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気候変動・災害対策Biz 2019 カンファレンス

「NEDOの水循環技術、窒素循環、3R対策技術、フロン対策技術に係る取組について」
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○環境大臣会合（ボローニャ：2017年6月11日～12日）
・成果文書として、７ヶ国が合意したコミュニケを採択
・資源効率性・３Ｒの分野で、富山物質循環フレームワーク等の成果を踏まえた「ボ
ローニャ・５ヶ年ロードマップ」を採択

コミュニケの概要（抜粋）
（４）資源効率性、 3R 、循環経済及び持続可能な物質管理

資源効率性、3R、循環経済及び持続可能な物質管理は、経済成長と雇用を実
現する主要な推進力となり、長期的な経済競争力や繁栄と併せて環境及び社会上
の便益をもたらすことができるとの認識を共有。2015年のエルマウ・サミット、2016年の
伊勢志摩サミット及び富山物質循環フレームワークの成果に基づき、資源効率性に関
する共通の活動の推進を目指す、「ボローニャ・5ヶ年ロードマップ」を採択。「持続可能
な消費と生産に関する10年計画枠組み」に全面的に参加するよう努力することで一
致。資源効率性のためのG7アライアンスへのコミットメントを再確認。G20資源効率性
対話を設立するG20議長国ドイツのイニシアティブを歓迎し、全面的に支持。

Ｇ７ボローニャ環境大臣会合における資源効率関係成果
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（参考） G7富山環境大臣会合（富山市：2016年5月15日～16日）

→G7の取組についての進捗を確認すると共に、引き続き、資源効率性・３Ｒのために継続的に取り組むことで一致。

また、UNEP国際資源パネル及びOECDからの報告を受け、環境のみならず、経済成長、技術革新、資源安全

保障及び社会開発に多大な関連する便益をもたらすとの認識で一致すると共に、G7としての共通ビジョン、野心

的な取組、フォローアップ等を含む「富山物質循環フレームワーク」を採択



• ボローニャ環境大臣会合のコミュニケ附属書として採択。

・資源効率性の指標 ・資源効率性と気候変動 ・国際レベルでの持続可能な物質管理
・資源効率性の経済分析 ・市民の関与と意識向上 ・民間部門の行動
・食品廃棄物 ・プラスチック ・グリーン公共調達
・寿命延長製品に関する政策 ・資源効率性と次世代生産革命

ボローニャ・5ヶ年ロードマップ
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○ロードマップ及び富山フレームワークに基づく行動の実施について、定期的に進捗状況をレビュー
することで一致。以下の注目部門と分野において資源効率性を促進することで合意。

• プラスチックリサイクルの重要性を提示。

海洋プラスチックごみ及びマイクロプラスチックごみへの対応が求められる。

※2019年5月、日本政府は「プラスチック資源循環戦略」を策定し、2035年までにリユース・リサ
イクル等により、全ての使用済みプラスチックを有効利用することを目指すことを発信。

G20大阪サミット・G20大阪首脳宣言

循環経済、持続可能な物質管理、3R及び廃棄物の価値化等の政策やアプローチを通じた資源
循環性の向上が重要。



欧州のRE（資源効率）/CE（循環経済）政策について

• 世界においては、地球規模の人口増加とそれに伴う資源枯渇リスクの増大、地球温暖化等の
問題に対応するため、これまでの資源消費型の線形経済ではなく、循環経済を目指す方向に
向かっている。

• 欧州では、「資源効率・循環経済」を産業競争力強化の柱に掲げ議論を展開。2015年12月
には、①域内製造業の競争力強化、②新たなビジネスの構築、③厳しい環境対策を念頭に
おいた、今後の方向性をまとめた「ビジョン」（Circular Economy Package）を提示。

線形経済(Linear Economy)から
循環経済(Circular Economy)へ

図：CEN and CENELEC作成

【ビジョンの狙い】

①域内製造業の競争力強化のために、原材料調達の安定性を
向上し、安価で高品質な再生材利用を拡大すること。

②サービス産業が優位の欧州の産業構造において、静脈メジャー
の強みを活かしつつ、新たなモデルを構築し、新産業を創造する
こと。

③エネルギー消費の低減、有害物質管理といった反対し難い「環
境政策」として構築し、国際標準化と組み合わせることで、海外
展開と欧州市場の防衛を図ること。

【ビジョンの内容】

• 動静脈を含めたライフサイクル全体・バリューチェーン全体での統
合的な取組やサービス化を推進することで、資源効率を高め、
競争力と雇用の創出を目指すもの。

– 製品設計・製造では、Recyclabilityだけでなく、
Reparability, Durability, Upgradability, 含有物
質情報の共有をも含めた形で一貫性を高めていく。消費
者への提示と税制等のインセンティブも検討。

– 消費では、循環経済に資するイノベーティブな消費形態
（シェアリング、サービスの消費、IT・デジタルプラットフォー
ムの利用等）を政府がHorizon2020等で後押し。
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第五次環境基本計画 (2018.4.17閣議決定)

（循環資源の利活用、都市鉱山）

第２章 重点戦略ごとの環境政策の展開
１．持続可能な生産と消費を実現するグリーンな経済システムの構築

都市鉱山（使用済製品等に含まれる有用資源等）を有効活用する観点
から、金属の回収について、小型家電リサイクルの普及による影響と効果を分析
し、地域の特性を活かした工夫や、静脈産業や素材産業等の様々な主体間
の連携を促すことによって、ベースメタルやレアメタル等の金属の回収量の更なる
増大を図る。

第四次循環型社会形成推進基本計画(2018.6.19閣議決定) 

•我が国の都市鉱山を有効に活用するため、廃小型家電の選別システムや製錬
システム等の革新につながる研究開発や、これらをシステム化するIT等を有効活
用することによって、動静脈産業が一体となった戦略的な資源循環システムの構
築を行う。

5.3. ライフサイクル全体での徹底的な資源循環
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エネ環先導
プログラム
（プラスチッ
ク・アルミリサ
イクル）

[2019～
2020年度]

2000年代 2010年代

2001年
家電

リサイクル法
施行

2003年
自動車

リサイクル法
施行

2013年
小型家電
リサイクル法
施行

循環型社会形成を目指した3Rの推進

社
会
情
勢

技
術
開
発
の
方
向

2006年
RoHS指令
施行

製品等ライフサイクル二酸化炭
素排出評価実証等技術開発

[2003～2005年度]

高温鉛はんだ代替技術開発
[2005～2007年度]

省資源型・環境調和型資源
循環プロジェクト
[2010年度]

希少金属代替・削減技術実用
化開発助成事業 （リサイクル
分野） [2010～2011年度]

使用済モーター
からの高性能レ
アアース磁石リ
サイクル技術開
発 [2012～
2014年度]

省資源型・環境調和型資源
循環プロジェクト(アジアにおけ
る実証研究) [2010年度]

先進的自動車リサイクルシステム
（中国） [2011～2013年度]

廃油の環境調和型再利用システム
（インドネシア）

[2013～2016年度]

レアメタルの供給不安の顕在化

インフラ・システム輸出政策の推進

省資源型・環境調和型資源
循環プロジェクト(ﾚｱﾒﾀﾙ)

[2010年度]
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欧州のRE/CE政策

環境に優しい設計製造技術

資源循環促進

アジア省エネルギー型資源循環制度導
入実証事業（海外実証）

[2016～2020年度]

アジア省エネルギー型資源循環制度導
入実証事業（国内実証）

[2016～2018年度]

自動車用CFRP
リサイクル技術の検討

[2015年度]

高効率な資源循環シ
ステムを構築するため
のリサイクル技術の研

究開発事業
[2017～2022年度]

有用金属を含む廃棄物の高度リサイクル技
術（インド）

[2012～2016年度]

実施中

リサイクル技術の海外展開

これまでのNEDOプロジェクト

プラスチック問題



プロジェクトの規模

研究開発の目的

以下の(ⅰ)海外実証及び(ⅱ)国内研究実証を実施する。
(ⅰ)海外実証
政策対話、実現可能性調査等を踏まえ、制度、技術・シス
テムが一体となった実証をアジア地域において実施する。なお、
実証事業の開始前に実現可能性調査を実施し、その結果が
ステージゲート審査によって有望とされた案件に絞り込み、実
証事業を実施することとする。

(ⅱ)国内研究実証
動静脈の連携による資源リサイクルの効率化・高度化を図る
研究実証を日本国内において実施する。

•アジア地域の新興国に対し、資源循環にかかる制度構築を支
援することは、当該国の持続的発展のみならず、省資源・省エネ
ルギー化等の推進、適正な資源循環の実現、我が国の技術シ
ステムの海外展開等の観点から、我が国にとっても大きなメリット
がある。

•新興国においては、大気汚染や廃棄物の増加など、既に過大な
環境負荷がかかっているが、本格的な政策対応は十分に行われ
ていない。そこで、相手国側に適切な制度の構築を促していくた
めには、過去、我が国が実施してきた政策ツールや技術システム
の導入など環境負荷を低減させてきた取組を、相手国側と一体
となって進めていくことが有効である。そのため、相手国側との政
策対話や実現可能性調査（FS）等を踏まえた、資源循環制
度導入のための実証事業を相手国側において実施する。

•同時に国内でも、鉱床の低品位化や新興国需要の拡大等によ
る資源需給逼迫にも対応できるよう、動脈産業側と静脈産業
側(※)が一体となった高度な資源循環システムの構築を目指し
て、資源リサイクルの効率化・高度化を図る実証事業を行う。

※動脈産業：主に製品の設計・製造・販売等を行う産業

静脈産業：主に製品の回収・分離選別・最終処分等を行う産業

・2019年度政府予算額： 3.3億円
・実施期間： 2016年度 ～ 2020年度（5年間）
(ⅰ)海外実証(5年以内程度) 委託

実現可能性調査(1年以内程度)
＋海外実証(4年以内程度)

(ⅱ)国内研究実証(3年以内程度) 助成1/2または2/3

研究開発の内容

成果適用
のイメージ

国際的な資源循環システムのイメージ

政策対話

ＦＳ調査
海外実証

（ソフト・ハード一体の実証）

国内実証

（動静脈一体型ﾈｯﾄﾜｰｸ構築）

制度の構築・導入

（アウトカム）
•省資源化

•省エネ化

•適正かつ安定的な

資源循環

•アジア市場参入の

後押し

事業イメージ

アジア省エネルギー型資源循環制度導入実証事業
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各テーマの概要と実施期間

三菱電機

三井金属鉱業
太洋サービス

リネットジャパン

ハリタ金属

製品の構成材料データベースを作成し、
破砕選別する材料構成を予測可能にす
る。これによってプラスチックリサイクル
の最適選別条件を設定し再資源化率を
向上

塗装くずの発生実態調査と、塗装くずの
簡易分析、回収、輸送、溶融処理等の一
連の資源循環システムの構築

ネット通販利用者に向けた廃家電のイン
ターネット＆宅配便活用型回収プラット
フォームの構築

アルミ合金を合金系別に高度固体選別
することで水平リサイクルを可能にする。
その際、動静脈一体スキームの認証規
化を図り、アルミ車両の水平リサイクル
システムを実現

プラスチック

アルミ

亜鉛、鉛

回収システム

対象物H28年度 H30年度H29年度
概要
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従来の
リサイクル
プラント

路盤材・埋立

新しい
リサイクル
プラント

現状のリサイクル

従来の
製錬技術

金,銀,銅,白金族

採算の合う
素材のみ回収

多様な金属の
高品質な製錬原料化

鉄,アルミ,プラ等

筐体等

路盤材・埋立に行く
有用金属の減少

鉄,アルミ, プラ等

製錬所
ミックスメタル

有用金属が混在

資源効率UP
(金属水平リサイクル)無人化による低コスト化で

リサイクルを加速

カスケード利用

廃製品

金,銀,銅,白金族
その他有用金属

電炉等

水平リサイクル

低品位素材
流通停滞

廃製品

製錬原料A

製錬原料B

製錬原料C

…
…

鉄,アルミ,プラ等

筐体等

金属A

金属B

金属C

…
…

鉄,アルミ,プラ等

新しい
製錬技術

高品位化

採算性を確保し
多様な金属を
計画的に

水平リサイクル

我が国の
資源循環の促進
資源安全保障
の強化

少量多品種でも採
算が取れる

低価格時
は備蓄

水平リサイクル

バラバラに対応→無駄が多い 計画的に管理→更なる省エネ、資源の有効利用の推進

将来必要とされるリサイクル

資
源
効
率
低
迷

資
源
制
約
に
直
面

多くの
有用金属

路盤材・埋立

選別困難金属は
不採算となり

リサイクルされない

○現在は、手作業や情報の非連鎖等に起因する無駄のあるリサイクルを実施。
○金属リサイクルは、価格変動等の経済的要因により、安定したリサイクルを継続すること
が非常に難しい分野。他方、今後直面する資源制約や欧州のRE・CE政策等により、
更なる省エネルギー型の資源の有効利用が早急に求められている。

現在のリサイクルと将来求められるリサイクル

資源効率
低迷
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高効率な資源循環システムを構築するためのリサイクル技術の研究開発事業
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

①廃製品自動
選別技術開発

②廃部品自動
選別技術開発

③高効率製錬
技術開発

④動静脈情報
連携システム

開発

評価時期
中間
評価

事後
評価

事業計画

・2019年度政府予算額（NEDO分）5.5億円

・実施期間：2017年度 ～ 2022年度（6年間）

使用済み電子機器の個体認識・解体・選別プロセスを無人化する廃製品自動選別システム、廃
部品を製錬原料として最適選別する廃部品自動選別システム、従来の金属製錬技術を補完す
る多品種少量金属種の高効率製錬技術の開発を行う。さらに、情報技術等を有効活用すること
によって、動静脈産業が一体となった戦略的な資源循環システムを支える技術基盤を構築する。

＜研究開発スケジュール・評価時期＞

＜全体システムイメージ＞

鋳型分離

弱部形成



プロジェクト名： 高効率な資源循環システムを構築するためのリサイクル技術の研究開発事業高効率な資源循環システムを構築するためのリサイクル技術の研究開発事業
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テーマ名 委託先

高効率な資源循環
システムを構築する
ためのリサイクル技
術の研究開発事業

国立研究開発法人産業技術総合研究所
大栄環境株式会社
佐藤鉄工株式会社
株式会社リーテム
DOWAエコシステム株式会社
株式会社三徳
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
国立大学法人京都大学
国立大学法人大阪大学
国立大学法人佐賀大学



エネルギー環境新技術先導研究プログラム（プラスチック・アルミ リサイクル）

15

エネルギー・環境分野の中長期的な課題を解決していくために必要となる技術シーズ、特に既存技術の延長と
は異なる、2030年を目途とした持続可能なエネルギー供給の実現や、新産業創出による産業競争力の向上
に有望な技術の原石を発掘し、将来の国家プロジェクト等に繋げていくことを目的としています。

＜プラスチック資源に関する高度循環技術開発＞ ＜アルミニウム素材の高度資源循環システム構築＞

近年の中国の廃プラスチックの輸入禁止に端を
発したアジア諸国の廃プラスチック輸入規制強化
の影響による処理しきれない廃プラスチックの国
内での滞留や海洋プラスチックごみが大きな問題
となっており、単純焼却・埋立ゼロ、リサイクル増
が求められています。そこで本プロジェクトでは、
物理選別、PP・PEマテリアルリサイクル技術に加

え、ケミカルリサイクル、エネルギー回収の高度
化を追加し、回収プラスチックの品質に応じた最
適な処理による日本独自の３R＋を実現します。

アルミ合金は軽量材料として、今後展伸材を中
心に大きく需要が増大すると予想されています。
一方、使用済みアルミスクラップから展伸材を製
造できれば環境負荷を大きく下げられますが、実
現していません。そこで、選別や鋳造等の工程で
微量不純物存在下の材料性能維持・改善技術を
開発することにより、アルミ再生材の展伸材への
利用(水平リサイクル)を目指します。また、アルミ

合金製造時のロスを減らし、製造効率を上げる
研究も進めていきます。
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御清聴ありがとうございました。


