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[要 約] 

本事業では、欧州内の知的財産保護強化に向けた動きを牽引している主要要素として、

環境産業の発展やエコイノベーション政策の進展に注目し、環境関連事業の実態や課題を

整理するとともに、今後の発展あるいは機械産業のエコイノベーションに向けた官民双方

の取り組みについて Web・文献・ヒアリング調査を行った。Ⅰ章で欧州全体の環境産業の

現状、Ⅱ章で EU のエコイノベーション政策の現状を概観した上で、Ⅲ章では主要加盟国（ド

イツ、フランス、イギリス、スウェーデン）の具体的な取り組み、Ⅳ章では欧州レベルの

エコイノベーション促進に向けた今後の主な課題とその解決に向けた取り組みの現状をま

とめた。 

 

Ⅰ 欧州における知的財産権の強化の動き 

欧州は、環境産業の競争力強化ならびにエコイノベーション促進の観点から、知的財産

権強化に向けた以下の取り組みを加速させている。 

 欧州特許制度の機能強化 

 知財侵害の防止 

 低炭素技術移転促進 

 

新たに生み出される知識資産を適切に保護するための法的枠組みは、エコイノベーショ

ンの進化あるいは促進を行う上で重要な役割を果たすと考えられている。しかし、環境産

業の発展あるいはエコイノベーションの進展とともに、欧州内の知的財産権に関する現行

 2 



制度はこの点で十分機能していないとの問題意識が高まっており、また域外国からの侵害

問題が多発するなど、解決すべき問題を抱えている。このため、同制度の機能強化に向け

た見直しが本格化している。 

 

 

Ⅱ 欧州環境産業分野の概観 

最新の欧州委員会調査報告書などに拠りながら、欧州環境産業の基本的なデータやファ

クトなどを整理し、その主な特徴を明らかにした。 

 

1. 分野別シェア 

欧州環境産業で最も売上高が大きい分野は廃棄物処理で、続いて上水供給、排水処理、

リサイクル原料となっている。特にリサイクル原料分野は再生可能エネルギーに次いで急

成長している。再生可能エネルギー分野のシェア自体は依然小さいものの、成長率は非常

に高く、今後も大きな伸びが期待されている。 

 

2. 雇用創出 

環境産業の雇用者数は、大気汚染防止分野を除く全分野で成長を続けている。特に再生

可能エネルギー部門の伸びは著しく、今後も高い雇用創出効果への期待は大きい。リサイ

クル原料、騒音・振動、廃棄物処理分野への期待も高まっている。 

 

3. スキルや人材へのニーズ 

環境産業に求められるスキルは様々であり、特殊なスキルを要するかどうかは分野によ

って異なる。全体的には、環境産業における大学卒業者の労働人口の割合は、廃棄物処理

部門などの単純労働の割合により、産業全体平均に比べて低くなっている。しかし、将来

的には新技術やハイレベルなスキルを兼ね備えた人材のニーズが高まると見られており、

既にこうした人材の不足がみられはじめている。 

 

4. 産業構造上の特徴 

欧州環境産業の大半は、中小零細企業で占められている。労働人口でみると、中企業が

最も多い。特に規制主導の新興市場（再生可能エネルギーなど）では、中小零細企業が国

内を中心に事業展開を進める傾向が強い。一方で伝統的な環境市場（廃棄物処理、上水道

など）では、比較的大きな企業が育っておリ、海外進出を目指す傾向も強い。また、サプ

 3 



ライチェーン構造もまた、部門によって大きく異なっている。例えば廃棄物処理産業では、

事業活動を自社グループ内に留め、外注はほとんど行わない傾向が見られる。他方、環境

監視装置メーカーのサプライチェーンは広がっている。EU で最も競争力を持つ環境産業分

野の企業は、フランス、ドイツ、イギリス、オランダに集中している。 

 

5. 生産性と利益率 

環境産業全体の生産性は、同時期の製造業の平均成長率と比べて大きく成長している。

特に競合原料の価格高騰にともなうリサイクル分野の生産性の伸びが大きい。概して伝統

環境産業よりも、再生可能エネルギーやエコ建設などの新興産業の生産性や成長率が高い

傾向にある。一方、利益率は、再生可能エネルギーを除き製造業の平均よりも低い。 

 

6. 加盟国別内訳 

EU27 カ国における環境産業売上高の 59%は、上位 4カ国（フランス、ドイツ、イタリア、

イギリス）で占められている。特にイギリスとイタリアの成長が目立つ。新規加盟国の成

長率も高く、国によっては最大 10%の年間成長率もみられる。 

 

7. 域内貿易・投資 

域内で行われている貿易取引は、伝統的環境産業で一定しており、太陽電池や監視装置、

環境装置などの分野で増加している。特に太陽電池の取引が大きく成長している。しかし

域内の格差が見られ、スペイン、フランス、イタリアでの貿易赤字額が目立っている。ま

た、環境産業への域外投資は一般的に、環境基準や実施方法、罰則の違いなどから、伸び

にくい傾向があるとみられている。一方、EU の環境規制を遵守、履行していく必要がある

新規加盟国では、市場が今後発展することが見込まれるため、企業の投資への関心が高い

とされている。 

 

8. 域外貿易・投資 

EU 環境産業の市場はグローバル市場の 3分の 1を占めると試算されている。特に再生可

能エネルギーの発電技術、廃棄物処理・リサイクル技術の分野で高いシェアを持つ。EU は、

すべての環境製品市場で輸出国であり、米国や日本などの競争相手を上回る勢いで成長し

ている。 

 

9. 分野毎の主な特徴 
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大気汚染防止、リサイクル原料、環境技術、再生可能エネルギー（水力発電、バイオマ

ス、風力発電、太陽光発電、地熱エネルギー、海洋発電）、エコ建設、固形廃棄物処理、土

壌・地下水浄化、騒音・振動防止、上水道供給、排出処理、自然保護の分野について欧州

のこれまでの傾向や現在の動向をまとめた。 

 

 

Ⅲ EU によるエコイノベーション戦略と具体的な政策展開 

1. エコイノベーション政策の経緯・背景 

EU のエコイノベーション政策は、2000 年のリスボン戦略採択が契機となっており、環境保

護とイノベーションが持つ経済効果に注目し、欧州の雇用・成長を実現するための手段と

しての政策枠組みが発展してきた。同時に、世界で最も競争力ある知識経済圏を目指すリ

スボン戦略の目標達成に向け、研究開発の強化に基づく域内統一的なイノベーション政策

を推進している。 

 

2. EU の政策的特徴 

EU がエコイノベーションを追求する主な政治的動機、背景。 

(1) 環境政策と産業育成を図り、産業活力停滞による失業問題解消を目指したリスボン

戦略の融合という政治的動機。市場が求める価格・利便性の追求から、より公共色

が強い環境という新たな付加価値の創出へとシフト。 

 

(2) エネルギー安全保障に関する懸念の高まりによる、野心的な EU の気候変動政策の追

求及び再生可能エネルギー普及政策の推進。 

 

(3) 途上国とのグローバル市場を巡る競争が激化する中、域内産業の国際競争力の維持

に留意した制度設計のニーズの高まり。 

 

EU のエコイノベーション政策は、基礎研究から製品の市場での普及まで一貫した支援体制

を構築しており、最近では市場化支援が顕著となっている。支援対象の多くは中小企業、

新興・周辺産業である。 

 

3. EU の取り組み内容 

EU によるエコイノベーションに対する取り組みは、リスボン戦略の推進とともに、以下

 5 



の点が重視されている。 

（1）環境技術支援計画（ETAP） 

（2）域内共通イノベーション政策の展開 

（3）経済再生計画の下における、エコイノベーション志向の投資強化 

 

 

Ⅳ 主要国における環境産業の現状と見通し 

主要加盟国としてドイツ、フランス、イギリス、スウェーデンにおけるエコイノベーショ

ン政策の現状を概観した。EU 同様、以下のような特徴がみられる。 

 

(1) エコイノベーションに特化した政策は殆ど存在せず、様々な環境保護目的の規制

やイニシアティブ、研究助成が、動機付けを促してきた。 

(2) 関連政策の多くは、再生可能エネルギーや低炭素モビリティなどの気候変動対策。

一方、持続可能な水資源管理や廃棄物処理などの伝統的環境産業に影響する政策

は、既存の EU 指令を国内法に書き換えた規制等に留まっている。 

(3) EU から各国に課せられた気候目標の削減義務達成に向け、同分野のイノベーショ

ン支援を本格的に開始している。 

(4) これまでは供給側への働きかけ、特に研究助成を重視する傾向が強かった（ドイ

ツ、イギリス、スウェーデン）。需要側を重視する国（フランス）もみられはじめ

ている。 

 

Ⅴ 更なるエコイノベーションに向けた主要課題と取り組み 

EU は世界的に影響を及ぼす環境政策（REACH や RoHS/WEEE、新車 CO2 規制、エコデザイ

ン指令など）を数多く実施してきた。しかし、これら政策のほとんどがエンドパイプ型ア

プローチ（汚染源に対する規制・制裁）であり、域内企業の競争力に対する負の影響が懸

念されてきた。グローバル市場の国際競争激化に対応するため、欧州企業の競争力強化と

環境課題解決の両方を目指す新たな政策アプローチの模索が本格化している。 

 また、欧州のエコイノベーションに対する取り組みも、環境技術の発展だけに止まらず、

市場ニーズや経営戦略のグリーン化を含むより包括的・総合的な政策へと変化している。 

具体的には、知的財産権の強化を初めとし、消費者や経営者の行動変化、労働者の質向

上など、これまで欠けていたエコイノベーション促進に向けたソフト面でのトータルな環

境整備を進めようと考えられている。エコイノベーション政策の見直しや拡充に向けた動
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きは、EU による「Europe2020」戦略策定作業の進捗とともにますます本格化している。欧

州産業界は、今後 EU が取るべき政策に関し、以下のような提言を行っている。 

 

(1) 革新技術の商品化 

(2) 環境製品需要の促進 

(3) ビジネスモデルのグリーン化 

(4) 域内外への技術移転 

(5) 環境産業向け労働技能の向上 

(6) エコイノベーションの成果の見える化 

 

 

Ⅵ 結び 

欧州が知的財産保護強化に向けた動きを急ぐのは、環境産業が単に環境保護だけでなく、

経済成長と雇用創出にとっても欠かせない存在となりつつあるからである。同産業の急速

な発展の背景には、環境技術の発展を通じ、エネルギー供給の安定確保と気候変動問題の

解決に寄与すると同時に、経済的利点の創出も行なうという EU レベルの枠組み作りの指導

力があった。 

 

また、最近になり、これまでのエンドオブパイプ型の環境規制主導の政策を改め、環境

付加価値を求める新たな市場ニーズの創出を主たる牽引役として、イノベーションの事業

化を後押しする政策的方向性も明らかになってきた。 

 

リスボン戦略に続く欧州委員会の新たな社会経済戦略ビジョン「Europe2020」によれば、

「欧州研究イノベーション計画」の下で、環境技術支援計画（ETAP）の見直しとエコイノ

ベーション政策を打ち出す他、欧州特許統一化も推進される見通しである。 

 

このように、技術力の高さばかりではなく、むしろ、強い政治的意思とそれに伴う技術

を育てる市場の創出、そして海外市場開拓を視野に入れた産業育成が、欧州企業の世界的

優位性を支えている。知的財産権の強化は、こうした欧州企業の競争力を支える重要な要

素となっている。 
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       この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 
 

http://ringring-keirin.jp 
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