
経営戦略としての3R推進活動
- 実践例に学ぶ -

排出事業者における産業廃棄物の適正処理及び排出抑制に関する講習会

第二部 産業廃棄物の排出抑制講習会
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本日の講義項目と要点

■テーマ：経営戦略としての3R推進活動
- 実践例に学ぶ -

Ⅰ 循環型社会と3R推進活動
3Rを取り巻く経営環境は変化している。

Ⅱ 3R推進活動の限界と資源循環
CSRとしての3R推進活動を資源循環に転換する。

Ⅲ 循環経済における経営戦略
資源効率を高めて循環経済にシフトチェンジする。

Ⅳ 環境経営におけるSDGs
CSRからCSVに展開し、環境経営による持続可能な

発展を実現する。
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■大量生産･大量消費･大量廃棄型の社会に代わる概念

対象となる物を有価･無価を問わず｢廃棄物等｣とし､廃棄物等
のうち有用なものを｢循環資源｣と位置づけ､ その循環的な利用
を促進する。

①②：製品等が廃棄物等となることを抑制
③ ：排出された廃棄物等はできるだけ資源として適正利用
④⑤：どうしても利用できないものは適正に処分

（循環型社会形成推進基本法）

天然資源の消費が抑制され､
環境への負荷ができる限り
低減された社会を実現する｡

Ⅰ 循環型社会と3R推進活動
１. 循環型社会の概念
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■LCAによる3R推進活動

ある製品･サービスのライフサイクル全体(資源採取－原料－
生産－製品生産－流通･消費･廃棄･リサイクル)又はその特定段
階における環境負荷を定量的に評価し､ より環境に配慮した適
切な3R活動を推進する。

Ⅰ 循環型社会と3R推進活動
２. 3R活動推進の意義
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資源採取と
長距離移動
による環境
負荷の低減

廃棄物処理
に伴う環境
負荷の低減
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Ⅰ 循環型社会と3R推進活動
３. 循環型社会を形成する法体系
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Ⅰ 循環型社会と3R推進活動
４. 第4次循環型社会形成推進基本計画の概要

★・｢質」に注目

・循環型･低炭素･自然共生社会の統合的取組
・経済的･社会的側面に視野を拡大

→ 中長期的な方向性としての7つの柱を推進

★・7つの柱ごとに概ね2025年までに

国が講ずべき施策を示した。

★・物質フローの代表指標と数値目標

環境省資料より作成



■3Rの限界と循環経済へのインセンティブ

①環境活動としての3Rの限界
リサイクル関連法による規制的手法で 3R を推進し、廃棄

物量が削減され、資源の循環利用量は増大したが、ビジネス
としては市場は26%程度の拡大にとどまり、付加価値を生み
出す産業となりきれていない。

②デジタル技術の発展と市民・社会からの環境配慮要請
デジタル技術の発展に伴い、AI や IoT によりサービス・

ソリューションを生み出す知識集約型の経済社会構造
（Society5.0）への転換が進み、モノの生産・消費に依存し
ないサービスモデルへの転換が始まり、資源効率性の向上を
達成する上で、従来の 3R にとどまらない多様な手法が可能
になった。デジタル技術の活用により 3R そのものの効率化
も促される。

参考：経済産業省「循環経済ビジョン2020」（2020） 7

Ⅱ 3R推進活動の限界と資源循環
１. 循環経済への移行ドライバー



③消費者意識の高まり
消費者ニーズは、事業者の生産・販売活動に与える影響が

大きく、環境負荷の少ない製品への消費指向により、企業の
環境配慮型製品の開発に対するインセンティブが働く。

④投資家による議決権の行使やエンゲージメント
循環経済の取組を進める企業を投資対象とするインデック

ス・ファンドや、循環経済への移行に寄与するプロジェクト
に投資するテーマ型投資ファンドが出現している。投資家が
議決権の行使やエンゲージメントを通じて、企業に対して循
環経済に移行するよう促す場面が増えていく。

⑤事業者による自主的な資源循環の取り組み
自主的な環境配慮の取組やコミットメントを積極的に発信

することが市場で付加価値として評価され、私益を生み出す
ものとなってきている。（環境と成長の好循環）

参考：経済産業省「循環経済ビジョン2020」（2020） 8

Ⅱ 3R推進活動の限界と資源循環
１. 循環経済への移行ドライバー



■プラスチック資源循環の促進等に関する法律

海洋プラスチックごみ問題､気候変動問題､諸外国の廃棄物輸
入規制強化等への対応を契機として､ 国内におけるプラスチッ
クの資源循環を促進する重要性の高まりを背景に､ 多様な物品
に使用されている
プラスチックの資
源循環体制を包括
的に強化する。

プラスチックのライ
フサイクル全般での
”3R+ Renewable”
により､循環経済へ
の移行を加速する｡

9

Ⅱ 3R推進活動の限界と資源循環
２. 循環経済移行の象徴となるプラスチック新法
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■3R推進活動がもたらす経営メリット

①廃棄物排出量の減量（原価低減・経費節減）

②再資源化による収益（有価物化）※生産費用による。

③組織の統制（ガバナンス）強化

④社会貢献（企業の社会的責任）

■CSRとして3R推進活動に取り組む限界

CSRの活動は､社会や環境に対する自社の責任として棄損の
低減やステークホルダーと良好な関係を図り､企業の評価や企
業価値の向上が目的となるため､受動的で守りの側面が強くな
る｡それに依存する株価の高騰やSRI･ESG投資､金融機関によ
る環境格付融資などの間接的な経営メリットは期待されるが､
直接利益を生む事業との相関はない。

Ⅱ 3R推進活動の限界と資源循環
３. CSRとしての3R推進活動
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循環経済
(動脈と静脈の融合)

環境負荷の低減
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Ⅱ 3R推進活動の限界と資源循環
４. 3Rの資源効率の向上による資源循環への転換
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■循環経済（Circular Economy：CE）とは
従来の”Take”（資源の採掘）”Make”（生産･製造）”Waste”

（廃棄）という直線型経済システムにおける｢廃棄物｣を｢資源｣
と捉え、廃棄せずに資源を循環させる経済の仕組み。

CEの実現には､製造･小
売･回収･再生企業など幅
広い業種の連携や消費者
の協力も必要となり､業界
や立場を超えたあらゆる
人々の協働が必要不可欠
であるため､様々な異業種
･異分野連携が生まれ､地
域創生や地域循環共生圏
の形成、オープンイノベ
ーションに繋がることも
期待される。
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Ⅲ 循環経済における経営戦略
１. 資源循環による循環経済の実現
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■循環経済への転換の必要性
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Ⅲ 循環経済における経営戦略
２. 循環経済ビジョン2020
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■循環経済への転換に向けた方向性①
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Ⅲ 循環経済における経営戦略
２. 循環経済ビジョン2020
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■循環経済への転換に向けた方向性②
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Ⅲ 循環経済における経営戦略
２. 循環経済ビジョン2020
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■資源制約と顧客意識がもたらすビジネスモデルの変化
海外では資源効率や循環経済の議論が高まっている。

資源の使い方の変化

資源効率の高い
ビジネスモデルに転換

ビジネスモデルの変化

①製品売り切りから、サービスビジ
ネスに転換（再利用、長寿命化、
信頼性の向上に注力）

②利用頻度の低いモノをシェアし、
節約や副収入を獲得するピアツー
ピア市場の拡大（デジタル技術の
活用）

③修理・回収サービス提供で顧客接
点を長期的に握り、製品寿命を延
長して顧客価値を高める

④生産から消費の全過程で発生する
すべての廃棄製品や副産物を回収
し、資源やエネルギーとして活用

⑤自然環境への負担が少ない生物由
来の素材やリサイクル可能な原材
料を使用し、材料の価格変動リス
クを減らし、長期的に安定した生
産を維持

顧客との関わり方の変化

• 提供価値の変化
- 価格⽔準
- 所有からシェア
- モノからサービス
- 機能価値から共感価値

• 顧客接点の複数化、長
期化

• 生産・サプライチェー
ンの高度化

顧客起点の新たなビジネス
モデルの出現

未活用資源を有効利用

資源消費の抑制

廃棄資源の
収益源への転換
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Ⅲ 循環経済における経営戦略
３. 循環経済のビジネスモデル
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■循環性の高いビジネスモデルの例
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Ⅲ 循環経済における経営戦略
４. 循環経済のビジネスモデル



■CSV（Creating Shared Value）とは
企業が社会的責任（CSR）を果たしながら社会的価値を戦略

的に追求すれば、経済的価値も自然に生まれる（共通価値の創
造）という考え方。社会の利益と企業の利益を同時に追求でき
るため、持続可能な環境経営に必要な考え方となる。

企業価値
企業にとって

価値があること

社会価値
社会にとって

価値があること

共有価値の創造
（Creating Shared Value）

Ⅳ 環境経営におけるSDGs 
１. CSRからCSVへ
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■CSVを実現するための経営戦略の3つのポイント

①製品と市場の見直し
社会の課題を解決するための自社の製品やサービスとは何

か。自社の製品価値を突き詰めて考えることで、ニーズの満
たされていない市場を発見し、市場を拡大する。

②バリューチェーンの生産性の再定義
コストを抑えてバリューチェーン（材料の調達から生産・

販売、労務管理など利益を生むためにある一連の企業活動）
への影響を最小限にする。バリューチェーンのあり方が発見
でき、自社と社会で持続可能な取り組みをが実現する。

③地域を支援する産業クラスターをつくる
企業を取り巻く産業クラスター（関連企業やサプライヤー

ロジスティクスなど）の存在は必要不可欠で、強固な産業ク
ラスターは、社会的な利益ももたらす。

Ⅳ 環境経営におけるSDGs 
２. CSRをCSVによる経営戦略に
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■CSR・CSVの考え方を発展したSDGs
SDGsは、企業では経営の中枢に据えることが想定されてお

り、CSR経営・CSV経営の延長としての位置づけはもとより、
社会的責任としての取組みだけではなく、社会課題を収益事業
として取組む(本業化する)ことも期待される。

持続可能な企業経営のため
には､企業価値の棄損など
のリスクを回避するために
SDGsを利用するといった
消極的な守りの理由だけで
なく､国際社会や政府がど
の様な施策や課題解決を優
先しているかを見極めて､
自社のビジネスと結び付け
るという積極的な攻めの事
由を追求していくべき。

Ⅳ 環境経営におけるSDGs
３. 環境経営が目指すもの
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環境経営が目指すもの

企業の社会的責任(CSR)

共有価値の創造(CSV)

持続可能な開発目標(SDGs)

持続可能性(Sustainablility)



■企業におけるSDGsへの取り組み

SDGsを国内外で取り組みが必要とされる課題（ビジネス機
会）のリストとして捉え直し、自社が貢献可能なゴール・ター
ゲットの方向性と整合しつつ、取り組みを強化し、自社の強み
を活かした企業経営や事業戦略に発展させていくことが重要。

｢SDGs｣＝｢社会課題の解決｣＝｢イノベーションの創出と
サステナブル経営の実践｣

本業のCSRを進め、コーポレート・ガバナンスやサステナビ
リティ項目の中から重要項目を選び、それに対するCSVによる
攻めのアプローチ（CSRとCSVを併用）を企業戦略とする。

企業は、社会貢献活動の一環としてSDGs取り組むだけでな
く、本業を通じて社会的課題の解決に向けたイノベーションを
生み出していくことが重要。

Ⅳ 環境経営におけるSDGs 
３. CSRとCSVによりSDGsへの取組を経営戦略に
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参考：循環経済パートナーシップ（J4CE）「注目事例集」（2021）

Ⅳ 環境経営におけるSDGs 
４. 企業による環境経営の注目事例①
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参考：循環経済パートナーシップ（J4CE）「注目事例集」（2021）

Ⅳ 環境経営におけるSDGs 
４. 企業による環境経営の注目事例②
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参考：循環経済パートナーシップ（J4CE）「注目事例集」（2021）

Ⅳ 環境経営におけるSDGs 
４. 企業による環境経営の注目事例③
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