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【環境問題特集】 

EPA の資源保護チャレンジ 5 ヵ年計画（米国）  

 
米環境保護庁（EPA）が主導する資源保護チャレンジ（RCC）は、米国の廃棄物処
理制度を物質管理型の制度に転換することを目指した国家的な取り組みである。資源

保護を進める上で、これまで廃棄物処理の問題として考えられていなかった、汚染防

止、リサイクル、再利用、原材料の保全などに取り組む必要があり、製品の設計から

廃棄までのライフサイクル全体を視野に入れた原材料管理の新しいアプローチが必要

となってきている。EPAはこの目標を達成するためのエネルギー回収および廃棄物再
生利用イニシアティブを進めることを目指し、RCC の 5 ヵ年戦略計画を 2004 年末に
発表している。ここでは、RCCの 5ヵ年戦略計画について紹介する。 

 
1．経緯と背景 

 
EPA の設立以来、米国は環境保護・環境改善において、非常に大きな進歩を遂げて
いる。1976年に制定され、その後数回にわたり改正された「資源保全再生法（RCRA）」
が米国の廃棄物管理の基礎を築いた。 

 
RCRAを所管するのは EPAの固形廃棄物部（OSW）である。OSWは、原材料のリ
サイクルと再利用、有害化学物質の削減と使用、そして省エネルギーに焦点を絞り、

廃棄物処理の危険防止に取り組んでいる。さらに OSW は、EPA 汚染防止有害物質部
（OPPTS）と協力して、価値の高い原材料の保存・再生への取り組みを強化している
ところである。OPPTS は毒性の強い原材料の危険性を軽減する活動の中心的な EPA
組織である。同部の汚染防止（P2）プログラムでは、廃棄物が生じる前に削減・除去
する努力を行っている。 

 
資源保護チャレンジ（RCC）は以下を目的として、このような補完的プログラムの
長所を組み合わせるものである。 
・ 汚染を防止し、原材料のリサイクルと再利用を促進すること 
・ 有害化学物質の使用を減らすこと 
・ エネルギーと原材料を保全すること 
 
2002 年に立ち上げられた RCC は主に、上記のような目標を達成するために劇的な
進歩を遂げようとする意欲的なチャレンジと自発的パートナーシップによって組織化

されている。RCCの自発的パートナーシップは、コンプライアンスや規制を超えた革

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート970号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/970/



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.970,  2006. 1. 11 
 

19 

新的アプローチを明らかにし、その実施をステークホルダー（利害関係者）に求め、

環境パフォーマンス（環境業績）の向上を追求している。RCCは（原材料のより効率
的な使用を含めた）資源保全に焦点を当てることで、共通プロジェクトを指導し、廃

棄物と有害化学物質削減目標を明らかにし、それを達成するパートナーシップで OSW
と OPPTSを一体化している。 

 
『RCRA を超えて－2020 年の廃棄物と原材料管理の見通し（Beyond RCRA: 

Prospects for Waste and Materials Management in the Year 2020）』（注 1）（以下『2020
ビジョン』とする）において、EPA と各州の環境当局は、米国の今後 20 年間にわた
る廃棄物と原材料管理の方向性についての議論を始めた。『2020 ビジョン』では、原
材料や技術の使用に関する動向や将来的な方向性を検討し、以下のような 3 つの包括
的な目標を特定している。 
・ 廃棄物を削減し、効率的で持続可能な資源の使用を増加する 
・ 有害な化学物質の使用に伴うヒトと生態系への汚染を防止する 
・ 廃棄物を管理し、化学物質排出を安全かつ環境上適切な方法で除去する 

 
さらに、EPAは戦略の中心事項を提供し、現在の汚染防止における優先事項を明ら

かにするために、汚染防止（P2）ビジョンを策定中である。P2ビジョンでは以下のよ
うな 3つの幅広い戦略カテゴリーから構成される。 
・ 「グリーン化（greening）」の需要と供給（環境用語としての「グリーン化」は、
文脈によって様々な使われ方をする。RCCは戦略の目的としてのグリーン化を、
効率化の要求と費用対効果の整合性、汚染と廃棄物の防止、有害物質の除去、そ

してリサイクルの促進などを実践することとして一般的に定義している。さらに、

グリーン化は、回収した原材料を使った製品の選択・需要を通して、回収原材料

市場の拡大も含む。） 
・ P2の統合 
・ P2サービスの実施 

 
EPA は、現在、2020ビジョンと P2 ビジョンを基に、同庁の方向性を立案中である。

RCC は「廃棄物」が過去の概念になるような未来に到達する方法を示している。経済的
に採算がとれる場合に、RCC の目標は汚染防止、廃棄物最少化、省資源ならびに製造プ
ロセスおよび／あるいは製品設計の変更などによって、廃棄物管理サイクルに入ってくる

物を削減することである。原材料フローを効率的で安全なものに近づけていくことが

RCCの重要事項である。EPAは、資源保全に向けたこの焦点の転換によって前進しよう
とする産業界の進歩と意欲を認めている。また EPA は、廃棄物処理・処分法の中には、
あまり望ましくないが今後も必要な選択肢として存在するものもあると認識している。 
                                                  
（注 1） http://www.epa.gov/epaoswer/osw/vision.htm 
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 EPAの戦略計画と、2020ビジョンおよび P2ビジョンは、米国の現在の廃棄物処理
システムを、原材料管理システムに転換することを求めている。RCCは（各州とのパ
ートナーシップにおいて）この転換を達成することを目標としている。 
 
 この戦略計画を補完するために、国家として取り組むための 4つの主要領域を明ら
かにした：（1）優先化学物質および有害化学物質の削減（Priority and Toxic Chemical 
Reductions）（注 2）、（2）都市固形廃棄物（Municipal solid Waste）（注 3）（3）再生資源
の有効利用（Beneficial Use of Secondary Materials）（注 4）（4）グリーン・イニシアチ
ブ－電子工学（Green Initiatives－Electronics）（注 5）である。（RCCは、例えば、タ
イヤ、病院、学校、グリーン・ビルディング（注 6）等、資源を保全するためのその他の

主要領域での取り組みも継続する。しかし、このような領域は、RCCの国家的優先領
域ではなく、他のプログラム・オフィスあるいは固形廃棄物部内で既に進められてい

る。）2005年春、EPA内での議論と、RCRAや汚染防止を所管する州当局との議論の
後、前述の 4領域それぞれの成果に対する全国的な行動計画を策定した。同計画は RCC
の全体的な目標に向けて進むために必要となる具体的な目標と行動を説明している。

この行動計画は、さらに、具体的な進行中／新規の活動を明らかにし、方法、利益、

手段、成果を関連づけ、実施の優先順位と、参加する EPAオフィスおよび主要なステ
ークホルダーの責任についてまとめている。 
 
 この RCC 戦略計画は、廃棄物と有害物質に焦点を当てながら、EPA 内部と各州当
局の計画、目標および戦略を調整する。RCCの短期的な焦点は、主に固形廃棄物と汚
染防止である。最終的には、製品設計・製造ならびにリサイクル・オプションや購買

決定に「資源保全と再生」を組み込んでいくことを求めている。 
 
2．RCC戦略計画（抜粋） 

 
EPA は、有害化学物質の使用を大幅に減らす、あるいは可能な限り廃棄物の発生を
抑制するために、企業や製造業者に対して RCCを通じて相互に提携するように求めて
いる。消費者には、より多くの情報から購買を決定し、より一層環境に配慮した廃棄

物や原材料管理の決定を行うように求めている。また、政府には、自ら実践してリー

                                                  
（注 2） http://www.epa.gov/epaoswer/osw/conserve/priorities/chemical.htm 
（注 3） http://www.epa.gov/epaoswer/osw/conserve/priorities/msw.htm 
（注 4） http://www.epa.gov/epaoswer/osw/conserve/priorities/bene-use.htm  
（注 5） http://www.epa.gov/epaoswer/osw/conserve/priorities/green.htm 
（注 6）一般に、建造物のエネルギー効率改善のほか、環境に配慮した立地場所の選定、水消費効率の改善、環境に配

慮した建設資材の活用、建設廃棄物の削減、室内環境の改善など、建造物の建設・操業・維持・管理のさまざ

まな段階における環境配慮の取り組みを指す。 
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ドするように求めている。具体的な課題は、RCC の 4 つの国家的優先領域（前述）（注
7）それぞれについて策定された行動計画（注 8）で詳細に説明されている。 

 
確固たる基礎を築くために、RCC は、OSW や OPPTS の取り組みと調和を図り、
廃棄物・有害物質削減目標の達成を目指す。RCC戦略計画は、他の重要な環境領域で
の取り組みの継続を認める一方で、全国的な連携をもたらす特定の廃棄物・有害物質

削減方針に焦点を当てている。RCCプログラムは、様々な州組織を通して、州レベル
の参加を促すことに取り組んでいる。さらに、原材料管理プログラム、プロジェクト、

活動および資源保全の探求に従事する州に働きかけることにも関心を持っている。 
 
（ 1） RCC 戦略計画の目的  

RCC 戦略は、RCC が継続的に発展し続ける道を確立するために重要となる、RCC
の方向性、焦点、ビジョン、おおまかな目標について説明している。RCCは、個々の
意欲的なプロジェクト、成果を結集し、一連の密接で強固なプログラムを育成する。

このようなプログラムは、汚染防止、リサイクル、再利用、有害物質削減およびエネ

ルギーと原材料の保全を行う機会や方法を明らかにすることを目的としている。RCC
の戦略は動的なものであり、国家的に取り組むべき焦点の領域が明らかになるに伴い、

さらに具体性を増し、様々な領域に特有な目標と対策を特定し、より具体的な行動計

画を策定する。RCC戦略が実施するのは次のようなことである。 
・ OSWと OPPTSの廃棄物・有害物質削減プログラムとプロジェクトを連携させる 
・ 効果的な原材料管理を実現するために、EPAと州の焦点をさらに調整する 
・ 現在のパートナーシップを推し進め、新たなパートナーを集める 
・ 今後のプロジェクトの成功を追跡評価する方法を説明する 

 
（ 2） RCC 戦略計画の方針  
廃棄物管理プログラムから原材料管理プログラムへ移行するという、長期的なビジ

ョンは次の 5つの基本方針に従う。 
① プロダクト・スチュワードシップ 

設計から使用・破棄に至る全段階で「製品のグリーン化」を考慮する。同優先

事項の戦略的目標の 1つは、電子機器のリサイクルである。 
② 原材料の有効利用（省資源、リサイクル、有効利用） 
③ 省エネルギー 

産業全工程において省エネを促進する。使用エネルギーの種類（風力、太陽光、

水力など）、廃棄物として現在処理されている材料からのエネルギー回収、ライフ

サイクルの全工程を通した材料管理を目指す。 
                                                  
（注 7） http://www.epa.gov/epaoswer/osw/conserve/priorities.htm 
（注 8） http://www.epa.gov/epaoswer/osw/conserve/action-plan/act-toc.htm 
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④ 優先化学物質および廃棄物中有害化学物質の削減 
EPAの「最優先化学物質」31種リストに基づいた、有害化学物質を削減する。 

⑤ 政府の「グリーン化」 
連邦政府によるグリーン調達コミットメント、連邦職員向けのリサイクル・廃

棄物発生防止プログラムに取り組む。 
 
以上のような方針が、方向性、RCC が達成しようとする成果、さらに RCC が従う
ロードマップとなる。実際のコミットメントは（投入できる）資源によって決まって

くるが、この戦略計画が全体的な EPAの計画立案、予算策定、報告、アカウンタビリ
ティ（説明責任）の基礎となる。 

 
（ 3） RCC 基本方針の戦略目標  
 
① プロダクト・スチュワードシップ（化学物質の総合安全管理） 
・ RCC 2005年行動計画で述べられているように、EPAの目標は今後 10年以内に、
平均的な米国人にとって、廃棄された TVや PCの再利用・買い替え・リサイク
ルを、新品購入と同じように便利なものにすることである。膨大な量の電子装置

が安全に再利用・リサイクルされるようになり、電気製品はリサイクルできるよ

うに設計され、有害構成部品が最小限になる。 
・ カーペット産業、12 の州、そして EPA は 2002 年に、カーペット・スチュワー
ドシップの覚書（MOU）に署名した。MOU は、2012 年までに埋め立て処分さ
れる使用済みカーペットの 40%を主に再利用とリサイクルに転換するという目
標を設定している。全体的な廃棄物転換の目標は、次のような再利用の具体的な

目標に分けられる。 
（i） 3～5%を再利用 
（ii） 20～25%をリサイクル 
（iii） 3%をセメント・キルン 
（iv） 1%を廃棄物熱源転換 

 
② 原材料の有効利用（省資源、リサイクル、有効利用） 
米国は都市固形廃棄物をリサイクルするための極めて強力なインフラを保有してい

る。RCC 2005年行動計画で述べられているように、紙類、庭ゴミや食べ物のゴミ、
そして包装容器等の主要な廃棄物の流れに焦点を当て、RCCは都市固形廃棄物の 2008
年リサイクル全国目標を達成しなくてはならない。石炭燃焼製品パートナーシップ・

プログラム（C2P2）（注 9）は、RCCと石炭燃焼製品産業界の協調的な取り組みであり、
同プログラムの目標は石炭燃焼残渣の有効利用を促進することである。C2P2は、石炭
                                                  
（注 9） http://www.epa.gov/epaoswer/osw/conserve/c2p2/index.htmを参照。 
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燃焼の副産物である廃棄物の大きな流れを再生利用することで、RCCの目標を達成す
ることを支援する。建設廃材と鋳物砂もまた、再生利用と有効利用目標の対象となる

無害廃棄物の大きな流れとなるだろう。 
 
③ 省エネルギー 

RCCは下記に述べる目標を今後 10年以内に達成すると期待する。RCC目標として
適切な数値目標の合意を得るためにステークホルダーと話し合い、既に EPAの戦略計
画に含まれている RCC の目標を増加する。現在、EPA の戦略プランはエネルギー削
減量を BTU（英国熱量単位）で、また節約したエネルギーをパーセントで示している。
以下に述べる RCC目標は、BTU、パーセントのどちらでも示すことができる。 
・ 廃棄物抑制、リサイクル、そして製品スチュワードシップの取り組みによるエネ

ルギー節約量を増加する。 
・ 省資源、リサイクル、あるいは製品スチュワードシップができない廃棄物から生

成するエネルギー量を増加する。 
・ RCC は重要視する初期活動を明らかにし、特定の領域あるいは廃棄物に対する
数値目標を設定するためにステークホルダーとの連携を継続する。 

 
④ 優先化学物質および廃棄物中有害化学物質の削減 
・ 国家環境優先パートナーシップ（NPEP）プログラムの開始当初は、RCCが優先
化学物質製造業者との関係を確立することが重要であった。そのため、NPEPは
これまで、募集するパートナーの数に対して意欲的な数値目標を設定していた。

しかし、NPEPプログラムが円熟した今となっては、プログラム参加者各自が提
示できる有害化学物質削減の種類と量をこれまで以上に重要視するようになっ

てきた。NPEPプログラムでは現在、募集したパートナーの数だけではなく、削
減した優先化学物質のポンド（重量）数に焦点を当てている。 

・ 2005～2008年の間に、RCCの優先化学物質戦略の一環として、国家的な懸念事
項となる新しい化学物質の候補を特定することになっている。さらに、2008 年
までに 10%の削減を目指す物質をさらに特定するのかについては、2005 年末ま
でに検討する。 

 
以上 

翻訳・編集：NEDO情報・システム部 
 

出典：  
http: / /www.epa.gov/epaoswer/osw/conserve/strat-plan/strat-plan.htm 
http: / /www.epa.gov/epaoswer/osw/conserve/ index.htm 


