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１ 海外における廃棄物リサイクル制度の動向

海外における廃棄物リサイクルについては、近年になって、
欧州及び韓国において積極的に制度化されており、いずれも、
基礎となる廃棄物処理制度にリサイクルの概念を取り込んだ
形に整理されている。
とりわけＥＵにおいては、１９９１年に改訂された廃棄物
枠組指令（１９７５年制定）において、
・廃棄物の定義の明確化
・廃棄物のリサイクルの促進による廃棄物発生と有害性の抑
制・削減
等が示され、加盟国はこの指令に基づく国内法の整備・施行
を進めている。

海外における廃棄物リサイクル法制の比較
（リサイクル関連中心に整理）

資料：環境省資料
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基本となる法
律や基本方針

循環経済の促進及び
廃棄物の環境に適合
した処分の確保に関
する法律
【理念】将来の持続
可能な経済社会の構
築のため、生産から
廃棄まで廃棄物発生
の少ない、循環を基
調とする経済活動を
推進すること

【基本方針】
廃棄物管理のため
の共同戦略に関す
る1997年2月24日
の理事会決議・枠
組指令
【一般廃棄物】
廃棄物に関する理
事会指令
（91/156/EEC）
【有害廃棄物】
理事会指令
（94/31/EC）

○資源保護回収法
○有害固形廃棄物
修正法
【主目的】有害廃
棄物の削減と管理

処理について

リサイクルに
ついて

○マテリアルリサイ
クル又はサーマルリ
サイクル

○一定の種類の廃棄
物について連邦政府
がリサイクル方法の
優先順位を定めるこ
とができる。

○技術的に可能、経
済的に期待可能、回
収される原材料もし
くは生成エネルギー
について市場が存在
し又は創設できる限
りにおいて、リサイ
クル義務の遵守が求
められる。

○汚染者負担の原
則及び分担責任の
原則に従い、全て
の経済主体、製造
業者、輸入業者、
流通業者、消費者
は特定の責任を廃
棄物の排出抑制、
リサイクル、処分
に関して分担しな
ければならない。
（基本方針）

○排出抑制、リサ
イクル、リユース

○リサイクル促進
のため、リサイク
ル関連の廃棄物や
リサイクル業を有
害廃棄物関連法か
ら適用除外する方
式を採用。

　①排出抑制、②リサイクル、③処分の順で優先
（各国・地域とも同じ）

 有害廃棄物以外の
 家庭ごみ等は州法
 で対応

より環境に適合する方
法を優先



循環経済の促進及び廃棄物の環境に適合した処分の確
保に関する法律（１９９４年制定）第８条の規定に基づ
き、１９９８年１０月に「農林地及び園芸地へのバイオ
廃棄物の再利用に関する命令」（通称：バイオ廃棄物政
令）が施行されている。
これは、廃棄物由来のコンポストを農業や林業におい
て利用する際の施肥基準、成分規格及び製造方法を定め
たもので、我が国の食品リサイクル法や、追って述べる
韓国の廃棄物管理法施行規則のような、食品リサイクル
全体を推進する内容を定めたものではない。
また、食品廃棄物については、一般廃棄物（特別な処
理、監視、証明が必要な廃棄物を除く廃棄物。我が国の
廃棄物処理法における「一般廃棄物」の概念と同一では
ない。）技術指針（１９９３年、環境省規則）において、
２００５年以降の直接埋立禁止やコンポスト化処理の前
提となる分別の基準等が定められている。
この技術指針は、内容の一部が２００１年に政令化さ
れ、２００５年以降の一般廃棄物の直接埋立禁止の措置
は法的拘束力を持つものとなっている。
しかしながら、報道によれば、この禁止措置に対応で
きる廃棄物処理場（埋め立てる前に焼却や発酵等の処理
を施すことのできる設備や技術を備えた処理場）は全体
の半分程度にとどまるとされている。

２ 海外における食品リサイクル制度

我が国の食品リサイクル法のように、食品廃棄物再生利用等
促進のための個別立法措置がとられている例は見られない。政
令以下の対応がとられている国として、ドイツ及び韓国の例が
ある。

（１）ドイツにおける食品リサイクル制度
ア 循環経済・廃棄物法に基づく有機性廃棄物のコン
ポスト化

循環経済の促進及び廃棄物の環境に適合した処分の確保に関す
る法律（１９９４年制定、１９９６年10月施行）

第１章 （略）
第２章 原則並びに廃棄物の排出者、占有者及び処理業者の義務
第４条～第７条（略）
第８条（農業上の施肥部門における循環経済に対する要求事項）
（１）連邦環境・自然保護・原子力安全省は、連邦食糧農林省及
び連邦保健省と協調して、関係団体（60条）を聴聞したのち
連邦参議院の同意を得て、法規命令により、法に適合しかつ
有害性がないリサイクルを確保するために次項の基準にした
がって農業部門についての要求事項を定める権限を有する。

（２）農業、林業または園芸の用途に利用されている廃棄物を肥
料法第１条にいう二次原肥料又は事業用肥料として土壌に散
布する場合には、前項による法規命令において、有害物質に
関して引渡及び散布につき、特に、次の各号に掲げる事項を
定めることができる。
１ 土壌の種類及び性状、散布の場所及び時期並びに自然的
位置関係のような指標を基準とする禁止又は制限

２ 廃棄物もしくは事業用肥料又は土壌の調査、この物質の
前処理のための措置その他の適切な措置
この規定は、事業用肥料については、肥料法第１条ａにい

う善良な専門的慣行の基準を上回る限りで適用する。
（３）連邦環境・自然保護・原子力安全省が権限を行使しない場合に
は、州政府が前項による法規命令を発することができ、州政府は、
法規命令により、その権限の全部又は一部を他の管轄官庁に移
譲することができる。

資料：「主要国における最新廃棄物法則」社団法人商事法務研究会
（平成10年）



上述の制度を背景に、有機性廃棄物由来のコンポスト
が広範に普及している実態を受け、コンポストメーカー
とその販売業者は、共同して連邦コンポスト品質共同体
を設立し、品質保証つきのコンポストを販売店や消費者
に提供する活動を実施している。
同団体の推計によれば、ドイツ国内に７００～９００
台のコンポスト設備が設置されており、年間６００～８
００万トンの廃棄物が３００～４００万トンのコンポス
トに再商品化されている。
また、消費期限は過ぎているが消費可能な食品を販売
店から引き取り、貧困者に提供する福祉活動が全国に定
着している。

なお、コンポスト化対象となる食品廃棄物は、例えば小
売店では、包装のない野菜や果実など一部に限定されてい
る。独立行政法人日本貿易振興機構の報告によれば、それ
以外の食品廃棄物の処理方法として飼料利用があり、
① 動物性廃棄物は、認可された廃棄物処理業者が、動
物死体処理法及び獣疫法に基づき処理した上で、飼料
法に基づき肥育飼料に再資源化
② 小売店から納入業者に返品された、包装のある食品
廃棄物は、廃棄物処理業者が州の規定に基づいて処理
し、肥育飼料に再資源化
などが行われているとされている。
なお、ＥＵでは、家畜衛生の観点から｢残飯及び調理残
さ(catering waste)｣の飼料利用が禁止されており、ドイツ
では例外的に２００６年１０月３１日までの特例措置とし
て認められているものの、それ以降は禁止される見込みで
ある。

イ 民間事業者等の動き

有機性廃棄物由来のコンポストの利用先割合（１９９８年）

資料：「ドイツ小売業における食品廃棄物の発生抑制と再資源化」
（JETROユーロトレンド 2002.5）独立行政法人日本貿易振興
機構（平成14年）

注：連邦コンポスト品質共同体による推計結果である。
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（２）韓国における食品リサイクル制度

ア 廃棄物管理法施行規則の改正による食品リサイクルの
推進

韓国においては、埋立処理された廃棄物からの浸出水
による水質汚染問題から、水分含有率の高い食品廃棄物
の減量化が必要との世論が高まったことや、通貨危機に
伴う飼料価格の高騰による残飯飼料化推進機運の高まり
等を背景に、１９９７年に廃棄物管理法施行規則の改正
等を行い、食品廃棄物減量化義務事業場の拡大を行った。
また、家庭ごみにおける厨芥残さの分別とリサイクル
推進を規則に明記し、これを実行させるため、地方公共
団体向けのガイドラインとして「条例準則」を制定して
いる。

食品廃棄物減量化総合対策（1997年）の概要

１ 事業者向け対策
（１）廃棄物管理法施行規則に基づく食品廃棄物減量化義
務事業所の対象拡大（６００事業所 → 5万事業所）
義務とされた減量及びリサイクルの手法は以下のと
おり。
ア 粉砕・圧縮による脱水、加熱による乾燥
イ 発酵・発酵乾燥によるたい肥化、飼料化、消滅
化

なお、これらを推進するため、食品廃棄物原料化義
務事業所の管理及び再生利用促進のための指針を制定。

（２）「廃棄物処理施設設置促進及び周辺地域の支援に関
する法律」に基づき、大規模開発事業者に対する食品
廃棄物再資源化施設の設置義務化

（３）生ごみ処理機の品質認証制度の導入

２ 地方公共団体向け対策
（１）食品廃棄物分別排出及び収集再生利用拡大のための
｢条例準則」の制定

（２）排出者負担金に対する付加価値税の免除



ウ 食品廃棄物の管理のための総合施策の推進

韓国環境省は、食品廃棄物の排出量の削減と再生利
用量の拡大を目的として、２００４年５月に、目標値
を含む「食品廃棄物の管理のための総合施策」を策
定・公表した。
２００２年を基準年として、２００７年までに、食
品廃棄物の排出量を１０％削減させるとともに、再生
利用率を６３％から７７％に向上させることを目標と
して、自発的取組の拡大を通じた排出抑制を図る一方
で、食品廃棄物分別制度の適用を受ける世帯の拡大や
大規模な食品廃棄物処理施設の増加を進めるとしてい
る。

これらの措置の結果、韓国における食品廃棄物発生
量は、施行規則が改正された１９９７年の１３，０６
３トン／日から、２００２年には１１，３９７トン／
日まで減少するとともに、これらの再生利用率は、こ
の間に９．８％から６３％にまで拡大している。

イ 食品リサイクル制度の成果 韓国における食品廃棄物の一日当たり発生量及び再生利用
率の推移
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資料：韓国環境省資料

食品廃棄物管理のための総合対策（2004年）の概要

１ 食品廃棄物排出量の削減
（１）目標値：11,397t/日(2002) → 10,302t/日(2007)
（２）施策：
ア 業界による自主的な活動の奨励
イ 市民団体と共同で教育又はＰＲプログラムを導入
ウ 廃棄物削減のためのモデル的な取組に対し様々なイン
センティブの付与

２ 食品廃棄物の再生利用率の向上
（１）目標値：６３％(2002) → ７７％(2007)
（２）施策：
ア 食品廃棄物分別制度適用世帯の増加
1,110万世帯 → 1,692万世帯（全世帯の94％）

イ 食品廃棄物処理施設の増加
80施設(処理能力2,598t/日)→130施設(同6,871t/日)


