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【環境問題特集】 

 
包装廃棄物管理システムに関する政策の有効性について（EU） 

 
政策効果の評価 
 
なぜ、政策の有効性を評価するか 

政策効果の評価を行うと、政策は十分に機能しているか、予算に見合った効果を発

揮しているか、効果が発揮されていない場合はどうすれば現状を改善できるか、など

環境政策における重要な課題点の洗い出しが可能となる。 
 
2001年に欧州環境機構（European Environment Agency: EEA）が発行した「環境

施策に関する報告 － 施策は有効に実施されているか（REM）」(1)では、当時大部分の

欧州地域で過去に実施された政策の効果が殆ど認識されていなかったことが明らかに

されている。その報告書では政策効果の評価を進めるためのフレームワークを提示し、

同時に施策の社会的必要性とその施策が環境に与える最終的な影響との相関性を調査

するための指針を示している。 
 
 ここ数年、多くの政策立案者が政策効果の評価に一層の力を注いできた。EEA自体
も政策立案者や一般市民に情報提供をするためにこのような評価に携わってきた。こ

のような EEAの活動を通じて重要な教訓が明確に示された。つまり、環境政策で効果
的な結果を出すには政策設計のみならず、制度組織自体も重視する必要があるという

ことが分かった。このような状況からしても管理組織こそが政策の成功を左右する。 
 
 EEAは政策効果を評価することで、環境政策の支援および EEA加盟機関が必要としてい
る情報を提供することが可能になる。図 1で示すように政策効果を評価することにより、政
策サイクルに対して重要なフィードバックの仕組みが提供可能になる。この評価は広範囲に

わたる持続可能な発展のために実施される環境政策の差をよりよく理解するため必須な手段

である。広い社会的目的に対して施策が正当であると理由づけるために、政策の定量的な結

果を指摘することが必要である。これが政策効果の評価を行う主な理由の一つである。 
 
欧州共同体においては、第 6次環境アクションプログラム（The Sixth Environment 

Action Programme: 6th EAP）で｢環境目的を満たすために、既存の施策の効果を事後
評価すること｣（第 10 条）の必要性を強調している。これを遂行するには、施策への
理解を深めることおよび各国で見られた効果をもたらした仕組みを検討することが必

要である。その際、以下について把握することが必須である。 
                                                  
(1) EEA, 2001: Reporting on environmental measures (REM): Are we being effective? 

Environmental issue report No 25. 
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 欧州法（European Legislation）の一部を自国に適した形で施行する場合や欧州
法を部分的に実施する場合、EU加盟国ではどのような施策を実施したか 

 上記施策によって生じた影響 
 施策の実施が予定されている国の状況 

 
 

 
図 1 データ、情報、知見に基づく政策サイクルの主要段階 

 
 
上述の 2001年 REM報告書は、過去の環境政策や手段の中で何がどの程度環境に影

響を与えたかについて殆ど把握されていなかったと結論づけている。報告書の序文で

Nigel Haigh（欧州議会より任命された EEA運営幹部会議メンバー）は｢環境対策行動
の情報は環境状況そのものと同じ位必要性が高い」と述べている。彼は「既存の政策

の評価は新しい政策を策定するにあたり適切な情報である。政策を立案するために必

要な情報を提供することが当機構の任務である」とも追記している。 
 
 これらの必要性に応じて、EEA戦略は政策効果の事後評価を最優先分野としている。 
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理論の実践にあたって 
 

試験的研究への取り組み 

EEAは REM報告書で進められた研究に基づいて首都圏の下水処理対策および包装
廃棄物管理システムに関する試験的研究を２件進めた。試験的研究の目的は理論を実

行に移すことである。研究成果は EEA のウエブサイト（www.eea.eu.int.）で閲覧可
能である。 

 
 これら研究への取り組みは有益なものだと立証された。ここでは、加盟国が EU 政
策をどのように実施したか、各国の制度と政策がどのようであるかが調査された。こ

の研究の最大の強みは、国レベルで実施されているシステムが詳細にわたり調査され

ている点や、その結果どういったシステムが順調に機能しているかが明確になってい

るところにある。この研究結果は複雑な現状を映し出した。各国のシステムは制定さ

れるにあたり、それぞれの国独自の事情や状況が反映されている。しかし、これらの

状況により、各国の動向の背景、それらが何を意味するか、また各国の将来の方向性

が説得力を持って説明できるようになる。 
 
 

EEA戦略における政策効果の評価 
 2003年に採択された EEA戦略では 2004年から 2008年の重点事項を取り決め
た。将来のために優先する事項の一つとして政策効果の事後評価が認められてい

る。この戦略の序文で、EEA 運営幹部会議の Lars-Erik Liljelund 議長は以下の
ように述べている。 
「もはや環境政策を勝手気ままに実施することは許されない。政治家や一般市民

にも同様に環境政策は社会的に必要であり、かつ有益なものであると納得して貰

うためには、我々が有効な方法のもとにきちんと結果を出していることを実証し

なければならない。」 
 

EEA の Jacqueline McGlade長官は戦略の概要について以下のように説明して
いる。 
「現在、EEAは欧州議会、欧州委員会およびその加盟国から、環境に関する現状
や環境保護における技術的課題および天然資源の持続可能な使用についてだけで

はなく、主要な環境政策やセクター別の政策の効果およびそれらの実施状況に関

しても報告や助言をするようにと要請されている。」 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート970号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/970/
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EEA の試験的研究により得られた知見 

1. 管理組織は政策の成功を左右する 

 政策を効果的に実施するにあたり、政策設計そのものと同等に制度の構成が重要に

なる。そのため政策効果の評価を実施する際には、国の管理組織や各制度との相関性

を深く理解することも重要となる。試験的研究「国別事例研究」における取り組みが

このことを明確に説明している。 

 

2. 問題の根本解決のために実施する経済措置はポリシーミックスの一つとして効果
がある 

 水質汚濁規制による課税やその他産業廃水排出量削減のための奨励金が実施された

ことにより、廃水処理場の必要とされる処理容量が縮小した。このような経済措置は

廃水排出量の抑制と必要とされる廃水処理場の容量を見極める有効な手段となる。廃

水処理には巨額な投資が必要なので、排出抑制と処理容量のバランスを見極めること

が重要である。 

 

3. 政策達成を判断するには、異なる目標の区別をする必要がある 

 包装廃棄物に関する目標により、欧州全土でリサイクル量および回収率の増加が促

進された。しかしながら、廃棄物発生量増加に対する取り組みの必要性は特定の目標

や定量的目標設定の段階に至らず、むしろ基本方針としていまだ残っており、この課

題についてはあまり進捗が見られなかった。 

 

4. 情報制限は厳しいが、その壁を乗り越えることは可能である 
 政策効果の評価に関する質問に回答しようとすると、往々にして情報制限の壁にあ

たる。確かに幅広い範囲のデータが必要とされることが多々ある。たとえば、包装廃

棄物に関する政策効果の評価にあたっては包装廃棄物そのものに関する情報だけでは

なく、費用や制度構造などの情報が必要とされる。 
 

5. 政策効果の評価は複雑であり、多くの専門分野からの成果が必要である 
研究を進めるにあたり、公式の政策目的、それを達成するための措置および観測さ

れた環境の変化との相関性を深く理解することが必要となる。また、これらに加え、

評価結果に何らかの影響を与えるような他の分野で得られた成果を活用すべきである。

政策効果を評価するには、あらゆる観点から徹底的に相互の状況を照らし合わせるこ

とが必須である。 

 
6. 政策効果の評価は能力開発や政策の共有学習に役立つ 
国レベルを取り込んで研究の計画を立て、それを実施することは、情報格差を解決

し、EU の政策編成、その施行および将来の政策展開の関係をより理解するための道
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を開くことになる。各国および EU レベルで政策設計、政策実施、政策評価の共有学
習が促進されるため、このような評価に取り組むことは評価の結果そのものと同等に

重要性が高い。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

試験的研究その 1 － 首都圏の下水処理対策を通して何が分かったか 
 

編集注記） 

今回の NEDO 海外レポートでは｢試験的研究-首都圏の下水処理政

策を通して何が分かったか｣は削除した。当研究の報告に関しては、

将来 NEDO 海外レポートにて取り上げる予定である。 

政策効果の評価のための EEAの能力開発 
試験的研究：的を射た政策サポートを提供しつつ、実践的研究を進める 

政策効果の事後評価に取り組むことで実践的経験を積み、特定の政策領域の支援を

提供することを目的として、EEA は EU 5 ヵ国における包装廃棄物システムおよび
EU 6ヵ国における汚水処理政策に関する試験的研究を実施した。 
資源の有効活用を促進するための経済措置や統合的汚染防止管理指令（Integrated 

Pollution Prevention and Control Directive：IPPC）の実施を通じて、埋立および焼
却に関する指令が、各国の包装廃棄物のリサイクルや回収にどの程度影響があるか、

といった更なる研究が現在計画中または進行中である。 

 

方法論的研究：一貫性のある取り組みを促進する 

EEAは政策実施者のための指針を作成しようとしている。このために欧州およびそ
の他地域における政策効果の評価の分析に関する優れた事例を集めている。 
政策の効果評価全体の中でも、費用対効果は重要な指標項目である。市場に基づい

た経済措置とそれが環境に与える影響の二つを見据えながら、優れた政策実施のガイ

ドラインおよび費用対効果の評価の理論的手法が構築されている。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート970号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/970/
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試験的研究その 2 － 包装廃棄物管理政策：どの程度有効か？ 
 

この研究(2)では EU 加盟 5 ヵ国（オーストリア、デンマーク、アイルランド、イタ
リアおよびイギリス）における包装廃棄物管理システムの効果に焦点をあてている。

包装および包装廃棄物指令（Packaging and Packaging Waste Directive (94/62/EC)）と
関連づけて制定された各国の規定や施策について考察した。目的としては、各国のシ

ステムの中で特に効果的だったものから学べる知見を明らかにしている。包装に関す

る指令には、包装廃棄物のリサイクルやその回収に関する定量的な指標と共に廃棄物

発生量削減の目標も含まれており、研究ではこれらの対応について調査している。あ

る国では、この指令をもとにして包装廃棄物管理システムを制定しており、一方で他

の国ではすでに似たようなシステムが導入されている。1997年より刊行されている国
別の年報があるため、包装関連の政策効果の評価をする際の情報も比較的豊富にある。 

 
包装廃棄物はゴミ管理問題の中で重要な位置を占める。最近、｢包装および包装廃棄

物に関する指令｣が改訂され、欧州議会および理事会で採択された。これを受けて現在、

廃棄物抑制、リサイクル、天然資源の持続可能な利用および管理などの EU 戦略が策
定されている。包装に関する指令には、直接評価可能で定量的な目標が含まれている。

この指令は施行されてからすでに 10年ほど経過しているので、今回この重要な政策領
域を評価するにはちょうど良い時期である。 
 
 この試験的研究では、オーストリア、デンマーク、アイルランド、イタリアおよび

イギリスにおける包装廃棄物管理システムの実施効果を比較評価している。EU 指令

で特定された環境面の目的や各国で適用された目標の達成に制度がいかに貢献したか

という観点から、システムの効果の事後評価が行われている。ここでは主に 1997年か
ら 2001年にかけてのデータが用いられた。国によってデータの集計手法が異なるため、
各国の廃棄物の発生量は単純に比較することはできない。この研究では単に国ごとの

状況の順位付け作業だけではなく、各国のシステムがどのように機能しているかを深

く分析し、実際に効果的に機能している要素を明らかにしている。 
 
 第6次環境アクションプログラムでは廃棄物の発生量を大幅に削減することが基本方針とさ
れている。廃棄物発生抑制は廃棄物に関する対応事項の中で最優先事項に位置づけられている。

包装に関する指令の全体的目的は廃棄物の発生量を抑制することである。絶え間なく変わる消

費者の要望、製品の流通機構および包装材料などへ対応しながら評価をすることは困難である

が、廃棄物発生量の抑制への関心が特に高かったのはこのような背景があったからである。 

                                                  
(2) EEA, 2005: Effectiveness of packaging waste management systems in selected 

countries: 
an EEA pilot study. EEA Report No 3/200 
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各国の状況 

オーストリアでは 1994年にEU指令に合意する前からすでに廃棄物に関するシステ
ムが実施されていた。1993年に包装廃棄物に関する生産者責任制度（ARA）が制定さ
れていた。オーストリアは廃棄物の回収およびリサイクルに関して非常に高い水準に

達し、EU 指令で求められているものをはるかに上回っている。改訂された EU 指令
で求められている 2008 年までの目標も既に達成している。ARA はフルコスト制であ
り、調査された他の国の結果と比べて廃棄物の収集、分別および回収に多くの費用を

かけている。その結果、廃棄物関連費用も相対的に高くついている。 

 

デンマークでは地方公共団体が廃棄物収集およびリサイクルに関する制度を担って

いる。飲料包装の前金払い戻しシステムは廃棄物抑制のための重要な手段の一つであ

る。指令が発効された時点で既にリサイクルの水準は順調に目標達成できるような状

況であった。新たに課された責務を守るために、家庭用包装よりも輸送用包装に的を

絞ることが決定された。その結果、プラスチック廃棄物のリサイクル率を 15%まで引
き上げるという目標がわずか 1%の差で満たされなかったことを除けば、2001 年の目
標は無事達成された。 

 

アイルランドの主要な施策として生産者責任制度リパック（Repak）がある。アイ
ルランドはいくつかの指令において逸脱が見られる。そのため、アイルランドは 2001
年までに廃棄物の回収率を最低でも 25%まで引き上げた上で、2005年までにリサイク
ルおよび回収の目標を達成しなければならなくなった。埋立に大きく依存しているの

で、今できる唯一の回収活動がリサイクルしかなく、これによって 2001年の目標であ
る回収率 25%は達成されている。アイルランドの包装廃棄物管理システムはまだ現在
進行中である。近い将来、一般廃棄物管理設備の大幅な整備と埋立に関する指令が大

きな効果をもたらすのであろう。 

 

 イタリアでは EU 指令の目標を達成するために発布された主な施策として、生産者
責任制度 CONAI がある。包装物収集量が増加した際に発生する追加費用は CONAI
を通じて地方公共団体に支払われる。1997年から 2001年にかけて包装廃棄物量は 19%
増加した。2001年、回収率が 50％まで引き上げられ、リサイクル率が 46%まで引き上
げられたため、EU 指令の回収およびリサイクル目標は達成された。リサイクル用ま

たは回収用としてそれぞれ別に収集された包装廃棄物の量はイタリアの南部と北部の

間で大幅な差が見られた。 

 

イギリスの主要な施策として生産者責任制度（包装廃棄物回収通達）がある。ここ

では高い費用効果と競争力を維持しながらも指令で要求されている目標を達成するた

めに、商業廃棄物の削減に焦点をあてている。各事業体はそれぞれの業務活動に相応

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート970号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/970/
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する包装物に対して責任が課され、廃棄物に関する責任は包装物に関係する者の間で

共有される。最近の数値を見ると包装物の増加が明らかである。2001年のリサイクル
率は 42%であり、指令で要求された目標を上回っていたが、同年の回収率の目標 50%
は 2%足らずで達成されなかった。本件に必要な資金は毎年発表される PRN(Packaging 
Recovery Notes：包装物回収通達)の価格変動により上下する。回収された包装物をト
ン単位で比べた限りでは、このシステムは産業の観点から見て可能な限り低い費用と

いう目的を達成しているようだ。しかし、PRNによる金額は総費用に直接反映されな
いので、このシステムが社会的に本当に最小の費用で機能しているかどうか判断でき

ない。確かに競争力はあったが、結果的にこの産業指向の手法では一般市民の積極的

参加を促すことや包装廃棄物に関わる課題への意識を喚起することが出来なかった。 

 

 包装に関する指令の全般的な基本方針は廃棄物の発生量を削減することであるにも

関わらず、目標としては廃棄物発生量削減そのものではなく、包装廃棄物の回収およ

びリサイクルに取り組んだ。研究ではこの目標と基本方針の違いを明らかにし、目標

の完全達成が廃棄物量削減という広い意味での政策方針の達成に自動的につながらな

いことが指摘されている。今回調査した 5 ヵ国において、当初からリサイクルの水準
が高い国々はその水準を維持しており、それら以外の国々も着実にリサイクルの水準

を引き上げている。包装物の生産は環境に大きく影響を与える。したがって、包装物

の生産量を削減する施策と廃棄物の管理対策と組み合わせて実施することで、廃棄物

の管理を単独で行うよりも大幅に環境への負荷を軽減できる可能性がある。ただし、

この方式を導入するのであれば、資源の有効活用、費用および国内市場で果たすべき

義務などを考慮の上、それらのバランスを適切に維持することが不可欠である。 

 

表 1 からも明らかなように、包装廃棄物の発生量は絶対的に増加しているにも関わ
らずイタリア以外の国すべてが、経済成長率と廃棄物発生量増加の相関性を切り離す

ことに成功している。（ただし累計時に発生する許容誤差は考慮に入れられていない。） 

 
包装廃棄物のリサイクルシステムが上限に達しそうな兆候が見られる国が数カ国存

在する。分析によれば、リサイクル量増加にかかる限界費用は一般的にリサイクルの

水準の上昇に伴って増加する。なぜなら、より高い水準を満たすにはリサイクルには

あまり適さないような部分も収集することが必要となるからである。デンマークやイ

ギリスのように商業用包装物や輸送梱包物などのゴミ処理のみを行っている国々では、

リサイクル率を増加するためには家庭廃棄物などといった他のゴミ処理にまで視野を

広げる必要がある。家庭廃棄物に対してシステムを拡張するための費用は相当の額に

なるが、一般市民の関心や活動を促進するという観点から見ると、それ以上に大きな

利点をもたらすものになり得る。 
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 費用対効果に関する情報を各国間で単純比較することはできない。この数値には各

国の制度が反映されているからである。たとえば、ある規定を順守するための費用を

すべて計上する国（オーストリア）がある一方で、地方自治体が負担するリサイクル

の促進のための費用のみを計上している国（イタリア）がある。地方自治体が負担し

た金額と規定の準拠にかかった費用には区別しがたい重複がある。 
 
 

 
図 2 1997年～2003年のリサイクル率動向 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

これら数値からも明らかなように、イタリアを除くすべての国が経済成長率と廃

棄物発生との相関性の切り離しに成功している。しかし、廃棄物の発生量はオース

トリア以外のすべての国で増え続けている。（イギリスの動向を見ると減少が見ら

れるが、これが 1997 年から 1998 年に提出された信憑性に欠けるデータに基づく
ところが大きい。）アイルランドは包装廃棄物量が急速に増加したにもかかわらず、

これらの相関性の切り離しを順調に行っている。これは、1997年から 2001年にか
けた急速な GDP成長率 41%が、この期間の包装廃棄物発生増加率 36%を上回った
ためである。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート970号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/970/
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表 1 包装廃棄物発生量、リサイクル量、回収量に関する主要な数値 
  オーストリア デンマーク アイルランド イタリア イギリス EU-15 

2001年 包装廃棄物総発生量 
（1,000 トン単位） 

1,097 1,029 820 11,262 9,314  64,876 

2001年 木材を(含む/含まない)
廃棄物発生量 
（キロ/人） 

135/122 192/161 ※214  194/151
       

159/148 172 

1997年～2001年廃棄物発生量
の変化 （%） 

－1.0 ＋2.0 +36.0 +18.2 －7 +8.4 

1997年～2001 年 GDPの変化 
（%） 

+11.0 +9.8 +41.0 +8.5 +12.4  +11.4 

1997年～2001年 一人あたりの
家計消費の変化 （%） 

+11.2 +1.2 +27.7 +8.7 +13.3  －

1998年～2001年世帯数の変化
（%） 

+4.1 +2.2 +3.2 +9.0 +2.9  －

人口の変化（%） +0.7 +1.4 +4.6 +0.7 +0.6  +0.8 

2001年リサイクル率（%） 
 (EU リサイクル目標 25%)  

64 50 27 46 42  53 

2001年回収率 （%） 
 （EU回収率目標 50%） 

73 90 27 51 48  60 

注記：GDPおよび家計消費の費用は 1995年の物価に基づいている。 
※ アイルランドの数値は木材を除いたものである。 
出典：1997年～2001年包装廃棄物発生量に関するEU加盟国の報告書。包装と包装廃棄物に関する 
指令(94/62/EC)に基づき、環境総局(DG Environment)およびEC統計局(Eurostat)に提出された。 

以上 
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