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このガイドはAccenture Strategyとの協力により制作されました。この
ガイドの情報の一部はAccenture Strategyが制作したもので、Accenture 
Strategyの許可を得て使用しています。‘Waste to Wealth’ (2015)からの参
照部分もこれに含まれます。情報はwww.accenture.com/strategy 
でご覧いただけます。
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序文 
循環経済には4兆5,000億ドルの機会があります。それはグローバ
ル経済の成長に膨大な潜在能力をもち、社会を持続可能な将来に向
けて加速させることにもなるでしょう。

循環経済の概念は、ビジネス界では
まだ広く理解されていません。多く
のビジネスリーダーが「循環型発
想」に転換するまでは、この機会の
推進は課題の段階に踏みとどまるこ
とでしょう。

循環経済とは、市場、顧客、天然資
源の間の関係を新しい視野から見た
ものです。循環経済は革新的な新し
いビジネスモデルと破壊的技術を活
用することで、線形の経済モデルを
変革していきます。

 

序文

これは250年前に起
きた第一次産業革命
以来の、生産と消費
を変革する最大の機
会です。循環型革新
を解き放つことで、
私たちはグローバル
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循環経済に移行することで、ビジネ
スは以下のような多大な利益を得る
ことができます。 

•  成長増大

•  革新と競争上の優位性

•  コスト削減

•  エネルギー消費とCO2 排出量 
 の削減

•  サプライチェーンと資源セキュ     
 リティの増大 
 

循環経済を実践し、持続可能な経済
成長を新たなレベルで展開するに
は、強力でビジョンをもったCEOの
リーダーシップが不可欠です。  

経済の抵抗力を強化
し、世界中の人 と々
地域社会を支援し、
パリ合意および国際
連合の持続可能な開
発目標を実現するこ
とができます。

序文



循環経済へのCEOガイド      6   #CIRCULARECONOMY

循環経済とは
企業は行動を起こすのに前向きですが、どこから、どのように始め
たらよいのか分かりません。このガイドは、循環型発想への転換を
助ける行動を呼びかけるものです。

循環経済を実践している企業は耐久
性、再生可能性、再利用、修理、取
替、アップグレード、再生、材料使
用の削減に基づいた原則に従って、
製品とサービスを再考することを重
視しています。

こうした原則を適用することで、企
業は廃棄物を出さない設計、資源の
生産性の増大、天然資源の消費と成
長の切り離しが可能になります。

循環経済は、従来の「取得－製造－
処分」型の経済モデルから、設計の
段階で再生可能なものへと移行する
ことです。目標は資源、製品、部
品、材料からの価値をできる限り保
つことで、長期にわたる再利用、再
生、再製造、再生利用が可能な最適
化されたシステムを生み出す 
ことです。

循環経済には4兆
5,000億ドルの 
ビジネス機会が 
あります。

循環経済とは

水と資源管理の先進企業である
Veoliaは、プラスチック材料の品質
を未加工の材料の品質とほぼ同じに
する革命的なプラスチック戦略を実
践しました。同社は、PP材を仕分け
るLiquisort©技術と、PET材を仕分
けるCleanPET©技術を開発·導入し
ました。CleanPET© 技術は、二次
プラスチック材料の高品質な食品等
級の認証を取得しています。設計段
階早期において、同社は製品の再生
利用と原材料の二次利用を向上させ
るため、企業各社と強力なパートナ

ーシップを確立しています。
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図1： 
循環経済の概要*

循環経済への転換は、
第一次産業革命以来、 
経済、社会、環境上、 
最大の変革を引き 
起こしています 

循環経済とは

* EMFより引用 https://www.ellenmacarthurfoundation.org/
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図2： 
リスクと機会への取り組み

循環経済とは

廃棄物

• 顧客
• 従業員
• 提供業者

機会

リスク

循環経済の原則

より高い商品価格

資源不足

環境上の影響

地球の過剰使用

運営コストの削減

競争力の向上
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耐久性

再生可能性
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修理

交換

アップグレード

原料使用の削減

再生
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これを促進する8つの材料：

循環経済とは

出典：Circular economy: environment benefits, Ecofys & WBCSD
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20%
34%

33%95%
グローバル温
室効果ガス排

出量の がシェルター向け

これら原材料の

が食品向け

水使用の

88%
土地使用の

これらの分野に循環経済の施策を実践
することで、気候変動、水、土地利用
の問題への取り組みを促すことがで
きます。 

鉄鋼、アルミニウム、プラスチック、セメント、ガラス、木材、一次作物、畜牛。
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資源不足と変動する商品価格

人口と経済成長は資源需要と消費を
牽引します。年間の鉱物採掘量は、
過去40年間で3倍以上に膨れ上がり
ました。

人口が増大し、より多くの消費者が
中産階級層になるに従い、2014年
に500億トンだった資源の年間総需
要は、2050年までに1,300億トン
に増加すると予測されています。つ
まり、地球全体の許容能力の400%
以上を超える過剰使用になります。

 
平常な技術改善と資源の効率化を織
り込んでも、依然として2050年まで
に年間約400億トンの天然資源を過
剰使用することになります。 
資源価格の変動は新しい標準 
需要の伸びの規模とスピード、およ
び短周期の頻繁な価格変動が加わる
ことで、価格は長期的に上昇し、供
給の不安定性が増大するおそれがあ
ります。

企業はなぜ循環経済への転換を図っているのか
企業はなぜ循環経済への転換を図っているのか

リスク緩和

行動を起こさないこ
とのリスクは高い。

Danoneでは、すべてのプラスチッ
クを二次利用することで社会の中で
循環経済を構築するパッケージ構想

を掲げています。この構想を支えるた
め、Danone Ecosystem Fundは内包
的かつ持続可能なビジネスモデルを開
発しています。例えば、Novo Cicloプ
ロジェクトではブラジルの廃棄物収集
者のための研修を開催し、廃棄物管理
センターの設立と販売再販協同組合の
結成を支援しています。同時にこのプ
ロジェクトにより、Danone Brazilは

rPET産業の開発を進めています。
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企業はなぜ循環経済への転換を図っているのか

図3： 
持続可能な資源の需要と供給の間のギャップ

特殊化学品会社のSolvayは、その持
続可能なポートフォリオ管理ツールを
使って、バリューチェーン全体におけ
る社会·環境上のリスクと機会に取り
組み、そのポートフォリオを循環経済
に向けて舵取りしています。今のとこ
ろ、Solvayグループの売上は将来的

に100%確保されています。これは、
リスクを体系的に特定し、耐久性の増
大、材料の効率化、再生可能な原材料
の利用を進めることで、30%が循環製
品のソリューションであるためです。
さらに、「これまで通りの」ソリュー
ションでは成長率が3%であるのに対し
て、循環型ソリューションは前年比9%
増と高い成長率をもたらし、Solvayに
より優れた経済的価値を与えます。

原材料、エネルギー、
土地、水のコスト増加

商品市場の極端
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済·社会的リスク
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出典：Accenture Strategy.  *Circular Advantage*.

世界を前進させる先進的な感覚体験の
革新者であるInternational Flavors 
& Fragrances Inc.は循環経済の考え

方を持続可能性戦略とビジョンに統合
し、健全で豊かな再生型社会に向けた
ポジティブな変革活動をリードしてい
ます。同社はこの新しいアプローチに
従ってPuraVita™を開発しました。こ
れは、バイオベースの分解可能な香料
で、100%クリーンな電気で製造され
ており、廃棄物と水を最低限に抑えた
世界初の Cradle to Cradle Certified®
の香料です。習得した原則は、現在IFF
のその他の製品とプロセスのアプロー

チに組み込まれています。
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政策準備
循環経済への転換を図ることで、企
業は将来的な政策、規制、外部性の
プライシング、課税モデルの潜在的
な変化に一歩先んじることができま
す。

企業が循環型変革を成功させ、経済
的·持続可能なメリットを上げること
で、政策決定者にとっての証拠とな
り、新しい法整備のための地ならし
につながります。

循環経済施策は気候に関するパリ合
意および国際連合の持続可能な開発
目標を達成するのに役立ちます。 

企業はなぜ循環経済への転換を図っているのか

国内総生産の伸び：
循環経済への転換により、2030年ま
でにグローバルな国内総生産の伸び
を4兆5,000億ドルまで引き上げるこ
とができ 、グローバル経済の抵抗力
が強化されます。*

図4： 
より少ない資源でより大きなGDP

出典： “Waste to Wealth.” Accenture Strategy 2015  

205020402020
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毎年世界中で何十億個ものプラスチ
ック容器が廃棄されています。この
問題に取り組むため、Unileverは
Fraunhofer Institute for Process 

Engineering and Packaging IVVと共
同でCreaSolv®と呼ばれる新技術を
開発しました。これはTVのリサイク

ルで使用されている革新的な技術に着
想を得たものです。この工程ではプラ
スチックが容器から回収され、回収さ
れたプラスチックはUnileverの製品の
新しい容器を製造するために使用され
ます。つまり、完全循環経済のアプロ

ーチを創出しています。



循環経済へのCEOガイド      13   #CIRCULARECONOMY

ビジネスと社会上のメリット： 
 雇用の創出 – 循環原則を通じて、フ
ランスだけで50万人もの雇用が新た
に創出されました
 
エネルギー消費の削減 – 循環経済ソ
リューションにより 欧州連合諸国で
のエネルギー消費量の37%が削減可
能です

温室効果ガスの排出削減 – インドで
は、循環ソリューションの実施によ
り約40%の排出量削減機会が生み出
されています

 資源セキュリティの増大 – 持続可能
な管理下の森林はバイオベースの材
料生産のための再生可能な資源を長
期的に確保します。循環経済の原則
を水管理に適用することで、主な地
域での水不足を大幅に軽減できます 

革新の牽引要因 – 自動車会社の特
定の循環経済ビジネスモデルの潜在
的収益は、2030年までに2倍以上の
4,000～6,000億ドルの成長を達成す
る可能性があります

企業はなぜ循環経済への転換を図っているのか

「循環型発想」を取
り入れることで、ビ
ジネスの将来を確保
する新しい経済機会
をつかむ

Stora Ensoは、フィンランドにある
パルプベースのSunila Millを世界初の
総合型リグニン抽出工場に変革するた

め、3,200万ユーロを投資しました。同
工場は乾燥クラフトリグニンを生産し、
化石燃料の代わりにこれを使って石灰釜
に直接火を入れます。リグニンは合板や
化粧板用接着樹脂に使用されているフェ
ノールの代替になるなど、様々な用途の
可能性をもっています。より多くの木材
を利用することで、Stora Ensoは資源効
率を向上させ、社外の顧客にリグニンを
販売することで新しい収益の流れを生み

出すことができます。
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Accentureは循環経済の実践に役立つ5つのビジネスモデルと3
つの技術を特定しました。

循環供給：再生可能エネルギーとバイオベースま
たは完全再生利用可能な原材料を使用する 

資源回収：材料、副産物、廃棄物から有益な資源を
回収する

製品寿命の拡大：修理、アップグレード、再販、革
新と製品設計を通じて製品のライフサイクルを拡大
する

プラットフォームの共有：製品ユーザーを相互に結び
つけ、使用、アクセス、所有の共有を奨励することで
製品利用を増大する

サービスとしての製品：企業は製品の所有から移行
し、顧客に製品へのアクセスを有料で提供すること
で、循環型の資源生産や所有の利点を維持すること
で製品利用の増加が図れる

デジタル技術。モノのインターネット(IOT)、ビッ
グデータ、ブロックチェーン、RFIDなどは、企業
が資源を追跡し、生産量と廃棄量を監視するのに
役立ちます 
物理的技術。3Dプリント、ロボット工学、蓄電や
環境発電、モジュール設計の技術、ナノテクノロジ
ーなどは、企業が生産量や原材料費を削減したり、
環境への影響を低減するのに役立ちます

生物学的技術： バイオエネルギー、バイオベース
の原材料、生体触媒作用、水耕栽培、空中栽培など
は、企業が化石燃料ベースのエネルギー源から脱却
するのに役立ちます

企業は何から始めればいいか
企業は何から始めればいいか

5つのビジネスモデル： 3つの破壊的技術：
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企業は何から始めればいいか

図5： 
5つのビジネスモデルと3つの破壊的技術

循環バリューチ
ェーン

デジタル

物理的生物学的

循環供給： 有毒で
ライフサイクルが一
度限りの原材料を取
りやめ、再生可能エ
ネルギー、バイオベ
ースまたは完全に再
生利用可能なものに
替える

サービスとして
の製品：製品へ
のアクセスを提
供し、所有権を
保持して循環資
源の生産性の利
点を内在化する

資源回収：原材料、資源、エネ
ルギー処分済製品、副産物を
回収する

プラットフォームの共有：
使用·アクセス·所有権の共
有を可能にすることで製品
の使用率増大を可能にする

製品寿命の拡大：再販、修
理、再製造、アップグレード
により製品および部品の実用
ライフサイクルを拡大する

修復と再加工

回収
修理と再利用

製造と再製造 販売と
再販

使用と
共有
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企業は何から始めればいいか

BASFは、現在の生産Verbundにおけ
る化石資源を、有機廃棄物や植物油か
ら抽出するバイオナフサやバイオガス
といった再生可能な資源に切り替え
る、革新的な「バイオマスバランス
方式」を開発しました。この工程で

は、原材料として再生可能な原材料が
Verbundにおける生産のごく早期に

使用され、新しい認証方法に基づいて
それぞれの販売製品に割り当てられま
す。最終製品の成分と品質はこれまで

と同じです。

DSMの新しいNiaga®技術は、完全に
再生可能なカーペットを作る自由をカ
ーペットデザイナーにもたらします。
これらのカーペットは単一の材料また
はリバーシブル接着剤で接合された2
つの材料から作られています。この技
術では製造過程におけるエネルギーを
90%削減し、水の使用はゼロにしまし
た。しかも使用後の材料の品質を損な
わず材料の完全回収が可能です。これ
により米国だけで、埋立地に廃棄され
ていた年間18億キロ（推定）ものカー
ペットの廃棄物を削減できます。DSM
のNiaga技術は他の製品にも適用可能

です。

2001年にTata SteelとSteel 
Authority of India Ltd.は副産物およ
び未使用のビジネス資産（例えば二
次鉄鋼）のe市場として、ジョイン
トベンチャーMjunctionを設立しま
した。 買い手と売り手は価格透明性
をもち、企業にとって廃棄物だった
ものが原材料に替わり、コスト削減
と環境上のメリットをもたらしまし
た。Mjunctionは世界最大の鉄鋼のe
市場となり、廃棄物の流れが30通り
もあるインドでも最大のeコマース会
社となり、2002年に1,380万ドルだ
った売上は2016年には94億5,000万

ドルへと引き上げられています。

循環型サプライチェーン 資源回収  プラットフォームの共有

5つのビジネスモデル： 

https://www.dsm-niaga.com/home.html
https://www.mjunction.in/
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企業は何から始めればいいか

Philipsはビジネスモデルを変革し、バリ
ューベースのヘルケア提供への転換を図っ
ています。これまでは機器の販売だけを行
ってきた同社は、病院のその他のケアプロ
バイダーに対する長期的なソリューション
モデルの販売にも着手しました。新しいモ
デルにより、ケアプロバイダーにとっては
コスト削減、リスクの共有、より予想可能
なコストでの最先端のソリューションやサ
ービスへのアクセスが可能になります。こ
れにより同社はより優れた顧客価値をもた
らし、革新の重点をはるかに顧客に密接し
たものへと移行しています。同社は単なる
取引上の販売アプローチから脱却し、再生
活動を通じて50～90%の材料再利用を達
成しました（製品により異なる）。そのう
ち、2016年には修理済み医療画像機器940
トンが再利用されました。現在（2016年）
Philipsの総収入のうち循環型に分類されて
いるのは9%にすぎませんが、2020年まで
にこれを15%に引き上げることを目指して

います。

サービスとしての製品

世界最大のエネルギー公益事業の一つである
Enelは再生可能エネルギー源から得られる新
しい電力だけでなく、従来の火力発電所の管
理方法への投資を通して循環機会を捕えてい
ます。Futur-eプロジェクトにより、Enelは

イタリアにある23か所の従来型火力発電所を
1つのポートフォリオで管理し、これらのサ
イトにおける経済活動をアップサイクルする
ことで、地元の地域社会と利害関係者に利益

をもたらし、環境を保護しています。

塗料および塗装の大手企業で、特殊化学品
の大手生産者でもあるAkzoNobelは植物

ベースの油から作られた新しい塗装とリサ
イクルPETボトルを開発しています。この

EvCote™ Water Barrier 3000と呼ばれる技
術により、例えば、レストランはコールド
ドリンクのサービスに、より持続可能な紙
カップを選択することができます。カップ
にEvCote™を施すことで、紙繊維が再生利
用時もそのまま変わらず保たれるため、そ
の紙を他の紙製品に再利用できるようにな

りました。 

Renaultの欧州電気自動車販売におけ
るリーダーシップは、循環経済の原則と
ライスサイクルの考え方に基づいてい
ます。同社は電気自動車の充電器をサ
ービスとして販売することで、そのラ

イフサイクルの拡大と最適化を図ってい
ます。電気自動車サービスを開始して
以来、同社は90%以上の顧客が好む充
電器のリースを促進しました。Renault
は電気自動車の充電器を定置型蓄電に
使用することで、製品寿命をさらに伸

ばしました。 

製品寿命の拡大



循環経済へのCEOガイド      18   #CIRCULARECONOMY

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Strategies & Examples

CEO GUIDE for the Circular Economy

DOWNLOAD FILE

Resources and tools 
Check out the latest sustainability news

Dispose FinanceSell

Sed ut perspiciatis unde Sed

May 6, 2016
RESOURCE 

Nemo enimi psam voluptatem

Apr 27, 2016
TOOL

WBCSDl aunches new

Apr 11, 2016
RESOURCE

Design Buy Make

SearchBusiness CaseHomepage Strategies & ExamplesResources & ToolsG lossary UploadCircularEconomy
Guide

最新情報
を得る

循環経済ガイドを確認

ビジネスで循環経済を実践する
ためのツールと戦略の最新情報
をご覧ください。

www.ceguide.org

最新情報 を得る



# CIRCULARECONOMY 循環経済へのCEOガイド      19

情報を得る

情報を得る

Waste to Wealth
A book by Peter Lacy and Jakob Rutqvist
Published by Palgrave Macmillan

Executive Summary

Sudipta Ghosh
Kevin Eckerle 
Harry Morrison

TURNING WASTE INTO 
VALUE WITH YOUR 
SUPPLY CHAIN

FULL
 CIRCLE 

Circular Advantage 
Innovative Business Models and 
Technologies to Create Value in  
a World without Limits to Growth

Founding 
Partners of the 
Ellen MacArthur 
Foundation

2013

CIRCULAR ECONOMY
TOWARDS THE

Economic and business rationale 
for an accelerated transition

1

ACHIEVING 
‘GROWTH 
WITHIN’

A €320-BILLION CIRCULAR 
ECONOMY INVESTMENT 
OPPORTUNITY AVAILABLE 
TO EUROPE UP TO 2025

Towards the Circular 
Economy:  
Accelerating the scale-up 
across global supply chains

January 2014

Prepared in collaboration with the Ellen MacArthur Foundation and McKinsey & Company
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Resources Futures
A Chatham House Report

Bernice Lee, Felix Preston, Jaakko Kooroshy, Rob Bailey and Glada Lahn

DTI/1974/PA
ISBN: 978-92-807-3554-3  

16-00169

GLOBAL MATERIAL 
FLOWS AND 
RESOURCE 
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Assessment Report for the 
UNEP International Resource 
Panel

United Nations Environment Programme
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E-mail: uneppub@unep.org
web: www.unep.org

www . unep . o r g

U
n

i
t

e
d

 n
a

t
i

o
n

s
 e

n
v

i
r

o
n

m
e

n
t

 P
r

o
g

r
a

m
m

e

United Nations Environment Programme
P.O. Box 30552 Nairobi, 00100 Kenya

Tel:  (254 20) 7621234
Fax:  (254 20) 7623927

E-mail: uneppub@unep.org
web: www.unep.org

www . unep . o r g

最新の循環経済に関する調査を読んで研究する
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Waste to Wealth – The Circular Economy 
Advantage, New York/London: Palgrave 
Macmillan.
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ellenmacarthurfoundation.org/india.  
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行動への呼びかけ

循環ビジョンの設定 ビジネスモデルの選択 チーム作業

小規模でスタートして
からスケールアップ

廃棄と再生利用を超えたフルスイート
の循環ビジネスモデルを活用する。循
環への変革を最大限に推し進めるため

に、破壊的技術を活用する

初めは小規模でスタートし、長期的
な戦略につながる革新的なプログラ
ムを試験的に実施する。成功を歓迎
し、失敗を再考し、スケールアップ

に取り組む

経営陣は循環型発想、目標、統合型
目的/基準を促進するために、ビジ
ネス原則、企業文化の変化、ガバナ

ンスを創生することが可能。 

循環への変革を達成するには、部門間
（つまり、研究開発、調達、サプライ
チェーン、製造、マーケティング）の

チームワークが要求される。

連携
Factor10などのフォーラムにおけるバリ

ューチェーン全体にまたがる動きに参加す
る。その他の企業や利害関係者の参加によ
り障壁を取り除き、成長を生み出すと同時
にインパクトを軽減するためのソリューシ

ョンに取り組む。

行動への呼びかけ

進捗具合の追跡
財務面、環境面、社会面の基準を使
用して、循環型への変革がビジネス

に及ぼす影響を評価·追跡する。
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Factor10はWBCSDの循環経済
プログラムです。これは、世界貿
易を構成する資源と材料の発見·
利用·処分方法を企業が結束して
再開発するためのものです。この
プログラムにより、理論と実践の
間にあるギャップが埋められ、企
業が障壁を識別·除去し、測定可
能なソリューションを創出するの
に役立てることができます。

従来型のビジネスを超えたソ
リューションに協力すること
で、Factor10は影響力の大き
い、大規模な結果を実現すること
ができます。すなわち資源は幅広
く使用され、プロセスは可能な限
り最大の価値を創出し、無駄が排
除されます。

それは、循環経済の革新的かつ測
定可能なソリューションを提供す
るグローバルな企業協力です。

私たちはより少ない資源でより多く
を行う必要があります

FACTOR10への参加

Brendan Edgerton
           循環経済担当責任者 

edgerton@wbcsd.org

Maria Mendiluce
マネージングディレクター 
mendiluce@wbcsd.org

Elena Giotto
循環経済担当アソシエイツ 

giotto@wbcsd.org

主なWBCSDの
連絡先

Factor10への参加



World Business Council
for Sustainable Development
Maison de la Paix
Chemin Eugène-Rigot 2B   
CP 2075  1211 Geneva 1
Switzerland

www.wbcsd.org |     @wbcsd  #CircularEconomy
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