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「欧州グリーンディール」と
グローバル企業の戦略
̶循環型経済と生物多様性への展開̶

公益社団法人 日本経済研究センター 特任研究員
林 秀毅（はやし ひでき）
1981 年東京大学法学部卒業。同年日本興業銀行入行後、運輸省出向。ルクセンブルグ興銀、国際金融情報センター 
調査企画部長、調査部主任部員、みずほ証券グローバルエコノミスト等を経て、一橋大学国際公共政策大学院客
員教授、慶應義塾大学経済学部特任教授等を歴任。現在、国際大学国際関係学研究科特別招聘教授、日立総合計
画研究所リサーチフェローを兼務。近著に『EUは危機を超えられるか 統合と分裂の相克』（共著、NTT 出版）。
日本経済研究センターから毎月「欧州経済・金融リポート」を配信。

1.   はじめに：「欧州グリーンディール」の
最優先課題
2019年 12月 11日、欧州委員会は、2050年に

温室効果ガスの排出をゼロにすることを最終目標
とし、その実現のため必要な方策を掲げる「欧州
グリーンディール」を発表した。
同時に、欧州委員会は、グリーンディールを実

現するための具体的な政策実現の時間的なスケ
ジュールを定める 「ロードマップ」を明らかにし
た。「ロードマップ」では、合計50の政策課題の
実施時期を、重要度によって2020年 3月、同 6
月、2020年内、2021年以降に分類している。
この中から、本論では、最重要項目として2020

年 3月から検討を実施するとされたCO2排出量削
減へのコミット、循環型経済の実現、生物多様性
戦略という3つの政策課題について、その概要と
今後の展開を検討することにしたい。

2.   CO2 排出量削減へのコミット
まず、「欧州グリーンディール」では、2050年

までにCO2排出量を実質ゼロとする気候中立目標
などを定めた「欧州気候法」の提案を2020年 3
月に行うとしている。
この目標達成のため、現状不活発な状態が続い

ている排出権取引市場（ETS）の活性化など制度
の見直し、EU内の取り組みが遅れている地域・市
民への資金的な支援、環境に優しい研究・イノベー
ションへの企業による投資支援といった方策が今
後提案されることになる。
それでは今般、欧州でこのような環境問題への

取り組みが最優先課題になった欧州内の事情とは
何だろうか。
もともと、「欧州グリーンディール」の具体的な

内容は、昨年12月に新欧州委員長に就任したド
イツ人政治家のフォンデアライエン氏が、就任前
の同年7月、自らの政策課題を明らかにした「6

Point
❶  2019年 12月、欧州連合（EU）は「欧州 グリーンディール」を発表し、2050年に温室効果ガ
スの排出をゼロにする政策目標として掲げた。

❷  「欧州グリーンディール」では、循環型経済（サーキュラーエコノミー）、生物多様性の維持なども
最優先課題として挙げている。

❸  これらの政策目標は互いに関連しつつ、素材産業を中心とするグローバル企業のサプライチェーン
戦略に大きな影響を与えるだろう。
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つのアジェンダ」の冒頭に、自らの最優先課題と
して挙げていた（図表1）。
その背景として、この当時既に、世界的に温暖

化防止に向けた議論が進まなくなっていたことへ
の懸念が高まっていたことに加え、欧州内では
フォンデアライエン氏が欧州委員長に就任するに
当たり、環境問題を重視する欧州議会や一般市民
の声を尊重する必要があったことが挙げられてい
る。
一方、世界的には、「欧州グリーンディール」発

表のわずか4日後に当たる12月 15日、2週間に
わたりマドリッドで開催されたCOP25（国連気候
変動条約国会議）が失敗に終わり、議論が収束し
ないまま最終声明が発表された。
欧州委員会は、世界各国・地域から提出された

温室効果ガスの削減目標を合計してもCOP21で
決定されたパリ協定の長期目標を達成するに遠く
及ばないこと、さらに今後についても目標実現の
見通しが立っていないことについて強い懸念を示
した。
以上のような現状から、EUは、世界レベルで温

室効果ガスの排出を目指す議論が進んでいないこ
とに強い不満を持っている。そのため、EU内の議
論を基に、強いリーダーシップにより欧州が自ら
進んで2030年時点の温室効果ガスの削減目標を
引き上げ、世界に先駆けて削減を進めようとして
いるのである。
ただし、そもそもEUでは、欧州委員会など

EUの機関が政策を提案しただけでは、政策を実
現することは難しく、EU各加盟国の協力が必要不
可欠である。しかし、環境政策については加盟国
がそれぞれ異なる課題と方針を持っており、EU全
体の調整が難しいことには留意が必要だ。
例えば、ドイツは従来から温室効果ガスの削減

と原子力発電からの脱却に同時に取り組んでおり、
風力発電など代替エネルギー政策に注力してき
た。一方、フランスは、欧州内外に対し温室効果
ガスの削減目標実現を強く主張しながら、国内的
には原子力発電に重点を置いている。
さらに複雑な問題を抱えているのは英国だ。EU

からの離脱（ブレグジット）との関連が当面の懸
案となっている。
先に述べたようにCOP25が失敗に終わったた

め、2020年末にスコットランドのグラスゴーで開
催が予定されるCOP26で成果を出すことの必要
性が高まっている。しかし2020年末はブレグ
ジットの経過期間の終了時期とも重なる。
そのため、COP26が、EU・英国政府・スコット

ランド地域政党との間で、「EUが環境問題に積極
的に取り組みたいのであれば、ブレグジット交渉
で英国に対し譲歩すべき」といった形で、ブレグ
ジットの交渉上の駆け引きの材料に利用されてし
まう可能性が生じているのである。
欧州内外で、CO2排出量削減への取り組みには、

今後もさまざまな課題が山積していると言わざる
を得ない。

（アジェンダと主な政策項目） （政策分野）

１．欧州グリーンディール
　（2050 年の気候中立化、炭素税導入、循環型経済への移行、生物多様性） 　環境政策

２．人間中心の経済
　（ユーロ圏予算、共通預金保険制度、デジタル課税制度） 　経済政策

３．デジタル時代に向けた欧州の対応
　（AI・I ｏ T・５Ｇ等先進技術、デジタル規制、サイバーセキュリティ） 　IT・産業政策

４．欧州の生活のあり方を守る
　（法の支配、移民・難民への取り組み、テロ対策） 　社会政策

5．世界の中でより強固になる欧州
　（BREXIT、自由貿易協定、アフリカ関係、西バルカンEU加盟、NATO） 　外交・防衛政策

6．欧州の民主主義を一段と促進
　（欧州議会の権限拡大、議会と委員会の関係強化、EU機関の透明性強化） 　内政・機構政策

図表 1　欧州新委員長の政策アジェンダ

出所：欧州委員会
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3.   循環型経済（サーキュラーエコノミー）へ
の取り組み
次に、「欧州グリーンディール」は、CO2排出量

の削減を進める取り組みにとどまらず、より広範
な環境分野の政策課題について提言している。
具体的には「欧州グリーンディール」を構成す

る「欧州の自然環境を守る」という分野に盛り込
まれたいくつかの政策がある。特にこの中で「循
環型経済（サーキュラーエコノミー）」の実現が、
優先度の高い政策として挙げられている（図表2）。
循環型経済とは、欧州委員会によれば、資源を

有効活用し、さらに再生産して持続可能な形で循
環させて成長を目指す経済である。
以下、この考え方についてEUが 2015年 12月

に明らかにした「循環型経済パッケージ」にいっ
たんさかのぼって検討しよう。
まず、循環型経済が重要となっている背景は何

か。資源が有限であることが明らかになった現在、
製品や材料を1回限りで使い捨てるのではなく、

有効に活用し続けるために、廃棄物の量を最小限
に抑えることが重要である。
このような、いわば直線型経済から循環型経済

への移行は、資源の利用効率を高めるため、先に
述べた低炭素社会の実現という目的達成の重要な
手段になると同時に、経済あるいは企業の競争力
を高めることに寄与する。
なお、「循環型経済」とは、大きく2つに分類さ

れる。1つは「生物的材料の循環」である。動植
物は食品などに変換され消費されるが、その後再
び生物的材料に還元される仕組みが必要である。
もう1つは「工業的材料の循環」である。人工的
につくられた素材などによって生産された工業製
品は、使用後再び再資源化されなければならない。
従来の「直線型経済」では、これら生物的材料

と工業的材料が混在したまま、資源が投入され、
生産が進み、廃棄物が生まれる。しかし「循環型
経済」では、これら2つの材料による循環が明確
に区別される（図表3）。

図表 2　欧州グリーンディールの優先目標と相互関係

気候変動に対するEUの野心的な目標
（2030年：50％～55％削減、2050年：気候中立社会の実現）

資源の効率的な活用

循環的な社会の実現 プラスチックの再利用・再生利用
（生物材料の循環　vs　工業材料の循環） （海洋汚染、マイクロプラスチック対策）

循環を構成する選択肢を提供

生物多様性の維持 持続可能な農漁業政策
（生態系の維持、森林の保護、海洋の環境保全） （バリューチェーン維持、「農家から食卓まで」）

循環を妨げるプラスチックの減少

生態系・森林・海洋の保護

出所：欧州委員会資料に基づき筆者作成

図表 3　直線型経済から循環型経済へ

（直線型） 資源の投入 生産 廃棄

生物的材料のサイクル 工業的材料のサイクル

廃棄物の発生・処理

加工 消費

還元

生産 使用

再資源化

（循環型）

出所：駐日欧州委員会代表部資料に基づき筆者作成

「欧州グリーンディール」とグローバル企業の戦略
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では次に、このような循環型経済の実現に向け
たEUの行動計画はどうなっているだろうか。
2015年 10月、欧州委員会が公表した「循環型

経済パッケージ」は、製造から消費、さらには廃
棄物管理まで、材料サイクル全体を網羅する入手
可能な情報の品質を高めることに加え、二次原材
料の市場を発展させることが目的であるとしてい
る。この目的に従ってさまざまな分野で提案され
実現した政策は、1つの共通した考え方に基づい
ている。それはエコデザインと呼ばれ、「製品の全
ライフサイクルにおいてエネルギー効率や材料の
効率的な利用など、環境への配慮に焦点を当てて、
製品を設計すること」を指す。
言い換えれば、最後に廃棄物が生じた時点でこ

れをどう処理するかについて考えるのではなく、
製品のライフサイクルの各段階で常に資源の再利
用などによる循環を意識し、その結果として廃棄
物を最小にすべきという発想だ。
以上の議論は「循環型経済」全体に当てはまるが、

特に「生物的材料の循環」の分野に限ると、「食品
廃棄物」について、フードチェーンと呼ばれる食
品の一次生産から最終消費まで、一連の流れに関
わる複数の担い手の間の責任分担や協調体制をど
のようにつくるか、という観点が重要になる。こ
れは、日本が現在抱える、コンビニなどの売れ残
りをどう減らしていくかという「食品ロス」の問
題にも示唆を与えるものだ。
一方、特に「工業的材料の循環」に強く関わる

政策として、廃棄物処理に関わるルール作りがあ
る。2015年の「循環型経済パッケージ」では、
2030年までに、①都市ごみの再資源化率を65％、
②包装廃棄物の再資源化率を75％、③都市ごみの
うち埋め立て処分される割合を10％以下に抑える
数値目標値が設定された。
さらにこのような目標を実現するための手段と

して、企業などが廃棄物処理を進めるインセン
ティブや「拡大された生産者責任」といった考え
方に沿った政策が実施されている。
近年では、特に廃棄物処理の分野で重要性を増

しているのはプラスチックごみの処理だ。プラス
チックについては、化学的あるいは機械的な再利
用の方法が発展していないためだ。
そのためプラスチックについては廃棄量の増加

や埋め立て処理の割合の高さが問題となっており、
プラスチックごみの大半は焼却されている。
使用されたプラスチックの95％は一度限りで捨

てられるといった状況を受け、欧州委員会は2017
年 1月、「循環経済における戦略」を発表し、
2030年までに全てのプラスチックを再使用ないし
再生利用すること、合成繊維などに使用され海洋
汚染をもたらすマイクロプラスチックの使用制限
などを定めた。
以上のように、循環型経済への取り組みについ

ては、EUは 2015年以降、独自の取り組みを行っ
てきた蓄積がある。直近では2019年 3月に、「循
環型経済パッケージ」の行動計画の実績評価が明
らかにされている。
今回、「欧州グリーンディール」のロードマップ

は、循環型経済はEUの産業戦略の中核と位置付
け、特に繊維・建設等の資源集約的な産業におい
て持続的な生産活動が行われることを目指す行動
計画の作成を、最重点課題の1つと位置付けた。
これを受け2020年 3月 11日には、「循環型経済
行動計画」が発表され、製品の設計段階から修理・
再利用を念頭に置き、消費者も「修理する権利」
を持つべきことに加え、繊維の再利用など業種別
の政策方針が明らかにされた。
なお、循環型経済への取り組みは、欧州域内で

はEU主導で行われてきた一方、各国別の戦略展
開が進んでおり、フィンランドのように独自に
ロードマップを作成し政策を加速させようとする
動きもみられる。
また、欧州域外でも、2019年 7月に大阪で開催

されたG20において、プラスチックに関するEU
の先進的な取り組みが、世界的な環境問題への取
り組みに大きなポイントとして取り上げられてい
る。

産業経済
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4.   生物多様性への取り組み
最後に、「欧州グリーンディール」における、も

う1つの最重点課題として、生物多様性の議論を
紹介したい。
地球上で複数の種類の生物によって構成され、

一体の機能と構造を持ち安定的に存在するものが
生態系であり、それを支えるのが生物多様性だ。
言い換えれば、生物多様性が失われれば、生態系
が崩れ、自然環境は破壊される。
世界全体としても、気候変動の問題と同様に、

国連が中心となり「生物多様性条約締約国会議」
が定期的に開催され、「生物多様性条約」を制定す
る動きが地道に進められている。2010年には、名
古屋で第10回会議（COP10）が開催され、生態
系の保護区を世界の陸地の17％、海洋の 10％を
保護地域にするという数値目標を定めた「愛知ター
ゲット」が採択された。
EUは同条約に 1994年という早いタイミングで

批准し、その後、2011年 5月には今後 10年間に
向けたEUの「新たな生物多様性戦略」が発表さ
れた。ここでは、①野生の鳥類・その他の動植物
の生息地を守るEU指令の完全実施、②分断され
た生息地をつなぐネットワークによる生態系の維
持・回復、③生物多様性の維持回復に必要な農業

政策の推進、④漁業政策の持続可能な利用、⑤侵
略的外来種への対策強化、⑥生物多様性保全の国
際的取り決めへの貢献を挙げている。
以上のようなこれまでの取り組みを受け、「欧州

グリーンディール」では、生物多様性を軸とした
包括的な取り組みを2030年に向けた取り組みを
明らかにし、世界の議論をリードするとしている。
生物多様性を守る上では、気候変動だけでな

く、食の安全、森林の破壊、土壌劣化の防止など、
他の環境政策との関連性を強く意識する必要があ
る。そのため、今回、「欧州グリーンディール」で
は、われわれの生態系を支える生物多様性につい
て、生産・消費・交易の仕組みを全て変える政策
横断的な取り組みの基準を示す必要性が特に強調
されている。
今般「欧州グリーンディール」の発表に合わせ、

欧州委員会から明らかにされた「生物多様性」と
題する資料は、最初に生物多様性そのものの政策
課題について述べ森林の維持改善、海洋資源の有
効利用など、関連する政策に言及した（図表4）。
このような観点から、2020年 10月、中国・昆

明で行われる生物多様性条約締結国第15回会議
（COP15）の開催に合わせ、欧州が議論を主導し
ようという狙いがある。

図表 4　生物多様性への取り組みと関連政策

  生物多様性

          １．2020年3月に2030年迄の10年計画を発表

          ２．2020年10月の国連会議で新たな国際的枠組案を提案

          ３．「グリーンな欧州都市」構想を立ち上げ

          ４．「農家から食卓まで」戦略により安全で持続的な農業を支援

  森林の保護

          １．森林の質と量を高め、気候の中立化等に寄与

          ２．「EU森林戦略」を立ち上げ新たな植樹と傷んだ森林の修復

          ３．世界的な森林の減少を防ぐため海外で伐採をしない企業からの輸入を促進

海洋の環境保全

          １．海洋の環境を保護する「ブルーエコノミー」を気候変動の中核と位置付け

          ２．良質なたん白質など海洋資源の活用

出所：欧州委員会資料に基づき筆者作成

「欧州グリーンディール」とグローバル企業の戦略
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5.   最後に：グローバル企業はどう取り組む
べきか
本論では、「欧州グリーンディール」の最重要課

題として、「CO2排出量削減」に加え、「循環型経済」
および「生物多様性」の3点について述べた。
その全てに共通する特徴は、EU、特に政策立案

の主体である欧州委員会によって欧州内で政策の
浸透が図られる一方、域外に対し世界の環境政策
の方向付けを主導するという強い意志が見られる
ことにあった。
そう考えると、グローバルに活動する企業は、

以上のような欧州の取り組みが、直接に欧州で生
産・販売活動を行う場合だけでなく、近い将来、
日本を含む世界の環境政策の先行例となるという
意味で参考になる、と考える必要があるだろう。
なお、今回対象とした3つの政策課題は、互い

に密接に関連している。これを企業戦略という観
点から見れば、1つのプロジェクトを実行する場
合に、複数の環境問題の課題に役立てることがで
きる可能性がある。
例えば、東レは今年2月、ポリエステル繊維に

ついて100％植物由来の製品を2020年代前半にも
量産すると発表した。ポリエステル繊維はこれま
で主に石油から生産されているため、この技術は
CO2排出量削減に役立つ。
同時に、「サトウキビやトウモロコシのうち、食

用に回さない部分を使う」のであれば、農産物が
有効活用され循環型経済の推進に役立つ。さらに
将来的に、このような植物由来の繊維製品を作る
技術が広がれば、これまであまり活用されなかっ
た植物が注目され、生物多様性の向上に貢献する
可能性があるだろう。
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