損益計算書（EP&L）を開発したケリングは、業界のリーダーとしてサステナビリティの取組をリードし

ていく。 

その後の浸透期では、前述のSACやGFA（Global Fashion Agenda）といったアパレル業界のサステナビリテ

ィ対応を推進するNGOが大きな役割を果たしていく。加盟企業も増え、Higg Indexのような環境負荷を見える

化する指標も開発され、欧米のアパレル企業では徐々に取り組みが浸透。また、2015年に採択されたパリ協

定により、温室効果ガス削減に向けた国際的な取組が加速化し、金融面でESG投資の普及が進んだことも浸

透の背景として大きい。 

そして、2019年以降サステナビリティに対する取り組みは政策に波及し、本格的な拡大期を迎える。2019年

に発表された欧州グリーンディール政策において、欧州は 2050 年のカーボンニュートラルを目指すことを発

表。その中で、繊維・アパレル業界は、環境負荷が高く循環型経済への移行を積極的に進める必要がある、

前述した重点分野の一つとして位置づけられた。また、同じく 2019 年の先進国 G7 サミットでは、ケリングが

2050年までのカーボンゼロを掲げるファッション協定を提案し約150のブランドが賛同・署名。サステナビリテ

ィ対応は、欧米のファッション業界全体に拡大し現在に至っている。 

このようにファッション業界におけるサステナビリティの取組は歴史的に欧州がリードしており、日本企業は早

急なキャッチアップが求められている。 

 

図：欧州アパレル業界におけるサステナビリティに対する取り組みの変遷 
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5. 食 

5.1 欧州における食品サステナビリティの指針：Farm to Fork 戦略 

食は人類にとってなくてはならない産業であるが、他方で食に関するサステナビリティ課題は地球規模で深

刻化している。例えば、世界では毎年、年間生産量の約3分の1に相当する13億トンの食品が廃棄されてお

り、これは世界で飢餓に苦しむ8億人に必要な食糧の2倍以上に相当する。所謂食品ロスと呼ばれる問題だ。 

また、畜産業に由来する温室効果ガスの排出量の多さもよく知られた課題である。牛のゲップに含まれるメタ

ンガスは二酸化炭素と比較して 25 倍の温室効果があると言われており、畜産業による温室効果ガスは年間

326億トン、化石燃料からの排出量400億トンに次ぐ問題児となっている。このままのペースで畜産物を生産し

続けた場合、2050年には温室効果ガスの約52%が畜産由来になるとも言われている。 

こうした状況を受け、欧州委員会は2020年5月、「Farm to Fork戦略」（以下、「F2F戦略」）を発表した。これは

文字通り「農場から食卓まで」至るまでの持続可能な食料システムの構築を目指した指針であり、EU の食品

行政の大きな方向性を示すものである。前述の欧州グリーンディール政策を食品産業に特化して具体化した

もので、その中核をなすものだ。その名の通り食品バリューチェーンの川上から川下までを網羅する形で、主

に「持続可能な食料生産」「持続可能な食料加工と流通」「持続可能な食品消費」「食品ロスと廃棄の防止」を

注力分野としている。各注力分野に沿ったアクションプランを詳細に定め、それぞれタイムラインを設定して

更に具体化を図ることとしている。 

定性的なお題目に留まらず、厳格な数値目標を掲げている点も特徴的だ。例えば、 

⚫ 2030年までに殺虫剤の使用を50％削減 

⚫ 2030年までに化学肥料の使用を少なくとも20％削減 

⚫ 2030年までに畜産と水耕栽培で用いられる抗菌剤の使用を50％削減 

⚫ 2030年までに農地の25％を有機農地に転換 

⚫ 2030年までに小売店・消費者レベルでの1人当たり食品廃棄を半減 

といった具体だ。こうした数値目標を見ても、欧州の食品サステナビリティに対する本気度が窺える。食品ロス

を例に取ると、日本の小売り段階でのロスはドイツの 2倍とも言われるが、日本は政策的な指針の具体度も民

間の取組深度も欧州に大きく劣後している。 

5.2 欧州企業・業界の取組み 

欧州での食品サステナビリティへの取組事例は枚挙にいとまがない。まず行政の例を挙げると、例えばフラン

スは早くから食品ロスに対して罰則を設けたことで有名だ。F2F戦略の発表に先立ち2016年に「食品廃棄物

対策に関する法律（通称ガロ法）」を施行している。ガロ法では、400平方メートル以上の食料品店に対し、消

費可能な売れ残り食品を寄付するための無料配送方法を明示した契約を 1 年以内に提案することを義務付

けた。また、流通業者は消費可能な売れ残り商品を消費に適さない状態にすることを禁止され、違反の場合

は3,750ユーロの罰金が科せられることとなっている。更に2019年には、この流通業者に対する要請を外食産

業と農業食品部門の全事業者に拡大することとした。日本で食品ロスに対する罰則やインセンティブが制度

化されていない点とは対照的である。 

民間レベルでも、欧州の食品産業ではサステナビリティを戦略の根幹に据える企業が多い。例えばユニリー

バは世界で最もサステナビリティに力を入れている企業の1つとして知られる。「サステナビリティを暮らしの"あ

たりまえ"に」というパーパスを掲げ、2010 年には「環境負荷を減らし、社会に貢献しながらビジネスを成長さ

せることを目指す事業戦略」として「ユニリーバ・サステナブル・リビング・プラン」を打ち出し、「2020 年までに

10億人以上のすこやかな暮らしを支援」「2030年までに製品のライフサイクルからの環境負荷を半減」「2020

年までに数百万人以上の暮らしを向上」という目標を示した。ユニリーバは「サステナビリティを戦略の中核に

置き、社会的意義を持つブランド」として「サステナブル・リビング・ブランド」を設定し、それらが同社の成長を
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牽引している（2017年の全売上高の成長のうち70%を占めていた）。中核をなす紅茶ブランド「リプトン」では、

2007年に世界で初めてレインフォレスト・アライアンス認証を獲得したことも有名であり、2016年には全てのテ

ィーバックを認証農園から調達している。 

以上のような欧州の取組を見るに、行政・民間双方において食のサステナビリティ領域における日本の取組

みは遅れていると言わざるを得ない。 

 

 

 

6. 自動車・バッテリー 

6.1 EU での急速な EV 化の進展に伴うサーキュラーエコノミー戦略 

EUにおいては今後完成車メーカー（OEM）に課されるCO2排出削減目標は21年比で、25年で-15％、30年

で-37.5％と非常に高い水準となっている。そういった基準をクリアできない場合は、自動車の型式認証が得

られず、加えて罰金が課されることになりそうである。また、30年以降EU各国政府では将来的なガソリン・ディ

ーゼル車の販売禁止（30年：ドイツ、イギリス、オランダ等、40年：フランス、スペイン等）を推し進める予定であ

る。そういった中、自動車OEMはEV化に待ったなしの状況であることは間違いない。実際に、VW、Daimler、

BMW等の主要欧州系OEMは、これまでは48Vマイルドハイブリッドやプラグインハイブリッド（PHEV）に注力し

てきたが、本格的に電気自動車（BEV）の導入を加速させている。また、規制強化を受け、主要OEM・バッテリ

ーメーカーがEU域内での生産拠点を拡充しており、EV購入・リースの費用助成等の補助金対策や充電設備

などインフラ面も整いつつあり、EUにおけるBEV市場が立ち上がる準備は完全に整った状況である。 

BEVの急進展に伴い、従来のエンジンに替わるコア部品であるバッテリーの需要は急拡大する。また、車両コ

スト全体のバッテリーが占める割合は最も大きく、自動車の車両側とバッテリー側の耐用年数・寿命が異なる
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ことから、バッテリーの交換や中古バッテリーの再利用等により車両の耐用年数を高めていく動きが今後加速

するであろう。持続可能なバッテリーと車両は、将来のモビリティ社会を支えることになる。多くの化学物質を

含むリチウムイオン電池の再利用やリサイクルによってバッテリー本体をどのように環境負荷を低減するため

に循環型へ移行し、サステナブルな形で取り扱うかはBEVの普及と共にカギとなるテーマである。 

 

6.2 欧州企業・業界の取組み 

EU での自動車業界におけるサステナビリティ向上への取り組みとして新しい法律や規則を設けており、その

一環としてドイツの環境省はBEV用バッテリー向けツールであるデジタル・プロダクト・パスポート（DPP）を開発

している。22年からは新車のBEVに搭載される全てのバッテリーへの製品コードの記載が義務付けられ、その

コードからはバッテリーに使用される部品・材料・化学物質データ・製品の修理方法・適切な廃棄方法等の情

報が含まれることになる。つまりは、バッテリー全体のバリューチェーンにおける材料の調達からバッテリーの

組立、利用、リサイクルに至るステークホルダーの間で情報交換を行い、相互認証を行う仕組みが構築され

ることとなる。この情報基盤の導入によって、 バッテリーの残存価値査定やリサイクル確立による循環 型 へ 

の 移 行 、 GHG排 出 量 と 環 境 イ ン パ クトの開示等の促進を狙いとしている。同時に全てのBEV用、産業

用バッテリーの回収実施に向けた報告義務を導入し、トレーサビリティを高める狙いもある。これらDPPは、今

後繊維製品・電子部品・建設・包装・食品等にも適用されることが議論されており、同時にBEVのバッテリーに

おいては欧州での取り組みが中国や米国に派生することも大いに予想され、日本にとっても軽視はできない

取り組みである。今後、日本のOEMやバッテリーメーカーにとってもこれらの変化に対して、積極的に先手を

打って対応力を高めることが求められ、逆に迅速に対応することを好機として捉える必要があるのではないか

と考える。 

 

 

7. 建設・建物 

7.1 欧州の建設・建物に関するサステナビリティ戦略 

欧州委員会によると2019年時点においてエネルギー消費の約40％、温室効果ガス排出の36％を建物分野

が占めており、1990年比で2030年までの温室効果ガス排出目標を55%へ引き上げる事を前提とすると、建

物分野においては2015年比で2030年までに約60％の排出削減が必要となると試算している。 

建物分野の中でも、冷暖房が最終エネルギー消費に占める割合は 54％と突出していることから、冷暖房シ

ステムのエネルギー効率性改善や、建物の断熱性改善が喫緊の課題である。EU 域内の建物の約半数は、

断熱基準が初めて適用される 1970 年以前に建てられたものである事から、建物の改修がエネルギー消費

削減の大きな打ち手と考えられる。一方で、省エネ改修が行われる建物は年間わずか 1％に過ぎず、この解

決策として欧州委員会は 2020 年 10月に建物のエネルギー効率向上を促進する「リノベーション・ウェーブ

戦略」を公表。建物分野の最終エネルギー消費を 14％、特にエネルギー消費を 18％削減、これに伴い温

室効果ガスの排出量を 60%超削減する目標を設定した。 

「リノベーション・ウェーブ戦略」は、建物分野における規程変更と資金提供が大きな柱となる。規程変更につ

いては、建物のエネルギー性能基準の設定および性能証書の義務化、エネルギー監査および改修に関す

る対象の拡大、建物の管理および改修データの収集の義務化があげられる。資金提供については、改修へ

の直接支援の他、研究・イノベーションへの支援、リノベーションへの障壁対策への支援、技術開発への支

援、民間金融機関への貸付等多様なプログラムが用意されている。環境負荷軽減のみならず、2030 年まで

に建築関連業界において 16万人のサステナブル関連の雇用を創出する事が可能と試算している。 
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7.2 欧州企業・業界の取り組み 

「リノベーション・ウェーブ戦略」が後押しとなり様々な企業による様々な取り組みがなされているが、大きくは

建材の環境負荷軽減および再利用促進と、デジタル技術による建築・改修のコスト削減やエネルギー効率

向上に集約される。 

建材の環境負荷軽減については生分解可能でありかつ高い性能を持つ建材の研究・導入の促進、再利用

促進については官民共同でのEU域内における二次原材料の流通促進の動きがある。 

デジタル技術の活用については、これまでは建設分野においては大きな投資が向けられてこなかった事もあ

り、今後には大きな期待が向けられている。個々の建築物においてはBIM（Building Information Modeling）

の普及が設計・施工プロセスを、BACS（Building Automation and Control System）の普及が管理・運用プ

ロセスをそれぞれ高度化・効率化に導いている。また、建物単位を超え、近隣地域一帯をスマート化すること

でエネルギー利用の最適化を図る取り組みも官民共同で多く取り組まれ、確かな効果創出にまで結びつい

た事例も生まれてきている。一例をあげるとドイツにおける「Future Living Berlin」においてはデジタル化され

たエネルギー管理システムにより、15％のエネルギー消費削減を実現している。ここには地元ドイツの企業に

並び、パナソニックがエネルギー制御や各住戸のIoTにて参画を果たしている。 

日本においては、欧州と比較し築年数の浅い建物が多い事や寒冷地の人口比率が小さい事もあり、国内の

最終エネルギー消費において建物が占める割合は 30％と約 10pt低い。しかしながら、なお影響が大きい分

野であることに変わりがなく、また、解決の手段としてのデジタル技術については高いポテンシャルを有して

いる。この潮流を機会として捉える事が肝要と考える。 
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8. 電子・情報通信機器  

8.1 欧州の電子・情報通信機器関連のサステナビリティの方向性 

スマートフォン等の電子・情報通信機器が生活に密着した存在になるに従い、それらのごみ(E-waste)も増加

して来ている。電子・情報通信機器のごみ(E-waste) は、2019年時点で5,300万トン発生しており、過去僅か

5年で21%増加している。更に、2020-2030年の10年間では約38%増加すると見込まれている状況である。 

電子・情報通信機器のE-wasteは、レアメタル等の資源の無駄につながるだけでなく、有害な物質を含むこと

もあり、今後有効な対策の必要性が叫ばれている。 

 一方で、環境先進国と言われるEUでも、E-wasteリサイクル率は40%以下であり、かつ欧州では一人当たりの

E-Waste発生量が16.2kgと世界第一位であるため、欧州の面目にかけても早急な対応が求められる状況で

ある。 

このような文脈を踏まえつつ、2020年3月の「循環型経済行動計画（Circular Economy Action Plan）」にお

いては、電子・情報通信機器も 7 つの重点領域のうちの一つに定義されている。その中においては、既存及

び新規の手段を活用した「サーキュラー・エレクトロニクス・イニシアチブ」が提示されており、製品の長寿命化

を目的とした以下のようなアクションの推進が謳われている。 

1. エコデザイン指令に基づく規制措置を講じ、エネルギー効率、耐久性、修理性、アップグレード性、メン

テナンス、再利用、リサイクル等を考慮した設計を推進 

2. 旧式のソフトウェアの更新を含む「修理する権利」を確立し、電子・情報通信機器の優先分野と定義 

3. 携帯電話などの充電器に関する規制措置(共通規格使用、耐久性向上等)の整備 

4. 使用済み携帯電話、タブレット、充電器等を対象とした EU 全域での引き取り制度の検討および廃棄物

の収集・処理の改善 

5. 電子・情報通信機器に含まれる有害物質の規制の見直し、関連法規との整合性向上 

 

8.2 欧州企業・業界の取組み 

「サーキュラー・エレクトロニクス・イニシアチブ」に関する欧州企業及び業界における動きや取組みは多い

が、最近の重要な政策的な動きとして、1)「エコデザイン」・2)「修理する権利」・3) 「充電器に関する規制措

置」を例として見て行く。 

1)「エコデザイン」及び2)「修理する権利」に関しては、フランスで2021年1月から製品がどれだけ安価に・簡

単に修理できるかを示す「修理可能性指数（Indice de réparabilité）」を表示することが必須となった。対象

は、スマートフォン、タブレット、テレビ、パソコン、洗濯機等である。指数は、「1」から「10」までの数値で表示

され、10に近づくほど修理がしやすいことを意味する。修理可能性指数は、メーカーが提出するドキュメントの

品質、分解できる製品かどうか、スペア部品の入手可能性、スペア部品の価格など、複数の基準に基づいて

決定される。 

3) 「充電器に関する規制措置」では、欧州委員会が2021年9月に発表した、スマートフォンなどの携帯用電

子機器の充電関連規格を統一する指令改正案が記憶に新しい動きである。今回の改正案により手持ちの充

電器を再利用でき、不要な充電器を購入せずに済むことになり、年間2億5,000万ユーロの節約、且つ、年間

約1,000トンの電子廃棄物（E-waste）の削減にもつながるとしている。改正案により、欧州規格として充電ポー

トは「USBタイプC」を、急速充電技術は「USB PD（パワーデリバリー）」にそれぞれ統一。さらに、電子機器の

新規購入時に手持ち充電器の利用可否に資する情報を外装等に明記することの義務付けや、電子機器本

体のみの販売の義務付け等も含まれている。 
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これらの欧州における動きは、今後、より大きな動き（地域や内容の拡大）に発展すると考えられ、日本の電

機メーカーなども対応を強化して行かなければならない状況である。その際には、設計思想（エコデザイン）

の変更や、政策を踏まえた充電器等のアクセサリー部品の選択など、これまでとは異なるアプローチでの対

応を検討する事が必要となっている。今後、日本の電機メーカーなどは、これらの変化に対して、受け身で対

応するのか、積極的に先手を打って対応するのか、そのスタンスや戦略を検討すべきタイミングに来ていると

考えられる。 

 

9. 終わりに 日本企業への示唆 

欧州では重点産業それぞれに取り組み進捗に濃淡はあるものの、官民一体となってサステナビリティを推進

している。一方、日本そして日本企業の取り組みは後れを取っていると言わざるを得ない。自動車産業にお

けるEV化の遅れ、グローバルの規制動向に対する予測の甘さはその典型例である。自動車産業だけでなく、

かつて日本企業の競争力の高かった太陽光パネルや洋上風力発電機といった再生可能エネルギー分野な

どでも、その傾向が伺える。 

一方で、欧州にて市民の意識の高まりがサステナビリティ推進の契機となったように、日本においてもCOVID-

19を契機として人々のサステナビリティに対する意識が高まりつつある。特に、次代を担うZ世代において顕著

に表れている（図）。就職・転職の場においても、多くのZ世代の求職者は、会社が社会的使命や存在意義を

明確に持ち、社会課題と積極的に関わっていくことを期待するようになっている。サステナビリティ対応は、中

途半端では済まされない社会からの要請であると言えよう。 

日本企業はグリーン敗戦が決定的なものなる前に、サステナビリティ対応を企業戦略の最上位レイヤーに定

め、トップダウンで自社の環境負荷の可視化、目標と施策の具体化を早急に進める必要がある。 

 

図：年代別 COVID を経たサステナビリティ関連の価値観重視者の増加割合 1) （2021年ローランド・ベルガー調査） 
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