
⑧ ○プラスチック規制 ―― 製品系、工場系、化学物質関連 全 15 ページ 

法律/政策の名称 (1)「特定プラスチック製品の環境... 

(2),(3) ...サンプルのため省略 

現地語名称 (1) Directive (EU) ...サンプルのため省略tion of the impact of 

certain plastic products on the environment 

(2) 、(3) ...サンプルのため省略 

公布/施行日等 (1)決定：2019 年 3 月 27 日 

(2)、(3) ...サンプルのため省略 

カバー期間 ...サンプルのため省略 

 

バックグラウンド情報 

■国際 

●バーゼル条約のプラスチック廃棄物規制改正（Plastic Waste Amendment） 

・説明は...サンプルのため省略 

■EU 
《EU 内の取組み》 
(1) 欧州委員会、バーゼル条約改正に伴い廃棄物輸送規則の改正案を公開協議に(2020年6

月24日) 

この廃棄物輸送規則改正もバーゼル改正規則同様、2021年1月1日より発効している。 

規則第 18 条では、対象廃棄物の...サンプルのため省略 

... 

(5) EU：プラスチックの有害性(リスク）データの公表やマイクロプラ使用制限の動き 

【プラスチック添加剤イニシアティブ（Plastic additives initiative）】 

この取組みは2016年に始まったプロジェクトである。 

・欧州化学品庁（ECHA)は、プラスチックに使用される添加剤・顔料のリスト(400種

以上）を公表している（2019年2月）。...サンプルのため省略 

 

《産業界が絡む取組み》 
(1) 循環型プラスチックアライアンス（CPA：Circular Plastics Alliance）の宣言（2019

年9月） 

...サンプルのため省略 

(3) EU：新循環経済アクションプランの発表（2020年3月） 

・新アクションプランは、カギとなるバリューチェーンと...サンプルのため省略 

 

《加盟国の主な取組み》 



1. ドイツ 

・ドイツ連邦内閣、「特定の使い捨て...サンプルのため省略 

5．フィンランド 

・フィンランド環境研究所、...サンプルのため省略...発行(2020 年 3 月) 

 

最近の主な動向 

■EU 
《EU 内の取組み》 

(1) 欧州委員会、設計面での改善によるプラスチック廃棄物削減に取組む 

欧州委員会環境総局（DG ENVI）の Kestutis Sadauskas グリーン経済課長は...サ

ンプルのため省略...別分野での取り組みの下でも対処していくとした。 

 

【主な内容】 

...サンプルのため省略 

(2) EU、一部の使い捨てプラスチック製品に関するマーキング仕様に関する実施規則 

欧州委員会は 2020 年 12 月 17 日、使い捨てプラスチック（SUP）製品のマーキン

グ仕様に関する共通のルールを定める実施規則（EU）2020/2151 を採択し、2021 年 1

月 7 日に発効した。 

...サンプルのため省略 

【対象となる SUP 製品：4 製品】 

① ...サンプルのため省略...④飲料カップ 

【マーキング仕様】 

マーキング仕様の詳細（...サンプルのため省略 

【マーキングデザイン】 

各製品のマーキングデザインは以下の通りとなる。 

 

生理用品（サニタリータ

オル・パッド） 

生理用品（タンポン、タ

ンポンアプリケーター） 

ウェットティッシュ 

   

フィルター付きタバコ製

品やタバコ製品用フィル

ター 

飲料カップ（一部プラス

チック） 

飲料カップ（プラスチックの

み） 



  

 

 

...サンプルのため省略 

(4) 欧州化学品庁の専門委員が、マイクロプラスチック制限に関する意見書を採択 

...サンプルのため省略 

 

今後の動向 

SEAC の意見書が採択された後、ECHA は両委員会の...サンプルのため省略 

 

《産業界が絡む取組み》 

●EU の二大プラ団体、プラスチックペレット流出ゼロに向け OCS 認証システムを

共同開発へ 

欧州のプラスチック産業団体 PlasticsEurope とプラスチックコンバーターの事業者団

体 EuPC (European Plastics Converters) は、...サンプルのため省略 

 

OCS（Operation Clean Sweep） 

環境へのプラスチックペレットの流出を防止するために作成された国際的プログラム

で欧州では 2015 年から実施され、参加する企業は次の 6 つのアクションに取り組む。 

1. 流出を防ぎ、対処するために...サンプルのため省略 

... 

6. パートナー（請負業者、輸送業者、流通業者など）にも目標達成を働きかける 

 

《加盟国の主な取組み》 

国名 主な動向 

1. ドイツ (1) ドイツ内閣、2022 年からプラスチック製使い捨て飲料容器にデポジッ

ト制を導入へ（2021 年 1 月 20 日）...サンプルのため省略... 

(4) ドイツ環境省、容器包装法改正原案を発表――EU 使い捨てプラスチ

ック指令を実施（2020 年 11 月 26 日）...サンプルのため省略... 

2. フラン (1) 単一用途プラスチック容器のリサイクル目標に関する政令を発出



ス （2021 年 4 月 30 日）...サンプルのため省略... 

フランス官報で「単一の用途しかないプラスチック容器の削減、 

...サンプルのため省略... 

(3) Ecosystem、WEEE 由来リサイクルプラスチック材に関する...サンプル

のため省略... 

...サンプルのため省略... 

5. オラン

ダ 

●オランダ、2030 年プラスチック・ケミカルリサイクルロードマップを

議会に報告（2021 年 3 月 12 日）...サンプルのため省略... 

 

今後の展開とスケジュール 

●ドイツ容器包装法改正法案における 2022 年以降の実施スケジュール 

ドイツ連邦内閣が 2021 年 1 月 20 日、...サンプルのため省略... 

(1) 2022 年～：...サンプルのため省略... 

(2) 2023 年～：...サンプルのため省略... 

(3) 2025 年～：...サンプルのため省略... 

 

●非リサイクルプラスチック廃棄物に基づく新独自財源を規定する規則を EU が採択 

2021 年 4 月 30 日、リサイクルされないプラスチック包装廃棄物量に基づく EU 独自財

源（own resources）に関する詳細を規定する...サンプルのため省略... 

 

なお、・プラスチック包装廃棄物 1kg あたりの課金額は 0.8 ユーロで（一部加盟国には優

遇措置あり）、年間想定課金額を 12 か月で割った額を加盟国は毎月支払わなければならな

い。その後、正確なデータが報告される N＋2 年目（2023 年）の 7 月に、予測額と実際の

金額の差額調整が行われる。 

 

EnviX 展望と見解 

 

■設計面での改善によるプラスチック廃棄物削減に取組むとした欧州委員会発表の背

景 

...サンプルのため省略...。今後、プラスチック包装材のみならず自動車などプラスチック

材を利用した製品のメーカーには製品設計面での持続可能性や循環性の一層の向上が求め

られることになろう。 

今回の環境総局の発表の主な背景として、次の点を挙げることができる。 

【背景】 

（1）現状では廃プラスチックのリサイクル目標を達成できない 

...サンプルのため省略 



（3）プラスチック使用量自体の削減を急ぐべきとの指摘 

このような ECA による目標達成への危機感の報告を受け、...サンプルのため省略 

 

■EU はプラスチック廃棄物の輸出入を規制する新規則を施行するとともに廃棄物の

違法輸出リスクを抑制すべくさらに厳格化へ 

上述したように EU の「プラスチック廃棄物の輸出入ならびに EU 域内輸送に関する新

しい委員会委任規則（EU）2020/2174」が、...サンプルのため省略 

【2021.06.10 Na】 

  



 


