
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU の環境に対する市民意識と環境関連政策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本貿易振興機構 

 

海外調査部 

 

 

 

  



 

Copyright (C) 2011 JETRO. All rights reserved. 

 

1 
 

 

 

 

地球温暖化問題への関心を受け、各国では環境関連政策の整備が進み、政府の啓発活動に伴い

市民の環境に対する意識が高まりつつある。 

環境意識の高まりは地球温暖化問題だけに向けられているものではなく、健康、安心・安全、

居心地の快適さ、バリアフリーなどへの関心と相まっており、意識の高まりに伴い、市場が大き

く変化する兆しを見せている。こうした動きは先進国だけでなく新興国でも見られ、特に台湾や

ASEAN ではビジネス環境の急転が見込まれている。サッカー・ワールド・カップとオリンピッ

クを控えているブラジルでも、政府や自治体は市民に対する環境教育にいっそう力を入れるよう

になった。 

こうした世界的なトレンドを受け、ジェトロでは、主要 30 カ国・地域を選び、市民の環境へ

の意識および環境関連政策について、概要を取りまとめることとした。 

環境関連政策としては、(1)電力・エネルギー、(2)廃棄物処理、(3)交通、(4)住宅・建築をとり

あげた。また、ビジネスの参考として、環境関連の経済指標および当該国・地域の気候関連情報

についても盛り込むこととした。 

本レポートはこの一連の調査の EU(欧州連合)版であり、廃棄物、水、CO2 排出量、および気

候関連情報は省略している。英国、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、スウェーデン、ハ

ンガリー、ポーランド、デンマーク、チェコについては、各国編も参照願う。 

 なお本レポートは、 環境政策関連のデータベースを運用する民間のシンクタンク、Enhesa, 

Inc.1に委託した調査の報告書「Environmental Policy Research 2010 」を基に、ジェトロが編

集・改訂を行ったものである。 
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1. 位置・気候 

 

EU は、27 の加盟国から成る経済および政治連合である。その礎は、初期の 6 つの加盟国（フ

ランス、ドイツ、オランダ、ベルギー、ルクセンブルク、およびイタリア）が、欧州経済共同体

（EEC）と欧州原子力共同体（EURATOM）を形成した 1957 年に築かれた。 

1973 年にデンマーク、アイルランド、英国が加盟し、1981 年にギリシャ、1986 年にポルト

ガルおよびスペインが、1995 年に、オーストリア、スウェーデン、フィンランドが加盟した。 

1999 年には仮想通貨としてのユーロが導入され、02 年に法定通貨としてのユーロも導入され

た。ただし法定通貨としての導入は加盟国の決定に委ねられており、強制ではない。 

04 年には新たに 10 カ国（マルタ、キプロス、スロベニア、エストニア、ラトビア、リトアニ

ア、ポーランド、チェコ共和国、スロバキア、およびハンガリー）が加盟国に加わった。07 年

にはブルガリアとルーマニアが加盟し、計 27 カ国となった。 

10 年 11 月時点では、さらに 4 カ国（クロアチア、アイスランド、マケドニア、トルコ）が加

盟に向けた公認候補国となっている。これ以外にもセルビアなど EU 加盟に向けて交渉を進めて

いる国がある。 

EU の主領域は西欧、北欧、南欧、中東欧に及び、東西は東経 30 度から西経 10 度、南北は北

緯 35 度から 70 度に至る。加盟国の領土は、総面積が 400 万平方キロメートルを超える。 

 

EU は、ローマ条約により、加盟国のいくつかの海外領について、EU 加盟国の特別領域とし

て EU 市民権を適用するとともに、関連法規を適用している。ただし、文化・歴史的背景の相違

や経済規模、政治事情などにより、多くの海外領が関連法規の一部を免除されている。特別領域

の対象は以下のとおり。 

(1)EU 加盟国の外部地域 

  1)ポルトガル領アゾレス諸島およびマディラ諸島 

  EU 法の免除規程の対象だが、実態としては EU 法が適用されている。 

  2)スペイン領カナリア諸島 

  付加価値税領域の適用を除外。他の EU 法は適用される。 

  3)フランス海外県(フランス領ギアナ、グアドループ、マルティニーク、レユニオン) 

  付加価値税領域およびシェンゲン協定2を除外。他の EU 法は適用される。 

(2)EU 加盟国と特別な関係にある海外領域 

・イギリス、フランス、オランダ、デンマークの計 20 の海外領域 

     付加価値税領域、シェンゲン協定、共通関税、労働者の移動の自由、開業の自由などの

対象外。 

(3)その他の地域 

  ・スイス領に囲まれるドイツ領の飛び地ビューシンゲンは付加価値税領域や共通関税の対象

外、北アフリカ海岸にあるスペインの飛び地セウタとメリリャは共通農業政策、共通漁業

政策、共通関税、付加価値税領域の対象外、デンマークの自治領フェロー諸島の島民は

EU 市民権の対象外、ギリシャ内のアトス自治修道士共和国は付加価値税領域と男女平等

権の対象外など、個別の取り決めがある。 

 

                                                
2 http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/eu/keyword.html#s 
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 また、個別に関連法規の施行が留保される例があることには留意を要する。 

加盟国の海外領まで含めると、EU の気候は北極性から熱帯性に至るまでさまざまだが、EU

加盟国の住民の大半は、温帯から寒帯に居住している。 

なお、法定通貨としてのユーロは EU 加盟国中 17 カ国で流通しているが、フランスの海外県

やキプロスの英国統治下にあるアクロティリとデケリアでも流通している他、EU 加盟国以外で

も、アンドラ、モナコ、サンマリノ、バチカン、モンテネグロ、コソボが加盟国との通貨同盟な

どを通じてユーロを法定通貨、あるいは事実上の法定通貨としている 。 

 

2. 環境に対する市民意識 

 

EU 加盟国の国民の環境に対する意識はおおむね中～高水準にあるが、そのレベルや向いてい

る関心は、国によって異なりをみせる3。そうした違いは、公害体験や地域の地理的・歴史的背

景、各国の経済情勢によってある程度説明がつく。 

環境に対する意識は、相対的に中欧および北欧がやや高く、西欧、南欧、および東欧がやや低

い4。また緑の党を尺度として、同党が強大な影響力を持っている国、国政に対してほとんど影

響力を持っていない国という違いも見られる。 

環境意識の高まりのきっかけは様々で、中欧、北欧では酸性雨被害が、中欧、東欧ではチェル

ノブイリ事故の影響が大きい。また大西洋岸や北海沿岸では海上リグでの事故や石油タンカーの

座礁による海洋生物や海鳥の被害も大きく影響している。 

地球温暖化との関連では、冬にグレートブリテン島北部から北海にかけて発達する低気圧が北

海の中・南部沿岸(ドイツ、オランダ、英国など)にもたらす高潮被害に強い関心が寄せられてい

る。英国のテムズ・バリア5はこの高潮からロンドンを守る策として建設された。 

 

3. 環境関連政策 

 

EU は、地球温暖化対策に最も熱心に取り組んでいる地域連合であり、京都議定書の遵守に向

けて温室効果ガスの排出削減に邁進している6。留意すべきは、EU の各機関は、保有している環

境情報について、関心のある人々がアクセスできるようにしなければならず、さらに立法プロセ

スへの市民の参加も保証しなければならないという点にある。 

EU の政策は、「規則」(regulation)と「指令」(directives)のいずれかを通じて加盟国での政

策に反映される。いずれも加盟国の法規定に優先するコミュニティー法であるが、規則は拘束力

を持ち、各国レベルでの実施措置の採決を必要することなく直接的に適用されるのに対して、指

令は加盟国の立法機関に、指令で定めている結果の達成の仕方に関する立法を委ねる。さらに加

盟国は、施行された指令による規程に比べて、より厳しい措置を制定することもできる7。 

                                                
3 European’s attitudes towards the issued of sustainable consumption and production – Summary;  

    http://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/FL256_summary.pdf 
4 Special EUROBAROMETER 217 “Attitudes of European citizens towards the environment”;  

  http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_217_en.pdf#search='Special EUROBAROMETER 217 

“Attitudes of European citizens towards the environment”' 
5 http://www.environment-agency.gov.uk/homeandleisure/floods/38353.aspx 
6 http://ec.europa.eu/climateaction/index_en.htm 
7 http://www.neca.or.jp/control/green/PDF/kank0610.pdf 

http://en.wikipedia.org/wiki/Directive_(European_Union)
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加盟国は、指令の中で定めている期限までに、当該指令を自国の法規制に反映することが義務

付けられており、これを怠ると、欧州委員会により警告ないし罰則手続きが取られることになる。 

 なお、個々の政策については脚注に紹介している指令も参照されたい。 

 

(1)電力・エネルギー政策 

 

EU では、太陽光、太陽熱、風力、バイオマス、水力、地熱は再生可能エネルギーのカテゴリ

ーに含まれる。EU は、原子力を再生可能エネルギーのカテゴリーに含めていないが、稼動にお

いて CO2 排出が尐ないエネルギーとして捉えている。原子力発電所は、EU で消費するエネル

ギーの 15%、電力ベースでは 3 分の 1 を占める。再生可能エネルギー源から生みだされた電力

消費は、EU 域内で消費した総電力量の 2 割強である8。 

EU のエネルギー政策は、「Energy 2020 - A strategy for competitive, sustainable and 

secure energy」9で概要が明らかにされている。そこには、10～20 年期における EU のエネル

ギー関連の優先事項、エネルギーの消費量の削減目標とともに、安定供給を確保するために採る

べき措置が明記されている。 

09 年の指令「Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 

April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and 

subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC10」は、再生可能資源によるエ

ネルギーの利用促進に向けた枠組みを示している。 

この指令は、20 年までに、EU 域内で消費する総エネルギーの 20%、輸送部門で消費するエ

ネルギーの 10%を、確実に再生可能資源から得ることを目的として導入された。再生可能エネ

ルギーの全エネルギー消費量に占める割合と、輸送部門における同エネルギーの使用量の割合に

対する義務的な国家目標の設定を義務付けている。 

各加盟国はまた、再生可能エネルギーに関する国家活動計画（NREAP）を策定し、この中で、

20 年までの輸送、電気、および冷暖房における再生可能エネルギーの割合に関する目標を設定

するよう義務付けられている。 

NREAP では、バイオマス資源によるエネルギー開発を発展させるとともに、別の用途向けに

新たにバイオマス資源を活用するための国家政策など、再生可能エネルギー利用の目標を達成す

るために講じるべき適切な対策も盛り込まなければならないとされている。 

 

主として家庭で使われる製品のエネルギー効率の向上については、特定の製品を対象に、05

年に「Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 2005 

establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-using products 

and amending Council Directive 92/42/EEC and Directives 96/57/EC and 2000/55/EC of the 

European Parliament and of the Council11」が施行された。 

 

さらに EU はエネルギー効率向上の強化のため、09 年 11 月に Directive 2005/32/EC に代わ

る指令、「Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council of 21 

                                                
8European Commission, Eurostat;  

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nrg_ind_333a&lang=en.  
9 http://www.energy.eu/directives/com-2010-0639.pdf 
10 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:EN:PDF. 
11 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:191:0029:0058:EN:PDF. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nrg_ind_333a&lang=en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:191:0029:0058:EN:PDF
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October 2009 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-

related products（EuP）12 」を施行した。EuP Directive は、欧州委員会の企業産業総局とエ

ネルギー総局が所管しており、製品に関する拘束力のある要件を設定するための枠組み（規則お

よび基準）を提供している。 

この新たな指令は、「エネルギーを使う製品」に、窓や建築用断熱材、シャワーヘッドや蛇口

のような水を使う製品を加えた「エネルギーに関係する製品」という、従来の指令よりも幅広い

製品をカバーしていることに特徴がある。ただし一部の国については、施行が留保されている13。 

先の Directive 2005/32/EC に基づいて採択された措置は、この先も引き続き効力を保ち、当

該指令への言及は、すべて Directive 2009/125/EC への言及と解釈されることになっている。 

また欧州委員会は、EU 域内において販売数や取引量の多い製品（年間 20 万ユニット超）、

および市場への影響や改善の可能性の大きい商品に対する実施措置を策定している。10 年 11 月

までに、以下の製品に対する実施措置が採択されている。 

1) 家庭用照明 

2) オフ・モードおよび待機モード 

3) 単純なセット・トップ・ボックス 

4) 第三次部門の照明 

5) 外部電源 

6) 家庭用冷蔵器具 

7) テレビ 

8) モーター 

 

さらに 11 年以降に、以下の製品に対する措置が採られる見込みである。 

9) サーキュレーター 

10)給湯器 

11)洗濯機 

12)食器洗い機 

13)ボイラー 

14)ポンプ 

15)画像装置 

16)パーソナル・コンピューター 

17)ルーム・エアコン 

18)複雑なセット・トップ・ボックス 

19)固形燃料ボイラー 

20)商業用冷蔵庫 

21)非家庭用換気装置 

22)電気掃除機 

23)衣類乾燥機14 

                                                
  12 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0010:0035:en:PDF. 

13 Member States had to transpose Directive 2009/125/EC into their national laws and regulations by 20 

November 2010. By 31 October 2010, only Denmark and Malta had transposed the Directive into their 

national laws and regulations, and Malta and Portugal had passed draft Laws with that purpose. 
14 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/ecodesign/product-groups/index_en.htm 
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製品によっては、エネルギー効率の向上を消費者に周知させる手段においても規制が設けられ

ている。「Council Directive 92/75/EEC of 22 September 1992 on the indication by labelling 

and standard product information of the consumption of energy and other resources by 

household appliances 15」では、家庭用電子製品のエネルギー効率を、製品のパッケージに明記

することを義務付けた。この指令は、家庭用以外の用途で販売される場合も含め、以下のタイプ

の家庭用電化製品に適用される。 

1) 冷蔵庫、冷凍庫、および冷凍冷蔵庫 

2) 洗濯機、乾燥機、および洗濯乾燥機 

3) 食器洗い機 

4) オーブン 

5) 給湯器および温水ポット 

6) 照明器具 

7) 空調設備 

 

市場で販売される家庭用電化製品には、必ず消費電力に関する情報が掲載された説明書とラベ

ルが添付されなければならない。さらに、製品の供給業者は納入する製品に、説明書とラベルに

記載されている情報の正確さを実証するのに十分な技術資料を添付しなければならない。そこに

は以下の情報が含まれるようにすることが求められている。 

a)製品の概要。 

b)必要な場合には設計計算の結果。 

c) 製品テスト報告書。 

d)類似モデルに対して得られた数値が引用されている場合には、それらのモデルに関する情報。 

 

実施措置の対象とされている家庭用電化製品について、当該製品の供給者は、必ずそれぞれの

製品に、当該実施措置の中で規定されるエネルギー効率に関する情報が記載されたラベルを添付

しなければならない。11 年 11 月までに、次の家庭用電化製品に対して実施されることになる16。 

1)家庭用電気冷蔵庫、冷凍庫、および冷凍冷蔵庫17 

2)家庭用洗濯機18 

3)家庭用電気回転乾燥機19 

4)家庭用洗濯乾燥機20 

                                                
15 http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/l32004_en.htm  
16 http://ec.europa.eu/energy/efficiency/labelling/energy_labelling_en.htm 
17 Commission Directive 94/2/EC of 21 January 1994 implementing Council Directive 92/75/EEC with regard 

to energy labelling of household electric refrigerators, freezers and their combinations; 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:314:0017:0046:EN:PDF  
18 Commission Directive 95/12/EC of 23 May 1995 implementing Council Directive 92/75/EEC with regard to 

energy labelling of household washing machines;  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1995L0012:20070101:EN:PDF.  
19 Commission Directive 95/13/EC of 23 May 1995 implementing Council Directive 92/75/EEC with regard to 

energy labelling of household electric tumble driers;  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0013:EN:HTML.  
20 Commission Directive 96/60/EC of 19 September 1996 implementing Council Directive 92/75/EEC with 

regard to energy labelling of household combined washer-driers;  

(footnote continued) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1995L0012:20070101:EN:PDF
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5)家庭用食器洗い機21 

6)家庭用照明器具22 

7)家庭用エアコン23 

8)家庭用電気オーブン24 

 

11年7月21日にDirective 92/75/EECは失効し、新たに制定された指令「Directive 

2010/30/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the indication 

by labelling and standard product information of the consumption of energy and other 

resources by energy-related products  25」に置き換えられる26。 

Directive 2010/30/EUは、EUのエネルギー効率に関する政策の中で「 Directive 

2009/125/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing 

a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products27」の補完

的役割を果たすもので、すべてのエネルギー関連製品に適用される。 
 

エネルギー・ラベルは A～G の 7 段階評価に基づいて表示されなければならない。さらに、製

品によっては 3 つのクラス（A+、A++、および A+++）が設けられる場合もあり得る。 

この 3 つのクラスは、製造業者がよりいっそう効率性の高い製品を開発することで、さらにハ

イレベルな競争を展開できるようにするために追加された。ただし、それらを追加することで全

体的なクラスの数が増えてはならない。例えば、既存製品よりもエネルギー消費量の尐ない新製

品が A+++に分類される場合には、最も下位のクラスは D になる。 

評価は、赤色（低効率）から深緑色（最も高効率）までのカラーで示される。ラベル貼付の正

確な詳細については、当該指令の実施措置の中で定められる。またエネルギー・ラベルの貼付対

象とされる製品には、製品のマイクロフィッシュと技術資料を添付することも義務付けられる。

ラベルの貼付は、実施措置の発効から 1 年後に義務化される。 

これまでの Directive 92/75/EEC に基づいて採択された実施措置は、Directive 2010/30/EU

の発効に伴い新たな実施措置が承認されるまで効力を有する。 

 

                                                
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996L0060:EN:HTML  

21 Commission Directive 97/17/EC of 16 April 1997 implementing Council Directive 92/75/EEC with regard to 

energy labelling of household dishwashers;  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:314:0001:0016:EN:PDF  
22 Commission Directive 98/11/EC of 27 January 1998 implementing Council Directive 92/75/EEC with 

regard to energy labelling of household lamps;  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:071:0001:0008:EN:PDF  
23 Commission Directive 2002/31/EC of 22 March 2002 implementing Council Directive 92/75/EEC with 

regard to energy labelling of household air-conditioners;  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:086:0026:0041:EN:PDF.  
24 Commission Directive 2002/40/EC of 8 May 2002 implementing Council Directive 92/75/EEC with regard to 

energy labelling of household electric ovens;  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:128:0045:0056:EN:PDF.  
25 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0001:0012:EN:PDF.  
26 Member States had to implement Directive 2010/30/EU into their national laws and regulations by 20 June 

2011. 
27 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0010:0035:EN:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:086:0026:0041:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:128:0045:0056:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0001:0012:EN:PDF
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輸送機関へのバイオ燃料またはその他の再生可能燃料の利用促進に関する指令「Directive 

2003/30/EC of the European Parliament and of the Council of 8 May 2003 on the promotion 

of the use of biofuels or other renewable fuels for transport 28」は、加盟国にバイオ燃料（バイ

オエタノール、バイオディーゼル、ETBE29、バイオガスなど）の市場での流通を義務付けた。 

この指令に基づき、各加盟国は 05 年 12 月 31 日までに、国内市場に出される全燃料の尐なく

とも 2%を、バイオ燃料またはその他の再生可能燃料となるように義務付けられた。10 年 12 月

31 日までの目標では、5.75%に引き上げられた。 

 

なお、バイオ燃料は、以下の形態で市場に供給されている。 

・輸送機関への利用に対する特定の品質基準に従った純粋なバイオ燃料または高濃度の鉱油派

生品 

・輸送機関用燃料に関する技術仕様について示した適切な欧州基準［EN 228 および EN 590］

に従った鉱油派生品混合バイオ燃料 

・バイオ燃料から抽出された液体（ETBE など） 

 

Directive 2003/30/ECは12年1月1日に「Directive 2009/28/EC of the European Parliament 

and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable 

sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC 30」

に置き換えられる31。 

この指令は、再生可能資源によるエネルギーの利用促進に向けた枠組みを制定し、輸送部門に

おける再生可能資源（バイオエタノール、バイオディーゼルなど）によるエネルギーの利用割合

を最低10%という義務的な国家目標を定めている。この目標は、各加盟国の再生可能エネルギー

に関する国家活動計画の中で規定されることになっている。また、持続的に利用できるバイオ燃

料（温室効果ガス排出量の明確かつ正味の削減をもたらし、なおかつ生物多様性および土地利用

に悪影響を及ぼさない燃料）の利用のみを促進するための対策も規定している。 

さらに、市場に出回っている鉱油派生品に混合されたバイオ燃料の割合が重量ベースで 10%

を超える場合は、加盟国の当局は、その情報が店頭において明確に提示されるよう講じなければ

ならないとされている。 

 

(2)廃棄物処理政策 

 

 EU の廃棄物処理に関する指令「Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of 

the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives32」は、廃棄物は

優先順に以下の原則に従って管理しなければならないと定めている。 

1) 抑制 

2) 再利用に向けた下処理 

                                                
28 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:123:0042:0042:EN:PDF.  
29 Ethyl tertiary butyl ether 
30 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:en:PDF.  
31 Directive 2009/28/EC entered into force on 25 June 2009 and Member States have to implement directive 

2009/28/EC into their national laws and regulations by 5 December 2010. 
32 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:en:PDF 
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3) 新たな製品／原料の製造に向けた廃棄物のリサイクル 

4) 廃棄物の再生（エネルギー再生など） 

5) 廃棄 

廃棄物管理は、廃棄物の回収およびリサイクルの資金調達に対する責任に関して、汚染者負担

の原則にも従う。 

EU 加盟国は、廃棄物管理計画および廃棄物抑制プログラムを整備するとともに、15 年 1 月 1

日までに、紙、金属、プラスチック、およびガラスの分別収集体制を確立しなければならない。

また、各加盟国は、20 年 1 月 1 日までに、家庭ごみおよびそれに類する廃棄物の 50%、および

建設廃棄物の 70%をリサイクルしなければならない。 

廃棄物の遺棄を防ぐために、廃棄物処理チェーンに関与するすべての者に対して、一般的注意

義務が課せられている。ただし加盟国は、自国の国内法で定められた特定の規定を遵守している

廃棄物取り扱い者については、この義務の適用対象から除外することができる。 

加盟国は、廃棄物の抑制および再利用を促進するために、ビジネスとして製品の開発、製造、

加工、処理、販売、または輸入を行っている者に対して、拡大生産者責任を課すことができる33。

拡大生産者責任には、返品された製品、製品利用後の残留廃棄物の受け取り、およびその後の廃

棄物管理などが含まれる場合がある。 

 

「Directive 94/62/EC European Parliament and Council of 20 December 1994 on packaging 

and packaging waste 34」は、製品の包装について規定している。包装の生産または輸入を行っ

ている者は、この指令に基づく義務を負う。包装は、必要最小限にとどめ、尐なくとも一部は廃

棄せずに再生することができ、可能な場合には再利用することができ、廃棄された場合には環境

にできるだけ影響を及ぼさず、有害物質の含有量は最小限にとどめ、水銀や鉛といった規制対象

金属に関しては重量が基準レベルを超えないようにしなければならない。さらに、包装の生産業

者および輸入業者は、個別的取り組み、ないし法令遵守スキームのいずれかを通じて、包装廃棄

物の再生やリサイクルを確実に行う義務も負う。 

 

「Directive 2006/66/EC of the European Parliament and the Council of 6 September 2006 

on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators and repealing Directive 

91/157/EEC35」は、電池・蓄電池および使用済み電池・蓄電池について規定している。電池の

生産または輸入を行っている者は、この指令に基づく義務を負う。 

電池や蓄電池、あるいはそれらが組み込まれた電化製品には、分別収集およびリサイクル要件

を満たさないことを示す印（ゴミ箱に×印のついたマーク）と、重金属が含有されていることを

示す印（Hg［水銀］、Cd［カドミウム］、または Pb［鉛］）を付けなければならない。さらに、

加盟国は、収集スキームを確立するなど、使用済み電池・蓄電池の分別収集を拡大してそれらの

廃棄量を最小限に抑えるための対策も講じなければならない。 

                                                
33 Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and 

repealing certain Directives;  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0003:EN:PDF.  
34; http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994L0062:EL:HTML  
35 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_266/l_26620060926en00010014.pdf.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_266/l_26620060926en00010014.pdf
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また、欧州には「廃棄物リスト」36と呼ばれる、欧州全域で用いられている廃棄物分類リスト

がある。このリストでは、廃棄物がタイプ別に分類されているとともに、有害廃棄物も特定され

ている。 

 

 (3)交通政策 

 

 EUは98年に策定した行動計画「Sustainable. Mobility ; Perspective for Future」で、交通部

門の持続可能性を最優先課題と位置づけ、99年に運輸・環境合同委員会37を設置した。 

01年には「WHITE PAPER European transport policy for 2010: time to decide38」に、10年

までの交通政策アジェンダをとりまとめた。この白書では、道路改修、鉄道施設改善、アルプ

ス・ルートなどのプロジェクトを通じた換気用不可の改善やコスト競争力強化といった課題に加

えて、利用客に優しいというコンセプトも取り上げられている。道路輸送からの汚染物質の大幅

な削減のため、他の交通手段による輸送比率の向上を目指すモーダルシフト戦略の必要性も認識

されている。06年にはアップデートされている。 

09年には過去10年の政策を振り返り今後の10年を展望したレポート「Communication "A 

sustainable future for transport: Towards an integrated, technology-led and user friendly 

system" has been adopted by the Commission on 17 June 2009 39」が発表された。 

このレポートは、10～20年期におけるEUの輸送部門に対する戦略について規定している。ま

た、技術発展を背景としたITS(intelligent transport systems for road)、ERTMS(European 

Rail traffic management systems for rail)、SESAR(Single European Sky ATM Research)な

どのソフト・インテリジェンスによる安全や正確性の確保が、環境対策につながっている点にも

触れている。 

政策として、持続可能でエネルギー効率が高く環境に優しい形での交通利便性への移行に主要

な重点が置かれており、あらゆるタイプの交通手段（航空、鉄道、道路、および水上交通）がそ

の対象とされている。また高齢化などを踏まえた安全や利便性、複数の異なる交通機関のリンケ

ージの効率化も重要テーマとして扱われている。このレポートの要約は、「A sustainable 

future for transport40」に記載されている。 

 

航空 

 

航空交通政策では、炭素の削減に大きな重点が置かれている。京都議定書では船舶・航空機の

二酸化炭素排出は対象とされていないが、EU では 12 年からの EU 排出権取引制度（EU 

Emissions Trading Scheme）の中に航空交通も盛り込んでおり、「Directive 2008/101/EC of 

the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 amending Directive 

                                                
36 Commission Decision of 3 May 2000 replacing Decision 94/3/EC establishing a list of wastes pursuant to 

Article 1(a) of Council Directive 75/442/EEC on waste and Council Decision 94/904/EC establishing a list of 

hazardous waste pursuant to Article 1(4) of Council Directive 91/689/EEC on hazardous waste; 

http://www.furs.si/law/EU/zvr/zakonodaja_CIRCA/EU_circa/uvoz_inspekcija/31994L0003.pdf 
37 Commission Expert Group on Transport and Environment 
38http://ec.europa.eu/transport/strategies/doc/2001_white_paper/lb_com_2001_0370_en.pdf 
39 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0279:FIN:EN:PDF 
40 http://ec.europa.eu/transport/publications/doc/2009_future_of_transport_en.pdf 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0279:EN:HTML:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0279:EN:HTML:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0279:EN:HTML:NOT
http://ec.europa.eu/transport/publications/doc/2009_future_of_transport_en.pdf
http://ec.europa.eu/transport/publications/doc/2009_future_of_transport_en.pdf
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2003/87/EC so as to include aviation activities in the scheme for greenhouse gas emission 

allowance trading within the Community41」で航空会社に対して 10 年から排出量をモニター

するよう義務付けている。 

 世界初の純度 100%のバイオ燃料による飛行実験は、07 年 10 月に米国で実施されたが、機体

はチェコ製のジェット練習機、L-29 が使われた。使用された燃料は菜種油由来である。08 年 2

月にはヴァージン・アトランティック航空がボーイングと GE の協力を得て、ジャンボジェット

でバイオ燃料混合率 20%の燃料でのモスクワ～ロンド間の飛行実験を、09 年 11 月にはエールフ

ランス・KLM が、ジャンボジェットでバイオ燃料 50%混合燃料による飛行時差権を行った(両社

ともバイオ混合燃料は 4 基のエンジンのうち 1 基に使用)。他の航空会社でもバイオ由来の混合

燃料による商業飛行に向けた検討を重ねている。 

 

道路・自動車 

 

 自動車については、自動車工業会による自主規制と、EU による炭化水素（ＨＣ）、一酸化炭

素（CO）、窒素酸化物（NOX）、粒子状物質（ＰＭ）の排出規制の 2 通りがある。 

 自主規制は、1998 年に欧州委員会と欧州自動車工業会が合意したもので、二酸化炭素の段階

的な排出削減を目標としている。 

 EU による自動車規制は、EU 創設前、EEC の時代の 1970 年の「Council Directive 

70/156/EEC of 6 February 1970 on the approximation of the laws of the Member States 

relating to the type-approval of motor vehicles and their trailers」が基本となっている。1992

年にユーロ 1 と呼ばれる排出規制が導入され、1996 年にユーロ 2 が、00 年にユーロ 3 が、05

年(小型商用車の一部は 06 年)にユーロ 4 が、08 年にユーロ 5 が施行された。12 年にはユーロ 6

に移行する。 

 この自動車規制の特徴は、EU にとどまらず新興国などでも国内基準のモデルとして採用して

いることにある。例えばインドは、新車販売で、全土でユーロ 2 に、11 都市でユーロ 3 に準拠

するバーラト・ステージと呼ぶ規制を導入した。この規制は 10 年 4 月から、全土でユーロ 3、

11 都市でユーロ 4 の規制に切り替えられた。12 年ないし 13 年にはユーロ 5 を導入する計画が

ある。韓国は自動車購入に伴う環境改善負担金の免除規定について、ユーロ基準を採用している。

中国は 12 年にユーロ 5 に相当する規制を導入する。 

 EU はまた、1999 年に「Directive 1999/94/EC of the European Parliament and of the 

Council of 13 December 1999 relating to the availability of consumer information on fuel 

economy and CO2 emissions in respect of the marketing of new passenger cars 42」により新

車の乗用車について CO2 排出規制を導入した 

09 年には、環境への配慮のため「Directive 2009/33/EC of the European Parliament and of 

the Council of 23 April 2009 on the Promotion of Clean and Energy Efficient Road Transport 

Vehicles43」が施行された。 

 

同指令は、公的調達手順に従う義務を負う事業体44による環境に優しい車両の購入促進を目指

している。それらの事業体が車両を購入する際には、当該車両の稼働期間全体にわたる、車両の

                                                
41 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:008:0003:0021:EN:PDF  
42 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0094:EN:HTML 
43 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:120:0005:0012:en:pdf  
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運用に関連するエネルギーおよび環境への影響を考慮しなければならない(EU は、全ての国、自

治体が、WTO の政府調達協定に参加している)。 

EU はさらに、道路設備のコストの低減、特に信号・標識の運用コストについて留意を払って

いる。 

 

鉄道 

  

EU は、交通分野の持続的な発展を追求する上で、輸送の道路偏重を問題視している。道路偏

重は特に、鉄道部門の比較優位の喪失に起因しているとされた。シェンゲン協定により域内の人

の移動が自由化され国境での検問が廃され道路交通は円滑化した一方で、鉄道は軌間やシステム

の相違、異なる事業者間での車両編成の一体運用などの課題を残した。道路に比べて鉄道の社会

資本整備への投資が尐ないことも輸送の道路偏重を招き、環境負荷が深刻化したと認識されてい

る。 

1991年、EUは鉄道部門の競争力強化のため「Corrigendum to Council Directive 91/440/EEC 

of 29 July 1991 on the development of the Community's railways45」により、上下分離方式に

よる経営環境を整備することを加盟国に義務付けた。この措置は道路整備同様、鉄路や信号系統

などのインフラに対する公的投資の環境を整えるという性格も持つ。 

貨物輸送分野はさらに、「Council Directive 95/18/EC of 19 June 1995 on the licensing of 

railway undertakings46」、「Directive 2001/13/EC of the European Parliament and of the Council of 

26 February 2001
47」でtrans-European Rail Freight Network (TERFN)に向けた合理化が図られ

た。 

また高速鉄道は「Council Directive 96/48/EC of 23 July 1996 on the interoperability of the 

trans-European high-speed rail system48」で、規格の整合性を要求している。 

こうしたコストの削減と利便性の向上を通じて、道路輸送に比べて環境負荷が尐ない鉄道利用

の促進を図っている。 

 

都市部の交通利便性 

 

                                                
44 i.e. entities falling with the scope of public procurement Directives (Directive 2004/17/EC of the European 

Parliament and of the Council of 31 March 2004 coordinating the procurement procedures of entities 

operating in the water, energy, transport and postal services sectors,  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:134:0001:0113:EN:PDF;  

Directive 2004/18/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on the coordination 

of procedures for the award of public works contracts, public supply contracts and public service contracts, 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0018:EN:HTML  

and/or of the public service Regulation (Regulation EC/ 1370/2007 of the European Parliament and of the 

Council of 23 October 2007 on public passenger transport services by rail and by road and repealing 

Council Regulations EEC/ 1191/69 and 1107/70,  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:315:0001:0013:EN:PDF. 
45 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1991L0440:20071204:EN:PDF 
46 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0018:EN:HTML 
47 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:075:0026:0028:EN:PDF 
48 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996L0048:en:HTML 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:134:0001:0113:EN:PDF
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EU は、都市部の交通利便性に関する活動計画49で、地方、地域、および国家当局による持続可

能な都市部の交通利便性の実現を促しサポートするために、具体的に以下の手段を提案している。 

1)統合型の交通利便性政策の促進 

2)手ごろな料金でなおかつ効率的な公共交通機関の確保 

3)より環境に優しい都市交通の利用の促進 

4)都市部の貨物輸送の改善 

 

(4) 住宅・建築政策 

 

住宅・建築政策は、主に各加盟国の権限に委ねられているが、建物におけるエネルギー効率に

関する要件は、建物のエネルギー性能に関する「Directive 2002/91/EC of the European 

Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the energy performance of buildings 50」

の中で規定されている51。 

この指令は、20 年に向けた「EU 気候変動・エネルギー政策パッケージ」の目標達成への寄与

を目指すもので、EU 域内の建物に対する建築条例およびエネルギー性能要件に関する規制を強

化している。この改善の総合的な目標は、建物の現状のエネルギー消費量を削減するために、建

物の潜在的なエネルギー節減能力を高めることである。 

EU はこの指令において、20 年までに新築の建物はすべて「ほぼゼロ」エネルギーの建物にす

る必要があり、18 年 12 月 31 日以降は、公的機関が入居および保有する新築の建物はほぼゼ

ロ・エネルギーの建物にすることを明言している。 

 

さらに、EU 加盟国は 06 年 1 月 4 日までに、建物のエネルギー性能の認証制度を確立するた

めに必要な対策を講じなければならないとされた52。 

建物または建物ユニットの所有者やテナントがそのエネルギー性能を比較評価できるようにす

るために、認証証書には建物のエネルギー性能と、最低限のエネルギー性能要件といった参照値

が盛り込まれていなければならない。また認証証書には、非居住用建物の実際の年間エネルギー

消費量と、総エネルギー消費量に占める再生可能資源によるエネルギーの割合も盛り込まれる。 

建物が実際に建設される前に販売または賃貸される場合には、売り手は将来的なエネルギー消

費量の正確な見積書を提出する必要がある。認証証書は、最長で 10 年間有効とされる。 

公共の建物に限ると、500 平方メートルを超える実質的総床面積が公的機関によって使用され

て、そこを一般の人々が頻繁に訪れるようなケース（例えば公的機関の事務所）では、エネルギ

ー性能証書を一般の人々からよく見える目立つ場所に掲示する必要がある。この要件は、15 年 7

月 9 日に、基準面積は 500 平方メートルから 250 平方メートルに変更される。 

                                                
49 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic 

and Social Committee and the Committee of the Regions - Action Plan on Urban Mobility - COM(2009) 490 

final;  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0490:FIN:EN:PDF  
50 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:001:0065:0071:EN:PDF.  
51As of 1 February 2012, Directive 2002/91/EC is replaced by Directive 2010/31/EU of the European 

Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the energy performance of buildings (recast);  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:EN:PDF.  
52 4 January 2009 for Member States which had informed the European Commission that they had lack of 

qualified and/or accredited experts to comply with this requirement by 4 January 2006. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:EN:PDF
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またボイラーと集中空調システムは、Directive 2002/91/EC に従って定期検査を受けなければ

ならない。再生不能燃料または固形燃料を燃焼する有効出力が 20～100 キロワットのボイラー

が各加盟国によって定められた定期検査を受けなければならないとされていることに対し、有効

出力が 100 キロワットを超えるボイラーは、尐なくとも 2 年おきに検査を受けなければならな

いとされた（ガス・ボイラーの場合には、この期間が 4 年に延長される場合がある）。 

20 キロワットを超えるボイラーを装備した暖房設備で、使用年数が 15 年を超えるものは、暖

房設備全体の検査を受けなければならない。その検査の結果に基づいて、専門家は使用者に対し

て、ボイラーの取り替えや代替の解決策についてアドバイスしなければならないとされている。 

有効出力が 12 キロワットを超える集中空調システムは、実行可能な改良、取り替え、あるい

はそれに代わる解決策のいずれかのアドバイスが与えられるべきという指示に基づいて、定期検

査を受けなければならない。 

 

EU による環境関連のプロジェクト支援 

 

欧州委員会は、加盟国の政府や民間企業によって行われる特定のプロジェクトに対して、経済

的および技術的サポートを提供する（エネルギー供給網、再生可能資源による電力生成、廃棄物

処理インフラなど）。 

現在、資金提供を受けているプロジェクトには、例示として次の案件があげられる。 

 

1) 6 件の CO2回収・貯留プロジェクト（CCS）53 

2) 9 件の洋上エネルギー・プロジェクト（OWE）54 

3) エネルギー節減および再生可能エネルギー源の利用促進に関するプロジェクト55 

4) ガスおよび電力インフラ（相互連結）プロジェクト 

5) 車両用燃料としてのバイオエタノールの導入および市場投入を促進する持続可能なプロジェ

クト56。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
53http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/542&format=HTML&aged=0&languag

e=en&guiLanguage=en.  
54http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/542&format=HTML&aged=0&languag

e=en&guiLanguage=en.  
55 http://ieea.erba.hu/ieea/page/Page.jsp  
56 http://www.best-europe.org/default.aspx?id=3.  

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/542&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/542&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/542&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/542&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://www.best-europe.org/default.aspx?id=3
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4. 経済指標 

 

 
出所: ①～⑤Eurostat、⑥CIA、⑦Eurostat、⑩～⑬Eurostat 

 

 

                                       以上 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本レポート問い合わせ先:  海外調査部グローバルマーケティング課 

 

 

免責について 

当レポートは執筆に当たりその正確性、妥当性に努めておりますが、提供している情報は、利

用者の判断・責任においてご利用ください。またご利用において不利益等の問題が生じても、ジ

ェトロは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 

指標 数値 単位 年
①鉄道総延長 348,468 km (2008年)

②鉄道旅客輸送キロ 392,226 人・km (2007年)

③鉄道貨物輸送キロ 1,800,002 トン・km (2008年)

④高速道路・アウトバーン総延長 70,846 km (2008年)

⑤国道総延長 8,100,204 km (2008年)

⑥水路総延長 52,332 km (2006年)

⑦住宅戸数 187,913,246 戸 (2001年末)

⑧住宅建築着工許可件数 N/A

⑨非住宅建築着工許可件数 N/A

⑩乗用車登録台数 463,771,270 台 (2008年末。ドイツのみ2009年)

⑪商用車登録台数 83,703,750 台 (同上)

⑫乗用車普及率(1,000人あたり) 952 台 (同上)

⑬商用車普及率(1,000人あたり) 172 台 (同上)


