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新たな３Ｒ戦略のための専門家会議 
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はしがき 

 

都は、東京都環境基本計画（平成２０年３月策定）において、「気候危機と

資源制約の時代に立ち向かう新たな都市モデルの創出」を東京の目指すべき

目標に掲げ、廃プラスチックなどの３Ｒの促進に取り組んできた。 

気候変動の危機と資源の供給制約が深まる中、今後、循環型社会と低炭素

社会の構築に向けた取組を一体的に進めていく必要がある。 

このため、都は、「新たな３Ｒ戦略のための専門家会議」を設置し、今後の

施策の方向性や循環型社会のあり方について、専門的立場から、幅広い視野

での意見を求めることとした。 

 
東 京 都 環 境 局 
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はじめに 

 

東京都内で排出された廃棄物の最終処分量は、この 10 年間で約６割の減少

となった。これは、３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）の浸透など、

都民、事業者、関係区市町村の努力の成果である。 

一方で、都は、人類の存亡に関する課題として、気候変動対策に取り組み、

低炭素型都市の実現を目指して、我が国初めての大規模事業所に対する温室

効果ガスの総量削減義務化の導入や建築物環境計画書制度の強化など、国に

先駆けた政策を精力的に進めてきている。 

しかしながら、地球規模での気候変動危機や資源の枯渇問題は、ますます

厳しいものとなっている。これらの深刻な問題を解決し、次世代により良い

社会を引き継ぐため、資源利用の在り方そのものを見直し、持続可能な社会

の構築を実現させなければならない。 

先駆的な気候変動対策を更に進めながら、持続可能な社会への道のりを確

かなものとするためには、資源の流れをライフサイクルで捉え、温室効果ガ

ス排出量の削減などに寄与する資源循環の在り方を検討することが必要であ

る。 

このため、当専門家会議では、今後の資源循環施策の方向性について、長

期的かつグローバルな観点から検討を行い、以下のようにとりまとめた。 
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第１章 資源利用の現状と課題 

 

現在、人類の活動とそれを取り巻く地球環境との接点で、様々な環境問題

が生じている。 

我々の経済は大量の天然資源の利用に支えられているが、同時にそれは地

球温暖化など地球規模の環境影響を引き起こしている。また、今後は、天然

資源の枯渇＊が現実のものとなってくる可能性も高い。 

我々は、今、資源利用の在り方自体を見直すことを迫られている。 

 

１ 資源利用に関する現状 

 

（我が国の物質フローの現状） 

我が国の物質フローを見ると、2006 年における我が国の資源投入量は、年

間 17.9億トンに達している。（図１－１） 

資源生産性(資源投入量 1トン当たりのＧＤＰ)は約 2,400ドル（24万円）/

トンと先進国の中では高い水準の部類に入るものの、資源そのものの量は、1

人当たり年間約 14 トンという膨大な量である。金属系資源のＴＭＲ(関与物

質総量)＊が約 21億トンもあり、これを加えれば、1人当たり年間 30トンを超

える。 

17.9 億トンの資源投入量の 44％は輸入に依存し、その主なものは、石油、

石炭、天然ガスといった化石燃料、鉄鉱石などの金属系資源、木材や食料な

どのバイオマス系資源である。 

これに対し、国内資源は全体の 43％であり、岩石、砂利、石灰石、農産物

などが主なものである。 

再生資源＊の量は、全体の 12％にとどまっており、がれき類、鉄スクラップ、

古紙などが主である。 

アウトプット側をみると、廃棄物として最終処分される量は資源投入量に

対して約 2％と少ない。しかしながら、年間 8.4億トンの資源が建築物や土木

構造物などとして蓄積されており、このうちの多くが、将来更新される際、

廃棄物として排出されるおそれがある。 

さらに、このような資源の大量消費に伴い、化石燃料利用と工業プロセス

（石灰石利用等）から、13.4億トン-CO2の温室効果ガスが発生している。 

このように我が国では、大量の天然資源に依存し、大量の温室効果ガスを

発生させているだけでなく、将来、大量の廃棄物を発生させるおそれがある

ことがわかる。 
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図１－１ 我が国の物質フロー（2006年） 

 

 

 

（資源利用を巡る世界的な動向） 

次に、世界的な資源利用の動向をみることにする。 

これまでの右肩上がりの経済成長の結果、人類の生活は豊かになり、人口

も増大してきた。特に、最近の 50年間、我が国を含む先進国の人々は、多く

の製品にあふれた豊かな消費生活を享受してきたが、その一方で、天然資源

の利用量も膨大なものになってきている。 

今後も、2050年頃までに、インド、中国など BRICsの急速な経済成長とと

もに、他の開発途上国の発展も見込まれている。国連の社会経済理事会の推

計によれば、2050年に世界人口は 91億人に達するなど、爆発的人口増加が予

測されている。（図１－２） 

一方、既に世界的な資源需要の高まりを背景に資源産出国には資源の囲い

込み＊の動きがあり、資源価格についても、一時的な変動はあるにせよ、依然

として上昇基調である。中長期的な資源の枯渇とともに、短期的な資源価格

のさらなる高騰など、資源の安定供給が危ぶまれる事態が予測される。 

今後、資源の利用量は更に増加し、人類は資源枯渇の危機に直面するおそ

れがある。（図１－３） 

輸入資源 
7.5 

国内資源 
7.6 

再生資源 2.4 

製品輸入 0.4 製品輸出 1.4 

エネルギー
消費 4.6

蓄積増 
8.4 

最終処分・脱水
・土壌還元等 
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4.4兆㌦

資源投入量 
17.9億㌧

資源生産性 
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金属系資源 
の TMR 
約 21億㌧ 

温室効果ガス
13.4億㌧ 

単位：億㌧

最終処分量
0.3億㌧ 

データの出所 
・金属系資源のＴＭＲは、循環型社会形成推進基本計画による。 
・温室効果ガス排出量は、国立環境研究所ウェブページによる。 
・その他は、（財）クリーン・ジャパン・センター「日本のマテリアルバランス 2006」による。 
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図１－２ 2050年までの世界人口及びＧＤＰの推計 

 

このような状況の中、2007年 11 月には、国連環境計画（UNEP）が各国専

門家による資源パネルを設置して、持続可能な資源マネジメントについての

検討を開始した。 

資源を大量に利用している東京においても、持続可能な資源利用の在り方

を検討していくことが求められている。 
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図１－３ 資源価格の推移 
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２ 資源利用に関する問題 

 

資源利用に関する環境負荷や制約については様々なものがあるが、資源の

流れを図１－４からみてみると、インプット側の①天然資源採取、アウトプ

ット側の②温室効果ガス排出、③廃棄物の最終処分、という３つの問題を考

えていく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－４ 主要な資源と３つの問題の関係図 

 

（１）天然資源採取に関する問題 

 

経済活動に利用される資源は、その多くを天然資源として自然界から採取

している。これらの天然資源の採取に関する問題は、主に二つある。一つは

資源利用の過程の全体から排出される環境負荷であり、もう一つは、やがて

枯渇するという資源制約の問題である。 

天然資源利用に関する環境負荷であるが、これは天然資源を採取したり、

それらから製品を生産する段階で発生する。例えば、金属を自然界から採取

するのに、数十倍から数百倍の不要な岩石を掘り起こさざるを得ず、製錬過

程などでも大量のスラグや温室効果ガスを排出している。 

また、天然資源の多くは有限であり、現在の利用のペースを続けていけば、

バイオマス系資源利用 
（木材・紙、食品等） 

化石系資源利用 
（プラスチック等） 

窯業・土石系利用 
（セメント、骨材等） 

金属系資源利用 
（鉄・非鉄） 

森林等の 

生物資源 

石油 

・石炭 

石灰石、 

採石等 

金属資源 

経済活動 

③廃棄物最終処分① 天然資源採取 

②温室効果ガス排出
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大部分の資源が 21世紀中にも枯渇する。同時に、採取条件が厳しくなってい

くため、その採取にかかるコストが著しく高騰していくリスクを伴っている。 

しかしながら、天然資源採取に伴う環境等への負荷や資源制約に関する情

報については、消費の段階において十分に知られていない現状がある。 

現在コストが安いからといって天然資源を選択するのではなく、天然資源 

採取の際の環境に与える負荷や埋蔵量に関する制約を十分に考慮するなど、

ＴＭＲなどの新たな指標を加えて再生資源と比較をすることが重要である。 

天然資源を利用せずに、再生資源を積極的に回収・利用することにより、

大幅な採取時の環境負荷の低減や資源の枯渇問題の回避に資することができ

る。 

 

（２）温室効果ガスに関する問題 

 

温室効果ガスの排出は、2006 年には全世界で年間 273 億トン‐CO2に達し

ている。近年、その影響による気候変動や海面上昇などの人類の生存を脅か

す問題が顕著になってきている。 

資源利用量が増えれば、各種素材の生産や移動等に伴う温室効果ガスの排

出量も増加するおそれがあり、気候変動の危機がますます深刻化していく。 

生産・流通過程において、再生資源を利用するか、天然資源を利用するか

で温室効果ガスの排出量も大きく相違してくる。廃棄物処理・資源循環の過

程においても、いかに温室効果ガスを削減していくかが重要な課題となって

いる。 

しかしながら、温室効果ガスの削減については、廃棄物の処理過程から発

生する場合には定量的な把握は既になされているものの、廃棄物をリサイク

ルし、資源循環を行った場合の温室効果ガスの定量的な効果についての検討

は十分なされていない。 

例えば、これまで工場などで石炭燃料を利用していた場合、これを再生資

源である廃プラスチックや古紙などで生成したＲＰＦ（廃棄物固形燃料）に

替えることで、温室効果ガス削減につながる。 

このような効果を含め、低炭素社会づくりに、資源循環の側面から具体的

にどれくらい寄与するかを明確にすることにより、資源循環の更なる促進が

図られるものと考える。 

 

（３）廃棄物に関する問題 

 

これまでの廃棄物処理・リサイクル施策では、主に、ひっ迫する埋立処分

場の状況を背景とした最終処分量の削減を目標に、「ごみ減量のための３Ｒ」

を推進してきた。 

国土の狭い我が国では、処分場のひっ迫はまだ解決していないことなどか

らも、引き続き、最終処分量をいかに削減していくかが大きな課題となる。 
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今後は、まだ埋立されている金属や建設廃棄物等のリサイクルの促進、及

びこれらの廃棄物のリサイクル技術の開発などの課題がある。 

 

 

３ 資源別に見た問題 

 

以上３つの問題について、具体的に主要な資源との関係を見ていくことと

する。 

 

（４つの資源循環を中心に考える） 

主要な資源を大きく分類すると、①バイオマス系資源（木材、紙、食品等）、

②化石系資源（石炭、原油、プラスチック等）、③金属系資源（鉄、非鉄等）、

④窯業・土石系資源（セメント、骨材等）の４つに分けられる。 

ここでは、これらの４つの資源を、これまで述べてきた３つの問題に則し

て、どんな特徴があるか整理する。 

 

（主要な４つの資源の特徴） 

①海外の資源などに頼るバイオマス系資源 

木材などのバイオマス系資源は、長期的再生産が可能な範囲内での利用

において再生可能な資源＊であり、また、現在の温室効果ガス排出ルールで

は、燃焼によって生じる CO2はカウントされないものとして取り扱われて

いる。 

しかしながら、バイオマス系資源の多くは国内の再生産がその利用量を

超えていることなどから、現在、海外からの輸入に頼っており、木材の 77％、

食料の 49％が輸入資源である。 

2003 年度に国土交通省が調査した結果では、我が国で利用されている木

材を採取するために必要な森林面積が 3,535万 haであり、実際の我が国の

森林面積の 2,511万 haの 1.4倍に達している。ただし、2,511万 haには天

然林が半分程度含まれており、それを除いた森林面積に対しては 3 倍程度

ということになる。 

 

②やがて枯渇する化石系資源 

石油やプラスチックに代表される化石系資源は、再生不可能な資源＊であ

り、原油は、近い将来に生産量がピークを迎えると言われ、やがては枯渇

する資源である。また、ほとんど 100％を海外からの輸入に頼っている。 

廃プラスチックについては、埋立処分を回避することは可能であり、様々

な方法でリサイクルされるようになってきているが、まだ十分にリサイク

ルされているとはいえない状況である。 

 

③採取時の負荷が大きい金属系資源 
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鉄や銅などの金属系資源は、これらもその原料のほとんどを輸入に頼っ

ている。 

一方、金属系資源は、天然資源採取時に、他の不要な岩石を余分に排出

してしまうことが多く、また、生産過程において多量の温室効果ガスを排

出することも多い。 

金属系資源は再生不可能な資源であり、採取可能な量は次第に減少して

いくため、量的な制約がある。しかし元素が他の物質に変化することはな

いため、地球上には何らかの形で存在している。 

このような状況から、昨今、我が国で大量に普及している電子機器類に

含まれる金属系資源が「都市鉱山」と呼ばれ、その存在が注目されてきて

いるが、それらをリサイクルする仕組みはほとんど確立されていない。 
 

④将来的にリサイクルに限界の恐れがある窯業・土石系資源 

窯業・土石系資源は、その原料をほぼ国内で調達している。 

土木・建築工事から排出される廃コンクリートについては、現在 98％が

再資源化されているが、そのリサイクル先は、道路の路盤材などの再生骨

材に限られているのが現状である。 

今後、土木の新設工事が全国的に縮小傾向になることが予想されること

から、リサイクルの行き先がなくなっていくことが懸念される。（図１－５） 

そのため、路盤材ではなく、建物等のコンクリート骨材として再生する

技術の開発促進と、再生材の市場をどう開拓していくかが課題となってく

る。 

また、セメントにおいては、その生成過程において、石灰石起源の CO2

を多量に排出している。 

 

以上に述べた主要な資源と３つの問題の関係を表１－１に示す。 
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図１－５ 建築土木構造物の廃棄量の将来予測 
出所：Hashimoto,S ら（2007） 

 

 

表１－１ 主要な資源と３つの問題の関係表 

 天然資源の採取 温室効果ガス排出 廃棄物の最終処分 

バイオマス系資源 

（木材、紙、食品等） 

海外における森林資源等の
管理状況の確認が必要 

生産・流通過程では化石燃料
が投入され、CO2を排出して
いることに留意 

ほぼ最終処分の回避が
可能 

化石系資源 

（プラスチック等） 

石油等、今後採掘のピークを
迎え、枯渇の危機に直面 

燃焼により多くの CO2 を排
出がある。 

 

ほぼ最終処分の回避が
可能 

金属系資源 

（鉄、非鉄等） 

多くの金属が、不要な岩石を
多量に排出している。 

採取可能な量は今後減少 

製錬段階における CO2 排出
が大きい。 

希少金属等については
埋立回避のためのリサ
イクル技術開発や仕組
みづくりが必要 

窯業・土石系資源 

（セメント、骨材等） 

砂利・岩石等、自然地の環境
に影響を与えるおそれあり 

セメント等は生産段階の
CO2排出が大きい。 

将来的に最終処分量が
増大するおそれあり 
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第２章 今後の資源循環戦略の基本的考え方 

 

１ 持続可能な資源利用の原則と統合的な資源循環戦略 
 

これまで述べたように、我々の経済活動は、地球から大量の天然資源を採

取する一方で、温室効果ガスや廃棄物の最終処分として環境中に大量の物質

を排出している。 

しかしながら、天然資源のひっ迫や気候変動の危機を考えるなら、これま

でのような資源利用を続けていくことが不可能であることは明白である。 

したがって、我々の社会が活力あるものとして生き残っていくためには、

「持続可能な資源利用」を目指していくしか方策はない。 

持続可能な資源利用とは、次の原則に則した資源利用である。 

① できる限り再生可能資源を利用し、かつ、その利用を長期的再生産が

可能な範囲内に止める。 
② 再生不可能な資源を利用する場合は、他の物質やエネルギー源でその

機能を代替できる範囲内で利用する。 
③ 我々の活動から生じた環境負荷の排出は、生態系の機能を維持できる

範囲内にとどめ、環境の自浄能力の範囲を超えないようにする。 
これらの原則は直ちに実現され得るものではないが、このような資源利用

を将来ビジョンとして掲げ、そこに向けて戦略的に取り組んでいくことが必

要である。 

そのためには、これまで廃棄物の最終処分量削減を主たる目標に掲げてい

た３Ｒ施策を発展させ、天然資源採取量、温室効果ガス排出量及び廃棄物最

終処分量の３つの削減に統合的に取り組む新たな資源循環戦略を構築してい

く必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

持続可能な資源利用現在の資源利用 

図２－１ 持続可能な資源利用に向けた統合的な資源循環戦略 

① できる限り再生可能資源を利用、その利

用は長期的再生産が可能な範囲内。 

② 再生不可能な資源を利用する場合は、他

の物質やエネルギー源でその機能を代替

できる範囲内。 

③ 環境負荷の排出は、生態系の機能を維持

できる範囲内、環境の自浄能力の範囲内。

統合的な資源循環戦略
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２ 東京の果たすべき責務 
  
東京は、巨大消費都市であると同時に、世界中から人・物・情報が集まる、

ネットワークの結節点である。 

東京で利用されている製品等の多くは都外で製造されたものであり、東京

で排出された廃棄物等＊が循環利用される場合も、多くは国内外の各地に運ば

れ再生資源として生産プロセスに再投入される。 

したがって、我が国の資源利用を持続可能なものへと変革していく上で、

東京における資源循環の取組は大きな役割を果たすことができ、また、果た

していかなければならない。 

このような東京の責務を果たしていくためには、直接的に都内での事業活

動や都民生活から発生している温室効果ガスの排出や廃棄物の最終処分に加

えて、東京における製品等の利用に伴い都内・都外で間接的に生じている影

響をライフサイクルで捉えていくことが重要である。 

それには、マテリアルフロー分析や産業連関表を活用して都内最終需要＊ベ

ースで見た天然資源投入量、温室効果ガス排出量及び廃棄物最終処分量を把

握する方法が考えられる。 

これらについて、今後、調査研究を進めていくことが求められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
東京から 
の移出

 

 

東京への移入

 

都内最終需要 

 

域外最終需要 

天然 

資源 

温室効果ガス 
廃棄物最終処分 

天然資源 
温室効果ガス 
廃棄物最終処分 

”The Carbon Emissions generated in all that we consume” The Carbon Trust, 2006 を参考に作成

図２－２ 「都内最終需要ベース」の考え方 

製品等 
製品等 

製品等 

（都内生産）

（域外生産）
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第３章 今後の資源循環戦略の具体的な方向性 

 

１ 動脈・静脈＊両側からの対策 
 
上述の３つの量の削減に取り組み、持続可能な資源利用を実現するには、

静脈側の資源循環を対象とする廃棄物・リサイクル政策を推進するだけでな

く、製品等の生産や流通といった、資源の流れの動脈側での対策を促す施策

との連携を強化することが必要である。 
 
（リデュース） 
前章で述べたような持続可能な資源利用を実現するためには、まず資源の

利用量そのものの削減を目指していかなくてはならない。 

リデュースという言葉は、「廃棄物等の発生抑制」と一般的に理解されてい

るが、むしろ資源利用量そのものの最小化あるいは最適化として理解される

必要がある。 

リデュースにより、廃棄物等の発生が抑制されるだけではなく、天然資源

採取量が削減され、また、素材や製品等の生産・運搬に伴う温室効果ガスや

廃棄物の処分に伴う温室効果ガスも削減される。 

リデュースを推進するためには、 

①サービサイジング＊などにより、製品等への依存度を削減する、 

②簡素化・軽量化・小型化等を推進する、 

③長寿命化（修理等によるものを含む。）を推進する 

必要がある。 

とりわけ重要となるのは、都市に蓄積される建築物などのストックを長く

大切に使用する「ストック型社会」への移行を促進することである。 
 
（資源の循環的利用） 
次に重要であるのは、静脈側での分別回収や資源の選別とともに、動脈側

での再生資源の利用拡大やリサイクルに配慮した製品設計などを促進し、資

源の循環的利用をさらに推進することである。 

資源の循環的利用に際しては、次のような点に留意する必要がある 

 

①優先順位 

天然資源採取量や温室効果ガス排出量の削減効果の大きさは、一般的に

は、リユース、マテリアルリサイクル、サーマルリサイクルの順であるの

で、循環的利用に当たってはこの優先順位が基本となる。 

ただし、ライフサイクル全体を考えたときに、この優先順位によらない

方が有利である場合もあるので、この優先順位は絶対のものではない。 

例えば、プラスチックの場合には、マテリアルリサイクル、ケミカルリ

サイクル＊、サーマルリサイクルのそれぞれに様々な方法があるが、ライフ
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サイクル全体での天然資源（原油）消費量や温室効果ガス排出量の少ない

方法が優先される必要がある。 
 

②オープン・リサイクルとクローズド・リサイクル＊ 

オープン・リサイクルは、しばしば回収した資源を大量の資源消費の中

に混ぜ込む方式で行われているが、持続可能な資源利用のためには、でき

る限りクローズド・リサイクルを進め、資源の「純度」を保つ努力が必要

である。 

しかしながら、クローズド・リサイクルには大きなエネルギーとコスト

が必要となる場合が多いことから、これを拡大していくためには、易分離

設計など、動脈側における循環的利用への配慮が不可欠である。そのため

には、ＥＰＲ＊の考え方やマテリアルリース＊の考え方を発展させていく必

要がある。 
 

③有害物質の管理 

資源の循環的利用は、有害物質のリスクを適切に評価して、適切なリス 

ク・コミュニケーションのもとに進めることが肝要である。一度、有害物

質の問題で不信を生むような事例が生じれば、資源の循環的利用は大きく

阻害されることになりかねない。 
 

以上のような循環的利用が困難な廃棄物を最終処分する場合にあっても、

温暖化係数の高い温室効果ガスの抑制や金属系資源の選別、埋立量の減容化

が徹底される必要がある。 
 
（素材の転換） 
動脈側においては、リデュースのための長寿命化や簡素化・軽量化の取組、

循環的利用に配慮した設計などの取組が促進される必要があるが、併せて再

生可能な資源などへの素材の転換を進めることが重要である。 
 

①再生可能な資源への転換 
資源の再生速度に留意しながら、再生可能な資源への転換が図られる必

要がある。特に、木材は低炭素な素材であることから、その有効利用は温

室効果ガス削減のために重要である。 
 

②資源制約の少ない元素を使った高機能素材への転換 
希少性の高い元素を使い続けるのではなく、資源制約の少ない元素を使

って高機能な素材を開発していく技術革新も求められる。 
 

 



 - 14 -

２ 天然資源採取量の削減 

～金属系資源等の循環的利用の推進～ 

 

（金属系資源のＴＭＲ） 

我が国の物質フローに投入されている金属系資源の量は約 1 億 5 千万トン

であるが、前述のとおり、金属系資源の採取や製錬には多量の土砂・捨石・

スラグ等を伴い、これらも含めたＴＭＲの量は約 21億トンと言われている。 

金属系資源のほとんどは輸入資源であるから、我が国の資源利用に伴って、

資源産出国では 20億トン弱の土砂・捨石・スラグ等が発生していることにな

る。 

例えば、56グラムに満たない携帯電話のＴＭＲが 31kg に達するという計算

もある。そのような情報が的確に提供され、製品選択に生かされることが必

要である。（ただし、ＴＭＲは直ちに環境影響の程度を示す指標ではないこと

に留意しておく必要がある。） 

 

（金属系資源の循環的利用） 

金属系資源のうち、電子機器などに多く使用されているレアメタル＊である

が、今後、電気自動車などの環境技術の普及に伴い、さらに使用量が増大す

るものと考えられる。回収システムやリサイクル技術が確立されていないた

め、ほとんどリサイクルされていないレアメタルも多い。 

また、同じく電気製品に欠かせない銅もＴＭＲが大きい物質である。銅の

場合には、リサイクルの際に十分選別されないまま鉄スクラップに混入して

しまうという問題もある。銅などが鉄スクラップに混入し続けると、鉄資源

の品質を徐々に低下させていくことになる。 

これらの課題を解決し、将来に亘って金属系資源の安定供給を確保すると

ともに、金属系資源の利用に関する様々な環境負荷を低減させていくために

は、ＥＰＲやサービサイジング、マテリアルリースの考え方に基づいて生産

者によるリサイクルを促進し、それを通じて素材の転換や分別しやすい製品

設計などの対策を促していく必要がある。 

併せて、小型電子機器類の回収システムの構築や、廃棄物処理施設での選

別技術の高度化を図り、多段的なリサイクルシステムを構築していくことが

必要である。 

 

（その他の有用元素の循環的利用）  

廃棄物中には、金属系資源のほかにも有用元素が存在する。 

例えば、し尿等に含まれているリンは、生物にとって必須の元素であり、

食料生産のために不可欠な物質であるが、リン鉱石は枯渇性資源であって産

出国が限定されている。我が国はリン鉱石の全量を輸入に依存している状態

である。 

今後の資源循環においては、これらの有用元素をできる限り循環的に利用
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していくための戦略が求められる。 

 

（バイオマス系資源とエコロジカル・フットプリント＊） 

バイオマス系資源は再生可能資源ではあるが、持続可能な利用のためには

再生速度の範囲内で利用していくことが重要である。併せて、バイオマス系

資源の大量採取が生態系に大きな影響を与えることも忘れるべきではない。 

このような観点からは、バイオマス系資源が再生されるために必要な面積

を示すエコロジカル・フットプリント指標が有効であることから、的確な情

報提供を進めるなどにより、持続可能なバイオマス系資源の利用の在り方を

追求すべきである。 

なお、温室効果ガス削減のためにはバイオマス系資源のサーマルリサイク

ルは極めて重要である。しかしながら、再生可能資源を再生可能速度の範囲

内で利用していくためには、リデュースやリユース、マテリアルリサイクル

が優先されるべきことを同時に強調しておく必要がある。 
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３ 温室効果ガス排出量の削減 

～資源の循環的利用による温室効果ガス削減効果の見える化～ 

 

（資源の循環的利用による温室効果ガスの削減効果） 

気候変動を回避するためには、世界全体の温室効果ガスを大幅に削減する

ことが必要である。 

鉄をはじめとする各種金属系資源の製錬、セメントの製造、紙やプラスチ

ックの製造、食料生産など、様々な資源の生産プロセスから多量の温室効果

ガスが排出されている。 

これらの削減を図るには、革新的な省エネルギー技術等の導入が求められ

るが、併せて、資源の循環的利用等による温室効果ガス策削減を進めること

が重要である。 

例えば、廃プラスチック類をセメント原燃料化によりサーマルリサイクル

する場合、その分、石炭の利用量が抑制され、温室効果ガスも削減される。

そのような削減効果が、廃プラスチック類を分別し、リサイクル業者に引き

渡す排出事業者にも見えるようになっていることが望ましい。 

また、アルミ地金の生産は海外で行われているが、アルミ缶がリサイクル

されることによって、海外分も含めて、必要となるエネルギーが大きく節約

され、温室効果ガスが削減される。その効果が資源回収に協力する都民に見

えるようになっていることが望ましい。 

 

（削減効果を「見える化」するための統一的ルールづくり） 

現在、制度化が進められているカーボンフットプリント＊は、製品・サービ

スに関するライフサイクルの温室効果ガスを見える化するためのツールであ

り、持続可能な資源利用を推進するために重要な役割を果たすものと考えら

れるが、併せて、循環的利用の取組による温室効果ガス削減効果を見える化

する方策についても検討していく必要がある。 

循環的利用による温室効果ガスの削減効果については、これまでも幾つか

の試算が行われているが、現在までのところ広く認められた算定ルールがな

い。 

関係業界等との連携を図りつつ、算定の対象とする循環的利用の範囲、温

室効果ガスの範囲、プロセスの範囲、比較するオリジナルケースの設定など

について考え方を整理し、国際的な動向を踏まえつつ統一的な算定ルールの

確立を目指す必要がある。 

併せて、データの蓄積を図って、標準的な削減係数（当該手法による循環

的利用量１単位当たりの温室効果ガス削減量（デフォルト値））を関係業界等

に提供していくことについても検討される必要がある。 

これらの取組により、資源の循環的利用に取り組むリサイクル業者や廃棄

物処理業者が、排出事業者に対して温室効果ガスの削減効果を明確に情報提

供できるようになれば、リサイクル業者・廃棄物処理業者の取組が適切な評
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価を受けることにつながっていくものと考えられる。 

また、一般廃棄物についても、容器包装廃棄物の分別収集・再商品化によ

る温室効果ガス削減効果を算定し、区市町村や都民に情報提供することで、

リサイクルの一層の普及が促されるものと考えられる。 

なお、温室効果ガスインベントリ＊や地球温暖化対策の推進に関する法律で

は、廃プラスチック類の焼却に伴う CO2などは廃棄物部門の排出量としてカ

ウントされている。しかしながら、リデュースや循環的利用などを進め温室

効果ガスの削減を図るには、廃棄物の排出者、あるいは適切な場合には製品

等の生産者にその責任を担わせることが有効である。 

電力部門の CO2排出量を電力消費量に応じて各部門に再配分するのと同様

に、廃棄物部門の CO2排出量を廃棄物を排出する部門等に再配分することに

ついても、検討していくべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－１ 循環的利用による温室効果ガス削減効果の見える化 
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ライフサイクル 
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■消費者はGHGs排出量の少ない製品を選択 ■排出者はGHGs削減効果が大きい処理ル

ートを選択 

処理ルート

Ｅ

処理ルート

F

 

カーボンフットプリント制度 
循環的利用による温室効果ガス削減

効果を「見える化」する仕組み 
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４ 廃棄物最終処分量の抑制 

～都市の成熟化に伴う再生資源需要の減少への対処～ 

 

（新設工事減少に伴う再生資源需要の減少の可能性） 

今後、都市の成熟化が進むにつれ、建築物・土木構造物の新設工事は減少

し、更新需要の比率が高まっていくものと予測される。 

特に、土木工事の多くは公共工事によるものであるが、国・自治体の財政

状況のひっ迫もあって、土木の新設工事は急速に減少している。 

現在、廃コンクリートをはじめ、様々な廃棄物等が土木資材としてリサイ

クルされているが、土木の新設工事の減少は、これらの廃棄物等のリサイク

ルルートの縮小につながる。 

都市が成長・拡大を続ける中で、土木工事は、廃棄物等のカスケードリサ

イクルの大きな受皿になってきたが、都市の成熟化によって、これまでのよ

うな「建築 to土木」を中心としたリサイクルには限界が生じる。 

 今後、廃棄物等の排出量が再生資源としての需要量を上回る状況が生じる

可能性も高い。そのような事態が生じた場合には、余剰となった大量の廃棄

物は最終処分へ向かうことになりかねない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（セメント生産量減少に伴う再生資源需要の減少の可能性） 

建築物等の長寿命化や土木工事の減少により、セメント生産量は長期的な

低落傾向にある。フランスやドイツでは人口１人当たりのセメント生産量は

400kg／年を下回っており、現在、570kg／年の我が国も徐々にそこに近づい

ていく可能性がある。 

これまで、セメント産業は、多くの廃棄物等を原料として受け入れてきた

が、セメント生産量の減少により、これらの廃棄物等のリサイクルに支障が

生じる事態が懸念されている。 

固
定
資
本
形
成 

時間 

都市の成長期 都市の成熟期

新設工事 
土木工事∝再生資材利用可能量 

更新工事 
∝解体廃棄物発生量 

図３－２ 都市の成熟に伴う再生資源需要の減少（イメージ） 
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（建築物等の長寿命化、新たなリサイクルルートの確保） 

建築物等の長寿命化を進めることは、廃棄物の削減になるだけでなく、天

然資源採取量や温室効果ガスの削減のためにも極めて重要であるから、一層、

推進される必要がある。 

また、今後の再生資源需要の動向を見極めつつ、公共工事におけるグリー

ン購入などを通じて、高度なリサイクル技術の普及促進を図るとともに、「建

築 to建築」のリサイクルの拡大や、再生資材の自然再生事業への活用などに、

これまで以上に、取り組んでいくことが必要である。 
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終わりに 

～2050年に向けて～ 

 

人類は、今、資源制約、気候変動といった、持続可能性を脅かす危機に直

面している。だからこそ、最小限の資源で豊かさを実現でき、資源を将来に

亘って公正に配分できる社会の構築が求められている。 

そのため、概ね 2050年前後に達成されるべき望ましい資源利用の姿を将来

ビジョンとして掲げ、そこに向けた戦略として、天然資源採取量の削減、温

室効果ガス排出量の削減、及び廃棄物最終処分量の削減に、統合的に取り組

んでいく必要がある。 

今こそ、脱物質化＊の方向性に向けて、より一層、大量の資源利用の抑制や

サービサイジング等を進め、資源生産性を飛躍的に高めていくこと（ファク

ターＸ＊）が重要である。 

2050 年を見据えて、持続可能な資源利用を目指し、都民、事業者、行政が

強い自覚と決意を持って、地球規模で考え、身近なところから行動する必要

がある。 
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1

日本のGHG排出量と
リサイクルによる削減効果

日本のGHG排出量=1,340.1MT-CO2

エネルギー分野
1,194.7MT-CO2

工業プロセス分野等
73.2MT-CO2

農業分野
27.4MT-CO2

廃棄物分野
44.8MT-CO2
（3.3%）

廃プラ焼却
からのCO2

埋立処分場
からのCH4

下水汚泥等
焼却からの
N2O

マテリアルリサイクル・

サーマルリサイクルに

よるGHG削減効果
▲60～▲80MT-CO2

（▲4.5%～▲6%）

（LULUCF分野除く。）

更なる削減を促進す
るには…

 
 

   
8

「削減係数」のイメージ

リサイクル方法ごとの削減係数を提供して、事業者による
GHGs削減効果の算定を支援することは考えられないか？
削減係数の正確性は適度なレベルで良いのではないか？

排
出
者

中
間
処
理
業
者

廃プラ
１トン

0.6トン

0.4トン
廃棄物発電
（発電効率20%）

ＲＰＦ化

電力 100kWh 100kWh×0.339*＝ 33.9kg-CO2

＊排出係数

0.6t×▲2.5 ＝▲1.5t-CO2

0.4t×▲1.5 ＝▲0.6t-CO2

リサイクルした場合のCO2－オリジナルシステムのCO2

処理量※数値はすべて仮のものです。

GHGs情報
Scope2: 33.9kg
Scope3:（▲2.1t）

：削減係数＝

 
 
 



 ②

循環的利用による GHGs 削減効果の見える化 
※「資源の循環的利用」とは、再使用、再生利用、熱回収及び適正処分をいう。 

 
○ 資源の循環的利用による GHGs削減効果については、様々な試算が行われている

が、現在までのところ、広く認められた共通のルールがない。 

 

○ 統一的な算定方法の検討が必要。 

① 算定対象とする温室効果ガス 

京都議定書６物質を対象とすることを基本とするが、分解処理が義務付けられ

ていない建材用断熱材フロンについても考慮する必要がある。 

② 算定範囲 

ライフサイクル全体を通した算定を基本とするが、工場や設備を作るときの温

室効果ガス排出量は少ないと考えられるので、原則として考慮しなくてよいもの

とすべきではないか。 

参考「カーボンフットプリント制度のあり方（指針）」（経済産業省、平成 21 年 3月） 

工場新設や生産設備の導入、土地の利用の変化に伴う CO2 排出量は、全体に対する寄与

度が明らかに高い場合を除き、原則考慮しなくてよい。ただし、これらについては、国際

的な動向を踏まえつつ、引き続き検討を行う。 

③ オリジナルケースとの比較 

当該循環的利用が行われた場合にオリジナルケースに比較して削減される

GHGsを算定すべきではないか。 

焼却可能物については、単純焼却をオリジナルケースとすべきではないか。 

 

○ 業界団体と連携して、算定方式の統一化やデータの蓄積、標準的な削減係数の確

立を目指すべきではないか。また、モデル事業の実施等により、その普及を図って

いくべきではないか。 

 

※ GHGs削減効果の計算例 

 財団法人日本容器包装リサイクル協会 

「プラスチック製容器包装再商品化手法に関する環境負荷等の検討」（H19.6） 

 

・廃プラ 1トンを単純焼却から RPF化に切り替えた場合の CO2削減効果を、リサイ

クルシステム（RPF化）の CO2量とオリジナルシステム（単純焼却）の CO2量と

の差として計算。 

   リサイクルシステムでは、廃プラから RPFを製造し、ボイラ燃料として利用。 

   オリジナルシステムでは、廃プラは単純焼却、ボイラ燃料には石炭を利用。 

 

  (0.08＋2.65) t-CO2/t  － (3.40＋2.66) t-CO2/t ＝ △3.3 t-CO2 

 

 

 

 

廃プラ燃焼 

による CO2 

石炭燃焼 

による CO2

RPF製造に 

に係る CO2 

RPF 燃焼に 

に係る CO2 

リサイクルシステム分 オリジナルシステム分



 ③

資源利用及び３Ｒ政策に係る諸原則 
 
ハーマン・デイリーの「持続可能な開発の原則」 

（出典：メドウズら著、茅監訳「限界を超えて－生きるための選択」） 

１ 土壌、水、森林、魚など「再生可能な資源」の持続可能な利用速度は、再生速

度を超えるものであってはならない（たとえば魚の場合、残りの魚が繁殖するこ

とで補充できる程度の速度で捕獲すれば持続可能である）。 

２ 化石燃料、良質鉱石、化石水など、「再生不可能な資源」の持続可能な利用速度

は、再生可能な資源を持続可能なペースで利用することで代用できる程度を越え

てはならない（石油を例にとると、埋蔵量を使い果たした後も同等量の再生可能

エネルギーが入手できるよう、石油使用による利益の一部を自動的に太陽熱収集

器や植林に投資するのが、持続可能な利用の仕方ということになる）。 

３ 「汚染物質」の持続可能な排出速度は、環境がそうした物資を循環し、吸収し、

無害化できる速度を超えるものであってはならない（たとえば、下水を川や湖に

流す場合には、水生生態系が栄養分を吸収できるペースでなければ持続可能とは

いえない）。 

 

ナチュラル・ステップの「４つのシステム条件」 

（出典：高見幸子「日本再生のルール・ブック－ナチュラル・ステップと持続可能な社会」） 

持続可能な社会では、 

１ 地殻から取り出した物質が生物圏に増え続けない。 

２ 人工的に作られた物質が生物圏に増え続けない。 

３ 自然が物理的に劣化され続けない。 

４ 人々の基本的ニーズが、世界中で満たされている。 

 

持続可能なエネルギー・材料国際会議 2007 の「石垣島宣言」 

資源利用の 3つの原則  

・資源を枯渇させない  

・環境リスクを増やさない  

・地域的世代的公正に配慮する  

資源利用の 4つの実践  

・使わずにすむものは使わない（Reduce） 

・丁寧に使う（Reuse） 

・何度も使う（Recycle） 

・ありふれたものを使う（Replace） 



 ④

シュミット＝ブレークのファクター１０ 

持続可能な経済社会を実現するには、先進国における天然資源の利用効率を 10 倍に高めるこ

とが必要。 

その実践のための指標が MIPS（Material Input Per Service unit）。 

MIPS＝資源投入量
*
／サービス単位 

（*「隠れたフロー」も含めたライフサイクルでの資源投入量） 

 

第二次環境基本計画 

社会経済活動を可能な限り、次のような方向に沿って営んでいくことが必要。 

・「再生可能な資源」は、長期的再生産が可能な範囲で利用されること  

・「再生不可能な資源」は、他の物質やエネルギー源でその機能を代替できる範囲内で利用が行

われること 

・人間活動からの環境負荷の排出が環境の自浄能力の範囲内にとどめられること 

・人間活動が生態系の機能を維持できる範囲内で行われていること 

・種や地域個体群の絶滅など不可逆的な生物多様性の減少を回避すること 

 

循環型社会形成推進基本法における資源の循環的な利用及び処分の基本

原則 

循環型社会とは、「製品等が廃棄物等となることが抑制され、並びに製品等が循環資源となっ

た場合においてはこれについて適正に循環的な利用が行われることが促進され、及び循環的な

利用が行われない循環資源については適正な処分が確保され、もって天然資源の消費を抑制し、

環境への負荷ができる限り低減される社会」（第２条） 

基本原則（優先順位） 

①発生抑制、②再使用、③再生利用、④熱回収、⑤適正処分(第 6条、第 7条) 

（昨年改正された EU の Waste Framework Directive でも、①prevention, ②preparing for re-use, 

③recycling, ④other recovery, e.g. energy recovery, ⑤disposal の優先順位が明記され

た。） 

 

循環型社会形成推進基本計画の物質フロー指標 

「目標を設定する指標」として 

・資源生産性＝GDP／天然資源等投入量 

・循環利用率＝循環利用量／（循環利用量＋天然資源等投入量） 

・最終処分量 

 

「目標を設定する補助指標」として、土石系資源投入量を除いた資源生産性など 

「推移をモニターする指標」として、TMR（関与物質総量）など 



 ⑤

コンクリートを中心にしたセメント・骨材の主な流れ（全国） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

粘土等 

石灰石 

石 炭 

燃料 廃プラ 等 

原料 高炉スラグ 

石炭灰 

副産石膏 

汚泥 

焼却灰   等 

（エコセメント化を含む。） 

廃棄物・副産物 

セメント生産 

燃料起源 CO2    21

石灰石起源 CO2  30

輸 出 

固化材

砂・砂利 

砕 石 
（石灰石含む。） コンク

リート
建築物 

土木工作物

廃コンクリート

骨 材 

蓄積 

蓄積 

アスファルト用骨材

路盤材    等

高炉スラグ 
灰溶融スラグ 等

蓄積 

① ② ③

① 

② 廃コンクリート

のリサイクル 

③ 

171 

350 

74 

16 生産量 68 
7

10

395

149

544 
37%

63%

排出量 32

②、③

57 

単位：百万トン／年

Ｈ19（一部 H17、H18）

31 

・石灰石起源の CO2は次によるもの。

CaCO3 → CaO ＋ CO2 

炭酸カルシウム  生石灰 

（石灰石）  （セメント主成分）

・CaO を多く含有する廃棄物・副産

物をセメント原料に利用すること

により、石灰石起源の CO2排出量

が削減されている。 

◎東京のシェア 

区 分 東京／全国

出来高ベース工事費（建築） 12.9%
〃     （土木） 9.7%

廃コンクリート排出量 7.8%

6 

埋立処分

0.6

（骨材) 

（微粉) 

（微粉) 

・廃コンクリートの 98%がリサイク

ルされている。そのほとんどは①

の方法によるもの。 

・②は、東京スーパーエコタウンの

成友興業株式会社が、平成 21年 6

月から開始した事業。 

・③はまだ事業化されていない。 



 ⑥

＜データ出典＞ 
砂・砂利、砕石、骨材及び再生骨材の量：「我が国の骨材産業の主要動向」（経済産業省）による平成 18年度の値 
セメント製造に要する石灰石及び粘土等の利用量、セメント生産量：「窯業建材統計年報」（経済産業省）による平成 19年の値 
セメント製造に要する石炭の量：「総合エネルギー統計」（経済産業省）による平成 19年度の値 
セメント製造に利用される廃棄物・副産物の量：「セメントハンドブック 2008」（セメント協会）による平成 19年の値 
セメント輸出量：「貿易統計」（財務省）による平成 19年の値 
セメント系固化材需要量：セメント協会ホームページによる平成 19年の値 
CO2排出量：「環境自主行動計画フォローアップ結果」（日本経団連）による平成 19年度の値 
コンクリートの建築・土木比率：「生コンクリート統計年報」（経済産業省）の平成 18年の値による比率 
出来高ベース工事高：「建設総合統計」（国土交通省）による平成 19年度の値 
廃コンクリート排出量、埋立処分量：「建設副産物実態調査」（国土交通省、東京都）による平成 17年度の値 



 ⑦

各種資源のフローとＧＨＧ排出・資源採取 
 
◎バイオマス系資源の主な流れ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主要データ（特に注記する場合を除き、2007 年（年度）の値。以下、同様。） 

 紙・板紙 木材製品 食料 

国内資源 木材 1,932 万㎥ 5,632 万 t 

資源輸入 木材 6,457 万㎥ 5,175 万 t 

国内消費量 3,139 万 t 4,772 万㎥ 10,660 万 t 

マテリアルリサイクル（回収量） 古紙 2,331 万 t N.A. 食品廃棄物等 680万t

資源採取に係る環境負荷 

エコロジカルフットプリント 

（国内生物生産可能地に対する比） 

森林地 

3,535 万 ha 

（1.41 倍） 

農地・牧草地 

2,061 万 ha 

（4.20 倍） 

生産段階の GHG 排出量 

（国内分、電力再配分後、CH4・N2O 含む。）

紙・パルプ生産 

2,647 万 t-CO2 
N.A. 

農林水産・食料品生産

5,562 万 t-CO2 

出所：木材需給表（農林水産省）、食料需給表（農林水産省）、古紙回収率推移（古紙再生促進センター）、パルプ

材統計（日本製紙連合会）、食品循環資源の再生利用等実態調査（農林水産省）、国立環境研究所ウェブページをも

とに作成。 

エコロジカルフットプリントは国土交通省調査による 2000 年の値。森林地に係る国内生物生産可能地面積は、天

然林（森林全体の 53%）を含む。 

 

◎バイオマス系資源の特徴 
① 再生可能資源である。資源が再生される際に CO2を吸収する。 

② 資源の多くを輸入に頼っている。（木材の 77%、食料の 49%） 

③ マテリアルリサイクルだけでなく、サーマルリサイクルも可能。 

森林 

農産物等

紙・板紙

CO2 

木材製品

印刷物等

MR

MR

TR 

TR 

化石燃料 

CO2

化石燃料 

し尿等

MR

TR 

肥料 

埋立

MR: マテリアルリサイクル、TR: サーマルリサイクル 
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◎プラスチック資源の主な流れ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主要データ 

石油化学原料（ナフサ） 4,950 万 kL 

プラスチック生産量 1,420 万ｔ 

国内消費量 1,103 万ｔ 

処

理

状

況 

マテリアルリサイクル 148 万ｔ（16%） 

ケミカルリサイクル 29 万ｔ（3%） 

サーマルリサイクル 481 万ｔ（52%） 

未利用（単純焼却・埋立） 271 万ｔ（29%） 

 
CO2排出原単位 

出所：プラスチックの基礎知識（プラスチック処理促進協会）、化学工業統計年報（経済産業省）、石油

化学製品のＬＣＩデータ調査報告書（プラスチック処理促進協会）、プラスチック製容器包装再商

品化手法に関する環境負荷等の検討（日本容器包装リサイクル協会）をもとに作成。 

 

◎プラスチック資源の特徴 
① 再生不可能資源・枯渇性資源である。 

② 原料を輸入に頼っている。 

③ マテリアルリサイクルだけでなく、ケミカル・サーマルリサイクルも可能。 

 

 生産量 

（千 t） 

資源採取～

樹脂生産 
単純焼却

・生産量（5種計） 917 万 t 

（プラスチック生産量全体の 65%） 

・CO2排出量（5種計） 

樹脂生産まで  1,380 万 t-CO2 

仮に全量を単純焼却した場合 

        2,530 万 t-CO2 

低密度ポリエチレン 1,878 1.52 3.143

高密度ポリエチレン 1,135 1.33 3.143

ポリプロピレン 3,087 1.48 3.143

ポリスチレン（成形用） 908 1.92 3.385

塩化ビニル樹脂 2,162 1.45 1.408

CO2 

TR 

埋立

MR: マテリアルリサイクル、TR: サーマルリサイクル

石
炭
等

原 

油 

化石燃料 

ナフサ 
石油化学

基礎製品

プラスチック

製品等 

プラスチック

（樹脂）

MR
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◎金属系資源の主な流れ（鉄） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主要データ（鉄） 

鉄鉱石消費量 13,888 万 t 

原料炭消費量 5,820 万 t 

石灰石消費量（非鉄製錬分含む。） 2,554 万 t 

鉄スクラップ消費量（転炉） 1,294 万 t 

鉄スクラップ消費量（電炉） 3,209 万 t 

粗鋼生産量（転炉鋼） 9,055 万 t 

粗鋼生産量（電炉鋼） 3,096 万 t 

生産段階の GHG 排出量 

（国内分、電力再配分後） 
1 億 8,687 万 t-CO2

非鉄製錬の GHG 排出量    982 万 t-CO2 

出所：総合エネルギー統計（経済産業省）、資源エネルギー統計（経済産業省）、日本鉄源協会ウェブペ

ージ、国立環境研究所ウェブページをもとに作成。「石灰石及びドロマイトの使用」に係る CO2 排

出量の 90%を鉄鋼分とした。 

 

◎金属系資源の特徴 
① 再生不可能資源である。ただし、元素が消えるわけではなく、散逸するだけ。 

② 原料の多くを輸入に頼っている。 

③ 金属の種類によっては、TMR が極めて大きい。 

④ 素材生産段階での GHG 排出量が大きい。 

 

CO2 鉄鉱石 

原料炭 

石灰石 

高炉 

メーカー 鉄鋼製品
機械類・ 

建築物等 

電炉 

メーカー 
鉄鋼製品 建築物等 

コークス炉ガス等

埋立

転炉鋼

電炉鋼

※ 

※ スラグ セメント原料、土木資材 

我が国の金属系資源輸入量

に関わる TMR： 

約 21 億トン 

（循環型社会形成推進基本計画）



 



 

 

 

 

 

 

 

用語集 
（五十音順） 
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EPR（Extended Producer Responsibility：拡大生産者責任）  
 環境に配慮した製品を開発することを促すために、製造者の責任を製品の使用後のステ

ージにまで拡大すること。循環型社会形成推進基本法は、事業者の責務として、廃棄物の

減量化、適正処理に加えて、製品や容器がリサイクル利用されやすいように、製品や容器

を引き取りリサイクルする責務を規定し、拡大生産者責任の考え方を導入している。 
 

エコロジカル・フットプリント(ecological footprint)     
人間の活動により消費される資源の水準を分析・評価するための指標のひとつで、現在

の資源利用を維持するために必要となる土地の面積を示したもの。 
1）化石燃料消費により排出された CO2を吸収するために必要となる森林面積 
2）道路、建築物等に使われる土地の面積 
3）食糧の生産に必要な農地・牧草地の面積  
4）紙、木材等の生産に必要な森林の面積 
エコロジカル・フットプリントを推進している環境 NGO のグローバル・フットプリン
ト・ネットワーク等の計算によると、2005年における世界全体のエコロジカル・フットプ
リントは 175億ヘクタール（人口 1人当たり 2.7ヘクタール）で、地球の生物生産力のあ
る土地の総面積 136億ヘクタール（人口 1人当たり 2.1ヘクタール）を上回っている。（日
本のエコロジカル・フットプリントは 1人当たり 4.9ヘクタール） 
したがって、人類が現在の資源消費を続けるには、地球が 1.3（2.7÷2.1）個、必要とい
うことになる。仮に、世界の資源消費の平均が現在の日本と同じレベルに達し、かつ、世

界人口が現在の 1.4倍になった場合には、地球が 3.3（4.9÷2.1×1.4）個、必要になる。 
 

温室効果ガスインベントリ(GHGs inventory)   
ある期間内に特定の物質（大気汚染物質や有害化学物質など）がどこからどれくらい排

出されたか、を示す一覧表を、排出インベントリという。 
温室効果ガスインベントリはその一種で、二酸化炭素（CO2）など地球温暖化の原因と

なるガス（温室効果ガス）の排出量や吸収量を、排出源・吸収源ごとに示すものである。

通常、単に「温室効果ガスインベントリ」と言う場合は、一国が一年間に排出あるいは吸

収する温室効果ガスの量を示す「国家温室効果ガスインベントリ」を意味する。 
国連気候変動枠組条約（UNFCCC）や京都議定書の下で、締約国は、IPCCインベント
リガイドラインに従って自国の温室効果ガスインベントリを作成し、公表する義務を負っ

ている。京都議定書の下で排出削減・抑制目標を達成したかどうかは、各国の温室効果ガ

スインベントリをもとに判定される。 
 
カーボンフットプリント（Carbon Footprint［略］CFP）     
食品や日用品等について、原料調達から製造・流通・販売・使用・廃棄の全過程を通じ

て排出される温室効果ガス量を CO2（単位：g（グラム））に換算し、「見える化」したもの
で、LCA（ライフサイクルアセスメント、Life Cycle Assessment）による製品別「CO2

排出量見える化」の仕組み。 
 イギリスなどが先行していたが、日本でも、本年３月、経済産業省が「カーボンフット

プリント制度のあり方（指針）」を策定。現在、各業界において商品種別算定基準（PCR：
Product Category Rule）の策定作業が進められている。 

ISO による国際標準化の作業が進められており、2011 年には ISO 規格が発行されるこ
とになっている。 
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オープン・リサイクルとクローズド・リサイクル 

 リサイクルを目的として回収した物質の多くは汚れや他の物質と混合しているなどのた

め品質が落ちており、再びもとの製品に戻すことができず、より品質を問われない製品の

原材料として使用されることが多い。このようにリサイクル物質がもとの製品に利用され

ず、他のグレードの低い製品に流れていくリサイクルをオープン・リサイクルまたはカス

ケード・リサイクルという。 
 これに対して、クローズド・リサイクルは、マテリアルリサイクルの中で、使用済み製

品を構成している物質を再び製造工程に戻して同一製品にするリサイクルシステムのこと

で、水平リサイクル又はクローズドループ・リサイクルともいう。同一製品でなく、他の

製品にリサイクルするとオープン・リサイクルである。 
 

ケミカルリサイクル       
 使用済みの資源を、そのままではなく、化学反応により組成変換した後にリサイクルす

ること。 
 

再生不可能な資源(non-renewable resources)   
 化石燃料は植物・動物プランクトンをもとに 100万年単位の時間をかけて生成されたも
のと考えられており、これを再び人工的に大量につくりだすことは困難である。このよう

に、人類によって使われる量よりも多くの量が自然によって再びつくり出されることのな

い資源を再生不可能な資源という。 
  
サービサイジング(Servicizing)     
生産した製品を売り渡すことによって消費者に対して間接的に提供してきたサービスを、

生産者が顧客と契約を結ぶことによって直接に提供するようになること。企業の生み出す

付加価値の量を落とすことなく、環境への負荷を低減させることとなる。 
 

再生可能な資源(renewable resources)    
 有限で枯渇の危険性を有する石油・石炭などの化石系資源と対比して、地球が自然にも

っている営力によって再生されていくような資源の総称。自然の資源再生速度が大きくて、

人間活動による資源消費の速度と同程度に速い場合に、その資源は再生可能資源となる。

エネルギー資源についていえば、長い地質時代を経て形成された化石燃料の場合は、今現

在地中深いところで自然生成の反応（石油の熟成、石炭化）がわずかに進行しているとし

ても消費速度が圧倒的に大きいために事実上枯渇性資源（再生不可能な資源）とみなされ

る。無機物の鉱物資源のような原料物質は、水資源や海水から取れる塩など特殊なものを

例外として一般に再生可能資源カテゴリーには入らない。鉱物資源も元素としては、再生

可能と考えることができるが、再生のためには収集、分離などのために、コスト、エネル

ギーを大量にかける必要があることも多く、実質的には再生可能とはみなせない。 
 
再生資源(Recycled material)    
 本文では天然資源と対比して、再生資源という言葉を使用している。使用済物品等又は

副産物のうち有用なものであって、原材料として利用することができるもの又はその可能

性のあるものをいう（資源の有効な利用の促進に関する法律）。 
 
資源の囲い込み       

 輸出規制や国内供給の優先、外資系企業のエネルギー産業への入札制限など、資源ナシ
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ョナリズムが様々な形で現れることを言う。資源ナショナリズムとは、自国に存在する天

然資源を自国で管理・開発しようという動きのこと。 
 
資源の枯渇      
本文では、現在の回収技術によって採取が経済的に可能である部分、つまり可採埋蔵量

に近づき、資源を使うことが困難になる状況を枯渇としている。鉱物資源については、個々

の資源種ごとに自然界での元素存在度の相違という要因だけでなく、主に地質学的な原因

による資源の地理的分布偏在の問題や経済的社会的な個別事情がある。いずれにせよ、地

球に埋蔵される鉱物資源の量は有限である。また、再生可能な資源であっても、生物資源

は、生態系が更新できる以上に過剰に利用すれば、枯渇に向かうことになる。 

 
静脈    
 新鮮な血液を諸器官に送るのは動脈、また諸器官によって使われた血液を心臓に送るの

は静脈であるが、前者に擬似させたかたちで、新たな原材料を用いて行われる生産やそれ

らの生産物の流通を担っている産業部門の総称を動脈産業という。この動脈産業に対比し

て、廃棄物の収集・運搬・処理・処分、リサイクルを担う産業を静脈産業という。 
 
脱物質化(dematerialization)       
 サービスや財を生産するために要する（若しくは動かされる）資源量をより少なくする
こと。これは、いいかえれば資源生産性を高めることである。  
資源生産性とは、一般に、ある製品、企業、産業、若しくはある国の経済全体が生産し

たサービスや財を、それらを生産するために要した（若しくは動かした）資源量で除した

もの。持続可能な社会を実現するには経済の脱物質化が必要とされる。 
  
TMR（Total Materials Requirement:関与物質総量）    
 採鉱時の土砂等の隠れたフローといわれる経済外のフローを含めた物質のフロー量をさ

す。直接物質投入量と間接物質投入量と隠れたフロー量（経済活動に付随して環境中から

取り出されるものの、一度も利用されることなく環境へ捨てられる物質量）の総量をさす。

経済活動に投入する資源を得るために、国内・国外の環境から取り出される物質量ないし

環境に加えられる改変の大きさを表す量である。 
類似概念に、エコロジカルリュックサックがある。エコロジカルリュックサックは、あ

る製品や素材に関して、その生産のために移動された物質量を重さで表した指標。最終的

な目標であるサービスに関連付けて、製品の全ライフサイクルにわたって集計される物質

量（MIPS: material input per service）を論じるために導入された概念で、1994年にヴ
ッパタール研究所（当時）のシュミット＝ブレークが提唱した。 
 
都内最終需要、最終需要    
様々な産業で生産された製品等（例、農産物）は、他の産業の原材料（例、加工食品の

原料）として使用される場合もあるし、最終製品等（例、家庭料理の食材）として消費さ

れる場合もある。原材料としての需要のことを中間需要、最終製品や建築物等の固定資本

としての需要のことを最終需要という。中間需要と最終需要の合計が総需要である。 
都内最終需要とは、都内における消費支出及び固定資本形成をいう。 
 

廃棄物等    
循環型社会形成推進基本法において「廃棄物等」とは、次に掲げる物をいう。  

一  廃棄物  
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二  一度使用され、若しくは使用されずに収集され、若しくは廃棄された物品（現に使

用されているものを除く。）又は製品の製造、加工、修理若しくは販売、エネルギー

の供給、土木建築に関する工事、農畜産物の生産その他の人の活動に伴い副次的に

得られた物品（前号に掲げる物並びに放射性物質及びこれによって汚染された物を

除く。） 

 

ファクターＸ(Factor X)     
 持続可能な社会を実現するため、資源生産性を X倍に高めようとする提案。Xには、目
標とする環境効率の倍数が入る。 

1993年にドイツのヴッパタール研究所（当時）のシュミット＝ブレークがその著書の中
で提唱したファクター10は、世界の人々が資源利用の面で同等の権利をもちながら、地球
上の資源の流れを半分にするためには、今後約 50年の間に、豊かな国の経済は資源生産性
を 10倍に高めなければならないとするもの。そのほか、1992年にローマクラブが提唱し
たファクター4が有名。それぞれ、環境効率を 4倍・10倍に高めることで、資源生産性の
向上と環境負荷軽減を図り、持続可能な社会を実現することを目標としている。 
 

マテリアルリース     
効率的なリサイクルや適正な処分のために、材料資源を消費者にリース的関係で素材製

造者の元に戻すシステムのことをいう。 

 

レアメタル       
ベースメタル（major metals）と対比され、地球上の存在量が稀であるか、技術的・経
済的な理由で抽出困難な金属のうち、現在工業用需要があり、今後も需要があるものと、

今後の技術革新に伴い新たな工業用需要が予測されるもの。 
 温室効果ガス削減には、高度な技術革新が必要であるといわれるが、その技術の多くは、

レアメタルなどの貴重な資源の利用を必要としていることに留意する必要がある。 
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http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/ 



 V

4)   独立行政法人国立環境研究所 
  http://www-gio.nies.go.jp/index-j.html 

5)  経済産業省 カーボンフットプリント http://www.cfp-japan.jp/ 
6)   一般社団法人日本材料学会 http://www.jsms.jp/ 
7)  独立行政法人物質・材料研究機構 http://www.nims.go.jp/ 
8)  独立行政法人科学技術振興機構社会技術研究開発センター 

http://www.ristex.jp/index.html 
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新たな３Ｒ戦略のための専門家会議 委員名簿 
＜五十音順・敬称略＞ 

 
 氏 名 現     職 

 飯田 哲也 特定非営利活動法人 環境エネルギー政策研究所所長 

 杉山 涼子 富士常葉大学環境防災学部 准教授 

 橋本 征二 独立行政法人国立環境研究所 主任研究員 

◎ 細田 衛士 慶応義塾大学経済学部 教授 

 松野 泰也  東京大学工学系研究科 准教授 

 ※◎は座長 



 

新たな３Ｒ戦略のための専門家会議設置要綱 
 

（設置） 

第１条 地球温暖化施策等と融合させた新たな循環型社会のあり方を検討するにあたり、専門的立

場からの意見を求めるため「新たな３Ｒ戦略のための専門家会議」（以下「専門家会議」という。）

を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 専門家会議は、地球温暖化施策等と融合させた新たな循環型社会のあり方及び推進策等に

ついて総合的に検討し、環境局廃棄物対策部長（以下「部長」という。）に報告する。 

 

（構成） 

第３条 専門家会議は学識経験者等専門的知識を有する者５名以内の委員をもって組織する。 

２ 前項の委員のほか、特に必要があるときは、専門家会議に臨時委員を置くことができる。 

３ 委員及び臨時委員は、部長が委嘱する。 

  

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は平成２２年３月３１日までとし、再任されることを妨げない。ただし、補欠

の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 臨時委員は、必要な期間を任期として定め選任する。 

 

（座長） 

第５条 専門家会議に座長を置く。 

２ 座長は、部長が依頼する学識経験者とする。 

３ 座長は、専門家会議を代表し、会務を総理する。 

 

（副座長） 

第６条 専門家会議に副座長を置く。 

２ 副座長は、座長が委員の中から指名する。 

３ 副座長は、座長に事故があるとき、その職務を代理する。 

 

（招集等） 

第７条 専門家会議は部長の招集により開催する。 

２ 座長は、必要があると認めるときは、関係機関等の出席を求め、意見又は説明を聞くことがで

きる。 

 

（庶務） 

第８条 専門家会議の庶務は、環境局廃棄物対策部計画課において処理する。 

 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、専門家会議の運営に関し必要な事項は座長が定める。 

 

  附 則 

この要綱は、平成２１年３月１６日から施行する。 



新たな３Ｒ戦略のための専門家会議 開催状況 

 

回 開催日 検討内容 

１ 平成２１年３月２７日 

（１）今後の資源循環戦略の基本的考え方 
（２）３ＲによるＣＯ２削減効果の「見える化」の推進策 

＜参考意見を聴取＞ 
株式会社 リサイクルワン 東誠吾事業化支援事業部事業部長 

２ 平成２１年６月４日 
（１）今後の資源循環戦略の基本的考え方について 
（２）３ＲによるＣＯ２削減効果の「見える化」について 

３ 平成２１年７月２日 

（１）金属系資源の３Ｒと資源節約 
（２）窯業・土石系資源の３Ｒ戦略 
（３）今後の３Ｒ戦略に係る基本的考え方 

＜参考意見を聴取＞ 
独立行政法人 物質・材料研究機構 材料ラボ 原田幸明ラボ長 

４ 平成２１年７月２８日 

（１）窯業・土石系資源の３Ｒ戦略 
（２）３Ｒ戦略と天然資源採取の抑制・温室効果ガス削減 

＜参考意見を聴取＞ 
太平洋セメント株式会社  尾花博 中央研究所副所長  

５ 平成２１年８月３１日 まとめについて 

６ 平成２１年９月２９日 まとめについて 

 


