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□■報告書・概要■□ 
 

1．調査研究の目的 
 本調査研究は、米国、英国、ドイツ、フランスを調査対象国として、各国政府が推進す

る環境保全政策の概要と特徴、及びそれに対応して各国会計検査院が行う環境保全政策に

対する検査の体制、具体的な検査・監査・評価の実施状況等について調査研究することに

より、我が国の会計検査院が、環境保全政策の進展に対応した会計検査を行う際に参考と

しうる有用な情報を提供することを目的とする。 

 

2．調査研究の方法 
 本調査研究は、文献・インターネット調査を主体としている。 

 各国政府が推進する環境保全政策については、主に各国の環境保全政策に関する基本方

針等を示す戦略計画・基本計画等の文書、環境保全政策を担う政府機関のホームページ等

収録情報によって取りまとめた。 

 各国会計検査院が行う環境保全政策に対する検査については、主に INTOSAI の環境検

査ワーキンググループが構築している環境検査事例データベースの収録情報、及び各国の

会計検査院のホームページ等収録情報によって取りまとめた。 

 

3．調査研究の結果 
 

■第 I 章 欧米主要 4 か国における環境保全政策の概要 

 今回の調査対象国において、各国中央政府が推進する環境保全政策の内容とその変遷、

実施体制、主な政策手段等を整理した。 

重点環境保全政策分野として、米国における水質・土壌対策、EU 加盟各国におけるエ

ネルギー・気候変動対策等の相違が見られた。 

 

■第 II 章 欧米主要 4 か国における環境保全政策に対する会計検査等の状況 

 今回の調査対象国において、各国会計検査院が行っている環境保全政策に対する検査の

実施体制等について整理した。具体的には、まず、それぞれの会計検査院の全体の組織体

制と、その中で環境保全政策に対する検査に従事している部署の位置付けを明確にした。 

次に、それぞれの会計検査院が実際に行っている環境保全政策に対する検査の動向・事

例について整理した。検査事例は、INTOSAI 環境検査ワーキンググループが構築している

環境検査事例データベースで「業績検査」に該当するものとして報告されている検査事例

のうち、伝統的な規制を検査対象としたものではない事例を中心に選定し、各事例とも、

経緯、検査方法、検査結果、勧告内容の点から取りまとめた。 



 

 米 国 英 国 ドイツ フランス 

傾向分析 
15 事例（08 年度） 

12 事例（INTOSAI） 

 7 事例（08 年度） 

18 事例（INTOSAI） 
―― ―― 

詳細分析 5 事例 7 事例 2 事例 3 事例 

 

■第 III 章 まとめ 

 これまでの整理結果を基にして、調査対象各国の環境保全政策の組織体制、重点分野、

政策手段を我が国との比較の上で取りまとめた。EU 加盟各国における環境保全政策の共

通化、米国における市場メカニズムやパートナーシップの活用といった特徴が整理された。 

また、今後の我が国の会計検査院における環境保全政策に対する検査（特に業績検査）

に対する示唆を取りまとめた。そこでは、環境問題が持つ特性と環境保全政策の有する特

徴を理解した上で、検査の対象や検査の視点を構築する必要性が示唆された。 
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はじめに 
 

1．調査研究の背景・目的 
 

 今日我々は、地球温暖化の危機、資源の浪費による危機、生態系の危機といった地球規

模の環境問題に直面している。我が国政府における環境保全政策は、環境基本法（平成 5

年 11 月 19 日法律第 91 号）、及び同法第 15 条に基づき“環境の保全に関する総合的か

つ長期的な施策の大綱”として策定されている環境基本計画に則って展開されている。現

在、2006 年に策定された第 3 次環境基本計画（平成 18 年 4 月 7 日閣議決定）に基づい

て関係各府省が政策を展開しているところであり、我が国政府における環境保全政策関連

予算は、毎年 2 兆円を超える規模になっている等、政府における環境保全政策に係る支出

額は極めて大きなものとなっている。さらに、2009 年 9 月に発足した民主党政権は、温

室効果ガスを 2020 年までに 1990 年比で 25%削減するとの目標を表明し、9 月 22 日に

開催された国連気候変動首脳会合で演説を行う等、我が国の環境保全政策に対しては国内

外の高い注目が集まっているところである。 

 我が国会計検査院では、正確性、合規性、経済性、効率性、有効性その他必要な観点か

ら検査を行うとされており、毎年次定められる会計検査の基本方針において「環境保全」

分野は、重点を置いて検査を行う施策分野の 1 つとして位置付けてきている。 

 以上の状況を踏まえ、今後の我が国会計検査院における環境保全政策に対する会計検査

の取組に資するため、欧米主要国――米国、英国、ドイツ、フランス――における環境保

全政策の概要と特徴、及びそれに対応して各国会計検査院が行っている環境保全政策に対

する検査報告事例を整理・分析することにより、環境保全政策に対する会計検査における

着眼点、手法、課題等について検討する。 

 本調査研究の成果が、今後の会計検査院における環境保全政策に対する検査の円滑かつ

適切な実施のための一助となれば幸いである。 

 

平成 22 年 2 月 

三菱 UFJ ﾘｻｰﾁ&ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ株式会社 
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2．調査研究の方法 
 

 本調査研究は、会計検査院事務総長官房調査課（研究担当）より、三菱 UFJ リサーチ&

コンサルティング株式会社への委託により行われた。 

 具体的には、米国、英国、ドイツ、フランスにおける各国中央政府が推進する環境保全

政策の概要と特徴、及びそれに対応して各国会計検査院が行う環境保全政策に対する検査

の体制、具体的な検査・監査・評価の実施状況等について、文献・インターネット調査を

中心に分析を行った。なお、本調査研究の過程で分析に用いた文献資料等については巻末

に一覧整理している。 

 

（1）環境保全政策について 

 環境保全政策の内容・範囲、特徴、組織体制としくみを概観した。 

 まず、各国の環境保全政策に関する基本方針等を示す戦略計画・基本計画等の文書を基

に、それぞれの環境保全政策の全体像と特徴を整理した。 

 次に、環境保全政策を担う政府機関のホームページ等を縦覧することで、各国の環境保

全政策に関する組織体制、予算等を整理した。 

 

（2）環境保全政策に対する検査について 

 環境保全政策を対象とした検査の体制、事例とそれぞれの特徴を整理した。 

 まず、各国の会計検査院のホームページ等を縦覧することで、それぞれの検査制度と環

境保全分野における検査体制を取りまとめた。 

 次に、これらの検査制度・検査体制をベースとして取り組まれている個別の検査・報告

事例について、INTOSAI の環境検査ワーキンググループが構築している環境検査事例デー

タベースの収録情報、及び各国の会計検査院のホームページに掲載されている検査事例を

基に、各国の環境検査の傾向分析と、個々の検査事例について背景・指摘内容・各省庁の

反応等を整理した詳細分析を実施、取りまとめた。対象とした事例は以下のとおりである。 

 

 米 国 英 国 ドイツ フランス 

傾向分析 
15 事例（08 年度） 

12 事例（INTOSAI） 

 7 事例（08 年度） 

18 事例（INTOSAI） 
―― ―― 

詳細分析 5 事例 7 事例 2 事例 3 事例 
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3．本報告書の構成 
 本調査報告書の構成は、以下のとおりである。 

第 1 章「欧米主要 4 か国における環境保全政策の概要」 

第 2 章「欧米主要 4 か国における環境保全政策に対する会計検査等の状況」 

第 3 章「我が国の環境保全政策の会計検査に対する示唆」 
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I．欧米主要 4 か国における環境保全政策の概要 

 

 本章では、欧米主要 4 か国の環境保全政策の対象分野や予算規模を統一的視点から分類

するため、各国会計検査院が加盟する 高会計検査機関国際組織（ International 

Organization of Supreme Audit Institutions：INTOSAI）の環境検査ワーキンググルー

プ（Working Group on Environmental Auditing）による検査イシュー分類を援用する

こととする。 

 INTOSAI の検査イシュー分類は、以下のとおり、8 分類 57 項目の対象に分けられてい

る。わが国環境省の政策分類と一致するわけではないが、各国で重点が置かれている環境

保全政策分野を相対的に比較できるメリットがあるため、この分類を用いることとする。 

 

図表 1 INTOSAI による検査イシュー分類 
a．大気 d．天然資源 
a-1 酸性雨 d-1 水産（淡水と海水） 
a-2 気候変動 d-2 林業と森林資源 
a-3 屋内空気の質  d-3 鉱物資源（例：採鉱やガスや石油） 
a-4 域内空気の質 （スモッグ、粒子状物質、SO2、NOx、CO2） d-4 その他の自然資源に関わる問題 
a-5 成層圏のオゾン層の減少 e．廃棄物 
a-6 有害大気汚染物質 （残留有機汚染物質 ダイオキシン、フラン） e-1 汚染地帯と土壌汚染 
a-7 その他の大気に関わる問題 e-2 一般廃棄物 

b．生態系 e-3 有害廃棄物 
b-1 生物多様性 e-4 地方行政、固形・非有害廃棄物 
b-2 沿岸地域 e-5 放射能性廃棄物 
b-3 生態系の管理と変動 e-6 その他の廃棄物に関わる問題 
b-4 保全地域と自然公園 f．水 
b-5 海洋生息地の保護 f-1 酸性化 
b-6 川と湖 f-2 飲料水（質と供給量） 
b-7 絶滅危惧種 f-3 海洋汚染 
b-8 湿地帯 f-4 水域の汚染（例：産業や農業による） 
b-9 その他の生態系に関わる問題 f-5 排水処理 

c．人間の活動・部門 f-6 水量管理もしくは流域管理 
c-1 農業 f-7 その他の水に関わる問題 
c-2 バイオセーフティと遺伝子組み換え生物 g．ガバナンス 
c-3 化学物質管理 g-1 国内の資金と助成金 
c-4 文化遺産 g-2 環境への影響評価 
c-5 エネルギーとエネルギー効率 g-3 環境の管理体制 
c-6 環境と人間の健康 g-4 政府の緑化運動（環境についての意識向上活動） 
c-7 社会基盤 g-5 国際的な資金と助成金 
c-8 土地開発 g-6 戦略的な環境アセスメント 
c-9 自然災害の管理 （例：準備、対応） g-7 持続可能な開発 
c-10 農薬 g-8 持続可能な開発に関する世界首脳会議 
c-11 リクリエーションと環境 g-9 その他の統制に関わる問題 
c-12 輸送、交通、移動 h．その他 
c-13 都市環境の質（持続可能性） h-1 その他の問題 
c-14 その他の人間の活動・地域に関わる問題   

資料）INTOSAI 環境検査ワーキンググループ・環境検査データベースより三菱 UFJ リサーチ&コンサル

ティング作成。 
（http://www.environmental-auditing.org/Home/EnvironmentalAuditsWorldwide/AuditsbyCountry/tabid/126/Default.aspx） 
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1．アメリカ 

（1）環境保全政策の全体像及び特徴 

①環境保全政策の基本方針 

 米国における環境保全政策は、1950 年代からの国民の野外レクリエーション機会の

増加、レーチェル・カーソン著のベストセラー『沈黙の春（Silent Spring）』（1962

年出版）によるエコロジー的思考への関心の高まり等を背景とし、主に自然環境の保全

を目的とした政策に始まった。その後、1960 年代には公害問題が深刻化し、水質、廃

棄物処理等に関わる各種環境規制の法制化が進められた。 

 米国には、すべての関連法の基本となる枠組法はないが、環境政策の総則的な位置付

けにあたる法律としては、連邦レベルでの計画、措置、プログラム及び資源を環境と調

和 させ ること を目的 に 1969 年 に制定 され た国 家環境 政策法 （ National 

Environmental Policy Act：NEPA）が挙げられる。NEPA はこれまで分野ごとに対策

が講じられてきた環境問題を包括的に捉え、国家の環境の質を高めることを政策課題と

している。 

 1990 年以前の米国の環境政策は「command and control」と呼ばれる直接規制的手

法が主流となり、産業における環境保全費用の増大が問題となった。その後、1990 年

に環境汚染防止法（Pollution Prevention Act）が制定され、「エンド・オブ・パイ

プ」の管理手法ではなく、源流から汚染や廃棄物を削減または回避することにより、資

源・エネルギーの効率的な利用を目指すという方針が示され、これによって規制当局と

産業界等との自主的なパートナーシップに基づく柔軟な環境管理の推進が図られるよう

になった。 

 

②環境保全に関する中長期計画 

 環境に関する分野横断的な中長期計画は、1993 年に制定された政府業績成果法

（ Government Performance Result Act ： GPRA ） に 基 づ く 、 環 境 保 護 庁

（Environmental Protection Agency：EPA）の戦略計画（Strategic Plan）が挙げら

れる（（2）①参照）。 

 

③政策的手法 

 直接規制に加え、市場原理の活用（経済的手法）、情報的手法、州・自治体・産業界

等とのパートナーシップによるアプローチを多用している。 

 市場原理の活用としては、1990 年改正大気浄化法（Clean Air Act）に基づく電力会

社に対する二酸化硫黄（SO2）排出上限枠の設定と排出権取引制度の創設（酸性雨プロ

グラム）が挙げられる。このプログラムでは、電力会社からの二酸化炭素（CO2）排出

量の大幅削減と実施コストの低減の両立が図られた。 
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 情報的手法の代表例は、環境影響評価制度（Environmental Impact Assessment：

EIA）及び有害化学物質排出目録（Toxic Release Inventory：TRI）が挙げられる。 

 パートナーシップ政策に関しては、クリントン政権時代に省エネルギーや廃棄物管理

等のプログラムが数多く開始され、規制的手法によらずに費用対効果の高い環境保全行

動が推進されている。 



 - 4 - 

（2）組織体制 

①環境保全政策における中心的な執行機関 

 米国政府は合衆国憲法に基づき、それぞれに主権をもつ連邦政府、州政府及び州の下

部単位である地方政府から構成される。連邦政府の権限として定められた事項及び州政

府に禁止された事項を除き、すべての事項が州政府の権限となっており、環境政策に関

わる事項については、連邦政府の固有の権限または州政府の禁止事項はない1。連邦政府

が連邦環境法に基づき 低限達成されるべき全国レベルの環境基準を規定し、州政府は

それらを達成するためのプログラムの策定や許認可制度の運用の権限を委任されている

ケースが多い。例えば、大気浄化法では連邦レベルでの大気環境基準（National 

Ambient Air Quality Standard）が規定されており、各州はこれを達成するための実

施プログラムを策定し、EPA の承認を得た上でこれを運用している。 

 連邦政府における環境政策に係る中心的な執行機関は、1970 年に設立された EPA で

ある。2008 年末の職員数は約 1 万 7,000 人、10 の地方事務所を有している。EPA で

は、大気・水質汚染規制、固形・有害廃棄物管理、汚染サイトの修復、殺虫剤・有害物

質の規制、研究開発の促進、法遵守の確保に関する事項を所掌している。 

 

②各機関におけるミッション及び政策目標 

 EPA の他、内務省（ Department of the Interior： DOI ）、エネルギー省

（Department of Energy：DOE）、農務省（Department of Agriculture：USDA）、

国務省（Department of State：DOS）、国際開発庁（United States Agency for 

International Development：USAID）等において、環境保全に係るプログラムが実施

されている。また、大統領府内に設置された環境諮問委員会（ Council on 

Environmental Quality：CEQ）2では、環境保全政策に関わる執行機関等と連携し、

連邦政府の環境に関する取組や業績をとりまとめる役割を担っている。 

 

 

                                            
1 連邦の立法権は合衆国憲法第 1 条第 8 節に、州への禁止事項は同第 1 条第 10 節第 1 項に列挙されて

いる。ただし、合衆国憲法第 6 条第 2 項により、連邦法または条約に反する州の立法は効力を発しな

いこととされる。 
2 CEQ は、1969 年 NEPA 法（42 USC §4321 et. Seq）に基づき設立された。CEQ は、NEPA 法及

び環境質向上法（Environmental Quality Improvement Act of 1970）により役割が規定されてお

り、各執行機関の NEPA 法の実施状況を監視する役割を担う他、「環境の質」という全体的な見地か

ら、大統領に助言・勧告を提供し省庁間の調整を行うこととなっている。 
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図表 2 EPA の目標体系（戦略計画 2006-2011 年） 

■目標 1■ 清浄な大気及び気候変動 （Clean Air and Global Climate Change） 

 ＜目的 1.1＞ 健康な大気 （Healthier Outdoor Air） 

 ＜目的 1.2＞ 健康な室内大気 （Healthier Indoor Air） 

 ＜目的 1.3＞ オゾン層の保護 （Protect the Ozone Layer） 

 ＜目的 1.4＞ 放射線 （Radiation） 

 ＜目的 1.5＞ 温室効果ガス排出量の削減 （Reduce Greenhouse Gas Emissions） 

 ＜目的 1.6＞ 科学及び研究の促進 （Enhance Science and Research） 

■目標 2■ 清浄で安全な水 （Clean and Safe Water） 

 ＜目的 2.1＞ 人の健康の保全 （Protect Human Health） 

 ＜目的 2.2＞ 水質の保全 （Protect Water Quality） 

 ＜目的 2.3＞ 科学及び研究の促進 （Enhance Science and Research） 

■目標 3■ 土地の保全及び修復 （Land Preservation and Restoration） 

 ＜目的 3.1＞ 土地の保全 （Preserve Land） 

 ＜目的 3.2＞ 土地の修復 （Restore Land） 

 ＜目的 3.3＞ 科学及び研究の促進 （Enhance Science and Research） 

■目標 4■ 健康なコミュニティと生態系 （Healthy Communities and Ecosystems） 

 ＜目的 4.1＞ 化学、有機物、及び殺虫剤のリスク （Chemical, Organism, and Pesticide Risks） 

 ＜目的 4.2＞ コミュニティ （Communities） 

 ＜目的 4.3＞ 危機に直面した生態系の修復及び保護 （Restore and Protect Critical Ecosystems） 

 ＜目的 4.4＞ 科学及び研究の促進 （Enhance Science and Research） 

■目標 5■ 制度の遵守と環境管理 （Compliance and Environmental Stewardship） 
 ＜目的 5.1＞ 法遵守状況の改善による環境保護の促進（Achieve Environmental Protection Through 

Improved Compliance） 
 ＜目的 5.2＞ 汚染回避及び環境管理による環境パフォーマンスの向上（ Improve Environmental 

Performance Through Pollution Prevention and Other Stewardship Practices） 
 ＜目的 5.3＞ インディアン地方における人の健康及び環境の改善（Improve Human Health and the 

Environment in Indian Country） 
 ＜目的 5.4＞ 科学・研究を通じた持続可能性のための社会的能力の向上（Enhance Society’s Capacity 

for Sustainability Through Science and Research） 
資料）US EPA（2006）, EPA Strategic Plan 2006-2011：Charting Our Course 
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図表 3 各機関におけるミッション及び環境に関わる目標3 
管轄官庁 省庁のミッション 環境保全政策に関わる目標* 
環境保護庁 
（EPA） 

人の健康を保全し、生命が依

存する大気、水、土壌といっ

た自然環境を守ること 

（図表 2 参照） 

内務省 
（DOI） 

国家の自然及び文化遺産を保

護及びアクセス提供し、イン

ディアン部族や島嶼地域に対

する責任を遵守すること 

ミッション目標 国家の自然、文化、遺産資源を保護する 
成果目標 1 湿地、景観、海洋資源の健全化 
成果目標 2 生物群集の維持 
成果目標 3 文化・自然遺産資源の保護 
成果目標 4 総合的アセスメントによる自然生態系及び

資源の把握促進 
エネルギー省 
（DOE） 

環境及び経済的に持続可能な

形で安全かつ確実なエネルギ

ーシステムを促進すること 

戦略テーマ 1 エネルギー安全保障 
目標 1-1 エネルギー多様化 
目標 1-2 エネルギーによる環境影響 

戦略テーマ 3 科学的発見・革新 
目標 3-1 科学的発見 

戦略テーマ 4 環境責任 
目標 4-1 核兵器製造及び試験サイトの汚染浄化 
目標 4-2 閉鎖後施設の環境管理及び将来的な人の健康

及び環境の保全 
農務省 

（USDA） 
食料、農業、天然資源、及び

関係諸問題について、適切な

公共政策、 善の利用可能な

科学、及び効率的な管理に基

づき、リーダーシップを発揮

する。  

戦略目的 3 経済機会の向上支援と農村地域の生活の質の

向上 
目標 3-1 USDA の財政資源を活用した民間財政のてこ

入れ及び成長に向けた経済機会の拡大4 
戦略目的 6 国家の天然資源基盤及び環境の保全及び向上 
目標 6-1 清浄かつ豊富な水の確保のための流域環境の保

全 
目標 6-2 生産力ある農地の維持に向けた土壌質の向上 
目標 6-3 森林及び放牧地の保全 
目標 6-4 危機的状況にある種の減少を改善するための野

生生物生息地の保全及び向上 
国務省 

（DOS） 
外交政策の立案・執行におい

て大統領に助言し、長期的な

安全と福祉を促進すること 

戦略テーマ 4 経済の成長と繁栄の促進 
環境 国際協議において環境問題への全体的アプロー

チを促進し、経済計画・活動の中に地球資源の

保全への関心を組み込む 
（上記は、USAID の戦略計画を含む） 

国際開発庁

（USAID） 
発展途上国世界における、経

済・人道的支援プログラムの

実施 

環境 生物多様性の減少及び気候変動といった長期的

な地球環境への脅威を低減すること 
  環境、経済、及び開発プラクティスを通じて地

方、国家、地域レベルでの持続可能な経済発展

を促進すること 
資料）U.S. Government Mannual:2008-2009、各省庁戦略計画を参考に三菱 UFJ リサーチ&コンサル

ティング作成。 

                                            
3 U.S. Government Manual においてミッションまたはプログラムに環境保全関連のテーマが挙げら

れている省庁を抽出した。 
4 この施策の一貫として、バイオマスエネルギーの普及に向けたプログラムが位置付けられている。 
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③予算 

 各省庁における環境保全政策の所掌分野について、INTOSAI によるイシュー分類にあ

てはめて整理したもの、及び関連予算額は下表のとおりである。 

 EPA の目標別年間予算からは、水問題及び土壌汚染対策が重点的な施策であることが

うかがわれる。一方、他省庁の環境保全関連予算を併せて見ると、DOE では核施設の

土壌浄化及び使用済み核燃料の処理（INTOSAI 分類ではいずれも廃棄物分野に該当）を

所掌する性格上、予算規模が大きくなっており、その影響で省庁全体では廃棄物分野の

予算が大きくなっている。 

 

図表 4 各省庁における環境保全政策の所掌分野と予算（2008） 

INTOSAI によるイシュー分類 
管轄官庁 

大気 生態系 ガバナ
ンス 

人間の
活動 

天然 
資源 廃棄物 水 その他 

金額 

（百万ドル） 

EPA 912 178 744 993  1,663 2,714  7,199 

DOI  3,211       3,2115 

DOE    1,116  5,264   6,3806 

USDA  625   370 577 3,304  4,8767 

DOS   2      28 

USAID   138      1389 

合計 912 4,014 884 2,109 370 7,504 6,018  21,806 

資料）各省庁戦略計画及び予算関連資料を参考に三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング作成。 

                                            
5「ミッション目標 国家の自然、文化及び遺産資源を保護する」合計額（成果目標 1：896.5 百万ドル、

成果目標 2：807.8 百万ドル 、成果目標 3：712.1 百万ドル、成果目標 4：794.7 百万ドル） 
（Budget in Brief APPENDIX B pp.1-2）。 

6 目標 1-2 エネルギーによる環境影響（1,116 百万ドル）、戦略テーマ 4 環境責任（20,886 百万ド

ル）のみの合計（Financial report p.35）。 
7 戦略目的 6 国家の天然資源基盤及び環境の保全及び向上目標 6-1 全額、6-2～4 は天然資源保全サービ

スのみの合計（FY 2008 Budget Summary and Annual Performance Plan p.108）。 
8 The Border Environment Cooperation Commission （BECC）予算のみ（Budget in Brief p.5）。 
9「目的：経済成長、プログラム分野：環境」のみ（USAID FY2008 Financial Report p.16）。 
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図表 5 EPA 年間予算（2008 年、目標別） 

単位：1,000ドル

目標４ 16%

目標２ 38%目標３ 23%

目標５ 10%
目標１ 13%

目標1　清浄な大気及び気候変動 目標2　清浄で安全な水

目標3　土地の保全及び修復 目標4　健康なコミュニティと生態系

目標5　制度の遵守と環境管理

911,568

2,714,315
1,663,120

1,171,565

743,831

 
資料）US EPA（2007）, FY2008 EPA Budget in Brief 

 

図表 6 EPA 年間予算（2008 年、支出項目別） 

（単位：千ドル） 

科学・技術 754,506  
環境プログラム・管理 2,298,188  
監察総監室 38,008  
建物・施設 34,801  
油流出対策 17,280  
スーパーファンド 1,244,706  
地下貯蔵タンクの漏出 72,461  
州・部族支援補助金 2,744,450  
前年補助金の解除 ▲5,000 

合計 7,199,400  
資料）US EPA（2007）, FY2008 EPA Budget in Brief 

（単位：千ドル） 
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（3）環境政策の重点分野 

①水質保全 

 水質保全は EPA において 大の予算割合（2008 年）を占める分野である。水質保全

政策は、1972 年に制定、1977 年に改正された連邦水質浄化法（Clean Water Act：

CWA）を基本としている。CWA に基づき、EPA は水質保全に必要な 大汚染レベルを

設定している。CWA では、水質保全のための暫定目標を設定しており、これを実現す

るために、EPA に対して水質基準を設定することを求めている。EPA では、産業類型

ごとに定められた技術に基づく排水規制・基準（Technology-Based Effluent 

Limitation and Standards）10及び水域ごとの水質基準（Receiving Water Quality 

Standards）を設定している。さらに CWA では、州政府に対して EPA の定める水質基

準に基づく水質環境基準を設定するものとされている。この水質環境基準とは、①利水

目的、②利水目的を満たすための基準、③②を保証するための汚染防止政策の 3 要素か

ら成り立っている。 

 CWA は、全国汚濁物質排出除去制度（National Pollutant Discharge Elimination 

System：NPDES）によって執行されており、各点源排出者は、NPDES によって排水

排出許可を受け、業種ごとに定められた排出基準を遵守することが求められる。排出許

可は、EPA もしくは EPA 長官から権限移譲された州により発行される。 

 点源での排水規制の他、CWA では、水域の水質目標から定めた排水基準も採用して

いる。これが総量規制制度（Total Maximum Daily Load：TMDL）であり、州が定め

る水域の水質基準を達成するために許容されうる 大限度の汚濁物質排出総量と、汚染

の排出源に対する汚染物質の排出割当量（Waste Load Allocation）が決められる。 

 これらの水質基準の達成に向け、州政府に対する連邦補助金や州の基金（State 

Revolving Fund：SRF）により、下水道整備等の点源対策の他、水域での水質保全が

進められている。また、1996 年からは流域における排出量取引制度が進められており、

排出源が、汚染負荷削減費用のより低い他の排出源によってもたらされた「汚濁負荷削

減クレジット（Pollution Reduction Credit）」を利用することを認めることで、水質

の改善のための経済的インセンティブを利用し、費用対効果の高い対策を進める政策が

とられている11。 

 なお、EPA が定めた水質保全に関する目標（NPDES の許認可率及び TMDL の設定

数を含む）は、2008 年度時点で概ね順調に達成されている12一方で、米国内の水域水

                                            
10 BPT：Best Practicable Control Technology Currently Available（現在利用可能な 善の実用可

能な処理技術）、BCT：Best Conventional Pollutant Control Technology（通常汚濁物質を処理

するための 善の処理技術）、BAT：Best Available Technology Economically Achievable（経

済的に利用可能な 善の処理技術）、NSPS：New Source Performance Standards（既存発生源

とは別の排水基準）。 
11 環境省「水質保全分野における経済的手法の活用に関する検討会報告書」2004 年 7 月。 
  http://www.env.go.jp/water/report/h16-02/ 
12  EPA（2009） , Complete FY 2009 Performance and Accountability Report: Section II – 
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質は、河川の 51％、湖・貯水池の 66％、湿地の 36％が水質基準を達成しておらず、調

査対象水域の約半数が州の定めた水質基準を達成していない状況である13。 

 

②土壌汚染対策 

 土壌汚染対策は、EPA における二番目に多い予算割合（2008 年）を占め、省庁横断

的に見ても予算額の大きい分野である。米国における土壌汚染対策には、ラブカナル事

件14に端を発する土壌汚染の社会問題化と EPA の調査により全米で約 4 万か所の汚染サ

イトが発覚したという背景がある。この汚染サイトのうち、EPA が浄化事業を決定し全

米浄化順位表（NPL）に挙げたのは約 1,400 か所であり、うち約 1 割は軍事基地等の連

邦の施設であった。 

 1980 年に総合環境対策補償責任法（Comprehensive Environmental Response, 

Compensation and Liability Act：CERCLA）が制定され、環境中に放出された（さ

れる恐れのある）有害物質等の除去による、人の健康・環境の保護を目的として、千以

上の有害物質及び汚染物質または汚濁物質を対象に様々なプログラムが開始された。こ

の法律では、汚染されたサイトの浄化責任は潜在的責任当事者（PRP）15が負うことが

定められており、汚染の浄化措置にかかる費用を確保するため、スーパーファンドと呼

ばれる信託基金が設立された点が特徴であり、本法は「スーパーファンド法」と呼ばれ

ている。汚染サイトの浄化費用は一義的には PRP が負担することとなっているが、PRP

が自ら実施しない場合には、EPA が基金を用いて代執行した後、PRP に浄化措置にかか

る費用を求償することとなっており、さらに PRP が不明・不存在の場合等には、EPA

が、基金を用いて浄化措置を実施する。 

1986 年には CERCLA の大幅な改正によってスーパーファンド修正及び再許可法

（Superfund Amendments and Reauthorization Act：SARA）が制定され、基金の

規模は 16 億ドルから 85 億ドルへ引き上げられた。 

 さらに、同法は 2002 年のブラウンフィールド法により一部改正され、①ブラウンフ

ィールド再生のために一定の関係当事者の責任を免除し土地取引を活性化すること、②

                                                                                                                                
Performance Results: Goal 2: Clean and Safe Water 

  http://www.epa.gov/ocfo/par/2009par/par09_goal2.pdf 
13 EPA ウェブサイト“Watershed Assessment, Tracking & Environmental Results : National 

Summary of State Information”http://iaspub.epa.gov/waters10/attains_nation_cy.control 
14 1940 年代、ニューヨーク州ナイアガラ・フォールズ市のラブカナルと呼ばれる運河跡に、フッカー・

ケミカルズ・アンド・プラスチックス社（当時）によって化学物質の入ったドラム缶が投棄された。ラ

ブカナルにはその後学校や集合住宅が建設されたが、1970 年代に起こった集中豪雨により、地中に埋

められていたドラム缶が噴出し、さらにドラム缶から漏れた化学物質が土壌を汚染していることが判明

した。1978 年ニューヨーク州は 200 以上の世帯に避難勧告を出し、汚染調査と浄化対策が始まった。

この事件は全米の関心を集め、スーパーファンド法の制定の契機となった。 
15 2002 年ブラウンフィールド法 107 条 a 項によれば、次のものが該当する。①汚染された施設の現在

の所有者及び管理者、②有害物質が施設に処分された当時の所有者または管理者、③有害物質を所有

または占有し、他人によるその処分または処理を準備した者、④有害物質を輸送のため受領し、また

は受領した者。なお、施設の「所有者及び管理者については、判例により親会社・株主、経営者・役

員、法人承継者等、広範な主体を含み得る。 
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州、自治体のブラウンフィールド浄化プログラムに対して資金援助を行うこと、③ブラ

ウンフィールド・サイトの管理について連邦政府の役割を縮小（州の役割を強化）する

ことを目的として改正された。 

 浄化措置（修復措置）の過程としては、①有害物質を放出した者からの通知や全国対

応センター（NRC）の 24 時間ホットライン等を通じた対象サイトの選定、②連邦また

は州が土壌汚染の存在の恐れがあると疑われる場合に、CERCLIS への登録、③

CERCLIS 登録サイトに対する調査（PA/SI）及びハザード評価システム（HRS）によ

る環境リスク評価、④HRS のスコアが一定水準（28.5）以上のサイトにつき、全国優

先順位一覧表（NPL）に掲載、⑤修復措置の実施に向けた調査（詳細なリスク評価と措

置の範囲の同定（RI）、及び複数の代替案の考案と評価、住民からの意見の反映

（FS））、⑥修復措置の決定、⑦修復措置の実施、維持管理、⑧NPL からの削除とい

う流れとなっている。 

 これら調査の実施主体は、PA/SI は EPA、RI/FS・修復措置は EPA または EPA の監

督に基づく PRP 実施となっている。 

 基金は、石油税、化学原料物質税、輸入化学物質誘導体税、環境法人税、国の一般会

計からの支出、利子及び経費の回収等から拠出される。基金の規模は、2005 年 13.6 億

ドル（うち一般財源 12.5 億ドル）となっている16。 

 

■連邦核施設における土壌汚染について 

現在、全米には 100 以上の核施設がある。これらの核施設では、主に第二次世界大

戦及び冷戦時代に兵器用プルトニウムの製造が行われたが、1960 年代をピークに核

兵器の保有量が減少し、1980 年代後半にはいくつかの主要施設においてプルトニウ

ムの製造を終了している。特に、第二次世界大戦中の核開発計画「マンハッタン計

画」に基づき建設されたカリフォルニア州ハンドフォード、テネシー州オークリッジ

等の核施設では、核兵器の製造終了後に敷地内で放射性廃棄物及び化学物質の漏出に

よる汚染が判明した。国内の核兵器製造から生じた核施設の汚染を除去するために

は、今後約 30 兆円の予算が必要との試算もある17。 

DOE 国家核安全保障局（National Nuclear Security Administration：NNSA）で

は、NPL に登録された核施設の浄化に関する責任を負っている。同局における核施設

の浄化費用（2008 年）は、局全体の年間予算の 23％にあたる約 55 億ドル（非軍事

施設の浄化を含む）に上る18。 

                                            
16 環境省中央環境審議会土壌環境施策に関するあり方懇談会（第 2 回）資料 8「諸外国の土壌汚染対策

の法制度」。http://www.env.go.jp/water/dojo/sesaku_kondan/02/mat08.pdf 
17 山内康英「非核化と核兵器解体：日本の対 CIS 支援の現状と問題点」『アジア地域の安全保障と原子

力平和利用地域構想特別委員会第 1 次報告書』社団法人原子燃料政策研究会 
18 DOE（2009）, FY 2009 Congressional Budget Request Volume 1 DOE/CF-024 Volume 1 

National Nuclear Security Administration 
  http://nnsa.energy.gov/infrastructure/documents/FY09_Budget_Request.pdf 
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2．EU 

（1）環境保全政策の全体像及び特徴 

①環境保全政策の基本方針 

 EU は環境政策を域内市場運営と並ぶ重要な政策目標と位置付けている。欧州共同体

設立条約の修正条約であるアムステルダム条約第 174 条において、①未然防止原則

（ Principe of Preventive Action ） 19 、②発生源での是正原則（ Principle of 

Rectification of Pollution at Source ）、 ③汚 染 者 負 担 原則 （ Polluter-Pays 

Principle）を明文化し、高い水準の環境保全を目指すことが定められているとともに、

④各種共同体政策の策定と実施へ環境保全上の要求事項を織り込むべきとする統合原則

20、⑤欧州委員会が 2000 年にその適用指針を示した予防原則（Precautionary 

Principle）21、⑥2002 年のヨハネスブルクサミット（持続可能な開発に関する世界首

脳会議）に向けて 2001 年に欧州委員会が長期戦略として提案した持続可能な開発原則

等を掲げている22。 

 多くの国が隣接する欧州では、例えば国際河川の上流にある国での水質汚濁の発生が

下流域の国にも環境影響を与え、また大気汚染や酸性雨等も同様に越境しやすい。この

ため欧州は、比較的早くから環境問題の対処における国際協力の必要性について認識し

ていたと考えられる。欧州共同体レベルの環境保全政策に対し正式に法的根拠が与えら

れた（すなわち条約に明文化された）のは 1987 年の単一欧州議定書（Single 

European Act：SEA）においてであるが、事実上の政策導入はそれ以前に先行してい

る。すなわち、1972 年 6 月の国連人間環境会議（ストックホルム会議）23を受けて同

年 10 月のパリ首脳会議において環境政策の重点事項を示す環境行動計画の策定が宣言

され、翌 1973 年に第 1 次環境行動計画が発行された。以後、現在に至るまで 3～5 年
                                            
19 因果関係が科学的に証明されるリスクに関して、環境汚染や被害が起こる前に規制を行うこと。 
20 第 6 条規定。通商、農業、輸送、開発協力、域内市場、競争、エネルギー、観光等の共通政策におい

て統合化されるべきとされている。 
21 本原則は 1992 年のマーストリヒト条約（欧州連合条約）に明文化されている（Official Journal of 

Eiropean Communities C 191 of 29 July 1992）。1992 年の国連環境開発会議（地球サミット）

で採択された「リオ宣言」の原則 15 によれば、「環境を保護するため、予防的方策（Precautionary 
Approach）は、各国により、その能力に応じて広く適用されなければならない。深刻な、あるいは不

可逆的な被害の恐れがある場合には、完全な科学的確実性の欠如が、環境悪化を防止するための費用

対効果の大きい対策を延期する理由として使われてはならない」。“Communication from  
the Commission on the precautionary principle”, COM（2000）1。 

22 この部分の記述は主に次の資料を参考にした：①（社）産業環境管理協会（2004）「環境政策と環境

法体系」pp.164-177、②柳憲一郎（2009）「EU 環境法政策の生成と展開」環境情報科学 38-1、
pp.3-10、③和達容子（2009）「EU 環境政策の政策決定過程と加盟国の役割」環境情報科学 38-1、
pp.11-17、④上田純子（2009）「EU の環境関連規制・基準と国際社会への影響」環境情報科学 38-
1、pp.41-46、⑤関連 EU 条約及び公式文書。 

23 環境問題に関する 初の世界的なハイレベル政府間会合。「かけがえのない地球」をスローガンに開

催され、「人間環境宣言」を採択。先進工業国においては経済成長から環境保全への転換、途上国に

おいては開発の推進と援助の増強が重要であると宣言（参考：昭和 48 年版環境白書、及びヨハネスブ

ルグサミット（持続可能な開発に関する世界首脳会議）～経緯、準備状況、意義～、平成 14 年 4 月

19 日、環境省）。 
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間隔で環境行動計画を策定してきており、現在は第 6 次計画の実施期間にあたる。 

 なお我が国では 1971 年に公害行政を一本化すべく環境庁が発足し、1987 年にブル

ントラント委員会が東京会合で「我ら共有の未来」を発表し「持続可能な開発」の概念

を提唱、環境白書が地球的規模の環境問題に焦点を当てたのが 1988 年（昭和 63 年版

環境白書）である24。その後、公害対策基本法が発展的に解消され、現在の環境基本法

となったのが国連環境開発会議（地球サミット）翌年の 1993 年である。EU は、非常

に先進的であったとまでは言えないが、環境政策の主軸が長い間国内の公害（発生源対

策を主とする）にあった我が国に比べれば、未然防止や予防といった環境保全政策の重

要原則の法制化や国際協調に向けた行動が早くから取られていたと考えられる。 

 

②環境保全に関する中長期計画 

 柳（2009）によれば、第 1 次から第 3 次までの行動計画は、許可基準・排出基準、

禁止・制限といった狭義の行政規制が中心であり、また対象が水や大気、土壌といった

行政対応に準ずる形であった。 初の転換期となった第 4 次では、汚染防止や規制にお

いて従来（排出基準のようなエンドオブパイプ型）とは異なる汚染源指向の規制アプロ

ーチを採用した。1992 年に提案された第 5 次では新たに持続可能な開発と政策手段の

多様化を柱として、すべての経済的・社会的パートナーを取り込む方式を採用する等大

きな方向転換があった。すなわち予防的アプローチを採用し、行政、企業、市民といっ

たすべてのセクターを適切に取り込みその行動様式の変革を促すといったことである。

また、製造業、エネルギー、輸送、農業、観光の 5 つのセクターに焦点を絞った計画で

は、環境保全と経済的便益のバランスを通じた持続可能性を目指すとされた。 

 第 6 次環境行動計画（2002 年-2012 年）は第 5 次で取り上げた持続可能な開発を引

き続き継承しており、①気候変動、②生物多様性、③環境と健康、④持続可能な天然資

源の利用と廃棄物管理の 4 つの重点分野を掲げ、環境目標を達成するための戦略的手段

として「既存の法制度の確実な実施」、「他分野政策への環境保全の一層の統合」、

「市場メカニズムの利用による持続可能な生産と消費パターンの促進」、「NPO 等との

パートナーシップ強化と市民のエンパワーメント」、「土地利用計画や意志決定手続の

グリーン化」等の 10 点が挙げられている。一方で、本計画は EU の持続可能な開発戦

略における環境目標に関する行動計画部分に位置付けられている。 

                                            
24 ただし「我が国においては、55 年 9 月以来環境庁長官主宰により、学識経験者からなる地球的規模の

環境問題に関する懇談会（座長大来佐武郎氏）が地球的規模の環境問題に対する取組の在り方につき

検討を重ねて」きている（昭和 62 年版環境白書）。 
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（2）組織体制 

①環境保全政策の策定・執行機関 

 欧州共同体における環境保全政策と法令の策定・執行機関は欧州委員会（European 

Commission）の環境総局（DG Environment）である。なお欧州連合には環境に関す

る確実かつ独立的な情報を提供し域内の環境情報・監視ネットワークの調整役を担う専

門機関として欧州環境庁（European Environmental Agency：EEA）があり、政策立

案に際しては欧州共同体や加盟国に対して必要な情報を提供している25。 

 政策や法令の決定は、欧州加盟各国の閣僚級の代表により構成される欧州連合理事会

（Council of the European Union）と、欧州議会（European Parliament）の共同

決定手続を通じて行われる。立法及び意思決定機関である理事会の議長国は輪番制であ

るが、議長国政府が一体として業務を行うため、6 か月の任期（ただし事実上は前後の

議長国と連携して実質 1 年半にわたり共通の課題に取り組む）の間、議長国は欧州連合

の政策方針に影響を与えることになる26。なお、欧州委員会が自らの権限内で採択・執

行を任される非立法措置（委任規則、実施規則）もあり、第 202 条に従って欧州委員会

の立法執行作業を支援するコミトロジー（Comitology）が設置されている。これは加盟

国代表によって構成されており、欧州議会がこれを監視している27。 

 加盟国は、欧州レベルの環境政策を国内制度に導入すること、及びそのための体制整

備が求められる。 

 

②EU の政策決定手法と各国政策に与える影響 

 EU における法律には、主に規則（Regulation）、指令（Directive）、決定

（Decision）、勧告（Recommendation）等がある28。規則とは、発効と同時にすべて

の欧州共同体加盟国において拘束力を有する法律で、各国の国内法に優先する も強力

な形態である。指令とは、加盟国に対してある結果を達成することを求めるがその方式、

手段の決定までは定めず、各国国内法の制改定を通じてその執行を担保するものである。

期限までに国内法の整備が十分なされない場合、当該加盟国は欧州委員会から欧州司法

裁判所に訴えられることになる。決定とは、対象となる当事者（加盟国や法人等）に対

しその内容が直接適用され拘束力をもち、勧告はそのような法的拘束力を持たない。 

 EU 環境法の分野別体系と主な法令（一部）を図表 7 に示す。高村（2004）によれ

                                            
25 欧州環境庁ウェブサイト。http://www.eea.europa.eu/about-us/who 
26 例えば、英国は 2005 年 7 月～12 月に理事会議長国を担当したが、2005 年 3 月の持続可能性戦略実

施書によれば、自国の任期中には EU の各担当大臣に戦略的に働きかけて、気候変動対策や化学物質

規制、大気質基準等に関するこれまでの環境保全政策を進めたいとの意思を示し、目標を掲げている。

HM Treasury（2005）, Securing the Future, deliverling UK sustainable development strat
egy, p.105 

27 和達（2009）、欧州連合の用語集ウェブサイトにおける Comitology の説明。 
http://europa.eu/scadplus/glossary/comitology_en.htm 

28 欧州経済共同体（EEC）設立条約（ローマ条約）第 189 条 
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ば、現在、ほぼすべての環境分野にわたり約 300 の法令が制定されており、EU 加盟各

国の環境法の約 80%が EU 環境法を基礎にしているとも言われている29。環境保全分野

の法令には指令の形式が多い。 

 先に述べたように、EU の環境政策に係る行動の決定は、欧州共同体設立条約 175 条

により、欧州委員会の提案に基づき共同決定手続（条約第 251 条）に従って欧州連合理

事会と欧州議会が共同で決定する。この中で、議会は絶対多数による否決か、または理

事会に修正提案をすることができ、理事会は特定多数決により議会の修正意見を採択す

ることができる。ただし、委員会が否定的な修正、及び財政的性質の規定や国土計画、

水利、エネルギー等に関する重大措置に対しては、理事会の採択に全会一致を必要とす

る。合意に至らない場合には調停委員会が開催され、合意と共同案作成に向けた努力が

なされる。理事会採決に特定多数決が導入されたことで決定の遅れや規制内容の低下を

防ぐことができる仕組みとなったが、加盟国は理事会において強行採決をせず交渉によ

る合意に努めているという実態がある（和達（2009））。 

 ただし、環境政策の基本的な権限は加盟国が有しており、EU レベルでは「加盟国が

実施するのでは共同体の政策目的が十分に達成されないこと、かつ政策の規模または効

果の面で共同体が実施する方がより良い成果が得られると考えられること30」の場合に

のみ、目的の達成に必要な程度を超えない31ような適切な措置が実施される。和達

（2009）によれば、環境政策における EU の役割は、問題設定と規範形成、政策枠組及

び目標数値の採択に収斂されてきたようである。また近年は EU レベルの立法によらな

い手法として、裁量的政策調整（Open Method of Coodination：OMC）32や共同規制

メカニズム33の利用も議論されている34。 

 

                                            
29 （社）産業環境管理協会（2004）「環境政策と環境法体系」p.173 
30 補完性原則、EC 条約第 5 条第 2 項。 
31 比例性原則、EC 条約第 5 条参考。 
32 異なる政策レベルの国家間において、量的・質的指標やベンチマークの設定、ピアレビューによるベ

ストプラクティスの交換や相互学習を促し、共通の目標及び指針に合意して、政策を収斂させていく

ことを目指す手法。和達（2009）。 
33 Co-regulation。産業界の自主協定を取り込み EU 立法機関が枠組指令を採択する仕組み。風間規男

（2008）「規制から自主規制へ－環境政策手法の変化の政治学的考察－」同志社政策研究第 2 号、

pp.46-62。 
34 これらの規制によらない手法は、規制環境の単純化（Simplification）と、よりよい法の形成（Better 

Law-making）との関連で議論が深められている。風間（2008）。 
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図表 7 EU 環境法の分野別体系 
分類 主な法令 

横断的政策目的 ・統合的製品政策 COM（2001） 68 
・持続可能な消費と生産及び持続可能な産業政策行動計画 COM

（2008） 397 
環境マネジメント ・戦略的環境評価指令 2001/42/EC 

・環境影響評価指令 85/337/EEC 
・環境責任指令 2004/35/EC 
・環境管理・監査スキーム規則（EMAS 規則）761/2001/EC 
・共同体エコラベル付与制度に関する規則（EC）No1980/2000 

財政的手段 ・環境のための財政的手法（ LIFE）に関する規則（ EC ）
No1655/2000 

一般条項 

共同体環境法の適

用と管理 
・環境情報へのアクセスの自由指令 2003/4/EC 

大気の質 ・大気の質の評価と管理に関する理事会指令 96/62/EC 
大気汚染 ・大気中の二酸化硫黄、二酸化窒素及び窒素酸化物、浮遊微粒子上

物質並びに鉛の限界値を定める理事会指令 1999/30/EC 
陸上モーター車両 ・自動車からの排出による大気汚染に対する措置に関する加盟国の

法的接近に関する理事会指令 70/220/EEC 
・EU バイオ燃料戦略 COM（2006） 34 

大気汚染 

産業 ・総合的汚染防止管理（IPPC）指令 2008/1/EC 
・特定の活動及び施設における有機溶剤の使用による揮発性有機化

合物の排出制限に関する指令（VOC 指令）1999/13/EC 
天然資源管理 ・バイオ燃料指令 2003/30/EC 
動植物保護 ・天然生息地と野生動植物保全に関する理事会指令 92/43/EEC 

・野鳥保全に関する理事会指令 79/409/EEC 
森林 ・共同体における森林のモニタリング及び環境上の相互作用に関す

る規則 （EC） No 2152/2003 

自 然 保

護・生物

多様性保

全 

遺伝子組み換え有

機物 
・遺伝子改変生物の環境中への故意の放出に関する指令

2001/18/EC 
一般枠組 ・環境上の騒音の評価と管理に関する指令 2002/49/EC 騒音 
騒音源 ・屋外用機器の騒音に関する指令 2000/14/EC 
一般枠組 ・総合的汚染防止管理（IPPC）指令 2008/1/EC（再掲） 
特定物質の排出 ・合成洗剤に関する規則 （EC） No 648/2004 

土壌保全 

特定リスクに係る

活動 
・埋立て指令 1999/31/EC 

EU 気候変動政策 ・共同体域内での温室効果ガス排出許可取引制度指令 2003/87/EC 
・特定フッ素温室効果ガスに関する規則 （EC） No 842/2006 

競争力と責任のあ

る企業 
・環境責任指令 2004/35/EC（再掲） 

気候変動

対策 

環境に配慮した農

業と土地利用計画 
・埋立て指令 1999/31/EC（再掲） 
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分類 主な法令 

一般枠組 ・廃棄物指令 2008/98/EC 
有害廃棄物 ・有害廃棄物指令 91/689/EEC 
一般消費財廃棄物 ・容器包装廃棄物指令 94/62/EC 

・廃自動車（ELV）指令 2000/53/EC 
・廃電気・電子機器指令（WEEE）2002/96/EC 
・特定有害物質の使用制限に関する指令（RoHS）2002/95/EC 

特定活動から出る

廃棄物 
・下水汚泥指令 86/278/EEC 

廃棄物管

理 

放射性廃棄物等 ・加盟国間での放射性物質の輸送に関する規則 No 1493/93 
一般枠組 ・水枠組指令 2000/60/EC 
特定の水利用 ・飲料水指令 98/83/EC 

・都市廃水処理指令 91/271/EEC 
・水浴水の水の管理に関する指令 2006/7/EC 

海洋汚染 ・有機スズ化合物の船積み禁止に関する規則 

水保全・

水管理 

特定物質の排出 ・総合的汚染防止管理（IPPC）指令 2008/1/EC（再掲） 
・地下水指令 80/68/EEC 
・農業起源の硝酸塩から生じる汚染からの水の保護に関する指令

91/676/EEC 
危険物質 ・化学物質の登録、評価、認可、制限に関する規則（REACH 規則）

Regulation （EC） No 1907/2006 
・有害物質の分類・包装・ラベル表示に関する指令 67/548/EEC 

農薬 ・殺生物剤の販売に関する指令 98/8/EC 
化学肥料 ・肥料に関する規則（EC） No 2003/2003 
リスク管理 ・大規模事故災害防止指令（セベソ II 指令）96/82/EC 

化学製品 

有害物質及び廃棄

物の管理 
・ポリ塩化ビフェニル（PCB）及びポリ塩化テルフェニール

（PCT）指令 96/59/EC 
資料）Summaries of EU legislation ウェブサイトの「環境」及び「化学」トピックより三菱 UFJ リ

サーチ&コンサルティング作成。 
   （http://europa.eu/legislation_summaries/environment/index_en.htm） 
   （http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_for_goods/chemical_products/index_en.htm） 
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（3）環境政策の重点分野 

 既に述べたように、第 6 次環境行動計画の重点テーマは、①気候変動、②生物多様性、

③環境と健康、④持続可能な天然資源の利用と廃棄物管理の 4 つである。近年に生じた

グローバルな経済危機への対応として作成された 2008 年欧州経済復興計画35では、気

候変動・エネルギー政策をはじめとする環境保全政策が経済対策の大きな柱となってい

る。環境保全政策は EU 政策目標の 優先事項となって他政策へ拡大し、それらと統合

しているのである36。 

 ここでは、近年 EU 加盟各国に影響を及ぼしている環境保全政策の例として、①気候

変動・エネルギー戦略、②生物多様性行動計画、③環境と健康のうち水枠組指令につい

て取り上げる。 

 

①気候変動・エネルギー政策 

 気候変動対策は EU の第 6 次環境行動計画において「今後 10 年あるいは将来に向け

たきわめて大きな挑戦」37であるだけでなく、エネルギー政策や他の産業政策にとって

もその重要性が著しく増大している。 

 EU は 2012 年までに温室効果ガスの排出量を 1990 年比 8％削減するという京都議

定書目標を達成するための気候変動プログラム（ECCP）38を 2000 年に立ち上げ、エ

ネルギー供給、省エネルギーや排出量取引制度を含む産業部門対策、業務・家庭部門の

省エネルギー、運輸部門の省エネルギー、社会基盤整備（道路等）における対策、廃棄

物（特にメタンガス排出）対策、技術研究開発、及び国際協力の各テーマにわたり 40

以上の具体的な政策手段、及びそれらの導入による削減可能性を特定し、技術的な実現

可能性を考慮して優先順位をつけ、徐々に導入していった。これらの政策手段には、直

接規制、税制、自主協定ならびに排出量取引のような柔軟なメカニズムが含まれる。 

 中でも重要な政策手段である温室効果ガス排出量取引制度（EU ETS）は、2003 年

の設置指令（2003/87/EC）に基づき 2005 年 1 月から導入された。この制度は、主に

電力部門、及び鉄鋼、紙・パルプ、鉱・窯業といったエネルギー多消費型の製造業を対

象に（ETS 対象部門からの温室効果ガス排出量は EU 全体の 40％を占める）、2012 年

までは原則として対象を二酸化炭素に限定して39、排出量の上限（キャップ）を設けて

削減を求めるとともに、自ら削減できない量については取引（トレード）による排出枠

の購入を許可するものである。これにより、炭素に価格がつけられることになる。なお

制度運用の初期（第 1 期：2005 年～2008 年、第 2 期：2008 年～2012 年）には、加

                                            
35 “A European Economic Recovery Plan”, COM（2008）800 
36 “2008 Environment Policy Review”, COM（2009）304 
37 第 6 次環境行動計画第 2 条の 2 参照。 
38 COM（2000）88, EU policies and measures to reduce greenhouse gas emissions: Towards a 

European Climate Change Programme（ECCP） 
39 温室効果ガスには二酸化炭素（CO2）､メタン（CH4）､一酸化二窒素（N2O）､ハイドロフルオロカ

ーボン類（HFCs）､パーフルオロカーボン類（PFCs）､六ふっ化硫黄（SF6）の 6 種類がある。 
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盟国には実際の制度運用に関する広範な権限が与えられ、また 9 割以上の排出枠が無償

で割り当てられた。 

 EU が排出量取引制度に注力した背景には、産業界にとってのコスト効率性という利

点もさることながら、1990 年代における EU レベルでの炭素・エネルギー税導入の失

敗がある。前述のとおり、税制面の決定については欧州連合理事会の全会一致を必要と

するが、エネルギー製品に対する消費税の EU 域内 低税率を定める委員会案（1997

年の Monti 提案）に対するスペインの反対や、2002 年のスペイン（当時議長国）によ

る共通税制計画の提案に対するフランスの全面反対（ディーゼル油が反対の主な理由）

など多くの障害があり合意に至らなかったのであるが、これに比べて排出量取引制度は

速やかな意志決定が可能であった。また、対象企業に対して国からの排出枠割当や無償

割当等を認め、産業界の支持を得たことも大きな成功要因である（藤原、2009）。 

 2007 年、EU は気候変動対策プログラムに次いでエネルギー・気候変動政策パッケー

ジを成立させた。これは、第一に EU 域内対策として、2020 年までに EU からの排出

量を 20％削減し、再生可能エネルギーの生産量を 20％増加、特に新規 EU 加盟国を中

心に省エネルギーを 20％、及び運輸部門におけるバイオ燃料の利用を 10％にするとい

う政策目標を掲げ、低炭素経済へのシフトを図るものである。目標達成の政策手段とし

て、EU ETS 制度の改正と EU 共通の排出枠上限の設定、運輸、建物、農業、廃棄物等

を中心とする非 ETS 対象部門における加盟国削減努力目標の割当（一人当たり GDP に

基づく）、炭素回収・貯留（CCS）指令案、再生可能エネルギー推進指令案が含まれる。 

 藤原（2009）によれば、重要な点は、温室効果ガスの削減と再生可能エネルギーへの

転換は、EU のエネルギー政策に合致することである。特にロシアからの石油・ガスと

いった化石燃料輸入への依存を減らし、エネルギー自給率を高める手段としての期待と

ともに、老朽化するエネルギー関連設備の更新にむけて、炭素価格の導入は有効な経済

インセンティブを提供するものとなっている40。 

なおパッケージには、第二の対策としてエネルギー、開発援助、運輸、保健の各分野

における「気候外交」41の強化、第三の対策として農業や自然災害対策といった気候変

動への適応策が挙げられている。 

 

②生物多様性行動計画 

 第 6 次環境行動計画における EU の生物多様性に関する目標は、欧州の生物多様性の

減少を 2010 年までに食い止めることにあった。2008 年の第 9 回生物多様性条約会合

に提出された EU の「生態系と生物多様性の経済に関する研究中間報告書」では、世界

の生態系サービスの損失の推定年間価値は 500 億ユーロにのぼり、GDP の 7％にあた

                                            
40 藤原範子（2009）「エネルギー・気候変動問題に関する EU の戦略」、環境情報科学 38-1、pp.28-

32 
41 COM（2007）225, Mid-term review of the Sixth Community Environment Action Programme”, 

p.7 
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る富の喪失が起こっていると試算されている42。しかし、 新の政策レビューによれば、

EU の生物多様性目標の達成は難しい状況にある43。 

 1992 年の国連生物多様性条約の採択を受けて、EU では 1998 年に生物多様性戦略

（Biodiversity Strategy）を、2001 年及び 2006 年には生物多様性行動計画

（Biodiversity Action Plan）を策定し、そこでは第一に EU に既存の自然保護や天然

資源の保全関連政策（例：後述の水枠組指令）を推進することが確認された。中でも重

要な政策手段は NATURA200044である。 

 NATURA2000 は 1992 年生息地指令に基づき設置された EU 全域の自然保護ネット

ワークであり、各国で生息地指令に基づく特別保全地域（Special Areas of 

Conservation：SAC）を指定し、併せて野鳥指令（1979 年）における種の特別保護地

域（Special Protection Areas ：SPAs）を組み合わせ、コミュニティファンドとして

指定地域の環境保全活動に対する助成を行うことで、欧州の も脆弱で絶滅危機にある

種及びその生息地の保全をすることを目的とする。なお NATURA2000 は保護区域にお

ける開発行為を禁止するものではなく、また私有地であっても長期的に、環境保全上か

つ経済的に持続可能な管理がなされることに、重点をおいている。NATURA2000 によ

り、EU 全土の 17％が保全され45、また後には、2006 年生物多様性行動計画における

新規課題の特定作業を通じて、海洋の生態系保全にも対象が拡大された。 

生物多様性行動計画はまた、産業政策（補助金制度）である共通農業政策（CAP）の

2003 年改定や、2005 年農村開発規則（Rural Development Regulation）46において

も考慮されている。これは、NATURA2000 よりも広範に田園地方を保全、回復するた

めで、特に自然資源としての価値が高い農地や森林を保全し、また農薬汚染の予防や有

機農業の導入を促進するものとなっている。同様に共通漁業政策（CFP）においても、

底引き網漁等の生態系を破壊しやすい手法を規制し、漁業資源の回復を図っている。 

 生物多様性と気候変動の関係について、行動計画では気候変動対策の重要性が繰り返

し強調されている。これは、気候変動が生態系に与える悪影響をできる限り緩和しよう

とするものであり、同時に、NATURA2000 の中で生物多様性対応策（biodiversity 

adaptation）への支援を強化する等の策を講じている。一方で、炭素吸収源としての生

物資源の重要性と対策、EU 林業戦略（EU Forestry Strategy 2005）との関係付けも

考慮されている。 

                                            
42 http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/economics/ 
43 前出脚注 36 付属書パート 1、EU27 カ国の環境データ及び傾向 

（http://ec.europa.eu/environment/policyreview.htm）を参照。 
44 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm 
45 前出脚注 36, p.17 
46  Council Regulation（EC）  No 1698/2005 of 20 September 2005 on support for rural 

development by the European Agricultural Fund for Rural Development（EAFRD） 
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③水枠組指令 

 第 6 次環境行動計画では、「汚染のレベルが人の健康及び環境に有害な影響を与えるほ

どに上昇しないような環境の提供」を目標としており、第 6 次環境行動計画中間レビュー

報告書ではこれに対応する法規制のひとつとして、化学物質管理規則等とならんで水枠組

指令が挙げられている。 

 水枠組指令（2000/60/EC）は、地表水、地下水、汽水及び沿岸海水について、国境等

の行政区間ではなく流水域をベースに、流入する多様な水質汚染源（農薬や重金属、殺生

物剤等）を管理し、2015 年までにすべての加盟国の水道事業者が良質な水基準を達成す

るとともに、加盟国が 2010 年までに水に適正な価格をつけることで、40％の削減ポテン

シャルがあるといわれる47水資源の利用を効率化することを目指す。これにより水域環境

を保全して水界生態系の状態を改善し、洪水や干ばつの影響を緩和することを目的とする。

このように、水枠組指令は水質汚濁防止だけでなく、水域の生態系を保全するうえでも重

要な政策手段であるとともに、気候変動の影響を緩和する適応策（Adaptation policy）

としての性格も併せ持つ48。 

 加盟国はまず、各国の流水域（河川だけでなく湖や河口等も含む）を特定して人の経済

活動による汚染や利水の現状を調査し、保全水域を指定、管理当局を割り当てなければな

らない。なお複数の国にまたがる場合は国際流水域としての指定を受ける。また、各国は

一定規模以上の水道事業者を管理対象として特定しなければならない。 

 次に各国は、利害関係者の参画の促進に努めながら、地表水や地下水の汚染予防と水質

改善、水域保全に係る流水域管理計画を策定しなければならない。また、2010 年以降は

水に適正な価格をつけることで水環境保全コストの適正負担と節水のインセンティブとす

ること、国内法に罰則規定を設けることが求められている。 

 指令附属書に示された約 30 の高リスク特定有害物質に関しては排出基準の他に日本の

環境基準にあたる水質基準（濃度上限）が設定され、その監視方法とともに、2008 年か

ら今年にかけて EU レベルで共通化された。 

                                            
47 Ecologic, Institute for International and European Environmental Policy et al,（2007）, EU 

water saving potencial Part 1 – Report 
（http://ec.europa.eu/environment/water/quantity/pdf/water_saving_1.pdf） 

48 前出脚注 36 参照。ただしこれは生物多様性・生態系保全政策全般の性質ともいえる。 
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3．イギリス 

（1）環境保全政策の全体像及び特徴 

①環境保全政策の基本方針 

 グレートブリテン（イングランド、ウェールズ、スコットランド）と北アイルランド

からなる英国（連合王国：UK）の政府は中央省庁（Ministerial departments）と規制

実施当局（ Executive Agencies ）、地方政府（ Government Offices for the 

Regions）で構成される。ウェールズ、スコットランド、北アイルランドには分離立法

府（devolved legislature）があり、環境規制の体系についても、イングランド、ウェ

ールズ、スコットランド、北アイルランドはそれぞれ別の法（Act または Order）をも

つ。このように英国では地方分権化が進んでおり、環境保全政策に関しても伝統的に地

域特性に基づき規制の内容や程度を決定することを 適としている。しかし、例えば産

業施設の許可に際し現場検査官の裁量が大きく基準が地方により異なる等、環境行政の

重複・非効率を回避し包括的な対応を図るため、90 年代から機構改革を進め、中央省庁

から独立した執行機関である環境庁が設置された。また欧州環境法も、基準平準化の流

れに影響を与えているといえ、地方政府は独自の環境政策や法を策定しながら中央政府

との協力を保っている。 

 英国における環境保全の基本法は 1990 年環境保護法（Environmental Protection 

Act）49である。これは、伝統的に地域別の規制値をとっていた大気（CO2 含む）、水、

土壌等への汚染物質の排出基準及び環境基準を全国一律に定めたもので、国が排出削減

計画を策定するとともに、事業者に対する排出規制には「統合的汚染管理」

（Integrated Pollution Control：IPC）を導入することで、環境を水や大気といった個

別の環境媒体ごとではなく包括的にとらえ、全体で環境汚染物質排出量の大きい施設

（産業プロセス）を規制する手法をとっている点が特徴的である。また、環境への排出

を管理し汚染を予防するために事業者が講ずべき手段が「過度な費用負担を伴わない

良の利用可能技術」（Best Available Techniques Not Entailing Excessive Cost：

BATNEEC）とされていること、許可に際し一般情報公開が義務付けられていること等

が特徴にあげられる。 

 一方、工場の操業や廃棄物処理等に関する許可行政は、例えば廃棄物は廃棄物法に基

づき各地方公共団体の廃棄物規制局、排水は水資源法に基づき国立河川局、大気につい

ては上述の環境保護法に基づき王立汚染検査局が権限を有する等、許可を取得する事業

者にとって非効率的な状態にあった。そこで、1995 年環境法（Environment Act）50

により環境庁（Environment Agency）及びスコットランド環境保全庁（Scottish 

                                            
49 NetRegs（英国政府の中小企業向け環境法令情報サイト）の説明によれば、本法はイングランド、ウ

ェールズ、スコットランドに適用される。北アイルランドには 小限の要求事項のみが適用される。 
http://www.netregs.gov.uk/ 

50 本法はイングランド、ウェールズ、及びスコットランドに適用される。 
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Environment Protection Agency）が設立され、ばらばらであった規制権限が一元化さ

れた。 

 現在、イングランドとウェールズをカバーする環境庁、スコットランド環境保全庁、

北アイルランド環境庁（Northern Ireland Environment Agency）がそれぞれ別の規

制（Regulation）を執行している。 

 

②環境保全に関する中長期計画 

 英国では公共サービス合意（Public Service Agreement：PSA）において各省庁の政

策目標を定めている。これは英国大蔵省（HM Treasury：HMT）と各省庁との間の合

意であり、配分されている予算に対して各省庁が提供する行政サービスの内容を約束す

るものである。 

 2007 年に HMT が発表した PSA では、英国政府の中長期計画が大きく 5 つのパート

に分かれており、このうち「より安全、公平で環境的に持続可能な世界」（A more 

secure, fair and environmentally sustainable world）に、環境保全に係る目標が 2

～3 含まれている。主要な重点は、①気候変動とエネルギー（危険な気候変動を回避す

るためのグローバルな努力をリードする）、及び、②自然環境の保全と持続可能社会

（今日及び将来のために健康な自然環境を確保する）である（HMT, 2007）51。 

 

③政策的手法 

 英国でも日本と同様、水や大気等の個別の環境媒体別に対処法が発展し、また伝統的

に、規制の内容や程度は当該地域の自然的社会的条件を加味し個々の地域の状況に即し

て決定すべきであり、その執行も地方に権限があるという考え方が主流であった。1990

年環境保護法による IPC の導入と 1995 年環境法により、環境を一体としてとらえた対

策の推進と許可行政の一元化という直接的規制の改革はあったものの、直接的規制は依

然として重要な環境保全の手段であるといえる。 

 一方で、IPC 制度の実行方法には、許可審査のための公聴会が開かれ一般登録簿に許

可内容が記載される等、情報公開と住民参加による手続的手法を含んでいる点が、英国

の特徴である。このような手続的手法は 1947 年都市・地方計画法（Town and 

Country Planning Act）に既に見られる。また、開発計画や産業プロセス等の初期計

画段階に環境配慮を促す仕組みとして、環境アセスメントや環境監査制度が設けられる

等、自主的かつリスク管理的な手法が多く見受けられる。 

 英国は合意形成手法も多用している。二酸化炭素の削減に関して政府と事業者の間で

締結される自主協定（voluntary agreement）や、法的な拘束力を有する協議による協

定（negotiated agreement）の制度等がこれにあたる。しかし、これらの協定は単独で

                                            
51 HMT（2007）, Meeting the aspirations of the British people, 2007 Pre-Budget Report and 

Comprehensive Spending Review 
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は政策目標の達成が難しいとされている52。 

 そこで、直接的規制や合意等の手段と組み合わせて利用されるのが、税や課徴金、排

出量取引制度等の経済的手法である。例えば、1996 年埋立税（ Landfill tax 

Regulations 1996）及び埋立税控除制度と IPC 制度、砂利税（Aggregates Levy）、

埋立量取引制度の組み合わせや、2001 年気候変動税（Climate Change Levy）、2002

年排出量取引制度（UK ETS）、及び気候変動協定を通じた税率引き下げと、IPC 制度

の組み合わせ等である。このように英国は直接的規制の他に複数の手段を効果的に組み

合わせて使うポリシーミックスを基本としている53。 

                                            
52 Lord Marshall（1998）, Economic instruments and the business use of energy, pp.9-10 
53 HMT（2002）, Tax and the environment: using economic instruments 
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（2）組織体制 

①環境保全政策における中心的な執行機関 

 英国中央政府における主要な環境保全政策の政策立案機関は、環境・食糧・農村地域

省（Department for Environment, Food and Rural Affairs：Defra）である。Defra

の前身である環境省（Department of the Environment）は 1970 年に設立され、

1997 年に旧交通省と合併して環境交通地域省（Department of Environment, 

Transport, and the Regions：DETR）となり、更に 2001 年に DETR の環境を管轄

する部門が農漁業食料省（Ministry of Agriculture, Fisheries and Food：MAFF）と

合併して、現在の体制となった。 

 Defra は、省内に 6 の執行庁（Executive Agencies）を有しており、省外には、政府

の省庁ではなく各大臣から独立して機能する約 40 の NDPB（Non-Departmental 

Public Body）と、2 の公企業を管轄している（図表 8）。NDPB には執行機能を有す

るもの（Executive NDPBs）と、独立した専門的助言を提供するもの（Advisory 

NDPBs）、課徴団体（Levy bodies）の三種類があり、中でも主要な執行型 NDPB とし

て環境庁とナチュラル・イングランド（Natural England）が挙げられる。 

 

図表 8 Defra と関係機関のマッピング 

 
資料）Defra（2009）, Defra delivery landscape map 
   http://www.Defra.gov.uk/corporate/about/partners/delivery/landscape/pdf/Defra-network-landscape.pdf 
注） 本ネットワークは 2009 年 4 月より有効。 
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 環境庁は、1995 年環境法（Environment Act）に基づき創設された。環境庁は、イン

グランド及びウェールズにおける環境の保護と改善及び洪水被害から地域を守り、水源を

管理する役割を担う。環境庁の業務には、洪水被害の低減、気候変動への軽減及び適応、

大気質の改善、内陸部及び沿岸地域の水質改善、土壌の修復及び保全、産業による環境・

健康への影響の軽減、資源効率性の向上、野生生物の保護等が含まれる。 

 ナチュラル・イングランドは、2006 年自然環境及び地方コミュニティ法（Natural 

Environment and Rural Communities Act）に基づき、旧田園地域庁（Countryside 

Agency）の一部及び Defra 地域開発サービス局の大部分を統合して創設された。ナチ

ュラル・イングランドの目的は、イングランドにおける、自然保全及び生物多様性の保

護、景観の保全と改善、自然環境の研究・理解・享受のための施設の設置及び改善、田

園地域及び屋外へのアクセスの促進や野外でのレクリエーションの促進、自然環境の管

理を通した社会的・経済的福祉への貢献である（同法第 1 部第 1 章 2（2））。 

 さらに、2008 年 10 月には、Defra のエネルギー・気候変動関連政策業務及びビジネ

ス・企業・規制改革省（Department for Business, Enterprise and Regulatory 

Reform：BERR）のエネルギー政策業務を引き継いで、新たにエネルギー・気候変動省

（Department of Energy and Climate Change：DECC）が設立された。 

 

②各機関におけるミッション、政策目標、及び予算 

 英国の予算には国会で議決される単年度予算と政府内部で決定する複数年度予算

（Spending Review：SR）がある。予算（Resource）は政策目標である PSA ごとに

集計される各省庁の任務・目的別資源報告（決算額）と必ずしも一対一で対応していな

いが、SR は PSA とともに 3 年ごとに見直され、深く関連している（財務省

（ 2003 ） ） 54 。 2008 年 度 予 算 は Spending Review 2004 （ SR04 ） と

Comprehensive Spending Review 2007（CSR07）の両方にかかっている。 

 2008 年度から 3 年間の予算計画となる CSR07 のうち、環境保全に関わる主要な

PSA は、Defra が主管する PSA27（Lead the global effort to avoid dangerous 

climate change：気候変動）及び PSA28（Secure a healthy natural environment 

for today and the future：環境保全と持続可能な開発）である。また、一部、国際開

発省（Department for International Development ：DFID）が主管する PSA29

（Reduce poverty in poorer countries through quicker progress towards the 

Millennium Development Goals）にも、環境保全政策に関する目標が含まれる。なお、

PSA27 については、2008 年 10 月より DECC が業務を引きついでいる。図表 9 に

PSA における環境保全に関わる目標及び各機関の役割を示す。 

 

                                            
54 財務省（2003）財政制度等審議会 財政制度分科会 法制・公会計部会 公会計基本小委員会 第 8 回

資料「公会計に関する海外調査報告書（イギリス）」平成 15 年 5 月 23 日。 
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図表 9 公共サービス合意（PSA）における環境保全に関わる目標及び各機関の役割 
気候変動の危険回避に向けたグローバルな取組の先導 
指標 1：2050 年の世界の CO2排出量 
指標 2：持続可能な取水による地域の調和 
指標 3：世界のカーボン市場規模 
指標 4：英国の温室効果ガス及び CO2排出量 
指標 5：英国経済における温室効果ガス及び CO2の取組 
指標 6：炭素の潜在価格に関する新たな排出削減政策の構築 

Defra ＜国際的取組＞ 
・ 気候変動問題に関わる国際交渉 
・ 他省庁との連携に基づく、クリーン技術の開発・普及に関する国際連携 
＜国内対策＞ 
・ 排出量削減目標達成に向けた各種プログラム及び手段の実施 
・ エネルギー政策における需要サイドの政策 
・ 持続可能な製品、生産プロセス、消費者のライフスタイルの促進 
・ 包括的汚染防止管理指令（IPPC）等に基づく他の温室効果ガスの削減施策 

BERR ＜国際的取組＞ 
・ EU 及び国際社会における低炭素エネルギー技術の促進、国際炭素市場の進

展及び EU リーダーシップの支援 
＜国内対策＞ 
・ エネルギー政策における供給サイドの政策 
・ 持続可能な消費と生産に向けた、技術、スキル、及び生産性の革新。 
・ エネルギー政策、地域経済、産業政策における気候変動の緩和 
・ 市場メカニズムの活用による規制枠組の維持（再生可能エネルギー義務化

等） 
・ 低炭素技術の研究開発・普及、低炭素投資（原子力、風力、炭素固定）の推

進 
DIUS56 
DFID 

＜国際的取組＞ 
・ クリーン技術の開発及び普及に向けた国際的協力の推進 

CLG57 ＜国内対策＞ 
・ 気候変動問題の解決及び受容に資する地域計画の推進 
・ 建築物規制における新規建築物の低炭素化 

DfT58 ＜国内対策＞ 
・ 増加する運輸需要と環境保全及び生活の質の改善との調和の確保" 

環境庁 ＜国内対策＞ 
・ EUETS 及び IPPC を通した排出量削減のための規制の実施 
・ 洪水リスク管理、水供給、沿岸管理、淡水生態学に関する役割の遂行 

PSA
27
55 

担
当
機
関 

Natural 
England 

＜国内対策＞ 
・ 農業における土地管理者の炭素管理上の役割の啓発 
・ 気候変動の影響を 小化するための、生物多様性及び生態系サービスの管理

" 

                                            
55 PSA27 には、上記に挙げた省庁の他、FCO、HMT、DH、DCSF、MOD の各政策における気候変動

問題の解決に関連する役割があげられている。 
56 技術革新・大学・技能省（Department for Innovation, Universities and Skills：DIUS） 
57 コミュニティ・地方政府省（Communities and Local Government：CLG） 
58 運輸省（Department for Transport：DfT） 
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将来に及ぶ健全な自然環境の保全 
指標 1：環境庁の河川水質モニタリングプログラムによる水質パラメータ 

Defra ・ 新たな水戦略の開発 
CLG ・ 住宅開発が自然環境に及ぼす影響の低減 
環境庁 ・ 的確な水質レポートのためのモニタリング・研究メカニズムの推進 

・ 河川流域計画を通した水枠組指令の実施 
・ 水質、取水、及び廃水に関する規制、水源管理計画へのアドバイス 
・ 水関連のリクリエーション 

担
当
機
関 

Natural 
England 

・ 水域環境の改善（土地管理、湿地管理等） 
・ 水質及び水量が保全地域及び種に及ぼすリスク・影響の評価及び報告 

指標 2：英国における野鳥生息数の変化に代表される健全な生物多様性指標 
Defra ・ 英国生物多様性戦略の管理・運用 

・ 野生生物への脅威の緩和 
・ Defra の活動による生物多様性への影響の改善 

CLG ・ 住宅開発が自然環境に及ぼす影響の低減 
環境庁 ・ 湿地及び水系の生物多様性の保護及び改善、洪水及び沿岸管理 

担
当
機
関 

Natural 
England 

・ 保全地域の指定、景観・野生生物の保護及び管理 
・ 重要な農村、湿地等の復元及び創造 
・ 地域・地方の生物多様性パートナーシップ 

指標 3：大気の質－公衆衛生に影響を及ぼす重要な 2 汚染物質（微粒子及び二酸化窒素）の測
定結果により傾向が示される、大気質戦略の 8大気汚染物質に関する目標の達成 

Defra ・ 国家大気質戦略のレビューによる健康便益向上に向けた潜在的な政策手法の
特定 

・ EU 及び国際的なパートナーシップ 
CLG ・ 住宅開発が自然環境に及ぼす影響の低減 
DfT ・ 運輸政策における大気質の改善への配慮 
環境庁 ・ 英国の大気質目標及び IPPC に基づく義務の遂行 

担
当
機
関 

Natural 
England 

・ 大気質が保全地域及び種に及ぼすリスク・影響の評価及び報告 

指標 4：海洋の健全－水産資源、海洋汚染、及びプランクトンの状態の測定により示される、海
洋の清浄さ、健全性、安全性、生産性、生物多様性 

Defra ・ 気候変動の影響及び海洋環境の復元力に関する理解の促進 
・ 漁業の持続可能性向上に向けた政策開発及び実施 
・ 希少、脆弱、貴重な海洋資源・生息地の保護 
・ 海洋環境の利用管理のための根拠とツール開発 

環境庁 ・ 海洋環境の状況の的確な報告のためのモニタリング及び研究メカニズムの確
保 

・ 水枠組指令及び海洋環境への廃水規制を通じた海洋、沿岸、河口環境の調和 
・ 河口における沿岸漁業の管理 
・ 沿岸洪水リスク及び侵食に関する戦略的計画及び管理 

担
当
機
関 

Natural 
England 

・ 海洋環境保全及び必要な科学的支援の提供のための方策の実施 

指標 5：土地管理－農業が及ぼす正負の影響により測定される農地管理の自然環境に与える貢献 
Defra ・ 農業による自然環境への貢献の促進政策 
環境庁 ・ 農業貯水池の普及及び IPPC の推進 

PSA
28
59 

担
当
機
関 

Natural 
England 

・ 環境保全型土地管理の普及促進、インセンティブ開発、影響評価 

 

                                            
59 PSA28 には、上記に挙げた省庁の他、全般的な役割として、BERR、DIUS、DCSF、DCMS の環境

保全に関連する役割があげられている。 
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ミレニアム開発目標の迅速な進展による貧困国の貧困の低減 
MDG7：環境の持続可能性の確保 
指標 7：改善された水源への持続可能なアクセス可能人口 

PSA
29 

担
当
機
関 

Defra ・ 国際的な気候変動及び持続可能な発展政策の先導 
・ 森林、漁業、生態系/生物多様性を含む国際的な天然資源問題への取組、効

果的な国際環境ガバナンス及び国レベルでの能力開発 
※DFID との協働による 

資料）HMT（2007）, Public Service Agreements 2008-2011 より三菱 UFJ リサーチ&コンサルティ
ング作成。 

 

 次に、CSR07 において Defra が主管する PSA27, PSA28 及びその付表60、及び

DfID が主管する PSA29 から、環境保全上の主な政策目標であり大きな予算額をもちそ

うな省庁の環境保全関連予算を図表 10 にとりまとめた。 

 省単独で も大きな予算をもつ CLG は、地域開発計画及び住宅政策を担当しており、

貧困・地域格差対策の一貫として省エネルギー・環境配慮型住宅の指針を策定・実施し

たり、緑化（グリーンベルト）や農地保全を含む持続可能な開発計画等に取り組んだり

している。 

 Defra について詳細は後述するが、省単独で 40 億ポンド近い予算をもち、IPC 制度

に基づく環境排出規制の全般を取り仕切るとともに、近年は気候変動リスクの面から水

管理（特に洪水対策）と再生可能エネルギーに投入している。ただし、気候変動と再生

可能エネルギー分野は、2008 年 10 月から DECC に移管した。次いで農村地域開発と

自然保護にかかる予算が大きい。環境庁やナチュラル・イングランドは、Defra から直

接支払われる助成金の他に、課徴金等の自己資金源を有している。 

 BERR、DIUS はエネルギーとイノベーションを担当している。2009 年 6 月に統合

しビジネス・イノベーション・技能省（Department for Business, Innovation and 

Skills：BIS）となり、エネルギー関連政策を DECC に移管した。なお BERR は放射能

性廃棄物や汚染地帯の管理を担当しているため、廃棄物に係る予算が大きくなっている。 

DfT は狭義の交通環境政策を担当しており、大気汚染防止と運輸部門のエネルギー効率

化を行っている。なお英国では CLG が都市開発を担当している点が、日本とは異なる。 

                                            
60 Defra（2007）, Contribution and accountabilities of each player to Natural Environment 

PSA Outcome 



 - 30 - 

 

図表 10 各省庁における環境保全政策の所掌分野と予算（2008） 

INTOSAI によるイシュー分類 

管轄官庁 
大気 生態系 人間の

活動 
天然 
資源 廃棄物 水 ガバナ

ンス その他 
金額 

（百万ﾎﾟﾝﾄﾞ） 

CLG  194 7,573      7,767 

Defra 499 585 622 276 306 853 729 50 3,920 

BERR   81  1,139    1,220 

DfT   897      897 

DIUS   357      357 

Environmental 
Agency 

 713 84 74 66 708   1,645 

Natural 
England 

 18 10   1 35 1 65 

資料）各省庁の年次報告書（すべて 2008 年、DIUS のみ 2009 年）より三菱 UFJ リサーチ&コンサルテ

ィング作成。 
注 1）省の支出合計（Total Spending）は Resource Budget（資源予算額）と Capital Budget（現金

予算額）の合計である（それぞれ内訳が歳出限度額 DEL と各年度管理歳出 AME に分かれてい

る）。各省庁の年次報告書における予算の項目は必ずしも PSA に対比してないため、Defra 以外

の省庁では該当すると思われる項を集計した。ただし、DIUS は環境関連の内訳を把握できなかっ

たため、Innovation （Knowledge Transfer and Innovation 及び Enterprise Growth and 
Business Investment） に係る額を掲載した。 

注 2）NDPB の環境庁と Natural England については予算（Resource）ではなく支出（Expenditure）
を集計した。環境庁は目的別支出（Expenditure by Function）を、Natural England は目的別

（by Function）がなかったためプログラム支出（Programme Expenditure）及び助成金

（Grants）を、それぞれ集計した。NDPB の歳入源には課徴金等の歳入と主管省（この場合

Defra）からの助成金（Grant-in-Aid）があるため、省の予算額と単純に合算できないことに注意

する必要がある。 
注 3）すべての省庁で、大気（気候変動）と人間の活動・部門（エネルギー、交通、土地開発、農業等）

は統合的に扱われており、ここでは気候変動と明示されていた Defra 以外はすべて人間の活動・部

門に分類されている。また、Defra 及び環境庁の IPC に係ると思われる項には、大気、水、廃棄物、

人間の活動・部門（遺伝子組み換え、化学物質管理、エネルギー、環境と人間の健康等）がすべて

包含されるため、明示的でない項については産業規制という観点ですべて人間の活動・部門に分類

した。 
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図表 11 Defra の年間予算（2008 年度、目的別） 

天然資源と農村事業,
585, (14.9%)

本省運営, 353, (9.0%)

地方支払局（RPA）,
333, (8.5%)

動物保健福祉, 243,
(6.2%)

持続可能な農水産食
糧業, 207, (5.3%)

その他執行機関
（EA）, 177, (4.5%)

森林委員会, 70,
(1.8%) 省割当のない引当

金, 50, (1.3%)

地方助成金, 3, (0.1%)

地域協定, 0, (0.0%)

水(飲料水検査を含
む）, 853, (21.8%)

気候変動、エネル
ギー、環境リスク,

499, (12.7%)

環境の質と廃棄物,
306, (7.8%)

環境保全戦略, 195,
(5.0%)

環境保全, 47, (1.2%)

環境保全,
1,900, (48.5%)

単位：百万ポンド（カッコ内は%）

＜総　計＞
3,920百万ポンド

 
資料）Defra（2008）, Departmental Report 2008 より三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング作成。 

 

 Defra の 2008 年度（2008 年 4 月から 2009 年 3 月）予算計画を目的別に分類した

ものを図表 11 に示す。環境保全に係る予算（1,900 百万ポンド）が も多く、全体の

48%を占めている。その内訳は、水（飲料水検査を含む）に係る予算が 853 百万ポンド

と も多く、次いで気候変動・エネルギー・環境リスク（499 百万ポンド）、環境の質と

廃棄物（306 百万ポンド）、環境保全戦略（195 百万ポンド）、環境保全（47 百万ポン

ド）となっている。Defra の 2008 年次報告書によれば、気候変動、廃棄物、洪水リスク

管理への投資が増加傾向にあるため、環境保全関連の支出は今後も引き続き増加する見込

みである61。 

 環境保全の次に多い項目は天然資源と農村事業（585 百万ポンド、14.9%）である。

Defra（2008）によれば、イングランドの農村開発プログラムに係る支出が増加してい

る。 

                                            
61 Defra Departmental Report 2008 
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（3）環境政策の重点分野 

①気候変動・エネルギー政策 

 英国の気候変動対策の背景には、世界の GDP の 5～20%が毎年失われ得ると予測し、

気候変動が世界経済に甚大な損失をもたらす可能性があることを示したスターン・レビ

ュー（2006）における、次の 4 つの勧告がある。 

 炭素価格：税金、取引、規制を通じて、炭素に価格をつける 

 技術政策：公共投資の拡大等を通じて、革新的な技術を生み出す 

 行動変革：規制、情報、教育を通じて、行動変革に対する障壁を取り除く 

 適応政策：避けられない気候変動に適応するための措置を講じる 

 

 英国内の主要な気候変動政策を定めたものには、Defra の気候変動プログラム

（Climate Change Programme62）及び当時の貿易産業省（Department of Trade 

and Industry：DTI）のエネルギー白書（Energy White Paper63）がある。英国は

2003 年エネルギー白書64において 2050 年までに二酸化炭素排出量を約 60％削減する

という中長期目標を立て、これに向けて 2006 年に改定発行された気候変動プログラム

で、EU 排出量取引制度（EU ETS）やクリーン開発メカニズム（CDM）の促進、途上

国向け新エネルギー・省エネルギー技術支援等の国際的施策、国内の産業別排出量取引

制度、発電や輸送燃料における再生可能エネルギー導入義務、気候変動税と気候変動協

定の組み合わせによる産業部門の省エネルギーの促進、車両環境税、ビルや家屋の省エ

ネルギー・省資源規制、エネルギー消費機器の表示制度等の消費者向け省エネ政策、貧

困家庭における継続的な省エネ対策（Energy Efficiency Commitment、Warm Front、

Decent Homes schemes 等）の各種施策を打ち出した。また、農業、林業、土地管理

政策分野においては、温室効果ガス排出量の削減だけでなく、気候変動の影響に対する

適応策（洪水対策や生物資源の増進）を織り込むことの重要性が挙げられた。 

 2008 年 10 月、英国はエネルギー安全保障と気候変動の二つの挑戦に向けた政策策定

を一括して調整する機関として、エネルギー・気候変動省（DECC）を設立した。これ

により、Defra が主管していた気候変動枠組条約に基づく国際及び EU レベルの対応や

国内向けの気候変動対策プログラム、BERR が主管していたエネルギー需給政策、省エ

ネルギー・新エネルギー政策等の業務は、DECC へ移管・一元化された。同年 11 月に

は、英国の炭素排出量を管理し低炭素経済への移行をさらに促す政策パッケージとして、

新エネルギーの導入を促す 2008 年エネルギー法（Energy Act）、カーボン・バジェッ

ト（炭素削減計画、Carbon Budget）制度を含む気候変動法（Climate Change Act）

及び、これらの実施を担保する計画法（Planning Act）が成立した。 

                                            
62 Defra（2006）, Climate Change: the UK Programme 2006 
63 DTI（2007）, Meeting the Energy Challenge: a White Paper on Energy 
64 2003 年エネルギー白書における政策目標は 2004 年エネルギー法成立によって実施された。 
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 2008 年エネルギー法では、再生可能エネルギー使用義務制度（Renewable 

Obligation：RO）の改定・強化、小規模発電に対する固定価格制度（Feed-in Tariff：

FIT）の導入、炭素貯留技術（Carbon Capture and Storage：CCS）の許可証制度に

よる民間投資の導入や洋上ガス供給の規制枠組の簡素化といったエネルギー市場政策に

おける気候変動対策が定められている。 

 カーボン・バジェットとは、特定期間（5 年間）に排出できる温室効果ガスの総量の

上限のことで、2050 年までに 80％以上の排出削減を目指す気候変動法に基づいている。

このような法的拘束力を持つ炭素削減幅を定めた財政予算は 2009 年度から初めて導入

された。政府は 1 度に 3 期間（15 年分）のバジェットの発表を義務付けられており、

低炭素経済への移行を長期的に促進する仕組みになっている。なお 2009 年度予算の主

な内容には、省エネルギー対策に 2 年間で 3 億 7,500 万ポンド（約 560 億円）の追加

投入、小規模地域発電設備に 7,000 万ポンド（約 105 億円）、炭素回収・貯留技術実

証事業の予備調査に 9,000 万ポンド（約 135 億円）、低炭素産業や風力エネルギー等

の高度グリーン・エネルギー産業支援に 4 億 500 万ポンド（約 600 億円）、燃料税の

引き上げ等で合計約 14 億ポンド（約 2,100 億円）の対策費が計上されている65。 

 

図表 12 英国のカーボン・バジェット（2009 年） 
 第 1 期 

（2008-2012） 
第 2 期 

（2013-2017） 
第 3 期 

（2018-2022） 
温室効果ガス排出制限 
（MtCO2e） 

3,018 2,782 2,544 

1990 年比での削減比率 
（%） 

22 28 34 

資料）DECC（2009）, Annual report and resource accounts 2008-09 

 

 2008 年計画法の下では、既にイングランド及びウェールズに十分普及した再生可能

エネルギーの全国供給に向けて、主要な社会基盤事業についての決定権限を有するイン

フラストラクチャー計画委員会（Infrastructure Planning Commission）の新設、及

びエネルギー、航空、道路、鉄道、水、廃棄物の各分野におけるインフラ整備の優先順

位を決定する新たな国家政策の策定が行われる。 

 再生可能エネルギーは排出量削減の主要手段となっているが、エネルギーの 2 割を再

生可能資源にしようとする EU 目標に対応して、DECC が 2008 年に再生可能エネルギ

ー戦略（UK Renewable Energy Strategy：RES）を策定し、これを展開している。な

かでも 2002 年に導入された RO 制度は、発電における再生可能資源の導入率を定める

主要な規制となっている。なお英国には DfT が定める再生輸送燃料義務（Renewable 

Transport Fuels Obligation）制度もある。 
                                            
65 2009 年度予算の主な内容は英国大使館ウェブサイト http://ukinjapan.fco.gov.uk/ja/working-

with-japan/energy-environment/low-carbon-uk/2009-budget/より。 
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 英国の気候変動政策は、費用対効果の高い方法で温室効果ガスの削減を実現すること

を重視しており、IPPC（統合的汚染予防管理）指令による二酸化炭素排出量規制と組み

合わせて、欧州排出量取引制度（EU ETS）、気候変動税（Climate Change Levy）と

気候変動協定（Climate Change Agreements）、炭素削減義務（Carbon Reduction 

Commitment）等の市場ベースの政策を活用することで、気候変動に対応しながら健全

な競争原理を維持し、ビジネス環境を改善することを目指している。また、資金に乏し

い中小企業対策として、カーボン・トラストやスマート・メーターの設置といった、炭

素の排出削減を支援する団体や制度がある。 

 なお、地方政府は中央政府との協力の他に、「スコットランド気候変動法」や「ウェ

ールズ政府の進歩的なアジェンダ」等独自の法や対応計画を策定している。 

 

②自然資源（水・生態系・土壌・大気）の保全 

 Defra の PSA 実施合意 28「今日及び将来に及ぶ健全な自然環境の確保」においては、

英国政府の自然環境に係るビジョンとして次の点が挙げられている。 

 健康に害を及ぼすレベルの大気汚染からの解放 

 水質や水源環境を保全しながら水を供給し需要を満たす持続可能な水利 

 持続可能な土地及び土壌の管理 

 生物多様性の価値化、保全、及び増進 

 持続可能で生き生きとした田園風景の保全 

 海洋保全 

 国民の自然環境の享受 

 

 これは、非常に幅広い分野の課題を包含しているが、その基本には統合的な管理を通

じて環境全体（生態系）を保全することにより、自然資源（ここでは環境サービスを提

供するものとして①鉱物等の天然資源、②水や大気といった環境媒体、③太陽光や風力

等のフローの資源、④これらを提供し国土を形成する土地そのもの、及び⑤相互関係に

ある生態系、動植物種、遺伝子情報等の生物資源の 5 とおり）の持続可能な利用と増進

を目指す「生態系アプローチ」（Ecosystem Approach66）の考え方がある。英国政府

の持続可能性戦略（2005）によれば、このような背景には、海洋、淡水、生物多様性、

土壌・土地管理の各政策において生態系の健全性に重点がおかれるようになり、個別政

策の一層の統合と、予防的な（precautionary）アプローチによる生態系保全が求めら

れているという近年の傾向がある67。 

 例えば、EU 水枠組指令では、地表水及び地下水の流量や水質が保全されるように流

                                            
66 生態系アプローチの原則は、生物多様性条約第 5 回締約国会議（2000 年ナイロビ）においても決議採

択された。 
67 HMT（2005）, Securing the Future, deliverling UK sustainable development strategy, pp.96-

117 
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水域全体の保全が求められており、英国内では水資源法や環境保護法（IPC 制度）等に

より産業や農業の取水制限や水質汚濁防止を管理するとともに、許可制度を通じた適正

なコスト負担を図っている。 

 

 一方で、長期的には修復不可能な自然資源破壊の進行も避けられないものとして、土

地や資源の状況を調査し、脆弱な環境を保全し資源の過剰な利用を食い止める環境制約

（environmental limit）の特定にも力を入れている。具体的には、野生生物種や土

壌・植生の状況を調査する田園地方調査（Countryside Survey）や、種の生息地や自

然の景観について保全地域を指定する特別科学重要地域（Site of Special Scientific 

Interest：SSSI）制度等がある。 

 伝統的には、英国の自然保護は田園風景の保全といえる。これには産業政策的な側面

もあり、Defra の 2004 年地方戦略（Rural Strategy 2004）によれば、同国の田園地

方は観光資源として地方経済における重要な位置付けを有すると指摘されている。これ

に、国際的な流れとして、1992 年に生物多様性条約を採択し、国内 NGO と協働で

「生物多様性行動計画」（UK Biodiversity Action Plan：UK BAP）68をまとめ 1994

年に発行したことが加わっている。生物多様性計画では、SSSI の 95％を 2010 年まで

に良好な状態にすることが目標とされている。 

 土地の開発と利用を管理するための枠組である国土計画（Planning System）では、

洪水対策や廃棄物・リサイクル、水資源、省エネルギー問題と密接に関連して自然資源

の持続可能な利用が考慮されるようになっており、例えば旧工業用地の宅地再開発目標

や、都市中心部のマイカー進入規制、自然保護による野生生物保護、建造物再利用によ

る歴史環境保全、景観保全のための田園地方開発制限等の国レベルでの土地利用政策が

実施されていると同時に、地域の交通計画や都市開発計画等がこれを補強している。 

 

 PSA28 によれば、自然資源の保全を推進する主要な法規制は以下のものである。 

・ EU 指令：第 6 次環境計画、大気質指令、野鳥指令・生息地指令、海洋戦略指令・

水枠組指令、及び、欧州景観協議会といったイニシアティブ 

・ 国内の許可制度：地方大気質管理、環境保護法、統合的汚染防止管理、水資源及び

水法、自然環境・農村地域法、野生生物・田園地方法、森林法その他 

・ 分野横断的な法令：EU の環境影響評価指令、戦略的環境アセスメント指令、環境

責任指令 

 持続可能性戦略（2005）によれば、英国政府は複雑に分断され相互に矛盾を起こしか

ねないこれらの国際、EU、国内各レベルの政策目標を、持続可能な開発（Sustainable 

Development）政策の文脈で整理統合して達成しようとしているものと推察される。 

 

                                            
68 UK BAP ウェブサイト http://www.ukbap.org.uk 
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 また、環境政策の統合においては産業政策、特に農業及び漁業との関係が重要である。

農業補助金制度改革である EU の新共通農業政策（CAP）協定を背景に、英国の持続可

能な農業と食糧戦略（Sustanable Farming and Food Strategy 2003）は、イングラ

ンドにおける農業従事者との環境スチュワードシップ（保全協定）を中心施策として、

自然資源の制約のなかで地方の健全な経済発展を目指すものである。漁業に関しても、

漁業資源の管理と保全を求める EU の 2002 年共通漁業政策（CFP）協定を背景に、生

態系アプローチを採用した漁業従事者との海洋スチュワードシップの導入69や海洋法案

（Marine Bill）を通じて、漁業を含めより広範な海洋及び沿岸の保全を目指す政策が検

討されている。 

                                            
69  Defra（2002） “Safeguarding our Seas: a strategy for the conservation and sustainable 

development of our marine environment” 
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4．ドイツ 

（1）環境保全政策の全体像及び特徴 

①環境保全政策の基本方針 

 ドイツ連邦基本法（日本の憲法に相当）の第 20 条 a には「国は次世代のために自然

を守る責任がある」とあり、環境保全はドイツ国家の目的として規定されている。日本

の環境基本法に該当する環境法典70はなく、また環境基本計画も定められていない。環

境関連の法体系は分野別の法律（水循環、大気汚染・騒音防止、自然保護、物質循環

（廃棄物リサイクル）、土壌汚染防止、原子力、危険物、遺伝子工学、都市計画）及び、

分野横断の総則的環境法（環境情報公開、環境統計、環境影響評価、環境監査等）から

構成されている。 

 ドイツは環境保全政策を分野別政策に統合する方針（以下「統合原則」）を掲げてお

り、「持続可能な発展」の実現に向け、エコロジーに配慮した社会システムの構築、適

度な経済成長、充実した社会保障システムに基づく社会の安定化の 3 要素の調和を重視

している71。 

 

②環境保全に関する中長期計画 

 国家持続可能性戦略 （Nachhaltigkeitsstrategie für Deutschland）は、ヨハネス

ブルクサミットを控えてドイツの貢献を明確にするために 2002 年に策定された。a．

世代間平等（資源保全・気候変動防止、再生可能エネルギー、生物多様性、資本形成、

イノベーション、教育等）、b．生活の質（モーダルシフト72、農薬・有機農法、大気の

質等）、c．社会的結束（雇用、福祉等）、d．国際的責任（持続可能な開発協力等）に

ついての中長期的なビジョンと 21 の指標、達成度をチェックするための定期的なモニ

タリングで構成されている（図表 13 参照）。2008 年報告における重点テーマは、I．

気候変動とエネルギー、II．持続可能な天然資源経済、III．人口動態（社会的結束の強

化）、IV．世界的食糧供給である。また、個別分野の政策として持続可能な交通、産業

（消費・製品・経済成長）、天然資源の保全（土地利用、生物多様性、漁業、水管理）、

貧困と開発に関する国際協力等が挙げられている73。 

                                            
70 環境法典（Umweltgesetzbuch）は 2005 年に編纂を開始、2008 年 12 月に第 4 次草案が出たが、未

だ成立に至っていない。 
71 大阪・神戸ドイツ連邦総領事館（2004）「改訂版 環境先進国 ドイツ 環境技術から市民のくらし

まで」 
72 環境負荷のより少ない輸送手段への切り替え。一般に、トラックによる幹線貨物輸送をから、鉄道や

内航海運等の大量輸送が可能でより環境負荷の小さい輸送手段へ切り替える意味。 
73 連邦政府（2008）, Fortschrittbericht 2008 zur nationalen Nachhaltigkeitsstrategie 
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図表 13 国家持続可能性戦略における主要な環境保全関連目標 

No 分野 
持続可能性要請 指標 目標 

INTOSAI 
ｲｼｭｰ分類 

 I. 世代間平等   
1 
a 

エネルギー生産性 1990 年から 2020 年の間に倍増 人間の活動・

部門 
1 
b 

資源の保全 
資源を節約し効果

的に利用する 一次原料生産性 1994 年から 2020 年の間に倍増 天然資源 

2 気候変動防止 
温室効果ガスを削

減する 

温室効果ガス排出量 2008 年/2012 年までに 1990 年

比 21%削減 
大気 

3 
a 

一次エネルギー消費に

おける再生可能エネル

ギーの割合 

2010 年までに 4.2%に、2020 年

までに 10%に向上 
人間の活動・

部門 

3 
b 

再生可能エネルギ

ー 
将来にわたるエネ

ルギーの確保 電力消費における再生

可能エネルギーの割合 
2010 年までに 12.5%に、2020
年までに少なくとも 30%に向上 

人間の活動・

部門 
5 生物多様性 

種の保存と生息地

の保全  

種の多様性と景観の質 2015 年までに指標値を 100 に向

上 
生態系 

8 イノベーション 
将来の新たなソリ

ューション提供 

民間及び公的の研究開

発案件 
2010 年までに GDP3%向上 人間の活動・

部門 

 II. 生活の質   
11
a 

貨物輸送集約性 2010 年までに 1999 年比 98%、

2020 年までに 95%に低減 
人間の活動・

部門 
11
b 

旅客集約性 2010 年までに 1999 年比 90%、

2020 年までに 80%に低減 
人間の活動・

部門 
11
c 

物流の鉄道輸送割合 2015 年までに 25%に向上 人間の活動・

部門 
11
d 

モビリティ 
移動の利便性を確

保し環境を保全す

る 

物流の船舶輸送割合 2015 年までに 14%に向上 人間の活動・

部門 
12
a 

窒素余剰 2010 年までに農耕地 1ha あたり

80kg まで削減、2020 年までにさ

らなる削減 

人間の活動・

部門 

12
b 

農業 
環境に配慮した農

業 
有機農法 農耕地に占める有機農法の割合を

数年以内に 20%向上 
人間の活動・

部門 
13 大気の質 

健康な環境の確保 
大気中の有害物質量 2010 年までに 1990 年比 30%削

減 
大気 

 III. 社会的結束 （※環境関連該当なし）   
 IV. 国際的責任   
20 開発協力 

持続可能な開発の

支援 

GDI に占める公的開発

協力支出の割合 
2010 年までに 0.51%、2015 年

までに 0.7%に向上 
統制 

資料）連邦政府（2008）, Fortschrittsbericht 2008 zur nationalen Nachhaltigkeitsstrategie より三

菱 UFJ リサーチ&コンサルティング作成。INTOSAI イシュー分類は三菱 UFJ リサーチ&コンサル

ティングによる。 
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 98 年の社会民主党（SPD）と緑の党連立政権以降、ドイツは脱原発や環境税の導入等

のエネルギー政策と気候変動政策に重心を置いてきた。 近の重要かつ国家的な中長期環

境プログラムに、2007 年に策定された統合エネルギー・気候変動プログラム

（Integriertes Energie- und Klimaprogramm）がある。これは、国家持続可能性戦略の

重点テーマの一つとなっている気候変動とエネルギー対策における主要な政府主導施策と

しても位置付けられている。 

 各計画の推進は統合原則により関連各省庁へ展開され、所掌する分野別政策に統合74

されている。例えばエネルギー・気候変動防止政策は、環境省の他に経済省、交通・建

設省、農業省、教育研究省等へ展開されており、一例として交通・建設省では住宅・都

市計画関連予算に CO2 削減のための建物改修や社会インフラ整備の施策が組み込まれて

いる。 

 

③政策的手法 

 ドイツの環境政策は伝統的に直接規制的手法を中心とする。すなわち環境に負荷を与え

る施設や行為を事前許可制とし、水や大気等の環境媒体ごとに排出基準を定めるといった

実体的要件を厳格に定め、それへの適合性を要求する手法が基本となっている。しかし、

情報公開と参加を通じた利害調整といった手続的規制を中心とする EU 環境法への整合の

影響もあり、近年は a．計画的手法（数値目標と達成時期の設定）、b．産業界の自主的取

組の促進、c．経済的手法が幅広く活用されている。例えば、ドイツの国家持続可能性戦

略は a．計画的手法の典型といえる。また、c．経済的手法の代表例には環境税（1999 年

4 月導入）や低公害車に対する税制上の優遇措置等がある。 

                                            
74 国家持続可能性戦略の実施方針を示した持続可能性マネジメントには、連邦政府内における同戦略の

実施プロセスとして、各省庁の行政実務を同戦略に沿って行うこと、所管の立法においては持続可能

な発展に与える影響評価を行うこととされている。 
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（2）組織体制 

①環境保全政策における中心的な執行機関 

 ドイツは独自の権限を持つ州で構成される連邦国家であり、立法、行政、司法の各分

野で権限が連邦と州に分配されている。行政権限の分配は基本法第 83 条以降に定めら

れており、連邦水路及び船舶交通等は連邦が独自に行う分野（第 87 条）、原子力（第

87 条 c）、航空交通（第 87 条 d）、高速道路（第 90 条）等は連邦委任行政75の対象と

なる分野であり、それら以外の分野については、州が固有の事務として連邦法を執行す

る。なお立法権限の分配については基本法第 70 条以降に定められており、航空・鉄道

交通等は連邦の専属的事項（第 73 条）、原子力利用、農林水産業・沿岸保護、船舶交

通、廃棄物、大気汚染、騒音防止等は連邦と州の競合的立法76事項（第 74 条）、自然

保護や国土計画、水の管理等は連邦が枠組立法権を有する事項である（第 75 条）77。

このため特に水質汚濁防止や自然保護の分野では州によって具体的仕組みが異なってい

る。 

 連邦委任行政による連邦法の執行においては、州は連邦の監督官庁の指示に従わなけ

ればならない。この連邦による監督において、連邦の管轄官庁は、州の担当官庁による

連邦法の執行についての合法性や適切さ等についての判断を行うことができる。連邦委

任行政により州に委任される行政部門の官庁の組織や行政手続については、連邦法によ

る規定がない限りで州が定める権限を有している。なお、連邦法を州が執行する場合、

連邦政府は州の代表によって構成される連邦参議院の同意を得て、法的拘束力をもって

州の担当官庁を規制する一般行政規則（Verwaltungsvorschrift）を定めることができ

る。 

 主要な環境保全政策の政策立案機関は連邦環境・自然保護・原子力安全省

（Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit：BMU）

である。BMU の主な外局として、連邦環境庁は、BMU 等の連邦政府へ科学的支援の提

供、環境関連法の執行（排出量取引や化学物質・医薬品・農薬審査等）、環境保全関連

情報の公開等の役割を有する78。また、連邦自然保護庁は、種の保存、海洋保全、南極

条約、遺伝子組み換え技術に関する国際法規の国内実施を担当する79。 

 

②各機関におけるミッション、政策目標、及び予算 

 統合原則の進捗に伴い、多くの省庁がその所管業務の範囲内で環境保全に係る施策を

実施し、またそのための予算を持つ。 

 図表 14 は 2008 年の連邦省庁の環境保全関連予算の一覧である。経済協力省（902
                                            
75 州が連邦の委任を受けて連邦法を執行する制度。 
76 連邦が立法権を行使しない限りにおいて州の立法権が認められる分野（基本法第 72 条）。 
77 連邦が枠組法を制定した場合、法律の定める適切な期間内に必要な州の法律を制定する義務が生じる。 
78 ドイツ連邦環境庁ウェブサイト。http://www.umweltbundesamt.de/uba-info-e/index.htm 
79 ドイツ連邦自然保護庁ウェブサイト。http://www.bfn.de/01_wir_ueber_uns.html 
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百万ユーロ）、連邦交通・建設・都市開発省（889 百万ユーロ）、BMU（847 百万ユ

ーロ）、連邦教育・研究省（716 百万ユーロ）、連邦経済技術省（407 百万ユーロ）等

が主要な環境保全政策をもっている。 大予算をもつ経済協力省の内容は主に「世界規

模の環境保全、生物多様性の維持、気候変動防止」に係る途上国開発支援である。次に

大きい連邦交通・建設・都市開発省については、その 6 割以上が住宅・都市計画分野の

エネルギー・気候変動対策費である。特に、「CO2 建物改修プログラム」（CO2-

Gebäudesanierungsprogramme）関連補助金の 331 百万ユーロ、「旧東独地域住宅

近代化プログラム」（Wohnraum-Modernisierungsprogramms）に係る 153 百万ユ

ーロ、「低エネルギー住宅プログラム」（Niedrigenergiehaus im Bestand）の 71 百

万ユーロは、「連邦補助金上位 20 件」にもあがっている80。エネルギー・気候変動対

策は、他にも BMU（再生可能エネルギー関連：287 百万ユーロ）や連邦教育・研究省

（気候変動・エネルギー・環境に係るイノベーション、ハイテク戦略：336 百万ユー

ロ）、連邦経済技術省（エネルギー研究：158 百万ユーロ、省エネルギー推進：31 百

万ユーロ）等の省で多くの予算が充てられている重要施策である。 

 ドイツの歴史が環境保全政策に影響している点として、旧東独地域の環境負荷対策が

あげられるが、上記の旧東独地域の建物エネルギー効率改善等の他に、土壌汚染除去対

策がドイツ統合以来の課題となっており、汚染施設等を所有・管理する連邦経済省や連

邦教育・研究省、財務省等がこれにあたっている。 

                                            
80 連邦財務省 20 Grösste Finanzhilfen des Bundes, Übersichten zum Bundeshaushaltsplan 

2008 
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図表 14 各省庁における環境保全政策の所掌分野と予算（2008） 

大気 生態
系

統制 人間
の活
動／
部門

天然
資源

廃棄
物

水 その
他

合計 4,727 100.0%

連邦経済協力省 ○ ○ ○ 902 19.1%

　環境分野における開発途上国との二国間経済協力
　（生物多様性、気候変動防止　等）

連邦交通・建設・都市開発省 ○ ○ ○ ○ ○ 889 18.8%

　河川・海洋環境保全、騒音対策、都市（再）開発、
　運輸・住宅・都市計画分野の気候変動防止　等

連邦環境・自然保護・原子力安全省 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 847 17.9%

　戦略的環境保全計画、
　気候変動・省ｴﾈﾙｷﾞｰ・再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ、
　原子力安全・放射能保護・核燃料、
　水管理・廃棄物管理・土壌汚染防止、
　環境と健康・化学物質管理・公害防止・交通環境、
　自然保護・持続可能な天然資源消費　等

連邦教育・研究省 ○ ○ ○ ○ 716 15.1%

　環境教育、環境保全に関する基礎研究、環境に適合した
持続可能な開発の推進、旧東ドイツ研究施設の汚染管理

連邦経済技術省 ○ ○ ○ 407 8.6%

　省エネルギー推進・気候変動対策、旧東ドイツの汚染地域
の回復措置　等

連邦財務省 ○ ○ 321 6.8%

　土壌汚染などのエコロジー的に重要な回復措置、環境税

連邦国防省 ○ 284 6.0%

　ドイツ連邦軍における環境保全

連邦消費者保護・食糧・農林省 ○ ○ ○ ○ 226 4.8%

　海岸保全、農業部門の環境保全・省エネ、気候変動（バイ
オマス）、商品テスト（環境と健康）　等

外務省 ○ 76 1.6%

　環境保全に関する国際協定や国際会議への対応　等

連邦家庭・高齢者・婦人・青少年省 ○ 18 0.4%

　環境保全分野の市民活動に対する支出　等
一般財務管理 ○ 41 0.9%

INTOSAIによるイシュー分類

金額
（百万ﾕｰﾛ）

割合

 
資料）省庁別予算金額は連邦財務省（2008）Bundeshaushaltsplan 2008 より、割合及び所掌分野と

その分類は各省庁ウェブサイト及び INTOSAI ウェブサイトより三菱 UFJ リサーチ&コンサルティ

ング作成。 

 

 

 図表 15 は、図表 14 に示した各省庁の環境保全に係る所掌業務に沿って実施されて

いる主要な環境保全施策を、2008 年の連邦予算書及び環境保全関連の主要中長期計画

である国家持続可能性戦略と統合エネルギー・気候変動プログラムに基づき、整理した

ものである。 
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図表 15 各省庁の環境保全関連政策 

管轄官庁 省庁の役割／issue 分類 主要な環境保全政策 
連邦経済協力

省（BMZ） 
途上国開発援助（地球環

境保全、生物多様性、気

候変動対策 等） 

統制 
大気 
生態系 

・気候変動対策（技術援助） 
・農業・食糧生産技術（気候変動対
策、環境保全、持続可能性） 

連邦交通・建

設・都市開発

省 
（BMVBS） 

河川・海洋環境保全、騒

音対策、都市（再）開

発、運輸・住宅・都市計

画分野の気候変動防止 

等 

大気 
人間の活
動／部門 
水 
生態系 
統制 

・気候変動対策（CO2 削減建物・社会
インフラ改修プログラム） 

・交通エネルギー政策（気候変動対
策、大気汚染防止） 

・水質汚濁・海洋汚染防止 
・騒音・振動防止 
・気象モニタリング（放射能等） 

連邦環境・自

然保護・原子

力安全省 
（BMU） 

戦略的環境保全計画、気
候変動・省エネルギー・
再生可能エネルギー、原
子力安全・放射能保護・
核燃料、水管理・廃棄物
管理・土壌汚染防止、環
境と健康・化学物質管
理・公害防止・交通環
境、自然保護・持続可能
な天然資源消費 等 

すべて ・気候変動対策、再生可能エネルギ

ー、排出量取引 
・脱原子力、放射能保護 
・産業環境政策 
・自然保護、生物多様性 
・化学物質対策 
・水質保全、土壌汚染防止、廃棄物・

リサイクル 
・大気、交通環境政策、工場公害対策 
・環境情報、環境教育 
・欧州/国際環境政策 

生物科学、気候変動・エ

ネルギー基礎研究、環境

技術、安全研究、自然科

学分野基礎研究、情報・

ナノテクノロジー・マイ

クロシステム技術・光学

技術等のキーテクノロジ

ー分野 

人間の活
動／部門 
大気 
天然資源 

・気候変動対策（研究開発：炭素貯留
技術、再生可能エネルギー、省エネ
ルギー技術開発、ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ電池の研
究開発） 

連邦教育・研

究省 
（BMBF） 

省内の環境管理 廃棄物 ・核実験施設等（旧東ドイツ地域）の
汚染管理 

省エネルギー推進・気候

変動対策、旧東ドイツの

汚染地域の回復措置 等 

大気 
人間の活
動／部門 

・気候変動対策（省エネルギー・電力
政策、エネルギー研究開発） 

連邦経済技術

省（BMWi） 

省内の環境管理 廃棄物 ・土壌汚染対策（旧東ドイツ地域施
設） 

連邦政府所有資産管理 
 

廃棄物 ・旧東ドイツ地域汚染除去（連邦所有
施設） 

連邦財務省 
（BMF） 

環境・エネルギー税制 大気 ・エコロジー税制改革（環境税・課徴
金制度） 

連邦国防省 国防省内の環境管理・労

働安全衛生管理 
統制 ・連邦軍における環境管理（廃棄物管

理、土壌汚染・水質汚濁防止、自然
保護・生態系保全、エネルギー管
理、災害対策、危険物管理等） 
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管轄官庁 省庁の役割／issue 分類 主要な環境保全政策 
連邦消費者保

護・食糧・農

林省 
（BMELV） 

海岸保全、農業部門の環

境保全・省エネ、気候変

動（バイオマス）、商品

テスト（環境と健康） 

等 

人間の活
動／部門 
水 
天然資源 
大気 

・農業構造及び沿岸保護の改善 
・気候変動対策（農林業分野の省エ
ネ、バイオマス） 

外務省 外交関係（特に政治、経

済、開発政策、文化、科

学、技術、環境保全政

策、社会保障分野）の対

応と促進 

統制 ・気候変動対策（外交分野） 

連邦家庭・高

齢者・婦人・

青少年省 

市民参加の促進 統制 ・環境保全に係る市民活動への助成金
（環境保全、自然保護、環境教育
等） 

資料）連邦財務省（2008）Bundeshaushaltsplan 2008、連邦政府（2008）国家持続可能性戦略、同

（2007）統合エネルギー・気候変動防止プログラム、各省庁ウェブサイトより三菱 UFJ リサーチ

&コンサルティング作成。 

 

 

 BMU の予算の内訳は図表 16 のとおりである。ここで も多くの予算を占めるのは

「一般承認、環境保護、自然保護、再生可能エネルギー」（412 百万ユーロ、49%）で

あり、この内容については後に詳述する。次に大きな予算（23%）を占める連邦放射能

保護庁は、医療機関や研究設備等の放射能施設や、電波、紫外線等の安全管理を監督し

ている。 

 BMU 予算の 大を占める「一般承認、環境保護、自然保護、再生可能エネルギー」

のイシュー分類ごとの予算額を図表 17 に示す。施策単体としては「人間の活動・部

門」の再生可能エネルギー関連施策に係る予算が約 287 百万ユーロと 大である。次に

大きい予算を占めるのは自然保護（30 百万ユーロ）、3 番目は国際機関への助成金

（15 百万ユーロ）である。 
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図表 16 BMU の年間予算（2008 年、支出項目別） 

連邦本省, 59, (7%)

一般承認、環境保
護、自然保護、再

生可能エネルギー,
412, (49%)

原子力安全と放射
能保護, 45, (5%)

連邦環境庁, 98,
(12%)

連邦自然保護庁,
19, (2%)

連邦放射能保護
庁, 197, (23%)

個別計画16に係る
公務員及び裁判官

の扶助, 17, (2%)

＜総　計＞
847百万ユーロ

単位：百万ユーロ(カッコ内は％）

資料）連邦財務省（2008）, Bundeshaushaltsplan 2008 より三菱 UFJ リサーチ&コンサルテ

ィング作成。 

 

 

図表 17 BMU「一般承認、環境保護、自然保護、再生可能エネルギー」に係る予算内訳 

資料）連邦財務省（2008）, Bundeshaushaltsplan 2008 及び INTOSAI ウェブサイトより三菱 UFJ リ

サーチ&コンサルティング作成 

INTOSAI イシュー分類（カッコ内は BMU 施策） 金額 
（百万ユーロ） 

人間の活動・部門 
（再生可能エネルギー、公害防止・産業環境、運輸環境 等） 

294 

統制 
（国際機関助成、国内助成、環境モニタリング 等） 

66 

生態系 
（自然保護） 

30 

大気 
（気候変動防止、騒音） 

8 

水 4 
廃棄物 2 
天然資源 1 
その他（刊行物等） 6 
総額 412 
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（3）環境政策の重点分野 

①エネルギー・気候変動対策 

 ドイツはこれまで、主に石炭から天然ガスへの燃料転換や、省エネルギー、特に東西

ドイツの統合81に伴うエネルギー消費原単位の改善等を通じて CO2 削減を行ってきた。

1998 年に社会民主党（SPD）と緑の党の連立政権が新たに誕生し、環境大臣に緑の党

出身のトリッティンが就任。前政権の気候変動対策は不十分であるとして、まず 1999

年に電力、ガソリン、暖房用燃料などのエネルギー価格へ従量制の環境税が導入され、

技術革新と省エネルギー推進が図られた。環境税の税収は年金保険料の引き下げに充て

られ、また一部は再生可能エネルギー導入補助金に充てられた（ökologische 

Steuerreform：エコロジカルな税制改革）。また、脱原発政策が強力に推進され、

2000 年に脱原発へ向けた経済界との合意が成立、2002 年には従来の原子力法に代わっ

て脱原発法が施行され、以後ドイツでは新規の原子力発電所の建設は禁止、既存の原発

については施設稼働より 32 年以内にすべて停止されることとなった。当時電力供給の

約 3 割を占めていた原子力に代わるエネルギー源として、再生可能エネルギーの普及が

一層推進された。1991 年の電力供給法（Stromeinspeisungsgesetz: StrEG）及び

2000 年の再生可能エネルギー法（Erneuerbare-Energien-Gesetz: EEG）により、電

力事業者は再生可能エネルギーにより得られた電力の買取り義務とともに電力供給の一

定割合を再生可能エネルギー化することが義務づけられた。再生可能エネルギーの供給

量拡大へ向けた政府目標を掲げ、電力買取り制度の導入により（特に風力や太陽光、バ

イオマス発電の）市場化を推進、また 10 万戸の太陽光パネル設置補助など各種の再生

可能エネルギー投資支援策を導入したことで、ドイツの新エネルギー産業は世界に注目

される新規分野へと成長した82。 

ほかにも燃料硫黄分の規制などを実施しつつ、新政権は 2000 年に新しい気候変動防

止プログラムを策定した83。このプログラムでは 2005 年までに 1990 年比 25％削減の

目標を掲げ、コージェネレーションの拡大（排出量割当における特別枠の設置）、省エ

ネルギー令の成立、建物の CO2 削減促進プログラム、運輸部門における総合対策（モー

ダルシフト、自動車の燃費改善、空港着陸料等）の他に、産業界との協定の締結といっ

た内容が盛り込まれている。なお産業界ではドイツ産業連盟（Bundesverband der 

Deutschen Industrie e.V.：BDI）が 1995 年と 1996 年に政府に対して自主的な温室

効果ガス削減目標義務付けを宣言していたが、2000 年プログラムによりこれを拡張さ

せ 2000 年 11 月に政府目標達成にリンクした協定になり、2012 年までに 1990 年比

                                            
81 ベルリンの壁崩壊が 1989 年 11 月に起こり、1990 年 10 月に東西ドイツの再統一が成された。 
82 BMU（2009）によれば、2008 年の産業規模は約 2 億 9 千万ユーロ、うち投資額が 1 億 3 千万ユー

ロであり、約 28 万人の雇用を創出し、発電技術の輸出高は継続的に向上している。BMU（2009）、
Strom aus Erneuerbaren Energien, http://www.erneuerbare-
energien.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/strom_aus_ee.pdf 

83 BMU（2000）, Nationales Klimaschutzprogramm,  
http://www.bmu.de/klimaschutz/nationale_klimapolitik/doc/6886.php 
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35％削減を目標に掲げている84。 

 2007 年、ドイツ政府は気候変動枠組条約第 13 回締結国会議（COP13）に先立ち

「統合エネルギー・気候変動プログラム」を閣議決定した。同年春には EU の気候変

動・エネルギー政策パッケージが成立しているが、本プログラムは EU レベルの政策を

国として実現するための計画と位置付けられている。なお EU 政策パッケージ策定当時、

ドイツは欧州連合理事会の議長国期間にあり、イニシアティブをふるったものと思われ

る85。 

 本プログラムでは、温室効果ガス排出量を 2020 年までに 1990 年比で 40％削減する

こと（ただし、他の国々も同様に高い目標を設定し EU が同じ期間に 30％の削減を行う

場合を前提として）を目標として掲げ、そのために 29 の施策が各関係省庁へ展開され

ている。BMU の他に、連邦経済省、連邦交通・建設省、連邦農業省、連邦財務省、連

邦教育研究省等が主要な役割を担っている。 

 統合エネルギー・気候変動プログラムは、①エネルギー効率の大幅な向上、②CO2 排

出の少ないエネルギーの利用促進を鍵としている。気候変動対策においては、CO2 収支

に優れ、企業の競争力を損ねたり消費者に過度な負担を強いたりすることのない、コス

ト効率ができるだけ高い対策を実施するとしている。またエネルギー政策の面ではエネ

ルギー輸入依存度を下げる効果が期待されており、①供給の安定性、②経済性、③環境

への優しさを基本方針として、省エネルギーと再生可能エネルギーの利用が運輸、暖

房・温水、電力の各部門における化石燃料への依存度を減らすことにつながるものとし

ている。 

 さらに、本プログラムの推進は、電力部門や再生可能エネルギー供給者側と、機器、

車両、建物等のエネルギー消費者側の双方における革新的なエネルギー技術にかかって

いるとしている。ドイツは既に太陽光や太陽熱発電の分野で世界でも高い市場シェアを

有していたが、本プログラムによってさらなる雇用創出と産業振興が期待されている。 

 プログラムの概要は以下のとおりである86。 

 2008 年度予算で気候変動対策として 33 億ユーロを計上 

 （対 2005 年比 18 億ユーロ増） 

 発電部門の高効率コージェネレーション（熱電供給）割合を 12％から 25％に増加 

 （年間 7 億 5000 ユーロをコージェネレーション施設に投資） 

 発電部門の再生可能エネルギー割合を 12％から 25～30％に増加 

 熱供給における再生可能エネルギー割合を 14％増加 
                                            
84 BDI ウェブサイト。http://www.bdi.eu/458.htm 
85 Die Bundesregierung （2007）, Bericht zur Umsetzung der in der Kabinettsklausur am 

23./24.08.2007 in Meseberg beschlossenen Eckpunkte für ein Integriertes Energie- und 
Klimaprogramm, p.2 

86 ドイツ大使館ウェブサイト「温暖化防止にむけ大幅な前進：統合エネルギー・気候プログラム（2007
年 12 月 5 日付 連邦政府 HP 訳文）」 
http://www.tokyo.diplo.de/Vertretung/tokyo/ja/06__Umwelt/Links/Regierungonline__0512
07,property=Daten.pdf 
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 （その一環として連邦政府助成を 2012 年まで 大年間 5 億ユーロ増額） 

 バイオガスの天然ガス網への供給容易化、再生可能エネルギーの電力網への統合推

進 

 新築建物のエネルギー需要における再生可能エネルギー割合の拡大、建物のエネル

ギー効率基準を経済的に妥当な範囲で段階的に引き上げ 

 

 ドイツ政府は本プログラムの進捗状況について目標達成と費用効率の検証を行うこと

を定めており、各省庁は 2010 年に 初の報告をしなければならない（それ以降は 2 年

ごとに報告）。報告は外部の専門機関による委託調査を基本としている。 

 なお、BMU は本プログラムの策定にあたりフラウエンホーファー研究所

（Fraunhofer Instituts für System- und Innovationsforschung）に主要施策の費用

対効果の試算を依頼し、2020 年における費用削減効果は約 50 億ユーロと試算された87。

施策一覧、所管省名、費用対効果の試算結果、（プログラム中に明示されている）予算

の一覧は、図表 18 を参照されたい。 

                                            
87 2020 年までの投資費用合計 310 億ユーロに対し 363 億ユーロのエネルギー節減が可能と試算された。 
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図表 18 統合エネルギー・気候変動プログラムの費用対効果試算及び予算 
2020 年時点の費用対効果 

対

策 
No 

施策名 所管省庁 総費用 
百万ﾕｰﾛ 

化石燃料

節減効果 
百万ﾕｰﾛ 

削減費用

ﾕｰﾛ/t-
CO2 

予算 
百万ﾕｰﾛ 

1 コージェネレーション 連邦経済省 3 -300 12.9 750 
2.1 再生可能エネルギー法 連邦環境省 
2.2 電力網整備に関する法案 連邦経済省 

5,550 4,200 27 - 

7 気候変動防止と省エネル

ギーの促進プログラム 
（建物を除く） 

連邦環境省 
連邦経済省 
連邦交通・建設省 
連邦農業省 

2,300 3,200 -90 - 

8 省エネルギー製品 
（EU エコデザイン指令、

ラベリング制度） 

連邦経済省 
連邦環境省 210 4,200 -266 400 

10A 省エネルギー令改正 連邦交通・建設省 
連邦経済省 

8,430 10,300 -47 - 

10B 夜間蓄熱暖房の交換 BMU 1,050 900 23 - 
12 CO2 削減建物改修プログ

ラム 
連邦交通・建設省 
 2,430 3,200 -58 

（3 年間）
4,000 

13 社会インフラのエネルギ

ー面での改修 
連邦交通・建設省 
 490 260 163 

（連邦）
200 

（州助成）
600 

14 再生可能エネルギー熱供

給法 
BMU 
 

4,420 3,500 77 

（08 年）
350 

（09 年）
500 

15 連邦所有建物のエネルギ

ー改修プログラム 
連邦交通・建設省 
 60 80 -38 

（3 年間）
480 

16 乗用車の CO2戦略 BMU 6,440 8,700 -128 - 
17 バイオ燃料の普及拡大 

（バイオ燃料割合法改正

等） 

BMU 
連邦財務省 
連邦農業省 

0 
-1,000～

2,000 
84～168 - 

25 エネルギー研究とイノベ

ーション 
連邦経済省 
BMU 
連邦教育研究省 
連邦交通・建設省 
連邦農業省 

- - - 1,500 

26 電気モビリティ 
（リチウムイオンバッテ

リー開発投資の産業協定

等） 

連邦経済省 
連邦交通・建設省 
連邦教育研究省 
BMU 

- - - 60 

合計 31,000 36,300 -26 - 

資料）BMU（2007）, Das Integrierte Energie- und Klimaprogramm der Bundesregierung、及び

連邦政府（2007）, Bericht zur Umsetzung der in der Kabinettsklausur am 23./24.08.2007 
in Meseberg beschlossenen Eckpunkte für ein Integriertes Energie- und Klimaprogramm
より三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング作成。 

注） 費用対効果試算について、原典は Fraunhofer ISI（2007）, Wirtschaftliche Bewertung von 
Maßnahmen des Integrierten Energie- und Klimaprogramms。 
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②水域保全 

 ドイツにおける水管理政策の長期的な目標は、a）水（水域）の生態的、化学的な状

態を良質に維持または回復すること、b）飲料水及び用水の需要を満たし、十分に確保

すること、c）レクリエーション、船舶航行あるいはエネルギー利用等を含め、公共の

利益に資するすべての水利用を長期的に確実にすること、の 3 点であり、そのための政

策的原則として以下が掲げられている88。 

 予防（Vorsorge）原則 

 汚染者負担原則（特に汚水処理の費用はすべて排水賦課金によりまかなうこと） 

 すべての水利用者の協働と参画 

 

 ドイツでは水域は公的なものであり、取水、排水等のあらゆる水利用は公法により管

理され、原則として許可または特許を必要とする。1957 年に制定されたドイツの水管

理法（Wasserhaushaltsgesetz）は、地表水域、沿海水域、地下水を対象とし、治水、

利水、水質保全等を目的としており、水循環（Wasserwirtschaft）を一体にとらえた法

律である。枠組法のため、規制の具体的内容は州法による。1996 年改正では、河川流

域に氾濫原を設けることが義務化され、かつて存在していた氾濫原の回復が図られた。

新の法改正は 2002 年 6 月であり、これは EU 水枠組指令を国内法化するために行わ

れた。本改正により国際水域の持続可能な水循環について法的に定められることとなっ

た。また、汚染物質だけではなく水域の動植物環境の維持回復を含め 2015 年までに水

域を良好な状態にするために、従来の州域単位ではなく流水域ごとの地表水質目標及び

管理計画が策定された。 

 EU 水枠組指令への対応による変化は、州法の運用が中心であったのが、政策の統合

と関係者間の調整が必要になったことであろう。これまでは州ごとに（例えば氾濫原の

設置など）対応を行ってきたが、管理計画の策定において流域が州域を超える場合等に

は、州際ワーキンググループが設置され、関係諸州間での調整と州法の共通化が図られ

た。また、生態系保全の要請からも、計画策定段階における広範な利害関係者（NPO や

専門家、水利用の公共組合等）の多段階的な参加があった89。 

 水管理法をとりまく重要な法規制に、排水の許認可を行う 2005 年改正排水令

（Abwasserverordnung）、連邦で初めて統一的に高潮・洪水対策を定めた 2005 年の

高潮保全法（Hochwasserschutzgesetz）、及び各州の水法がある。 

 1976 年排水賦課金法（Abwasserabgabengesetz、2005 年改正）及びこれを補完す

る各州法では、公共水域への排水を行う場合には、賦課金を支払わねばならない。賦課

金額は水管理法及び排水令において許可された排水量と有害性によって定められており、

                                            
88 BMU ウェブサイトの水域保全（Gewässerschutz）。 

http://www.bmu.de/gewaesserschutz/aktuell/3795.php 
89 大久保規子（2005）「EC 水枠組指令とドイツ水法」、国土交通省水資源政策の政策評価に関する検

討委員会資料。 
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許認可を受けた者は、いつでも許可量の削減を承認官庁に求めることができる。これに

より汚水排出量削減の経済的インセンティブを提供している。加えて、多くの州では地

下水の揚水に対しても料金を課しており、州によっては地表水にも課している場合があ

る（いわゆる Wasserpfennig：直訳すれば「水銭」、特別賦課金の許容要件を指す）。 

 また、有害物質の排出を規制し水質汚濁を防止する法としては、洗剤・クリーニング

剤法（Wasch- und Reinigungsmittelgesetz）は 1975 年に成立（1986 年及び 近で

は 2007 年 に 改 正 ） 、 化 学 物 質 法 （ Chemikaliengesetz ） 、 植 物 保 全 法

（Pflanzenschutzgesetz）、肥料法（Düngemittelgesetz）等がある。 

 なお、水を汚染した者には罰則、場合によっては刑罰が科される。水管理法における

汚染修復・補償義務や、環境責任法（Umwelthaftungsgesetz）、刑法における環境犯

罪規定等が適用される。 
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5．フランス  

（1）環境保全政策の全体像及び特徴 

①環境保全政策の基本方針 

 フランスでは、1965 年の第 5 次全国経済社会開発計画（ le plan national de 

développement économique et social）において、初めて政策的に環境が考慮される

ようになり、1978 年生活の質憲章（la charte de la qualité）において環境問題が政策

的課題として位置付けられた。その後、環境保全に係る規制は、個別分野ごとに法律が

制定される形で進められてきたが、2000 年にはすべての環境保全に係る法律が「環境

法典（codification）」に収録された。2005 年、この環境法典には環境憲章として、汚

染者負担の原則及び未然防止の原則を含む、下記の方針が示されている。 

第 1 条 ：すべての者は、均衡のとれた健全な環境の中で暮らす権利を持つ。 

第 2 条 ：すべての者は、環境の保護と改善に参加する義務を負う。 

第 3 条 ：すべての者は、本法の定める条件に基づき、環境への害を防ぎ、それが

できない場合には影響を 小限にしなければならない。 

第 4 条 ：すべての者は、本法の定める条件に基づき、自らの及ぼした環境への害

を修復しなければならない。 

第 5 条 ：生じた損害が、たとえ現時点の科学的知見では証明されていなくても、

環境に深刻かつ不可逆的な影響を及ぼしうる場合には、公的機関は、未

然防止の原則を適用し、その権力の範囲内で、リスク評価の手順の実行

と生じた損害を未然防止するための当座の適切な手段を講じることを確

実にしなければならない。 

第 6 条 ：公共政策は持続可能な発展を促進するものでなければならない。そのた

めには、環境保全、経済的発展、社会の進歩を調和させなければならな

い。 

 

②環境保全に関する中長期計画 

 環境に関する分野横断的な中長期計画としては、首相が議長を務める「持続可能な開

発総合委員会（Commissariat général au Développement Durable）90」が 2003 年

に策定した「持続可能な開発国家戦略（La Stratégie Nationale de Développement 

Durable）」が挙げられる。 

 ま た 、 2004 年 に は 、 「 国 家 環 境 ・ 健 康 計 画 （ Plan National Santé-

Environnement）」（後述）が策定されている。 

                                            
90 2003 年に設置された省庁横断的委員会。持続可能な開発国家戦略の評価を行う役割を担う。 
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③政策的手法 

 フランスでは、直接規制に加え、古くから環境政策における経済的手法、特に環境税

の導入が進められてきた。これらの制度については、事業者からの廃水、廃棄物、大気

汚染及び家庭からの廃棄物の排出等の課税について個別の法制化が進められてきたが、

1997 年、汚染活動一般課税として、産業廃棄物、家庭系廃棄物、大気汚染、騒音、廃

油といった環境影響に課税する制度が整備されている。 

 さらに、環境政策を重視するサルコジ政権の下、2007 年には環境 NGO、企業、地方

自治体が参加する環境に関する円卓会議「環境グルネル会議（Grenelle de 

l'environnement）」が設置され、ステークホルダーとの対話を重視する政策姿勢も伺

われる。この環境グルネル会議の成果として、2009 年 2 月環境グルネル 1 法案

（Grenelle 1）を可決、気候変動、生物多様性・自然環境、健康と環境等のテーマにつ

いて、各々長期的な目標が設定された。 
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（2）組織体制 

①環境保全政策における中心的な執行機関 

 中央集権国家であるフランスでは、中央政府が法律であるオルドナンス

（ordonnances）を制定、行政命令であるデクレ（décret）またはアレテ（arrêté）を

発令し、26 の州（région。海外州を含む）、100 の県（département。海外県を含む）、

約 3 万 6,000 の市（commune）がそれに基づく業務を遂行している。政府における環

境政策に係る中心的な執行機関としては、1971 年に環境省が設立された後、1997 年か

ら は 国 土 整 備 環 境 省 （ Ministère de l’Aménagement du territoire et de 

l’Environnement）、2007 年にはエコロジー・エネルギー・持続可能な開発整備省

（ Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de 

l’Aménagement du territoire）、さらに 2009 年にはエコロジー・エネルギー・持続可

能な開発・海洋省（Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement 

durable et de la Mer、以下「エコロジー省」）が設立91された。 

 エコロジー省では、エネルギーや国土整備等の政策と環境政策との連携を図ることを狙

いとし、資源・領土・住宅、エネルギー及び気候、リスク回避、建設、運輸及び海洋、持

続可能な発展という 5 つの永続的な領域を管轄している。また、省の目標としては、気

候変動への対処、生産・消費等の拡大と環境との調和、天然資源の保全、都市建設の環境

配慮、生物多様性の保全、環境･健康リスクの低減、全地域の参画による持続可能な発展、

国土競争力の向上という 8 項目が設定されている。 

 エコロジー省の指揮の下では主に以下の機関が設置されている。 

 環境・エネルギー庁（Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’ 

énergie：ADEME）。大気の質の管理、廃棄物政策、エネルギー管理に関する業務

を担当。 

 環境保健安全庁（Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et 

du travail：AFSSE）。保健安全性の確保及び環境に関連する保健リスクの評価に

関する業務を担当。エコロジー省とともに保健・スポーツ省の指揮下にもある。 

 水庁（Agences de l’eau）。水質の管理を担当。主な水系ごとに計 6 庁ある。 

 国立公園（Parcs nationaux） 

 国立狩猟・野生事務所（Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage） 

 国立水・水環境事務所（Office national de l’eau et des milieux aquatiques） 

 国立産業環境・リスク研究所（Institut national de l’environnement industriel 

et des risques） 

                                            
91 エコロジー省は、旧国土整備環境省を母体とし、旧運輸・地域開発省（Ministère des Transports et 

de l’Equipement）、旧エネルギー資源局（direction générale de l’Energie et des Matières 
premières）、及び旧国土整備競争力省間委員会（délégation interministérielle à l’Aménagement 
et à la Compétitivité des territories）を統合して設立された。 
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 放射線防護・核安全研究所（ Institut de radioprotection et de sûreté 

nucléaire） 

 

 また、地方レベルでは、エコロジー省の出先機関である地方環境局（directions 

régionales de l’Environnement：DIREN）の他、産業部門における公害防止を担当す

る地方産業・研究・環境局（directions régionales de l’Industrie de la Recherche et 

de l’Environnement：DRIRE）が設置されている。 

 なお、地方自治体の役割としては、州は産業廃棄物処理計画の策定、自然公園の指定・

整備、水資源管理等、県は廃棄物処理計画の策定、県遊歩道計画の立案・変更、地域整備

工事、水路の管理・開発等、市は家庭ごみの処理、上下水道、騒音対策、大気汚染対策

（測定等）等の事務を行うことが法律により定められている92。 

 

②各機関におけるミッション及び政策目標 

 フランスでは、2001 年に可決された予算組織法（loi organique relative aux lois de 

finances：LOLF）により、2006 年度予算からは「ミッション（mission）」、「プログ

ラム（programme）」、「アクション（action）」の三層構造の体系で予算制度が導入

されている。よって、環境保全政策に関連する省庁については、LOLF に基づくミッショ

ンまたはプログラムから環境保全に関連する項目を抽出し、それに関連する省庁を整理す

る方法でとりまとめた（図表 19）。 

 

③予算 

 各省庁における環境保全政策の所掌分野について、INTOSAI によるイシュー分類にあ

てはめて整理したもの、及び関連予算額は図表 20 のとおりである。エコロジー省のミ

ッション別年間予算は図表 21 のとおりであるが、この中には環境保全に関わらない予

算が含まれる。 

 これらの整理の結果、政府全体としては、環境汚染対策（水、大気、廃棄物問題を含

む）及びエネルギーを含んだ「人間の活動」分野に関する予算規模が大きいことがわか

る。プログラム別にみると、「217 環境保護及び持続可能な発展と整備政策の監督と運

営」43 億ユーロ、「187 自然環境・天然資源の分野での研究」12 億ユーロが大きい。 

 

 

                                            
92 財団法人自治体国際化協会「フランスの地方自治」2002 年 

http://www.clair.or.jp/j/forum/series/html/france/06.html 
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図表 19 各機関におけるミッション及び環境に関わる目標（2008 年） 
ミッション 環境保全政策に関わるプログラム 管轄官庁 

エ コ ロ ジ ー 環

境・持続可能な

開発と整備 

181環境保護及び災害防止対策 
目標 1：主要な技術・自然災害にさらされる危険を減らす 
目標 2：水資源の集中管理を保証する 
目標 3：自然・景観の観点から、生態環境の生産性・保護種のネット

ワークの効率を改善する 
目標４：パートナーシップ活動の側面から、自然主と絶滅危機動植

物種の保護を推進する 
目標６：原子力安全と防護のための強力な統制により、市民への情

報提供を補強する 
174エネルギーと天然資源 

目標 1： エネルギーを管理し、消費量を削減するとともに再利用可

能エネルギーの利用を促進する 
217環境保護及び持続可能な発展と整備政策の監督と運営 

目標２：持続可能な開発のため、公共権力及び民間団体を動員する 
目標３：省庁雇用・リクルートの枠組の予想を遵守し、適切な人材

を適切なタイミングで適切な場所に配置する 
目標４：戦略的かつ統計的な将来予測情報を国民・公権力・省と政

治関係者に対して普及する 
目標５：支援機能の運用にかかる資金をより効率よく管理できるよ

うにする 

エコロジー

省 

農林水産業・農

村業務 
154農業、漁業の持続可能な管理と農村の発展 

目標１：経済活動と環境保護を両立させる 
149森林 

目標 2： 林業体制における持続可能な林業の管理を改善する 

農林水産省 

187自然環境・天然資源の分野での研究 
目標 3： 公共政策に知識面での支援を行う 

高等教育・

研究省 
研究・高等教育 

188エネルギーの分野での研究 
目標 2： エネルギーに関する新技術の発展を進め、エネルギー効率

を 大限に高めるための技術と方策の改善・普及に貢献す

る 
目標 3： 石油精製・石油化学・エンジンの競争力を高め、環境への

影響を縮小するとともに、石油・ガス資源の刷新・多様化

を進める 
189災害・汚染の分野での研究 

目標 3： 環境・エネルギー管理の分野における国家専門家による鑑

定を発展させる 

エコロジー

省 

保健 204予防と公衆衛生 
目標３：環境要因による災害を防ぐ 

保健・スポ

ーツ省 
国家による協議

会・管理 
126 経済・社会・環境協議会 

目標 1： 市民社会の主要な組織を国家の経済社会政策の作成に参加

させる 

首相府 

資料）予算・公会計・行政サービス・政府改革省（ministère du Budget,des comptes publics, de la 
fonction publique et de la réforme de l’État）ホームページ93を参考に三菱 UFJ リサーチ&コン

サルティング作成。 

 

                                            
93 予算・公会計･行政サービス・政府改革省ウェブサイト 

http://www.performance-publique.gouv.fr/farandole/2008/rap.html 
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図表 20 各省庁における環境保全政策の所掌分野と予算（2008 年） 

INTOSAI によるイシュー分類 
管轄官庁 

大気 生態系 
ガバナ

ンス 
人間の

活動 
天然 
資源 

廃棄物 水 その他 
金額 

（百万ユーロ） 

エコロジー省 0 227 843 1,876 46 0 0 0 2,992 
保健・スポーツ省 0 0 0 290 0 0 0 0 290 
高等教育・研究省 0 0 0 162 263 0 0 0 426 
農林水産省 0 0 0 0 813 0 0 0 813 
合計 0 227 843 2,328 1,123 0 0 0 4,521 
資料）予算・公会計・行政サービス・政府改革省ホームページを参考に三菱 UFJ リサーチ&コンサルテ

ィング作成。 
注） 上記金額は、2008 年に要求された支払許容費（Crédits de paiement）であり、年間支払金額の

上限を示すものであるが、同一のプログラムに対する支出について、翌年度への繰越しが認められ

ている。 
   上記の分類は、アクション別の予算を INTOSAI によるイシュー分類別に配分したものであるが、

例えば、プログラム 181「環境保護及び災害防止対策」に属するアクションには、「人間の活動」

に分類される災害防止対策のアクションと、「大気」、「廃棄物」、「水」に関すると思慮される

アクションが区分されずに計上されているため、本報告書においても区分せず「人間の活動」とし

た。 

 

 

図表 21 エコロジー省ミッション別予算（2008 年） 

（単位：百万ユーロ） 

エコロジー環境・持続可能な開発と整備 10,058.1 

国土政策 373.5 

研究と高等教育（省庁間） 1,306.9 

社会保障・年金体制 4,195.7 

その他（通常予算外） 4,529.3 

合計（重複を含む） 19,263.5 

資料）エコロジー省 2009 年財政法案94 

                                            
94 エコロジー省ウェブサイト 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PLF_30_pages_cle778bcb.pdf 
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（3）環境政策の重点分野 

①気候変動・エネルギー政策 

 京都議定書における EU の温室効果ガス（GHG）削減目標及び EU 加盟国間の負担共

有合意に基づき、フランスでは 2008 年から 2012 年の第 1 目標約束期間において

GHG 排出量を 1990 年レベルに維持することを目標としている。 

 フランスではエネルギー供給源における原子力エネルギーの割合の高さから、先進国

における一人当たり GHG 排出量の も少ない国の一つであるが、目標設定当時、1990

年レベルと比較すると 2010 年には 58 百万トン CO2の増加が見込まれていた。 

 フランス政府は、地球温暖化に関する省庁間委員会（Mission Interministérielle de 

L’Effet de Serre：MIES）を設置し、気候変動対策国家プログラム（Programme 

National de lutte contre le Changement Climatique：PNLCC2000）を策定、2000

年に発表した。PNLCC2000 では、2020 年までの長期的な GHG 削減シナリオを策定

し、炭素税や EU における排出権取引を含む追加的な削減の取組を実施した場合には

2020 年までに 2.5％削減できるという見通しを明らかにした。しかし、炭素税は制度

設計上の問題によって憲法裁判所から違憲との判決が出され95、2002 年に行われた

MIES による PNLC の第 2 回見直しでは、当時掲げられた削減取組の多くは実施されて

おらず、追加的措置を講じなければ 2010 年の目標達成は難しいことが指摘された96。 

 これを受けて、2004 年に気候計画（Climate Plan）が策定され、「ファクター4」、

つまり 2050 年までに GHG 排出量を 75％削減するという大幅な削減目標が打ち立てら

れた。 

 

＜2004 年気候計画における 5 つの主要政策＞ 

 輸送燃料へのバイオ燃料について、EU が推奨する 2010 年までに 5.75％導入す

るという目標の達成を達成するべく、段階的に導入を進める。 

 新たな住宅建設の際の太陽温水機等の GHG 削減に資する設備の導入を促進する

ため、税控除を導入する。 

 オフィス及び家庭向けのエアコンディショナーのエネルギーパフォーマンスに関

する情報提供を進めるため、エネルギーラベルを広く普及させる。 

 エネルギーラベルに基づき、新車購入時に低 CO2排出車には報償金、高排出車に

                                            
95当時提案された炭素税は、エネルギー集約型産業に対する減税措置と併せて導入することとされていた

ため税の公平性の原則に反していることや、また GHG を排出しない原子力発電による電力にも課税

されるため目的と内容が不整合であること等を理由に違憲とされた。 
財団法人日本エネルギー経済研究所（2005）「地球温暖化対策関連データ等に関する調査」第 4 章フ

ランス（経済産業省委託調査）。
http://www.meti.go.jp/policy/global_environment/report/chapter4.pdf 
財団法人自治体国際化協会 2009.3「フランスにおける環境税の現状」。
http://www.clairparis.org/media/1/quoideneuf/kankyou_zei.pdf 

96 OECD（2005）, OECD Environmental Performance Reviews France 



 - 59 - 

は課徴金を課すという CO2 ボーナス／課徴金制度の導入に向けて、国内及び EU

内での議論を進める。 

 北セーヌ川及びリオン-トリノ鉄道トンネルのような高速鉄道システムを活用した

非自動車輸送プロジェクトを実施する運輸事業者の割合を 70％以上とする。 

 その後、2007 年に設置された環境グルネル会議によって法制化され、2009 年に制定

されたグルネル 1 法では、気候変動・エネルギー問題が重要な政策テーマの一つとされ、

2050 年までに温室効果ガス排出量 75%削減、再生可能エネルギーの割合を 23%に引

き上げるといった目標の下に、下記のような計画を策定している。また、炭素税につい

ては、2009 年 9 月に、家庭部門のエネルギー消費及び産業部門の化石燃料使用に対し

て 2010 年から導入する方針が示されており、国内の議論を呼んでいる。 

 

図表 22 グルネル 1 法における気候変動・エネルギーに関する主な具体的目標 

＜建設関連＞ 
 2012 年までにすべての新建築物について、低消費建築物基準（年間エネルギー消費量

50kWh/m2 以下）を適用する 
 既存の建物のエネルギー消費量を 2020 年までに 38％削減する 
 建物の熱改修を促進するため、2013 年より、年間 400,000 の施設の改修を実施する 

＜運輸関連＞ 
 運輸部門における GHG 排出量を 2020 年までに 20％削減する 
 道路及び空輸以外の手段による貨物輸送の割合を、2012 年までに 25％増やす 

＜エネルギー関連＞ 
 2020 年までに再生可能エネルギーの割合を 23％以上とする 
 製品のエネルギー消費量に関する基準を適用する 
 製品のエネルギーラベル制度を普及する 
 エネルギー消費量の大きい製品等を段階的に廃止する 
 EU における 2010 年からの白熱電球の廃止を支援する 

＜研究＞ 
 再生可能エネルギー、エネルギー貯蔵、燃料電池、二酸化炭素の回収・貯蔵、建物のエ

ネルギー効率、気候変動及びその適応等に関する研究開発を国家的に推進する 
資料）エコロジー省”La première loi du Grenelle” 97 

 

②健康と環境 

 フランスでは、がん疾病の 7～20％は環境の悪化が原因であり、飲料水の水源のうち

規制によって保全されているのはわずか 37％であること、呼吸器系のアレルギー患者が

20 年間に倍増したこと等の調査報告を背景として、2004 年に国家環境・健康計画

（PNSE）が策定された。この計画は、①大気・飲料水の品質確保、②疾病、特にがん

                                            
97  エコロジー省ウェブサイト http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/HS_no2-

20_pages-avril_2009_cle13baf8.pdf 
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につながる環境汚染の防止、③国民の啓発及び弱者（子供及び妊婦）保護の 3 つを目的

として、8 つの重要項目に基づく 45 のアクションが策定された98。 

 PNSE の策定には、エコロジー省の他、保健連帯省（Ministère de l’Emploi, du 

Travail et de la Cohésion sociale、現 保健・スポーツ省）、労働・社会問題省

（ Ministère de la Santé et de la Protection sociale ）、高等教育・研究省

（Ministère délégué à la Recherche）の計 4 省が関わっており、計画の策定に先駆け

て、国内の環境問題と健康との関連に関する専門家委員会から首相への報告書が提出さ

れている。 

 アクションの実施にあたっては、各々のアクションについて担当する省及び地方機関

が割り当てられており、アクションの進捗状況に関する調査・分析は AFSSE が担って

いる。PNSE は毎年 AFSSE の支援する運営委員会による評価が行われている99。 

 2009 年には、第 2 次 PNSE が策定され、健康に大きな影響を及ぼす病気の原因とな

る環境汚染の低減、弱者の健康と環境の保護、及び汚染リスクの地理的な不均衡等を含

む環境上の不公正を抑制することを目的として、58 の具体的方法が特定されている。 

 

③水質保全 

 フランスの水質保全政策の基本となる法律は、1964 年に制定、1992 年に改訂された

法律（Loi n92-3 du 3 janvier 1992）が挙げられる。1992 年法では、自然環境及び流

域の総合的管理を行うこととされ、水中生態系・湿地の保全、流域の復元・再生、水の

経済的利用、及び洪水防止を確実にするための調和した資源配分の原則が示されている。

この法律では、産業施設からの廃水等、水域の水質に影響を及ぼすすべての行為を許可

無く行うことを禁じており、事業者等は水質汚染防止のための技術を導入することが求

められる。 

 また、EU において、水質の向上と水環境の保全を求める水枠組指令が制定されたこ

とを受け、2006 年には、水及び湿地に関する法律が制定され、各国民が経済的に受容

可能な条件での飲料水にアクセスでき、公共浄水及び下水サービスの透明性を高めるこ

とが目指されている。この 2006 年法では気候変動への適応力を高めるための枠組づく

りについても言及されている。 

 各流域には流域委員会が設置され、水資源の発展・管理に関する一般的指針、目的及

び手法をとりまとめた計画（SDAGE）が策定される。流域における水政策を担当する

水庁では、流域委員会の意見を受けて、取水及び汚水の排出に対する課税制度を含む流

域管理のプログラムを策定し、政府の承認を受ける。この税収は、各地方政府、当局、

                                            
98保健・スポーツ省ウェブサイト”Plan National Santé-Environnement (PNSE)” http://www.sante-

sports.gouv.fr/plan-national-sante-environnement-pnse-juin-2004-actualisation-septembre-
2006.html 

99  国立産業環境・リスク研究所ウェブサイト”Circulaire du le 03/11/04 relative au plan national 
santé environnement (PNSE)”  
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.3001 
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及び水質監視ネットワーク等によって決定される水資源管理及び水中生態系の復元に関

する取組の原資となっている100。 

                                            
100  エコロジー省ウェブサイト「Public water policy in France」http://www.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/Politique_publique_de_l_eau_ANG_web_cle2b2cde.pdf 
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II．欧米主要 4 か国における環境保全政策に対する会計検査等の状況 

 

 ここではまず、INTOSAI の環境検査ワーキンググループが構築している、各国会計検査

院が行った環境検査事例を収録・分類した環境検査事例データベースを用いて、欧米主要

4 か国の環境保全政策に対する会計検査の傾向を把握した後、各国別の検査体制及び検査

事例について紹介する。 

 

 INTOSAI の環境検査ワーキンググループが構築している環境検査事例データベースに収

録されている環境検査事例について、米・英・独・仏に我が国日本を加えた 5 か国で見る

と、2003 年以降102で計 140 件の環境保全政策に関する検査事例が収録されている。国別

で見ると、アメリカが 58 件、イギリスが 40 件、ドイツが 23 件、日本が 18 件、フラン

スが 1 件となっている。このデータベースに対する検査事例の登録は、各国会計検査院の

自発的な報告に基づいているので、この数自体がそれぞれの会計検査院における環境検査

事例の全体像を示しているわけではないものの、当該データベースでは、各国の自己申告

によってそれぞれの検査事例を性質別に分類103している。したがって、これらの分類間で

の分布を見れば、環境検査において取り組まれている内容の相対的な位置付けを理解する

ことができる。 

 まず『検査イシュー』別に見てみると、「c．人間の活動・部門」が 127 件（90.7%）

で も多く、次いで「g．ガバナンス」の事例が 85 件（60.7%）となっている104。 

 次に『検査種類』別に見てみると、いずれの国においても「c．業績検査」が も多く、

5 か国の合計は 125 件（89.3%）で、次いで「b．準拠性検査」が 31 件（22.1%）であ

る。他方、「a．財務検査」はイギリスの 2 件、ドイツの 9 件のみであり、「d．事前検

査」はアメリカで 3 件のみである。 

 なお、INTOSAI の環境検査ワーキンググループでは、環境検査の種類（財務検査、準拠

性検査、業績検査）を次のとおり定義づけている105。 

環境問題に係る財務検査、準拠性検査、業績検査は、次のとおり定義づけられる。 

○財務検査 

以下の諸点を含み得る財務書類を通じた検査 

                                            
102 2003 年以降と 2002 年以降では、分類基準が変更されているので、2003 年以降分をカウントして

いる。 
103 この分類は、INTOSAI が各国の会計検査院へ照会した回答に基づいて作成されている。したがって、

1）検査イシュー、2）検査の種類、3）主たる検査の対象とも、各国会計検査院の回答内容をそのま

ま反映した分類となっており、統一的観点から各国の検査を分類したものではないことには留意が必

要である。なお、検査イシューの詳細な分類については、本報告書の第 1 章（1 頁）を参照のこと。 
104 一つの検査事例が複数の分類項目にあてはまる場合があるので、合計の件数とは一致しない。以下の

分類についても同様である。 
105 INTOSAI 環境検査ワーキンググループ(2004), ”Environmental Audit and Regularity 

Auditing” 
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・環境に対する損害を予防、軽減、修復するためのイニシアティブ 

・再生可能または再生不可能な資源を保全することの重要性 

・環境法規を違反することの重大さ 

・国によって課される代償責任の重要性 

○準拠性検査 

政府の活動が、国及び国際レベルでの環境法・環境基準・環境政策に従って実施されて

いるという保証をすることに関わる検査 

○業績検査 

以下の諸点を保証するための検査 

・（アカウンタビリティー・レポートに含まれる）環境関連の業績指標が、受検庁の業

績を正しく反映すること 

・環境保全プログラムが、経済的で効率的で有効な方法によって実施されること 

 

後に、『主たる検査対象』別で見てみると、「e．環境施策の業績」が 5 か国の合計

で 116 件（82.9%）、次いで「d．国内の環境政策に関するコンプラアイアンス」が 36

件（25.7%）、「c．国内の環境法制に関するコンプライアンス」が 31 件（22.1%）であ

る。ちなみに我が国の事例は、すべて「e．環境施策の業績」に関わるものとして報告さ

れている。 

 

図表 23 INTOSAI による各国の環境政策検査の傾向 
検査イシュー 

国 事例

数 

ａ 

大
気 

ｂ 

生
態
系 

ｃ 

人
間
の
活
動
・

部
門 

ｄ 

天
然
資
源 

ｅ 

廃
棄
物 

ｆ 

水 

ｇ 

ガ
バ
ナ
ン
ス 

ｈ 

そ
の
他 

日本 18 0 4 32 5 5 5 21 0 
アメリカ 58 14 36 60 13 19 13 28 5 
イギリス 40 7 10 30 1 5 4 23 3 
ドイツ 23 0 2 5 1 7 2 11 1 
フランス 1 0 4 0 0 0 0 2 0 
5 か国計 140 21 56 127 20 36 24 85 9 
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検査の種類 

国 事例

数 

ａ 

財
務
検
査 

ｂ 

準
拠
性
検
査 

ｃ 

業
績
検
査 

ｄ 

事
前
検
査 

ｅ 

そ
の
他
・ 無

回
答 

日本 18 0 3 17 0 0 
アメリカ 58 0 14 58 3 0 
イギリス 40 2 2 38 0 0 
ドイツ 23 9 11 11 0 12 
フランス 1 0 1 1 0 0 
5 か国計 140 11 31 125 3 12 

 
主たる検査の対象 

国 事例

数 

ａ 

財
務
状
況
や
支
出
に
つ
い
て
の 

公
正
な
情
報
公
開 

ｂ 

国
際
的
な
環
境
協
定
に
関
す
る 

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス 

ｃ 
国
内
の
環
境
法
制
に
関
す
る 

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス 

ｄ 

国
内
の
環
境
政
策
に
関
す
る 

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス 

ｅ 

環
境
施
策
の
業
績 

ｆ 

環
境
施
策
以
外
の
施
策
の 

環
境
に
対
す
る
影
響 

ｇ 

環
境
施
策
の
環
境
に
対
す
る 

影
響
の
評
価 

日本 18 0 0 0 0 18 0 0 
アメリカ 58 0 2 23 21 56 0 14 
イギリス 40 2 4 1 5 33 3 3 
ドイツ 23 6 3 11 4 8 2 4 
フランス 1 0 1 1 1 1 0 0 
5 か国計 140 8 10 36 31 116 5 21 
資料）INTOSAI 環境検査ワーキンググループ・環境検査データベースより作成。 

（http://www.environmental-auditing.org/Home/EnvironmentalAuditsWorldwide/AuditsbyCountry/tabid/126/Default.aspx） 
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図表 24 INTOSAI による検査イシュー分類 
a．大気 d．天然資源 
a-1 酸性雨 d-1 水産（淡水と海水） 
a-2 気候変動 d-2 林業と森林資源 
a-3 屋内空気の質  d-3 鉱物資源（例：採鉱やガスや石油） 
a-4 域内空気の質 （スモッグ、粒子状物質、SO2、NOx、CO2） d-4 その他の自然資源に関わる問題 
a-5 成層圏のオゾン層の減少 e．廃棄物 
a-6 有害大気汚染物質 （残留有機汚染物質 ダイオキシン、フラン） e-1 汚染地帯と土壌汚染 
a-7 その他の大気に関わる問題 e-2 一般廃棄物 

b．生態系 e-3 有害廃棄物 
b-1 生物多様性 e-4 地方行政、固形・非有害廃棄物 
b-2 沿岸地域 e-5 放射能性廃棄物 
b-3 生態系の管理と変動 e-6 その他の廃棄物に関わる問題 
b-4 保全地域と自然公園 f．水 
b-5 海洋生息地の保護 f-1 酸性化 
b-6 川と湖 f-2 飲料水（質と供給量） 
b-7 絶滅危惧種 f-3 海洋汚染 
b-8 湿地帯 f-4 水域の汚染（例：産業や農業による） 
b-9 その他の生態系に関わる問題 f-5 排水処理 

c．人間の活動・部門 f-6 水量管理もしくは流域管理 
c-1 農業 f-7 その他の水に関わる問題 
c-2 バイオセーフティと遺伝子組み換え生物 g．ガバナンス 
c-3 化学物質管理 g-1 国内の資金と助成金 
c-4 文化遺産 g-2 環境への影響評価 
c-5 エネルギーとエネルギー効率 g-3 環境の管理体制 
c-6 環境と人間の健康 g-4 政府の緑化運動（環境についての意識向上活動） 
c-7 社会基盤 g-5 国際的な資金と助成金 
c-8 土地開発 g-6 戦略的な環境アセスメント 
c-9 自然災害の管理 （例：準備、対応） g-7 持続可能な開発 
c-10 農薬 g-8 持続可能な開発に関する世界首脳会議 
c-11 レクリエーションと環境 g-9 その他の統制に関わる問題 
c-12 輸送、交通、移動 h．その他 
c-13 都市環境の質（持続可能性） h-1 その他の問題 
c-14 その他の人間の活動・地域に関わる問題   

資料）INTOSAI 環境検査ワーキンググループ・環境検査データベースより作成。 
（http://www.environmental-auditing.org/Home/EnvironmentalAuditsWorldwide/AuditsbyCountry/tabid/126/Default.aspx） 
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1．アメリカ 

（1）検査体制 

■全体 

 米国会計検査院（Government Accountability Office：GAO）の院長（Comptroller 

General）は上院の助言及び同意の下で大統領によって任命され、年齢制限がなくその任

期は 15 年である。これに、 高執行責任者（Chief Operating Officer：COO）、 高総

務責任者（Chief Administrative Officer：CAO）兼首席財務官（Chief Financial 

Officer：CFO）、法律顧問（General Counsel）の 3 名を含めた『執行委員会

（Executive Committee）』が、GAO の 高意思決定機関となる。 

 戦略計画（Strategic Plan）上で設定されている目標、とりわけ院外に対する価値の提

供を目的とした『目標 1』から『目標 3』を達成するために、ワシントン本部内の 13 の調

査・検査・評価チームと、全米 11 箇所の地方支局のスタッフが業務に従事している。ま

た、院内目標として設定している『目標 4』を達成するために、 高総務責任者兼首席財

務官の統括の下に院内向けサービス各課が存在する。スタッフは全体で約 3,150 人いる。 

 

■環境検査担当 

 GAO には、環境政策を対象とした検査を専門的に行う部署として『天然資源・環境チ

ーム（Natural Resources and Environment Division：NRE）』が存在しており、農務

省、エネルギー省、内務省、環境保護庁、原子力規制委員会、陸軍工兵隊、国立科学財団、

海洋水産局、特許商標庁を主な検査対象としている。2009 年 7 月時点での職員録によれ

ば、1 人のマネージングディレクターの統括の下に 6 分野 8 人のディレクターがおり、そ

れぞれが各担当分野を分掌している状況にある。 
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図表 25 GAO の体制図 

 
資料）GAO ウェブサイト（http://www.gao.gov/about/workforce/orgchartdet.html）。2009 年 10

月閲覧。 

 

図表 26 GAO『天然資源・環境チーム』の構成 

■マネージングディレクター  1 人 
■ディレクター        8 人（それぞれ、以下の①～⑤を分掌） 
  ①Agriculture & Food Safety Issues（1） 
  ②Energy Issues（2） 
  ③Environmental Protection Issues（1） 
  ④Federal Land Stewardship Issues（1） 
  ⑤U.S. & International Nuclear Security & Cleanup Issues（2） 
  ⑥Water Resources, Defense Cleanup, & Science & Technology Issues（1） 
■アシスタントディレクター 34 人 
■スタッフ 
資料）GAO（2009）, Organizational Telephone Directory 
  （http://www.gao.gov/about.gao/phonebook/orgphonebook.pdf） 
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（2）検査事例・全体傾向 

 GAO では、全体で年間およそ 1,000 件の検査報告を公表しており、各年度に公表した

レポートを、その分野毎に整理して実績数をホームページ上で報告している。この実績数

を見ると、件数にして年間 50 件前後、全体の 5%強が『環境』分野に該当する検査報告

であると報告されている（この他にも、他の検査分野に区分されていながら実質的には環

境政策に関連する検査を行っている事例も散見される）。 

 

図表 27 GAO の検査報告の推移 

年度（前年 10 月～今年 9 月） FY2003 FY2004 FY2005 FY2006 FY2007 FY2008 FY2009 

検査報告数 953 925 850 965 947 970 804 

 うち「Environmental Protection」 28 21 22 31 29 34 27 

 うち「Natural Resources」 26 22 28 30 22 16 28 

割 合 5.7% 4.6% 5.9% 6.3% 5.4% 5.2% 6.8% 

 
検査分野 検査報告数 割合 

国防/National Defense 114 14.2% 
政府業務/Government Operations 92 11.4% 
医療/Health 72 9.0% 
内務/International Affairs 63 7.8% 
国家安全保障/Homeland Security 53 6.6% 
運輸/Transportation 46 5.7% 
金融機関/Financial Institutions 42 5.2% 
財政管理/Financial Management 31 3.9% 
情報管理/Information Management 31 3.9% 
天然資源/Natural Resources 28 3.5% 
環境保護/Environmental Protection 27 3.4% 
企業・産業・消費者/Business, Industry, and Consumers 22 2.7% 
教育/Education 20 2.5% 
エネルギー/Energy 19 2.4% 
税政策・運営/Tax Policy and Administration 18 2.2% 
退役軍人/Veterans Affairs 18 2.2% 
経済開発/Economic Development 17 2.1% 
司法・法執行/Justice and Law Enforcement 16 2.0% 
科学・宇宙・技術/Science, Space, and Technology 16 2.0% 
収入保証/Income Security 13 1.6% 
農業・食料/Agriculture and Food 12 1.5% 
雇用/Employment 9 1.1% 
住宅/Housing 9 1.1% 
予算・執行/Budget and Spending 8 1.0% 
市民権/Civil Rights 5 0.6% 
社会サービス/Social Services 3 0.4% 

 804 100.0% 
   資料）GAO ホームページ（http://www.gao.gov/mir.html）より作成。 
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 ここで、米国の環境保全政策に対する検査事例の全体傾向を見るために、INTOSAI 環境

検査ワーキンググループが構築している環境検査事例データベースに「業績検査」に該当

するものとして報告されている 2008 年度の環境政策検査全 15 事例について、その概要

をまとめたものが、次頁以降の一覧表である。 

 検査の指摘・勧告内容にしたがって検査傾向を以下の 7 つに分類すると、「政府の有効

な活動のあり方に関する検査」が も多い 5 件で、全体の 3 分の 1 を占めていることがわ

かる。 

 

＜検査での指摘・勧告内容に基づく分類＞ 

① 政府の有効な活動のあり方に関する検査 

② 民間市場への政府の介入のあり方に関する検査 

③ 規制の設計のあり方に関する検査 

④ ベストプラクティスの紹介 

⑤ 予算や人員の配分のあり方に関する検査 

⑥ 同種の複数の事業に関するプロジェクト評価 

⑦ その他（必ずしも環境保全政策分野に特有の検査ではないもの） 

 

検査事例 検査分類 検査事例 検査分類 検査事例 検査分類 
事例 1 ① 事例 6 ③ 事例 11 ① 
事例 2 ② 事例 7 ⑦ 事例 12 ⑥ 
事例 3 ③ 事例 8 ⑤ 事例 13 ⑦ 
事例 4 ④ 事例 9 ① 事例 14 ① 
事例 5 ② 事例 10 ① 事例 15 ⑤ 
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図表 28 2008 年度に行われた環境検査事例 
タイトル 事例 

番号 
年 

報告

番号 原文 邦訳 
検査の目的 検査結果 指摘・勧告内容 分類 

1 08 08-
482 

Above-Ground 
Oil Storage 
Tanks: More 
Complete 
Facility Data 
Could Improve 
Implementation 
of EPA’s Spill 
Prevention 
Program 

陸上石油貯蔵

タンク：より

完全なデータ

によって環境

保護庁の石油

流出防止プロ

グラムを改善

できる 

陸上石油貯蔵タンクからの石油流出防

止のために 1973 年に策定された漏洩

防 止 ・ 管 理 ・ 対 処 に 関 す る 規 則

（ SPCC ） に よ り 、 環 境 保 護 庁

（EPA）の 10 の地方検査機関が、全

米で 57.1 万施設を規制対象としてい

る。この他いくつかの州政府では独自

の規制プログラムを有している。①

EPA の地方機関が SPCC プログラムを

どのように運用しているか、②EPA が

当該プログラムの収集・評価を行って

いるデータ、③州政府の取組から EPA
の施策改善に参考となる事例がない

か、を調査。 

①地方検査機関に対して一定の裁量を与えているが、

各機関間で検査実績に大きなばらつきがあり、2004-
06 年の間で規制対象全体の 1%未満しか検査してい

ない。②検査対象となったタンクに対してはリスクベ

ースの検査を実施するも、規制対象全体を包括的に把

握する術が不備。③当該施策の有効性を判断する上で

の業績指標が設定されていない。 

①SPCC プログラムの対

象となる陸上石油タンク

についての情報収集を行

うオプションの検討、②

地方検査機関を対象とし

た、SPCC に関する州政

府の政策と調整を図るた

めのガイドラインの策

定、③SPCC プログラム

の有効性を評価するため

の指標設定・情報収集を

完了させること。 

①政府の有

効な活動の

あり方に関

する検査 

2 08 
08-
104

8 

Carbon Offsets: 
The U.S. 
Voluntary 
Market is 
Growing, but 
Quality 
Assurance Poses 
Challenges for 
Market 
Participants 

カーボンオフ

セット：アメ

リカの自主的

市場は拡大し

ているが、品

質保証が市場

参加者にとっ

ての課題とな

っている 

①連邦政府の役割を含めたカーボンオ

フセット市場の範囲、②オフセットの

信用を保証するためのメカニズムが機

能している程度と、消費者間で共有さ

れている関連情報、③米国市場におけ

る監視の強化と気候変動緩和政策にオ

フセット市場を含めることのトレード

オフ。 

米国の自主的カーボンオフセット市場は、2004 年の

620 万トンから 2007 年には 1,020 万トンに拡大し

ている。600 以上の機関が幅広い取引タイプ、価格に

よって市場で売買を行っている。その中で、消費者保

護についての連邦政府の役割は極めて限定的であり、

市場を監視する規制機関は存在しない。市場参加者

は、オフセットの信用を確かめる上での課題を抱えて

いる。連邦政府による監視を強めれば、市場の透明性

と消費者保護は改善されるかもしれないが、市場の柔

軟性を減じ、行政費用を増加させてしまうかもしれな

い。 

GAO は実効力のある行動

を勧告していない。しか

し、コンプライアンスの

ためにオフセット利用を

認める立法を制定するこ

とや、標準的な品質保証

メカニズムの確立を議会

が指示するかもしれな

い、と考えている。 

②民間市場

への政府の

介入のあり

方に関する

検査 

3 08 
09-
428

T 

Chemical 
Regulation: 
Options for 
Enhancing the 
Effectiveness of 
the Toxic 
Substances 
Control Act 

化学規制：有

害物質規制法

の有効性強化

のための選択

肢 

1976 年に成立した有害物質規制法に

基づき、EPA には危険と見なされる物

質の産業利用について、その情報を収

集し、適切な管理措置をとる権限が認

められている。 

これまで、EPA は判断に供されるような情報を収集

することができなかった。健康上・環境上のリスクに

関する挙証責任が EPA 側に課されているため、企業

に対する情報提供要請が困難であったためである。過

去、GAO は健康上・環境上のリスクに関する挙証責

任を企業側に課すよう勧告を行ってきている。 

化学物質によって引き起

こされる健康上・環境上

のリスクについての情報

を収集し、これらのリス

クを管理し、化学関連企

業から提供される情報を

一般に公表する権限を、

EPA に対して認めるとい

うオプションを提言。 

③規制の設

計のあり方

に関する検

査 
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タイトル 事例 

番号 
年 

報告

番号 原文 邦訳 
検査の目的 検査結果 指摘・勧告内容 分類 

4 08 
08-
687

T 

Drinking Water: 
The District of 
Columbia and 
Communities 
Nationwide Face 
Serious 
Challenges in 
their Efforts to 
Safeguard Water 
Supplies 

飲料水：コロ

ンビア特別区

や全米のコミ

ュニティは水

の供給を確保

するための深

刻な課題に直

面している 

2004 年にコロンビア特別区における

飲料水の鉛汚染が発見されたことによ

り 、 EPA と 特 別 区 上 下 水 道 協 会

（WASA）との間の行政間取決に基づ

き WASA は新たな取組として 35 千本

もの供給ラインを 4 億ドルかけて取り

替えることとなった。このケースにつ

いて調査し、他地域において今後発生

するであろう同種ケースに対処するた

めの方策を提案するもの。 

①WASA が鉛被害を発見するために行った努力（ど

のような水道インフラが必要だったか）、②WASA
の経験は全米の他の水道関連機関にも有益なものとな

るのか。 

－ 
④ベストプ

ラクティス

の紹介 

5 08 08-
987 

Electricity 
Restructuring: 
FERC Could 
Take Additional 
Steps to Analyze 
Regional 
Transmission 
Organizations’ 
Benefits and 
Performance 

電力再編成：

連邦エネルギ

ー規制委員会

は地方送電線

機構の便益と

業績を分析す

るための追加

的ステップを

とることがで

きた 

1999 年、電力業界の再編の一環とし

て 、 連 邦 エ ネ ル ギ ー 規 制 委 員 会

（FERC）は地域送電線機構（RTO）

の創設を推奨、35 州・ワシントン DC
をカバーする 6 つの RTO が創設され

た。その後、エネルギー価格の高騰を

受け、利害関係者は RTO がもたらした

便益、投資状況、価格への影響力行使

について意見をするようになった。①

RTO が 2002-06 年の間に行った主な

投資内容、②RTO・FERC が支出や価

格への影響等をどのように審議してい

るのか、③RTO がもたらした便益につ

いてのコンセンサス、について調査を

行った。 

①6 機関合計で資産に 48 億ドル、設備に 16 億の支

出を行っており、機関規模に応じて異なる。②支出・

価格決定の判断に利害関係者を関与させるという方策

を採用しているものの、GAO のヒアリングによれ

ば、議論・判断に足る十分な情報が提供されない等の

問題が指摘された。また、RTO の設定する価格のモ

ニタリングを、FERC は統一的・日常的には行ってお

らず、正確・リアルタイムな価格反映かどうかを判断

できえない。③利害関係者間では、施設の維持管理・

発電所へのアクセス等の面で改善されたとの意見の一

致は見られるが、消費者に対する便益についてのコン

センサスは得られていない。 

FERC は、RTO の予算や

年次財務報告を日常的に

レビューする手法を開発

すると共に、RTO の業績

を測定するための共通指

標を開発し、報告すべ

き。 

②民間市場

への政府の

介入のあり

方に関する

検査 

6 08 
08-
108

0 

Federal Actions 
Will Greatly 
Affect the 
Viability of 
Carbon Capture 
and Storage as a 
Key Mitigation 
Option 

連邦の活動は

主要な低減オ

プションとし

て、炭素地中

隔離技術の実

行可能性に大

きく影響しう

るだろう 

炭素地中隔離技術（CCS）は、電力需

要の増加が見込まれる発電所からの二

酸化炭素排出の多大な削減に貢献する

ものとして多くの識者から注目されて

いる。商業ベースでの CCS 開発の妨げ

となる経済・法律・規制・技術の側面

か ら の 障 害 と 、 エ ネ ル ギ ー 省

（DOE）・EPA その他の省庁がこれら

の障害を除去するために取ろうとして

いるアクションについて調査。 

①DOE の研究戦略は既存発電プラントにおける二酸

化炭素削減よりも新規発電プラントにおける新技術の

開発に重点を置いてきたが、 近になって既存発電プ

ラントに適用される CCS にも焦点を当てるようにな

った、②EPA は大規模かつ商業ベースでの二酸化炭

素の地中貫入を許可する規制案を 2008 年 7 月に発表

している。これは飲料水安全法下での対応となってい

るが、大気・危険物廃棄その他の法律での対応はまだ

なされていない。 

①DOE は引き続き既存発

電プラントに適用される

CCS に焦点を当てるべ

き、② EPA は CCS 開

発・導入の障害を除去す

べくどのような法的対応

が可能かを検討すべき。 

③規制の設

計のあり方

に関する検

査 
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タイトル 事例 

番号 
年 

報告

番号 原文 邦訳 
検査の目的 検査結果 指摘・勧告内容 分類 

7 08 08-
195 

Forest Service: 
Better Planning, 
Guidance, and 
Data Are Needed 
to Improve 
Management of 
the Competitive 
Sourcing 
Program 

森林サービ

ス：競争入札

プログラムの

管理を改善さ

せるために、

より良い計

画、ガイダン

ス、データが

必要である 

管理方法の情報を得るため、2004 年

度に議会は森林サービス（ Forest 
Service。農務省（USDA）の国有林管

理部門）の官民競争入札プログラムに

支出上限を設けることとなった。他機

関と同様、競争入札による予算削減額

を議会に対して年次で報告する義務を

負っている。①官民競争入札プログラ

ムを有効に機能させるための計画・ガ

イドラインについて、②支出上限の遵

守状況の把握や、対議会年次報告のコ

スト削減額の正確性の担保のために必

要とされる十分なコスト情報が得られ

ているかを調査。 

①戦略計画において予算・人員に関する情報の記載に

官民競争入札の状況を加味していない、官民競争入札

の対象となりうる分野について明示したガイドライン

を有していない、②すべての支出（例えばスタッフ人

件費等）についての把握を行っていないため、支出上

限を超過しているかどうかを確認できない項目がいく

つか存在する、2004-06 年度の間に 38 百万ドルの費

用削減を達成したと議会に対して報告しているが、そ

の算出方法・利用データについて GAO には回答せ

ず、かつ、いくつかの重要な費用要素が計算されてい

ないことが判明。 

USDA 次官は、森林サー

ビス長官に対して、官民

競争入札プログラムの改

善に向けた管理手順を指

示するべき。 

⑦ そ の 他

（必ずしも

環境保全政

策分野に特

有の検査で

は な い も

の） 

8 08 08-
483 

Global Nuclear 
Energy 
Partnership: 
DOE Should 
Reassess Its 
Approach to 
Designing and 
Building Spent 
Nuclear Fuel 
Recycling 
Faclilties 

国際的な原子

力エネルギー

協定：エネル

ギー省は、使

用済み核燃料

の再利用施設

の設計と建設

を見直さなけ

ればならない 

DOE は、各国における商業的使用済核

燃料リサイクル施設を整備するグロー

バル核エネルギーパートナーシップ

（GNEP）を支援している。DOE は国

立研究機関で開発した先進的リサイク

ル技術について小規模なモデル事業で

実証することを計画していたが、

GNEP では民間投資を得るべく大規模

な正式事業として実施・加速化するこ

とを戦略計画上で位置付けた。既に後

者 4 件に助成を開始しているが、どち

らの手法が目的に合致するかを調査。 

小規模モデル事業では、①産業界の参画が得られない

恐れあり、②施設規模のスペックが定まらず過度に大

きくなる危険性あり、という点から欠点あり。 

DOE は自らの戦略につい

て再度評価をし直すべ

き。 

⑤予算や人

員の配分の

あり方に関

する検査 

9 08 
08-
312

T 

Great Lakes 
Initiative: EPA 
and States Have 
Made Progress, 
but Much 
Remains to be 
Done if Water 
Quality Goals 
Are to be 
Achieved 

大規模湖イニ

シアティブ：

環境保護局と

州政府は進捗

したが、水質

の目的が達成

されるには、

多くの残され

たことが実施

される必要が

ある 

米国・カナダ国民の多くは、飲料水・

レクリエーション・経済的活動を大規

模湖に依存しているが、1970 年代か

ら生物蓄積性化学物質（BCC）による

水質汚濁が問題となっている。95 年に

EPA は大規模湖イニシアティブを発

表、各種の水質基準を設定し、それぞ

れの改善において州政府の独自・柔軟

措置を講じることを認めた。2005 年

にも同様の検査・勧告を実施している

が、①EPA の現状の取組と水質改善状

況、②州政府の措置の運用状況、③

2005 年検査の履行状況を調査。 

②EPA は州政府の独自・柔軟な措置について把握し

ておらず、結果的にどのような取組によって目標が達

成・未達成となっているのかを把握できていない、③

2005 年検査の指摘事項は概ね履行されているもの

の、取組に関する情報不足のために、全体目標の達

成・未達成状況の評価ができえない。 

EPA による施策・州レベ

ル情報、その他の情報収

集がさらに必要。 

①政府の有

効な活動の

あり方に関

する検査 
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タイトル 事例 
番号 

年 
報告

番号 原文 邦訳 
検査の目的 検査結果 指摘・勧告内容 分類 

10 08 08-
262 

Natural 
Resource 
Management: 
Opportunities 
Exist to Enhance 
Federal 
Participation in 
Collaborative 
Efforts to 
Reduce Conflicts 
and Improve 
Natural 
Resource 
Conditions 

天然資源管

理：対立を解

消し天然資源

の状況を改善

するための協

調的な努力へ

の連邦政府の

関与を強化す

るための機会

がある 

1980～90 年代からとられて来た協調

的な天然資源管理に関して、①専門家

の見解を調べ、②選択された協調行動

がどの程度対立を解消し、資源の改善

につながったか、③そのような協調行

動に参加する際に関係機関が直面する

課題と「協調的保全イニシアティブ」

がこれらの問題にどのように取り組ん

だかを調査。 

一般に、専門家は公的部門・民間部門の関係者が協調

的な資源管理を行うことは効果的である、と考えてい

る。包括的な説明を追及し、リーダーシップを確立

し、共通目標を特定することが、成功への鍵である。

しかし、ツールや事例、ガイダンスを普及させる機会

はさらに存在し、このような機会を利用し損ねたり長

期的計画を欠いたりしていると、連邦政府のイニシア

ティブや協調的行動の効果は限られてしまうかもしれ

ない。 

環境諮問委員会（CEQ）

や内務省、農務省は、マ

ネジメントの質を高め協

調的行動を促進する長期

計画やガイダンス、ツー

ルを発展させる行動を取

るべき。 

①政府の有

効な活動の

あり方に関

する検査 

11 08 09-
61 

Nuclear Safety: 
Department of 
Energy Needs to 
Strengthen Its 
Independent 
Oversight of 
Nuclear 
Facilities and 
Operations  

原子力安全

性：エネルギ

ー省は、原子

力施設・運営

の独立した監

視機能を強化

する必要があ

る 

DOE の健康・安全担当室（HSS）は、

GAO が要求する、①効果的で独立した

原子力安全性監査の要素をどの程度満

たしているか、②これらの要素の欠点

につながった要因は何か、を検証す

る。 

HSS は、GAO が提示する原子力施設の効果的な独立

監査に関する要素について欠点を抱えている。すなわ

ち、独立性、技術的専門知識、検査遂行能力、実施

力、施設情報に関するパブリックアクセスが不足して

いる。これらの欠点は、大部分は、DOE が HSS の

監査機能をプログラムオフィスの監査のサポートと位

置づけたことに起因する。独立監査の主たる目的は、

プログラムオフィスの監査にありがちな潜在的な利益

相反を回避するためにある。DOE は HSS を原子力

施設の安全性監査にもっと関与させるべきである。 

DOE は、原子力施設につ

いての独立した安全性監

査に関する欠点に取り組

むべき。 

①政府の有

効な活動の

あり方に関

する検査 

12 08 
08-
108

1 

Nuclear Waste: 
Action Needed to 
Improve 
Accountability 
and 
Management of 
DOE’s Major 
Cleanup Projects 

放射性廃棄

物：エネルギ

ー省の主な浄

化プロジェク

トの説明責任

と管理を改善

する必要があ

る 

DOE における放射性廃棄物除去の主要

10 プロジェクトにおいて、①費用やス

ケジュールがどの程度変更されている

のか、またその変更の理由は何か、②

DOE がこれらのプロジェクトを有効に

管理するのを妨げている要因は何か、

を確認すること。 

コスト超過とスケジュールの遅れは、主として以前の

基準が、①除去に必要なプロジェクトタイプとその程

度を十分に予見したものでなかったこと、②除去作業

のために必要となる建設プロジェクトが予定どおりに

完成すると仮定していたこと、③実質的な追加作業を

予想していなかったことに起因する。DOE は、プロ

ジェクトの範囲、費用、スケジュール等を概算するた

めの個々のプロジェクト基準の見直しや業績情報シス

テム、ガイダンス、業績目標といったマネジメントツ

ールを効果的に活用できていない。DOE ではプロジ

ェクトマネジメントを改善する取組を開始している

が、それらが有効に機能するかどうかはまだ分からな

い。 

近い将来の、及びライフ

サイクルでのベースライ

ン費用や主要な変更点の

理由をより良く反映させ

るために、DOE の上級管

理職に提出される業績レ

ポートや議会に提供され

る情報の内容を詳細にす

るべき。また何より DOE
のガイダンスやベースラ

インの見直しを強化する

べき。 

⑥同種の複

数の事業に

関するプロ

ジェクト評

価 
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タイトル 事例 

番号 
年 

報告

番号 原文 邦訳 
検査の目的 検査結果 指摘・勧告内容 分類 

13 08 09-
74 

Oil and Gas 
Leasing: Interior 
Could Do More 
to Encourage 
Diligent 
Development 

石油とガスの

リース：内務

省は収益のあ

がるリースの

発展を促すた

めにもっと多

くのことがで

きる 

内務省（DOI）は、石油やガスのリー

スの発展を促進するために努力をして

いるが、GAO は、①それを州及び民間

の土地所有者の努力と比較してみるこ

ととした。また、②リースのトレンド

や、リースの発展に影響を与える要因

を検証し、③リース事例の発達につい

てまとめることとした。 

州及び民間の土地所有者に比べると、石油やガスのリ

ースの発展を促進するために DOI が取り組んでいる

ことは少ない。州や民間では、賃貸率を上げたり、リ

ース期間を短縮したり、利用料を上げたり等様々な工

夫が見られる。リースは、一般的に長期より短期での

発達の方が早い。産業側にとってリースの意思決定

は、石油やガスの価格、設備の利用可能性と費用、地

質、規制等の要因が影響している。 

石油やガスのリースをよ

り早く発展させるための

戦略を練るべき。 

⑦ そ の 他

（必ずしも

環境保全政

策分野に特

有の検査で

は な い も

の） 

14 08 
08-
743

T 

Toxic Chemicals: 
EPA’s New 
Assessment 
Process Will 
Increase 
Challenges It 
Faces in 
Evaluating and 
Regulating 
Chemicals 

有毒化学物

質：環境保護

庁の新しいア

セスメントプ

ロセスによっ

て、化学物質

の評価と規制

をする際に彼

らが直面する

課題は増加す

るだろう 

EPA の IRIS（化学物質統合リスク情報

システム）評価プロセスに関して、

2008 年 3 月に発行した GAO レポート

と、同 4 月 10 日に EPA が発表した

IRIS 評価プロセスの見直しにおける主

要な変化を比較対照する。 

GAO の初期レポートで勧告されていた評価プロセス

の簡便化、利用できる 善の科学的知見に基づく透明

性の確保は、EPA の 4 月の評価プロセス改善では活

かされていない。EPA の IRIS 評価は適時性や信頼を

失墜することになるだろう。 

公衆衛生や環境を守る

IRIS の重要性に鑑み、議

会は EPA に対して、新た

な評価プロセスを中止

し、GAO の勧告に応える

プロセスを開発すること

を求めるよう、考えるべ

き。 

①政府の有

効な活動の

あり方に関

する検査 

15 08 08-
289 

Utility Oversight: 
Recent Changes 
in Law Call for 
Improved 
Vigilance by 
FERC 

公益事業の監

視：近年の法

改正によっ

て、連邦エネ

ルギー監視委

員会は新たな

監視体制が必

要となった 

2005 年のエネルギー政策法（EPAct）
施行後、内部相互補助を防ぐため、

FERC が M&A や合併後の監視プロセ

スをどの程度変更したのかを検証し、

州公益事業委員会の監視体制を調査。 

FERC は、有害な内部相互補助が起こっていないこと

を確認する十分な基盤を有していない。自主レポート

や限られたコンプライアンス監査、罰金等による現存

制度で内部相互補助を防ぐことができると主張してお

り、公益企業の財務状況やコンプライランスの歴史等

の要素を考慮するリスクベースアプローチを採用して

いない。州公益事業委員会では、全体のうちのごく

数%程度の取引の検査しかしておらず、公益企業の財

務諸表入手をしつつも、関連企業のそれについてはア

クセスできていない。監視責任を果たす上では、人

材・資金両面での追加が必要である。 

FERC は、内部相互補助

を見つけるために、①リ

スクに基づくアプローチ

を行うこと、②監査レポ

ートの質を高めること、

③監視のためのスタッフ

や資金等の資源を見直す

こと。 

⑤予算や人

員の配分の

あり方に関

する検査 

資料）三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング作成。 
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（3）検査事例・詳細分析 

 近年実施された環境保全政策に対する会計検査事例であり、INTOSAI 環境検査ワーキン

ググループが構築している環境検査事例データベースに「業績検査」に該当するものとし

て報告されている検査事例のうち、伝統的な規制を検査対象としたものではないと考えら

れる 12 の検査事例について、その概要をまとめたものが、次頁以降の一覧表である。 

 この中から、調査結果や勧告・指摘の内容上、特に興味深いと考えられる以下の 5 つの

検査事例を詳細分析事例として紹介する。 

 

＜詳細分析事例＞ 

【米国事例 01】補助金の管理： 環境保護庁は、補助金を環境上の成果に結びつける上で

困難に直面し続けている 

【米国事例 02】再生可能エネルギー： 風力の発電への貢献と農場や農村コミュニティへ

の影響 

【米国事例 03】ハンフォード廃棄物処理場： 請負業者とエネルギー省の管理上の問題が

高コストと建設の遅延、安全性の問題を招いた 

【米国事例 04】エネルギー効率性： エネルギー省の効率性基準設定プログラムに関する

長年の課題は、エネルギー削減の先送りにつながっている 

【米国事例 05】沿岸湿地帯： ルイジアナにおける過去の教訓は、将来の湿地帯の復元や

保護に役立てることができる 
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図表 29 近年に行われた環境検査事例 
タイトル 

連番 年 
報告

番号 原文 邦訳 
検査の目的 検査結果 指摘・勧告内容 分類 

1 07 08-
130 

Coastal 
Wetlands: 
Lessons 
Learned in 
Louisiana 
Could Help 
Guide Future 
Restoration and 
Protection 
【米国事例 05】 

沿岸湿地

帯：ルイジ

アナにおけ

る過去の教

訓は、将来

の湿地帯の

復元や保護

に役立てる

ことができ

る 

議会を支援するために、院長の権限の

下、沿岸湿地計画保全再生法

（CWPPRA）のプログラムをレビュー

し、①沿岸湿地帯を保全・再生するた

めに設計、建設された事業を特定し、

その費用と便益を推計すること、②将

来の保全に役に立つであろう過去・進

行中の再生努力から得られる知見を整

理すること。 

147 事業中、2007 年までに 17.8 億ドルの費用が投

じられ、今後も継続的資金が必要。しかし再生した湿

地は、時の経過とともに侵食や地盤沈下の危機にさら

される。CWPPRA プログラムは包括的な評価・監視

を意図したものではなく、建設事業が集合的に成功し

たと決めることはできない。過去・進行中のプロジェ

クトの教訓として重要なのは、①科学者やエンジニア

等が協力して実行可能かつ達成可能な再生事業を計

画・設計すること、②事業費用の増大が個々の事業や

プログラム全体の遅れにつながること、③統合的な監

視システムがないと目標や目的が達せられたかどうか

を判断できないこと、④民有地地主の存在や風水害に

よる被害等も考慮しなければならないこと、である。 

GAO は勧告を行っていな

い。ルイジアナの沿岸湿

地保全のためにより多く

の努力が払われるであろ

うことから、CWPPRA の

プログラムからの教訓を

十分に考慮することを強

調。 

①政府の有

効な活動の

あり方に関

する検査 

2 07 
07-
820

T 

Climate 
Change: 
Financial Risks 
to Federal and 
Private Insurers 
in Coming 
Decades are 
Potentially 
Significant 

気候変動：

連邦や民間

の保険業者

にとっての

金融リスク

は向こう数

10 年にわ

たり潜在的

に大きい 

①気候変動は、将来の天候関連の損失

にどの程度の影響を及ぼすかを述べる

こと、②保険によって支払われた過去

の天候関連の損失に関する情報を提供

すること、③主たる民間および連邦保

険業者は、そのような潜在的な損失の

増加に備えて何を実行しているのかを

確認すること、を調査。 

1980～2005 年で、民間と連邦の保険業者は、ハリケ

ーンや旱魃等の天候関連の損失による保険金請求で

3,200 億ドル以上を支払っており、この期間を通じて

その額は増加。連邦危機管理庁（FEMA）の全国洪水

保険プログラム（NFIP）の支払は 2005 年には 80 年

の 4 倍の 1 兆ドル近くに上り、農務省（USDA）の連

邦作物保険公社（FCIC）の支払は 26 倍の 440 億ド

ルになっている。この間、主たる民間保険業者が気候

変動をリスクマネジメントに含め、潜在的・長期的な

産業間へのインパクトを戦略的に分析しているが、連

邦保険業者は長期的な財政インパクトに関する比較可

能な情報を開発せず、普及に努めてもない。 

USDA、国土安全保障省

（DHS）長官は、気候変

動による FCIC や NFIP に

とっての潜在的で長期的

な財務への影響を分析

し、議会へ報告するべ

き。 

①政府の有

効な活動の

あり方に関

する検査 

3 07 07-
42 

Energy 
Efficiency: 
Long-standing 
Problems with 
DOE's Program 
for Setting 
Efficiency 
Standards 
Continue to 
Result in 
Forgone Energy 
Savings 
【米国事例 04】 

エネルギー

効率性：エ

ネルギー省

の効率性基

準設定プロ

グラムに関

する長年の

課題は、エ

ネルギー削

減の先送り

につながっ

ている 

議会は、エネルギー省（DOE）の消費

財や産業用機械の 低エネルギー効率

性基準の設定に遅れが出ていると報

告。①DOE がエネルギー効率性基準の

設定に関して、どの程度の義務を果た

しているのか、②DOE の業務の遅れを

解消する計画は有効か、または改善さ

れ得るのか、を調査。 

DOEは、エネルギー効率性基準設定に関する 20製品分

類 34種の議会締切り日を守れず、その遅れは 1～15年

に及ぶ。推計によれば、大半のエネルギーを消費する 4
消費財の基準設定の遅れにより、2030年までに少なく

とも 280億ドル分のエネルギー節約が不可能。GAO
は、DOEがルール作り過程におけるボトルネックを特

定するのに必要なプログラム管理データを持っていない

ことが根本的な遅れの原因だと考えている。DOEは

2011年までに遅れを解消する計画を議会に報告した

が、プログラム管理データの欠落と共に、締切を守るた

めの責任を保証する有効なプロジェクト管理計画をも欠

いている。DOEの計画では、業務量は 6倍になるが必

要な資源の増加はわずかであり、生産性の向上によって

業務量を管理することとなっている。 

DOE は、透明なプロセス

を確保し、十分な資源配

分を行う等、効果的なプ

ロジェクト管理の要素を

備えるべき。 

①政府の有

効な活動の

あり方に関

する検査 
 
⑤予算や人

員の配分の

あり方に関

する検査 
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タイトル 
連番 年 

報告

番号 原文 邦訳 
検査の目的 検査結果 指摘・勧告内容 分類 

4 06 
06-
602

T 

Hanford Waste 
Treatment 
Plant: 
Contractor and 
DOE 
Management 
Problems Have 
Led to Higher 
Costs, 
Construction 
Delays, and 
Safety 
Concerns 
【米国事例 03】 

ハンフォー

ド廃棄物処

理場： 請

負業者とエ

ネルギー省

の管理上の

問題が高コ

ストと建設

の遅延、安

全性の問題

を招いた 

DOE がベクテル社に委託した廃棄物処

理場の建設について、①2000 年以降、

どのようにプロジェクト費用が増加

し、スケジュールの遅延が発生してい

ったのか、また、それはなぜ起こった

のか、②DOE とベクテル社がこれらの

問題にどのように取り組み、プロジェ

クトマネジメントをどのように改善し

ようとしているのか、③この問題を前

進させるため、DOE によって取り組ま

れるべきことは何か。その監察結果の

現状はどのようになっているか、を調

査。 

2000 年の契約以来、廃棄物処理場の建設契約費用は

150％増加し、110 億ドルが見込まれるとともに、完

工期も 2011 年から 2017 年に延期。その主たる理由

は、①請負者のプロジェクト費用見通し能力の欠落、

原子力を安全に取り扱うための要件を遂行する能力の

欠落、②DOE の監視不足を含む管理上の問題、③予

想以上の技術的な課題、の 3 点。これらの問題に取り

組むために、DOE とベクテルは、信頼性のある費用

と工期の基準設定を発展させ、技術・安全の問題に取

り組むための時間を割き、建設前の設計を改善し、プ

ロジェクト管理とプロジェクト監視を強化することを

実行してきた。しかし、依然として GAO は、プロジ

ェクトを進めるための戦略について懸念を抱いてい

る。懸念対象は、①建設プロジェクトにおける早期の

設計施工方式の継続採用、②歴史的に信用できない費

用と工期の見積り、③効果的なプロジェクト管理と監

視を保証するためのインセンティブが不十分であるこ

と、である。 

DOE は、①建設再開の前

に 90％以上の設計を完成

させることを考慮するこ

と、②改訂するプロジェ

クト基準に、残存する不

確実性を十分に反映させ

ること、③管理統制を改

善すること。 

⑦ そ の 他

（必ずしも

環境保全政

策分野に特

有の検査で

は な い も

の） 

5 04 04-
756 

Renewable 
Energy: Wind 
Power's 
Constribution 
to Electric 
Power 
Generation and 
Impact on 
Farms and 
Rural 
Communities 
【米国事例 02】 

再生可能エ

ネルギー：

風力の発電

への貢献と

農場や農村

コミュニテ

ィへの影響 

2002 年農場法によって、農務省

（USDA）は、風力を含む再生可能エ

ネルギープロジェクトを支援するため

に、1 億 1500 万ドルの予算が認めら

れた。①全米における風力発電量の位

置付けとその成長の見込み、②風力発

電量の大きい上位 10 州における風力発

電の農家所得や農村コミュニティへの

経済的貢献、③風力発電プロジェクト

において、設備を所有している場合と

風力発電事業者に用地を賃貸している

場合の農家や農村コミュニティにとっ

ての長所と短所の比較検討、④農村コ

ミュニティや農家に対する風力発電を

促進するための USDA の努力、を調

査。 

風力は 2003 年の発電供給能力の 0.1％を占めるに過

ぎないが、1990 年以降供給能力は 4 倍に。その成長

は、連邦及び州の財政的なインセンティブに大きく依

存。風力は農家所得の向上に十分に貢献しているわけ

ではないが、風力プロジェクトのために用地を賃貸し

ている農家は、年間 1 タービン当たり 2,000～5000
ドルの賃料を受けている。また、 貧カウンティに対

し、税収や雇用機会を提供。農家にとっては、タービ

ンを所有する方が用地賃貸よりも 2～3 倍の収入が得

られる。ただし、風力プロジェクトのために用地を賃

貸すると、エネルギー会社がコストや技術的問題、税

制上の優遇やリスクをうまく処理してくれるので、風

力タービンを所有するよりも簡単。そのため、農家所

有分の設備能力は全米風力発電供給能力の 1％未満に

過ぎない。USDA は、風力利用を促進するための農場

法の再生可能エネルギー供給条項を十分に活用してい

ない。補助金よりも融資の方が費用効果的かもしれな

いが、融資及び融資保証を提供するための規則を制定

していない。EPA の大気・放射線室では再生エネルギ

ー源からの電力購入に対して大いに仲介を行っている

にもかかわらず、農務省はプログラム遂行上で EPA
からの支援を受けていない。さらに、応募者からは、

応募プロセスが複雑だとの声が挙がっている。 

再生可能エネルギープロ

グラムを適時に十分に遂

行するため、①プログラ

ム規制の発展を促進する

ための方法を特定するこ

と、②EPA と協力し、

EPA がどのような支援を

行うことが可能かを決定

すること、③プログラム

の応用プロセスを簡素化

する方法を検証し続ける

こと。 

①政府の有

効な活動の

あり方に関

する検査 



 - 79 - 

タイトル 
連番 年 

報告

番号 原文 邦訳 
検査の目的 検査結果 指摘・勧告内容 分類 

6 04 
04-
983

T 

Grants 
Management: 
EPA Continues 
to Have 
Problems 
Linking Grants 
to 
Environmental 
Results 
【米国事例 01】 

補助金の管

理：環境保

護庁は、補

助金を環境

上の成果に

結びつける

上で困難に

直面し続け

ている 

EPA は、予算の過半を占める 40 億ド

ルの補助金の管理に関する問題に絶え

ず直面している。①補助金が環境上の

成果に結びついているかという点につ

いて EPA が直面している問題は何か、

②補助金が環境上の成果に結びついて

いるということを EPA がどの程度まで

検証できているか、を調査。 

これまでの GAO の分析や EPA の内部レビューの結果

からも、EPA が補助金から環境上の成果につなげたこ

とを特定することは困難である状態が続いている。

2003 年の EPA の内部レビューでは、調査された実施

計画の 3 分の 1 しか予期した成果を挙げていない。行

政管理予算庁（OMB）の調査によれば 10 の補助金プ

ログラムのうち 8 つについては成果が示されていな

い。さらに、EPA の補助金のうち、すべてに環境上の

成果測定指標が定められているわけではない。この問

題への EPA の取組の進捗状況は予定より遅れてお

り、かつ範囲も限られている。2003 年にはアウトカ

ム方針を発行するはずだったが、2004 年秋に延期さ

れ、実施は 2005 年 1 月からとなった。しかし、近く

発行される方針素案によれば、EPA は正しい方向に向

かっている。依然として大きな課題ではあるが、EPA
の人材の幅広い育成と、広範な受給者に関する教育が

必要である。 

GAO は勧告を行っていな

い。 

①政府の有

効な活動の

あり方に関

する検査 

7 04 04-
513 

Geothermal 
Energy: 
Information on 
the Navy's 
Geothermal 
Program 

地熱エネル

ギー：海軍

の地熱プロ

グラムにつ

いての情報 

現在、軍用地での地熱発電所は、チャ

イナ湖で 2 つあるのみであり、そこで

は、民間企業が発電所を建設・所有・

運営し、電力を公益事業会社に販売、

海軍に使用料、その他の補償費を支払

っている。①チャイナ湖での地熱施設

からの海軍の年間収入、②その使途、

③地熱歳入から供給される海軍のプロ

グラムの予算の管理、④海軍の地熱プ

ログラムと内務省土地局のプログラム

との相違、を調査。 

海軍は、地熱電力発電所運営者から 3 つのタイプの支

払を受けており、1987 年から 2003 年までの年間平

均収入は 1470 万ドル。内訳は電力販売に関する使用

料が 1150 万ドル、基地への電気料金支払が 270 万

ドル、電気料金節約分が 50 万ドル。これら収入の 3
分の 2 を太陽エネルギーシステムや気候変動システム

等のエネルギー保全プロジェクトに費やしており、3
分の 1 を発電所運営者の監督や他の軍施設での地熱開

発の評価等に費やしている。地熱プログラムからの収

入は、海軍とナヴァルオペレーションの両長を含む

「海軍沿岸エネルギー政策経営会議」が大半のプログ

ラムを管理し、残りをチャイナ湖基地再生可能エネル

ギープログラムオフィスが担当。内務省土地局とのプ

ログラムの違いは多岐にわたる。海軍では地熱開発に

ついて区々で意思決定を行い、地熱資源を特定するた

めの初期開発を実施し、地熱生産物についての管理監

督を行い、全収入が軍のために使用されるよう維持。

対して内務省土地局では、地熱開発に対して標準的な

アプローチを行い、開発のための投資や海軍と同レベ

ルでの管理監督は行わない。また、地熱収入の 50％
は原産地の州とシェアし、残りは財務省へ支払われ

る。 

GAO は勧告を行っていな

い。 

⑥同種の複

数の事業に

関するプロ

ジェクト評

価 
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タイトル 

連番 年 
報告

番号 原文 邦訳 
検査の目的 検査結果 指摘・勧告内容 分類 

8 04 04-
448 

Mineral 
Revenues: Cost 
and Revenue 
Information 
Needed to 
Compare 
Different 
Approaches for 
Collecting 
Federal Oil and 
Gas Royalties 

鉱物歳入：

石油・ガス

採掘権使用

料の徴収に

関する多様

な手法間の

比較を行う

ために必要

な費用・収

入情報 

2003 年度に連邦政府は連邦所有地にお

ける石油・ガス採掘権収入として 56 億

ドルを徴収した。多くの企業はそれを

現金で支払っているが、内務省鉱物管

理サービス局（MMS）では、一定比率

を「RIK」という現物での支払方法も認

めている。MMS では 1998 年以降、収

入を確保しつつ行政手続費用を 小限

化するためにこの方法を採用してきて

いる。①RIK を用いることによる行政

手続費用の縮減を定量的に計算、②現

金納入ケースとの間での比較を行うべ

く調査。 

①情報は限定的であるが、監査に要する費用が節減され

ている一方、行政手続全体の費用の節減額が定量的に示

されてはいない。MMS は監査費用と訴訟費用が節減さ

れていると予測している。リース契約 1件あたりの監査

費用は確かに節減されるが、その分を他の監査に回して

おり、その効果を定量的には示されていない。また、訴

訟にもつれ込むケースが減るという仮説は示されておら

ず、 終的には RIK で支払われた現物の売買に要する費

用で相殺されてしまう。②データ制約はあるものの、3
地域での取組を検証する限り、RIK によるよりよい業績

が見て取れた。ただしそれは、期間限定かつ一部の地域

での分析結果であって、その結果を一般化することはで

きない。そもそも MMS はその分析を行う義務を負って

いるわけではない。 

RIK の取組を拡大する意

思決定を行う前に十分に

モニタリング・評価すべ

き。MMS は取組を深化さ

せているが、議会がその

取組の有効性に対する確

証を得るために、MMS は

システマティックな評価

システムを構築すべきで

ある。 

⑦ そ の 他

（必ずしも

環境保全政

策分野に特

有の検査で

は な い も

の） 

9 03 03-
593 

Nuclear Waste: 
Challenges to 
Achieving 
Potential 
Savings in 
DOE's High-
Level Waste 
Cleanup 
Program 

核廃棄物：

エネルギー

省の高レベ

ル廃棄物処

理計画にお

ける潜在的

節約を達成

するための

課題 

DOEは、核兵器から生じた 94百万ガロ

ンもの高レベル放射性廃棄物を浄化廃棄

する史上 大のプログラムに取り組んで

いる。2002年に、1,050億ドル・70年

間要するとされているこのプログラムの

節約・期間短縮イニシアティブに着手し

た。①現時点でのイニシアティブの状

況、②執行面で現在直面している法的・

技術的課題、③費用の節約・よりよい管

理のためのさらなる余地、についての調

査を要請された。 

①DOE の節約・期間短縮戦略は、小ロットの廃棄物

を地質学的格納庫に小分けして処分するというもので

あり、今でも進化・検討を行っている。290 億ドルと

いう費用節減額を見積もっているが、いつの時点でそ

れが実現できるかどうかという不確実性を考慮してい

ない、不確かな数字である。②法的問題としては、比

較的低レベルの廃棄物に関する廃棄場所の決定権限を

DOE が有しうるかというもの、技術的問題としては

高レベル廃棄物と低レベル廃棄物の分離技術の実用可

能性であり、いずれも節約・期間短縮の成否に大きく

関与する。 

法的問題についての明確

化、技術的問題について

全面導入前にモデル実証

事業を実施すること、厳

格な分析、ベストプラク

ティスの採用、 新の設

計・建築技術に対する配

慮を指摘。 

①政府の有

効な活動の

あり方に関

する検査 

10 03 03-
249 

International 
Environment: 
U.S. Actions to 
Fulfill 
Commitments 
Under Five Key 
Agreements 

国際環境：

5 つの主要

な協定に基

づく責務を

全うするた

めの米国の

取組  

環境問題は国境を越える。気候変動、低

水位陸地の拡大、北アメリカ諸国間での

環境協力、絶滅種の違法な売買、オゾン

層破壊等。これらの問題に対処するた

め、米国及び他国は無数の国際環境協定

を締結している。これらの協定を履行す

べく、国内プログラムを策定し、その進

捗を定期的に報告している。さらに米国

のような先進国は開発途上国を支援する

ための資金を提供する義務を負う。GAO
は、①5つの主要な国際協定に関する米

国の履行状況、②これらの行動を確認す

るための手段、③これらの行動に関する

他者の評価結果について調査を行った。 

①1996 年以降、オゾン層を破壊する物質の製造・輸

入を行わないことを約束した。温室効果ガスの削減に

関する国際協定について批准はしていないものの、

1993 年に大統領は 2000 年までに 1990 年当時のレ

ベルにまで削減する目標を掲げ、その達成のために年

間 10 億ドル費やしている。しかし実際は、2001 年

時点で 1990 年当時の 12%増となっている。また、

途上国支援に年間 14 億ドルを投じてきている。②

近では会議や非公式協議等のインフォーマルな政策手

段を用いるようになってきており、従来型の政策手段

よりも効果的で費用がかからないものと認識されてい

る。③米国の活動が環境に対してポジティブな影響を

与えていると評価している事例は数少ない。 

ー 

①政府の有

効な活動の

あり方に関

する検査 
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タイトル 
連番 年 

報告

番号 原文 邦訳 
検査の目的 検査結果 指摘・勧告内容 分類 

11 01 01-
284 

Nuclear 
Cleanup: 
Progress made 
at Rocky Flats, 
but Closure by 
2006 is 
Unlikely 

核処理：ロ

ッキーフラ

ット環境技

術サイトに

おける進捗

が認められ

る一方、

2006 年閉

鎖は困難、

費用加算の

可能性あり 

1950 年代に核兵器製造関連施設として

建設されたロッキーフラット工場は

1992 年に閉鎖された後に環境浄化作業

が開始された（ロッキーフラット環境

技術サイトと改名）。当初は 2070 年

までに完了させる計画だったが、1995
年に DOE はより革新的な環境浄化を

行うべくカイザーヒル社と契約、2006
年までに完了される計画に変更した。

①ロッキーフラット閉鎖プロジェクト

の現状とコスト、②2006 年までの閉鎖

が可能かどうか、③プロジェクトの成

功確率を高めるために必要とされるマ

ネジメントアクション、について調

査。 

①カイザーヒル社の作業は進捗しているが、大部分の

作業は仕掛かり中であり完了していない。2006 年ま

でに全作業が完了すれば 75＋14 億ドル要する計画と

なっているが、2 年超過すれば従業員給与等で 5.3 億

ドルの追加費用が発生することとなる。②現時点で 5
つの大きな課題があることがわかっており、これをク

リアできなければ期限どおりにプロジェクトを完了す

ることができない。カイザーヒル社はその確率を

15%と見積もっている。③DOE とカイザーヒル社

は、プロジェクト完了に向けた責任と時期とを明確に

記述した計画を策定し、その上で、DOE はカイザー

ヒル社の計画の脆弱性を指摘、カイザーヒル社はそれ

らを解決するための努力を行うべきだが、その取組は

なされていない。 

DOE は計画を効果的に実

行するためのよりよい方

策を講じるべき。 

⑦ そ の 他

（必ずしも

環境保全政

策分野に特

有の検査で

は な い も

の） 

12 01 02-
103 

Defense 
Environment 
Issues: 
Improved 
Guidance 
Needed for 
Reporting on 
Recovered 
Cleanup Costs 

防衛環境問

題：回収さ

れた浄化費

用における

報告に対す

る改善され

たガイダン

スの必要性 

国防省の過去の活動場所において発生

した危険廃棄物を除去するための費用

を、国防省及び民間等の契約先は折半

して負担することになっている。1998
年度国防予算法第 348 条では、国防省

以外の主体からの費用回収に関するガ

イドラインを策定するとともに、その

回収状況について情報収集することを

要請した。国防省はこれを受けてガイ

ドラインを策定し、国防環境回復プロ

グラムに関する対議会年次報告書内で

その回収状況を報告するようになっ

た。GAO は、この 1999 年度対議会報

告書に記載されている費用回収状況に

ついての情報の正確性・一貫性・完全

性を検証するとともに、前年度報告と

どのような観点でデータが異なってい

るのかを検証するよう要請された。 

費用回収状況についての情報の正確性・一貫性・完全

性は担保されておらず、議会や省の意思決定に供され

うる形になっていない。この理由は、①ガイドライン

上で「費用折半」の定義が不明確で、計上すべきでな

い費用（国防省が負担した金額）まで計上されている

ケースがあった、②報告すべきデータ種類が不明確

で、あるケースでは累積額、あるケースでは年次額、

あるケースではその双方が報告されていた。③816 頁

にも及ぶ年次報告書内で回収費用の記述が散逸してお

りすべてが計上されているかどうかを確認することが

困難である。 

ガイドライン上での記載

要領をより明確にするこ

とで、データの正確性・

一貫性・完全性を担保す

べき。 

⑦ そ の 他

（必ずしも

環境保全政

策分野に特

有の検査で

は な い も

の） 

資料）三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング作成。 
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【米国事例 01】補助金の管理：環境保護庁は、補助金を環境上の成果に結びつける上で困

難に直面し続けている 

  Grants Management: EPA Continues to Have Problems Linking Grants to 

Environmental Results 

2004 年 7 月（GAO-04-983T） 

http://www.gao.gov/new.items/d04983t.pdf 

 

■概要 

 環境保護庁（Environmental Protection Agency：EPA）が交付している様々な環境関

連補助金について、それらが環境上の成果に結びついているのか、かつそれを同庁が十分

に把握・検証できているのかについて調査を行ったもの。議会証言であり、勧告を含まな

い。 

 

■経緯 

 EPA の補助金は、本庁の補助金資格審査室（Office of Grants and Debarment）及び

10 の地域支部における施策担当室、補助金管理担当室によって運営、監督が行われている。

2004 年 6 月現在、EPA の補助金の交付先は、州、地方自治体、部族、大学、非営利機関

等 3,700 に及ぶ。 

 

図表 30 EPA の補助金の交付先（2003 年度、金額ベース） 

 
資料）原典は GAO による EPA データの分析結果 

76.2% 

8.9% 

8.2% 

州 3,235.6 百万ドル（助成行為 2,430） 

地方自治体 377.3 百万ドル（助成行為 954） 

非営利機関 348.7 百万ドル（助成行為 1,411） 

3.6% 大学 154.3 百万ドル（助成行為 717） 

2.7% 先住民部族 114.3 百万ドル（助成行為 1,137） 

0.3% その他 14.7 百万ドル（助成行為 74） 
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 補助金には、非裁量的補助金と裁量的補助金の 2 種類がある。非裁量的補助金は水質保

全施設のプロジェクトや大気浄化プログラムに交付され、法規制に基づいた計算等を基に、

適格性を持つ受給者に交付するよう議会が指示する。2003 年度の交付規模は 36 億ドルで

あり、主として州や地方公共団体に交付される。これに対して、裁量的補助金は環境研究

や教育等幅広い分野に用いられる。EPA 自身が交付先を決定し、2003 年度は州、地方自

治体、非営利機関、大学、先住民部族等に対して 6.56 億ドルが交付された。 

 施策の大きさや多様性を考慮すると、EPA がその使命を効率的、効果的に遂行するため

には、補助金財源の管理や補助金の使途結果についての説明責任を果たしていくことが求

められる。しかし EPA は、長年にわたって年間予算の過半を占める 40 億ドルの補助金の

管理に関する問題に絶えず直面している。 

 GAO は、これまでに 2003 年 1 月のレポート106で、環境面での成果を達成することを

含め、補助金の管理が EPA の管理上の主たる課題であることを指摘していた。また、

2003 年 8 月のレポート107では、次の諸点を指摘している。 

①EPA は、補助金受給者の活動がどのように環境面での成果達成に貢献するのかを考慮

せずに、補助金交付先を決定していることがある。 

②EPA は、補助金プログラムについての環境面での評価基準や成果指標を開発していな

い。 

③EPA は、どのようにして測定可能な環境面での成果を達成するのかを説明する活動計

画の提出を、補助金受給者に課していない。 

 

 さらに、GAO は、EPA の監察では、同庁の担当官が補助金受給者に対して、環境面で

の成果の評価基準を用いることについて、進捗状況を尋ねなくても良いことになっている

点を指摘していた。EPA は 2003 年 4 月に、包括的補助金管理 5 か年計画108を発行して

おり、その中で課題に取り組むため、「環境上の成果を特定し、達成する」ことを含め、

5 つの主要目標を打ち立てている。 

 このような状況を踏まえ、GAO では、以下の 2 点について調査を実施した。 

 

 ① 補助金が環境上の成果に結びついているかという点について EPA が直面している

問題は何か。 

 ② 補助金が環境上の成果に結びついているということを EPA がどの程度まで検証で

きているか。 

                                            
106 GAO（2003）, Major Management Challenges and Program Risks: Environmental Protection 

Agency（GAO-03-1）。 
107 GAO（2003）, Grants Management－EPA Needs to Strengthen Efforts to Address Persistent 

Challenges （GAO-03-846）。 
108 EPA（2003）, Grants Management Plan, 2003-2008 （EPA-216-R-03-001）。 
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■検査方法 

 本議会証言（testimony）は、主として GAO が発行した直近の関連する 2 つのレポー

ト109、及び追加調査に基づいている。 

 これに加えて EPA が直面し続けている問題を特定するに際しては、EPA の監察総監室

のレポート、内部レビュー、及びプログラム評価採点ツール（Program Assessment 

Rating Tool：PART） 110を用いた行政管理予算庁（Office of Management and 

Budget：OMB）のレビューを参照している。 

 また、補助金を環境上の成果に結び付けたという点を示すことについて、EPA がどの程

度まで達成できているかを調べるため、EPA 補助金資格審査室の担当官にインタビューを

行った。併せて EPA の政策、ガイダンス、戦略計画をレビューしている。 

 この議会証言をまとめるための追加作業は、2004 年 4 月から 6 月にかけて実施された。 

 

■検査結果 

 GAO が 2003 年のレポートで指摘した問題状況は依然として続いており、EPA は、交

付した補助金を受給者が環境上の改善・成果に結びつけることができたかどうかを示すこ

とができていない。 

 

a）GAO 独自の調査 

 EPA のデータベースでは、裁量的補助金から得られた財・サービスを特定すること

ができないので、GAO が受給者を対象とした調査を 2004 年に実施したところ、

補助金受給者の 59%が、①研究・開発、②訓練・ワークショップ・教育、③専門

誌・出版・報告書、のいずれかのカテゴリーの財・サービスを提供していた。 

 しかし、それらを環境上の成果に結びつけることはできなかった。調査した 67 の

補助金受給者のうち、活動計画の中で環境成果の評価基準を定めていた者は無く、

わずかに 9 者が想定される成果を述べていたに過ぎない。 

 

b）EPA による内部レビュー 

 2003 年にレビューした 93 の補助金受給者の活動計画のうち、環境上の成果を特

定していたものは 3 分の 1 以下に過ぎない。 

 補助金交付担当室別の調査では、補助金受給者の活動計画に環境上の成果が特定さ

れていた者の割合は、室によって 0～50%の開きがあった。 

                                            
109 GAO（2003）, Grants Management－EPA Needs to Strengthen Efforts to Address Persistent 

Challenges （GAO-03-846）、及び GAO（2004）, Grants Management－EPA Needs to Better 
Document Its Decisions for Choosing between Grants and Contracts （GAO-04-459）。 

110 大統領予算の作成に活用するために、2004 年度の予算編成時から OMB により導入された連邦政府

共通のプログラム評価の手法。プログラムに共通する設問への回答結果に応じてスコア化されて、

終的に 100 点満点での評価がなされるが、適切な成果指標が設定されていないと OMB が判断した場

合には、スコアに関係なく「成果は示されず（results not demonstrated）」と評価される。 
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図表 31 補助金交付担当室別の補助金受給者の活動計画（2003 年） 

 
補助金交付担当室

レビューした
活動計画数

成果を特定
していた

活動計画数
割合

総務室 15 7 46.7
大気・放射能室 12 6 50.0
環境情報室 8 2 25.0
固形廃棄物・緊急対応室 10 3 30.0
第４地域 15 4 26.7
第５地域 16 7 43.8
第９地域 17 0 0

合計 93 29 31.2  
資料）原典は GAO による EPA データの分析結果 

 

 

c）OMB による調査 

 PART を用いた OMB のレビュー（2004 年）では、レビューした EPA の 10 の補

助金プログラムのうち、8 つについては「成果は示されず」と判断された。 

 

図表 32 OMB に「成果は示されず」とされた EPA の補助金プログラム 

単位：10 億ドル 

補助金プログラム名 2003 年度補助金総額 
州政府清浄水整備基金 1.341 
州政府水道整備基金 0.850 
非特定汚染源 0.237 
漏出地下貯蔵タンク 0.072 
生態学研究 0.132 
環境教育 0.009 
粒子状物質研究 0.061 
汚染防止及び新技術開発 0.049 

合計 2.751 
資料）原典は GAO による EPA データの分析結果 
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d）EPA の包括的補助金管理 5 か年計画 

 EPA は、「環境面での成果を特定し、それを達成する」という目標を掲げていたが、

同庁の取組状況は、予定より遅れており、かつ範囲も限られている。2003 年には

成果方針（outcomes policy）を発行するはずだったが、2004 年秋に延期され、

実施は 2005 年 1 月からとなった。 

 2004 年 1 月に発行された中間成果方針では、プロジェクト担当官は補助金を同庁

の戦略目標と結びつけることを求められているが、環境面での成果と結びつけるこ

とを求められてはいない。 

 

■GAO による指摘と各省庁の反応 

 GAO は、本議会証言において、EPA に対する勧告は行っていないが、同庁の取組に対

する見解を述べている。 

 それによれば、近く EPA から発行される 終的な成果方針が十分に実行されるならば、

補助金が同庁の戦略計画や環境上・健康上で想定される成果に結びついているかどうかを

確かめる一助となり、それは EPA にとっても議会にとっても同様である、と述べている。

成果方針の素案では、交付・モニタリング・報告という補助金のライフサイクルを通して、

環境上の成果を強調することとなっており、その意味では、EPA は正しい方向に向かって

いる、と一定の評価を与えている。 

 また、現実的には、EPA が政策方針を実行できるように人材を育成し、広範な補助金受

給者に対して環境上の成果を特定し、それを達成するように教育することは困難である。

GAO は、これらの問題が依然として大きな課題であることを指摘している。そのため、

EPA が補助金管理計画を遂行するためには、議会による監督が重要である旨を述べている。 
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【米国事例 02】再生可能エネルギー：風力の発電への貢献と農場や農村コミュニティへの

影響 

  Renewable Energy: Wind Power's Contribution to Electric Power Generation and 

Impact on Farms and Rural Communities 

2004 年 9 月（GAO-04-756） 

http://www.gao.gov/new.items/d04756.pdf 

 

■概要 

 再生可能エネルギーの利用の拡大に向けて農務省（Department of Agriculture：

USDA）が行っている農家・農場での風力発電設備の設置の推進について、設備を所有す

る場合と設備の設置に必要な用地を賃貸した場合等のケースのメリット・デメリットを整

理、さらなる進展に向けて改善すべき点を指摘。 

 

■経緯 

 風力発電は大気を汚染したり、再生不可能な資源を消費したりすることがないエネルギ

ー源である。こうしたエネルギーの利用を高めるため、USDA には、2002 年農場法に基

づいた風力を含む再生可能エネルギープロジェクトに対して 1 億 1,500 万ドルの予算が認

められている。 

 GAO は、上院農業食品林業委員会に属する民主党のランキング・メンバー111

（Ranking Democratic Member）の要請に応じ、以下の 4 点を調べることを目的として

検査を実施した。 

 

 ① 全米における風力発電量の位置付けとその成長の見込み 

 ② 風力発電量の大きい上位 10 州における風力発電の農家所得や農村コミュニティへ

の経済的貢献 

 ③ 風力発電プロジェクトにおいて、設備を所有している場合と風力発電事業者に用地

を賃貸している場合の農家や農村コミュニティにとっての長所と短所の比較検討 

 ④ 農村コミュニティや農家に対する風力発電を促進するための USDA の努力 

 

 

■検査方法 

検査方法は 4 つの検査項目ごとに次の方法を採用している。 

①全米における風力発電量の位置付けとその成長の見込み 

                                            
111 ランキング・メンバーとは、米国議会や議会委員会における与党議員のうち、２番目に肩書きの高い

議員のこと。 
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 エネルギー省（Department of Energy：DOE）のエネルギー情報管理局

（Energy Information Administration）、エネルギー効率・再生エネルギー室、国

立再生可能エネルギー研究所（National Renewable Energy Laboratory）等の連邦

政府機関や、全米風力エネルギー協会（American Wind Energy Association）等の

専門機関へのインタビューと文献調査を実施した。 

 

②風力発電量の大きい上位 10 州における風力発電の農家所得や農村コミュニティへの

経済的貢献 

 USDA の企業サービス局（Firm Services Agency）や国立農業統計局等、様々な

機関から農業、農家、風力発電等に関する情報収集を行い、風力発電量を 2002 年 12

月時点で特定し、上位 10 州を抽出した。このうち、カリフォルニア、テキサス、ミ

ネソタ、アイオワの上位 4 州と、風力発電に対するプロジェクトを持っていないコロ

ラドを加えた 5 州について現地調査を実施した。 

 風力発電プロジェクトの情報は、10 カウンティの 9 プロジェクトを訪問調査し、

リース、農家の所有、コミュニティの運営の 3 種類を選択して収集した。なお、過去

5 年間に破綻したプロジェクトに関する情報収集も行ったが、政府、州、地方はこれ

ら 5 州における情報を持っていなかった。 

 各プロジェクトは年間少なくとも 1 メガワット（MW）以上の売電を行っている実

用規模のものを抽出し、コミュニティ運営分としては、自治体、農村コミュニティ、

学校区が運営しているものを選択した。 

 これらの情報を基に、国立再生可能エネルギー研究所に依頼し、現地調査を行った

風力発電プロジェクトの経済効果を計測した。さらに上位 10 州についても雇用と所

得に対する経済効果について 3 つのシナリオを設定して検討を行った。 

 

③風力発電プロジェクトにおいて、設備を所有している場合と風力発電事業者に用地を

賃貸している場合の農家や農村コミュニティにとっての長所と短所の比較検討 

 DOE 等の政府機関、全米風力エネルギー協会等の専門機関に対するインタビュー

や文献調査を実施した。併せて、現地調査を実施した際に農家や土地所有者、自治体、

地方税事務所等に対するインタビューも行った。 

 

④農村コミュニティや農家に対する風力発電を促進するための USDA の努力 

 USDA の関係部署に対するインタビューと当該機関の文献調査を実施し、特に

2002 年農場法に基づいて提供されている再生エネルギープログラムに対する USDA

の取組を調査した。このうち、風力発電に関する調査や建設等に対する他のローンや

補助金がある中で、USDA がどのようにして補助の範囲を決定したのかを調査し、

USDA の実施事項について DOE や環境保護庁（Environmental Protection 
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Agency：EPA）と意見交換を行った。さらに現地調査を実施した際に、農家や農村の

零細業者に USDA や他の政府機関から提供された経済的、技術的支援について議論を

行った。 

 

■検査結果 

①全米における風力発電量の位置付けとその成長の見込み 

 エネルギー省では、”Wind Powering America”プログラムによって、2020 年まで

に風力発電の全米比率を５％まで高めるという目標を立てていた。これに対して、風

力発電は 2003 年の発電供給能力の 0.1%を占めるに過ぎないが、1990 年以降供給能

力は 4 倍になった。その成長は、連邦及び州の財政的なインセンティブに大きく依存

している。 

 

図表 33 生産税額控除の利用可能性に関連した風力発電能力の変化 

 
資料）原典はカリフォルニアエネルギー委員会 

注）新規施設に対する税額控除の認可は 2003 年 12 月 31 日に終了した。2003 年中に、改正エネルギ

ー法改正によって認可を 3 年間延長するはずであったが、この法案は成立しなかった。2004 年 8
月時点で、税額控除を 3 年間延長する法案は、議会前であり未決定のままである。 

 

②風力発電量の大きい上位 10 州における風力発電の農家所得や農村コミュニティへの

経済的貢献 

 風力は農家所得の向上に十分に貢献しているわけではないが、風力プロジェクトの

ために用地を賃貸している農家は、年間 1 タービン当たり 2,000～5,000 ドルの賃料

を受けている。 

風力発電供給能力（千メガワット） 

生産税額控除の 
制度化 

92 年 10 月 24 日 
第 1 期生産税額 

控除の満了 
99 年 6 月 30 日 

第 2 期生産税額 
控除の満了 

01 年 12 月 31 日 

第 3 期生産税額 
控除の満了 

03 年 12 月 31 日 
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 風力発電による固定資産税の増収効果としては、例えばミネソタ州リンカーンカウ

ンティでは 156 メガワットの風力発電施設で 2003 年に 47 万ドルの増収効果を生み、

また同州パイプストーンカウンティでは 113 メガワットの施設で 2001 年に 66 万ド

ルの固定資産税収をもたらした。テキサス州ペコスカウンティの風力発電施設では

2002 年の固定資産税の総額が 500 万ドルに上り、プロジェクトに従事するフルタイ

ムの新規雇用も 30 名から 35 名追加された。 

 EPA は 2020 年までに風力発電のシェアを 5％にまで引き上げるとしており、その

ために 600 億ドルの新たな資本投資をへき地で行い、これによって 8 万人の雇用と

12 億ドルの所得を生み出すと推計している。 

 

③風力発電プロジェクトで設備を所有している場合と風力発電事業者に用地を賃貸して

いる場合で農家や農村コミュニティにとっての長所と短所の比較検討 

 農家にとっては風力タービンを所有すれば、風力発電事業者に用地を賃貸するより

も 2～3 倍の収入が得られるが、風力発電事業者に用地を賃貸すれば、エネルギー会社

がコストや技術的問題、税制上の優遇やリスクを処理してくれるので、農家にとって

は風力タービンを所有するよりも風力発電事業者に用地を賃貸するほうが導入は簡単

である。そのため、農家によるタービンの所有はあまり普及しておらず、その設備能

力は全米の風力発電供給能力の 1%未満に過ぎない。 

 

図表 34 4 つの賃貸オプションの長所・短所 

支払方法 土地所有者にとっての長所･短所 

一括支払 土地使用料が一括で支払われる場合： 

（長所）まとまった資金を入手できる。 

（短所）将来的に風力発電の価値が高まっても新たな報酬が得

られないことと、土地を売却する場合に土地購入者は

タービンから得られる報酬がないために、土地の売却

交渉が困難になる可能性が挙げられる。 

年間定額支払 1 年単位で 1タービン当たりの固定使用料が支払われる場合： 

（長所）不安定な収入に対するリスクを回避できる。 

（短所）将来、風力発電の価値が高まっても支払額を上げるこ

とが禁じられている。 

定額＋出来高支払 1 年単位で 1 タービン当たりの固定使用料にタービンの収入の

一定割合を加えて支払われる場合： 

（長所）風力発電の価値が低下しても、タービンの運転が無く

ても、固定支払部分は維持される。 

出来高支払 タービンの収入に合わせ一定割合が支払われる場合： 

（長所）タービンからの収入が大きくなると、得られる収入も

大きくなる。 

（短所）収入が得られないリスクも高くなる。 

資料）原典はオクラホマ風力発電イニシアティブ 
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④農村コミュニティや農家に対する風力発電を促進するための USDA の努力 

 USDA は、風力利用を促進するための農場法の再生可能エネルギー供給条項を十分

に活用していない。例えば、補助金よりも融資の方が費用効果的かもしれないが、融

資及び融資保証を提供するための規則を制定していない。 

 また、EPA の大気・放射線室では再生エネルギー源からの電力購入に対して大いに

仲介を行っているにもかかわらず、USDA はプログラム遂行上で EPA からの支援を受

けていない。さらに、応募者からは、応募プロセスが複雑だとの声が挙がっている。 

 

図表 35 再生可能エネルギー及びエネルギー効率関連の USDAの補助金助成 

再生可能技術 助成者数 農家 地元小企業 助成総額 

バイオマス－嫌気性消化装置 30 25 5 
バイオマス－生物エネルギー 17 11 6 

バイオマス計 47 36 11 11,475,535 

風力（大規模） 24 1 23 
風力（小規模） 11 3 8 

風力発電計 35 4 31 7,412,118 

地熱・ハイブリッドシステム 2 0 2 589,762 
太陽 6 5 1 725,566 
建設・産業エネルギー効率 24 13 11 1,504,252 
水素 0 0 0 0 

合計 114 58 56 21,707,233 

資料）原典は NREL 及び USDA 

注）風力発電プロジェクトの大小の規模の区分は、設置されるタービン能力に依る。小規模プロジェク

トとは、100 キロワットまでのタービン能力と発電機の中心部の高さが 120 フィート以下のもの

を言う。この基準以上のタービンは大規模とされる。 

 

 

■GAO による指摘と各省庁の反応 

 USDA は農場法に基づいた再生エネルギープログラムにおいて、財政支援のための方策

をまだすべて活用しているわけではない。とりわけ、USDA は補助金と同じように融資や

融資保証を提供できる 終のプログラム規定をまだ制定していない。GAO では、これが

追加されれば、農村に便益を提供し、経済効果を挙げるプロジェクトの数は増加するので、

プロジェクトの効果は飛躍的に高まる、と見ている。また、融資は完全な補助金より費用

対効果が高いかもしれず、申請者に対し USDA は質の高いサービスが提供できるようにな

るだろう、との見通しを示している。 

 USDA はプログラムを実施するための努力をしてきたが、例えば EPA で入手可能な情

報や専門知識等を利用していない。 終的に申請者はプログラムの申請手続の時間的な制

約とその複雑さに懸念を示しているので、GAO では、USDA がこうした指摘に配慮して、
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改善方法を明らかにし、これらのプロセスを適正化する余地がある、と結論付けている。 

 

 a）GAO による勧告 

 GAO は、USDA が農場法に基づく再生可能エネルギープログラムを適時に十分に遂

行するため、同省に対して以下の勧告を行った。 

①融資と融資保証を含む財政支援方策すべてをできる限り迅速に利用できるようプ

ログラム規定を構築するため、USDA の他の部署と協力していかなければならな

い。 

②このプログラムを実施するに当たり、USDA を支援できる EPA の組織を特定する

ため、EPA と協力しなければならない。 

③プログラムの申請手続を簡素化、改善、合理化する方法を検討し続けなければな

らない。この過程でプログラム申請者や農村地域のコーディネーター、他のプログ

ラムに興味を示している人たちの意見に耳を傾けなければならない。 

 

 b）各省庁の反応 

 USDA は GAO の勧告に同意し、勧告を実施していく計画を示した。地域開発局次官

代行（Acting Under Secretary for Rural Development）は、立法プロセスを迅速に

処理することはすべての関係者に貢献することなので、プログラム規定を構築していく

と述べている。さらにプログラムを実施するために EPA と協力するとも述べており、

年度末までに締結する予定の省庁間の協定案によって USDA が EPA のサポートに対し

財政資金を提供できるようにするとしている。さらに申請手続に関しても DOE や EPA、

他の関係者から意見を聞いて申請手続を簡素化していくと述べている。 
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【米国事例 03】ハンフォード廃棄物処理場： 請負業者とエネルギー省の管理上の問題が

高コストと建設の遅延、安全性の問題を招いた 

  Hanford Waste Treatment Plant: Contractor and DOE Management Problems 

Have Led to Higher Costs, Construction Delays, and Safety Concern 

2006 年 4 月（GAO-06-602T） 

http://www.gao.gov/new.items/d06602t.pdf 

 
■概要 
 核廃棄物処理場建設プロジェクトが当初計画から大幅に費用増加・スケジュール遅延を

起こしている原因について調査を行うもの。特に、建設受託者との契約面、エネルギー省

（Department of Energy：DOE）によるプロジェクト管理面についての不備を指摘。 
 
■経緯 
 ハンフォードの核廃棄物処理場建設プロジェクトについては、2000 年に DOE がベク

テル社に落札して以降、契約金額は大きく膨らむとともに、完工期は大幅に遅延している。

2000 年時点では、請負者報酬及びプロジェクト付帯条件込みで 43 億ドルの契約金額であ

ったが、2003 年にベクテル社は、DOE が求めるプラントの能力の変更及び以前の見積上

の誤りその他の問題等の理由により、契約金額を 57 億ドルに変更した。それ以降も見積

もりは上昇し続けている。2005 年 12 月時点のベクテル社の完工費用見積もりでは 105
億ドル＋報酬となっている。DOE はこれを承認していないが、 終的な見積もりはさら

に増加し、110 億ドル近くになると予想されている。 
 

図表 36 ハンフォード核廃棄物処理場プロジェクトの費用見積の推移 

 
資料）原典は DOEデータ 

 

43 億ドル 
57 億ドル 

83 億ドル 

105 億ドル 

109 億ドル 
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 一方、2000 年時点での廃棄物処理場の予定完工期は 2011 年であったものが、 新の

ベクテル社の見込みでは 2017 年以降になるという。少なくとも 6 年以上の遅れと 50%以

上の工期延長であるが、これも DOE は承認してない。 

 このような状況を踏まえ、GAO では、以下の 3 点について調査を実施した。 

 

①2000 年以降、どのようにプロジェクト費用が増加し、スケジュールの遅延が発生して

いったのか、また、それはなぜ起こったのか。 

②DOE とベクテル社がこれらの問題にどのように取り組み、プロジェクトマネジメント

をどのように改善しようとしているのか。 

③この問題を前進させるため、DOE によって取り組まれるべきことは何か。その監察結

果の現状はどのようになっているか。 

 

 

■検査方法 

 GAO では、検査の 3 つの目的に応じて、文献レビュー、関係者との議論、専門家の助

言等を組み合わせて検査を実施した。 

 まず、本プロジェクトに関する GAO の過去のレポート112をレビューするとともに、費

用、スケジュール、技術面、その他の問題を取り挙げた陸軍工兵隊（U.S. Army Corps of 

Engineers）によるレポート、並びに DOE から民間の LMI Government Consulting 社

への委託調査等、内部・外部のレポートをレビューした。また、2005 年 4 月、12 月にベ

クテル社より出された完工時の費用見積もり、2006 年 3 月の外部レビューチームによる

レポートを参照した。これらのレポートを評価するに際しては、GAO の技術コンサルタ

ントであるワシントン州立大学名誉教授で物理学博士の Dr. George Hinman から助言を

求めた。 

 費用の上昇やスケジュールの遅れの主要要因については、DOE の環境管理局、技術建

設管理局、予算局の担当官や現場の契約担当官、外部専門家として国防原子力施設安全委

員会の担当官との議論を重ねた113。 

                                            
112 とりわけ次のレポートを参照している。GAO（2003）, Nuclear Waste: Challenges to Achieving 

Potential Savings in DOE’s High-Level Waste Cleanup Program （GAO-03-593）、GAO
（2004） , Nuclear Waste: Absence of Key Management Reforms on Hanford’s Cleanup 
Project Adds to Challenges of Achieving Cost and Schedule Goals （GAO-04-611）、GAO
（2005）, Nuclear Waste: Better Performance Reporting Needed to Assess DOE’s Ability to 
Achieve the Goals of the Accelerated Cleanup Program（GAO-05-764）。 

113 会計検査院では、費用の上昇やスケジュールの遅れに伴うコスト面でのインパクトを数量化したが、

その後もベクテル社が見積もりの改訂を行い続けたため、 新情報に基づいたインパクトを数量化す

ることはできなかった。 
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 DOE とベクテル社のプロジェクト管理・監督改善方策に関しては、環境管理局次長か

らの通達を含む複数の文書、DOE の政策や手続文書のレビューを行った。また、本省環

境管理局担当官とプロジェクト管理の戦略について議論し、ベクテル社の上級役員とは管

理改善イニシアティブについての議論を行った。 

 早期着工（fast-track）の役割、是非については、原子力産業界からハンフォードと同

規模の施設についての設計、契約、施工に関するガイダンスの情報を得た。原子力の安全

性については、DOE やベクテル社から問題の対処法に関する多数の文書を入手し、DOE

の担当官、ベクテル社の担当役員と議論を重ねた。 

 これらの検査実施期間は 2005 年 6 月から 9 月までと 2006 年 1 月から 4 月までである。 

 

■検査結果 

a）ベクテル社の業務遂行状況 

 ベクテル社は、鋼鉄価格を過小に見積もるとともに、求められている施設を設計す

るためには、技術面で大いに努力する必要があることを過小評価していた。これに

よって、20 億ドルのプロジェクト費用の増加に繋がった。 
 また、予期せぬ問題に対処するための追加的な付帯条項として 20 億ドルの追加費

用が生じた。 
 さらに、ベクテル社は、原子力安全手続に従うことなく設計変更を認めたり、放射

性物質を施設内に留めてしまうことになるタンクの建設上のミスを犯す等、原子力

の安全要件を満たす上での幾つかのミスを犯していた。 

b）DOE のプロジェクト管理 

 DOE では、設計、施工、技術開発を同時に行う早期着工（fast-track）手法として

知られる設計施工一括発注方式を採用していた。しかし、この方式は、リスクの増

大が直にプロジェクトの費用やスケジュールに影響してしまう複雑な原子力施設の

設計・施工には向いていない。この点に関しては、例えば DOE 省令 413.3 におい

ても、設計施工一括発注方式は、業務範囲や要件が明確に定義でき、プロジェクト

が複雑でなく、技術的なリスクが少ない場合にのみ用いられるべきであることが明

記されている。原子力産業界のガイダンスでも施工前に設計が完成していることが

必須であることが述べられている。 
 建設開始後 1 年以内で、DOE は施工のペースが設計のペースを上回り、技術上・

安全上の管理が十分でないことを経験していた。国防原子力施設安全委員会の

2002 年や 2004 年のレポート、GAO の 2004 年のレポートでは、早期着工手法

（設計施工一括発注方式）を止めるように勧告していたが、DOE は 2005 年初期

までこの方法を改めようとしなかった。この時点になって、DOE は、ベクテル社

に対して再設計、安全性・耐震性、規制要件の再評価を行うように指示を出してい

る。 
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 DOE はまた、プロジェクト管理要件を確立しておらず、本省のスタッフはこのプ

ロジェクトや請負業者の業績評価についても加わっていなかった。例えば、2005

年 1 月の DOE のプロジェクトレポートでは、プロジェクトの費用と工期は計画ど

おりになっていることが示されているが、これはベクテル社側が正確な情報を提供

していなかったためである。ベクテル社では、プロジェクトの基準となるスケジュ

ールを現実の工期の遅れに合わせて変更していたが、本省のスタッフはこの状況を

把握していなかった。 
 DOE では 2000 年以降に内部安全監察担当職員を減らしており、請負業者の品質

管理担当業務を、プロジェクトの費用とスケジュール管理を主担当とするプロジェ

クト管理者の責任下に置いてしまっていた。DOE では原子力安全上の問題に対応

するため、近年、安全活動を監督する職員の増員を始めた。 

c）技術的な課題 

 ベクテル社と DOE は、耐震性のあるプラント施設の再設計、核廃棄物混合ポンプ

の設計・運用上の問題の修正、タンク・導管内での可燃性水素ガスの発生を安全レ

ベルに抑えること等、本プロジェクトに関して多くの技術上の問題を抱えている。

これらの問題への対処には、予想以上の費用の増加とスケジュールの遅れが生じ得

る。 
 終的な見積もりは不明だが、2005 年 4 月時点では、これらの技術的課題に対応

するためには、14 億ドルの追加費用がかかると推計されている。 

d）GAO の監察結果－DOE とベクテル社の取組 

 DOE とベクテル社は、コスト増加とスケジュールの遅れにつながっている要因に

取り組むため、3 つのイニシアティブを開始した。 
① 建設を遅らせ、技術上・安全上の問題に取り組むための時間を割き、建設前の設

計を改善すること。 

② 信頼性のある費用と工期の基準を設定すること。 

③ プロジェクトの管理とプロジェクト監視を強化すること。 

 

 しかし、監察結果からは、GAO としては依然としてプロジェクトを進めるための

戦略について懸念を抱いている。懸念の対象は以下の 3 点である。 
①残りの建設プロジェクトにおいて、早期着工の設計施工一括発注方式を依然とし

て継続採用しようとしていること。 

②費用見積もりと工期の変更に信用が置けるかどうか。とりわけ、建設・契約段階

になって、残る不確実性に対処するために、スケジュールに柔軟性があるのかど

うかが不明なこと。 

③効果的なプロジェクト管理と監視を保証することができるかどうか。特に、 終
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的な見積費用とスケジュールが決まった後に、DOE が請負業者との契約インセ

ンティブ114を修正することができるかどうか。 

 

■GAO による指摘と各省庁の反応 

 GAO は DOE 長官に対して、3 つの勧告を行った。 

 

①早期着工の設計施工一括発注方式を止め、建設再開の前に施設または施設要素の少なく

とも 90%の設計を完成させ、技術上・安全上の問題に取り組めるようにする可能性を考

慮すること115。 

②信頼できるプロジェクト費用とスケジュール見通しを示す前に、改訂するプロジェクト

基準に、施設供用段階で起こり得る問題を含め、残存する不確実性を十分に反映させる

こと。 

③契約インセンティブを変更したり、請負業者の実績監督に対する説明責任を強化するこ

とも含め、管理統制を改善すること。 

 

 DOE は、本議会証言（testimony）の結論、及び 3 つの勧告のうち 2 つ（上記②と

③）については概ね合意した。ただし、①の当初案「工事再開前に設計の 90%を完成させ、

技術上・安全上の問題に取り組めるようにすること」については部分的な合意に留まった。

環境管理局次長からは、早期着工の設計施工一括発注方式が後のプロジェクト費用の増加

やスケジュールの遅延につながっているため、これを止めるつもりであることが表明され、

既に DOE は設計と施工の間を 1 年以上空けることによって対応を始めている、との言及

があった。他方で、設計の 90%を完成させ、技術上・安全上の問題に取り組むことによる

建設の遅れを懸念しており、このような施工再開の遅れが総体でどの程度の費用増加につ

ながるかわからない、とのことであった。 

 そこで GAO は当初の勧告案を修正し、①については「施設または施設要素の少なくと

も 90%の設計を完成させ、技術上・安全上の問題に取り組む可能性を考慮すること」とし

た。 

                                            
114 契約インセンティブには、請負業者に対する次の２つの報酬支払が含まれていた。 

①建設が費用および工程目標内であれば、300 百万ドル以上の報酬支払い 
②有効に機能するプラントが建設できた場合には、約 111 百万ドルの報酬支払い 

115 後述するとおり、会計検査院の当初の勧告は、「施設または施設要素の少なくとも 90%の設計を完成

させ、技術上・安全上の問題に取り組めるようにすること」であったが、DOE の意見を踏まえ、「施

設または施設要素の少なくとも 90%の設計を完成させ、技術上・安全上の問題に取り組めるようにす

る可能性を考慮すること」に修正された。 
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【米国事例 04】エネルギー効率性： エネルギー省の効率性基準設定プログラムに関する

長年の課題は、エネルギー削減の先送りにつながっている 

  Energy Efficiency: Long-standing Problems with DOE's Program for Setting 

Efficiency Standards Continue to Result in Forgone Energy Savings 

2007 年 1 月（GAO-07-42） 

http://www.gao.gov/new.items/d0742.pdf 

 

■概要 

 1993 年に実施した検査報告のフォローアップ。エネルギー省（Department of 

Energy：DOE）に課せられている効率性基準の設定作業のほとんどが定められた期間内

に行われていない原因について調査を行うもの。進捗管理を行うための対応の必要性を指

摘するとともに、予算内で十分な資源配分が必要であると指摘。 

 

■経緯 

 1975 年、エネルギー政策・保全法（Energy Policy and Conservation Act：EPCA）

に基づき、議会は DOE に対して、冷蔵庫、食器洗浄機、暖房路、温水器のような一般消

費財の製造業者を対象にしたエネルギー効率性に関する 低限の達成目標を設定すること

を要請した。その後議会は法改正を行って対象商品を拡大し、蛍光電灯、給排水衛生機器、

ボイラー、電動モーター等の産業用機械も対象となった。 低限の達成目標を設定するこ

とでエネルギー効率性に関する基準を設けていくやり方は、 もエネルギー効率性の低い

製品を市場から排除していくこと116を目的としている。その後もエネルギー政策・保全法

は改正されていくが、製造業者や州政府の利害を反映しつつも、連邦としての統一された

エネルギー効率性に関する基準として見なされてきた。なぜなら同法では、州政府や地方

政府が、DOE との協議を経ずして、連邦基準よりも厳しい州・地方独自の基準値を設定

することを禁じているからである。同法の議会通過により、独自の基準を設定していた

州・地方政府は一律に基準を改正した。これにより、省エネルギーの達成のみならず、製

造業者の規制対応コストが下がることで、 終的には消費者価格の低下に寄与することも

期待されていた。 

 議会は、DOE がエネルギー効率性基準を設定する締切を設けるとともに、製造業者に

対して同基準の遵守義務を負わせている。したがって DOE は、連邦政府の一般的な規制

策定プロセス――基準の設定・改訂によってもたらされる技術的・経済的影響の事前の分

析、基準案の一般告示、得られたパブリックコメントの反映等――に則り基準を設定・改

訂することが求められている。 

                                            
116 この点で、DOE による「エネルギー効率性基準」プログラムは、DOE と EPA が共同で実施してい

る、 も効率の良い製品を特定して推奨するための自主的ラベル表示プログラム「エネルギースタ

ー」プログラムとは異なっている。 
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 GAO は、1993 年 3 月に検査報告117をまとめており、そこで、基準設定に関して、締

め切りから遅れて基準が設定されたケース、もしくはいまだに基準が設定されていないケ

ースがほとんどであること、その主たる原因は資源配分が不十分であることについての指

摘を行った。議会は 2005 年にとった措置はこの点――DOE のエネルギー効率性基準の

設定に遅れが出ていること――について対処するものであり、2005 年エネルギー政策法

において、DOE に対し、まずは 2006 年 2 月までに第 1 回目118の、その後も 6 か月ごと

に、それぞれ業務の遅れの解消状況について報告を行うことを要請した。 

 このような状況を踏まえ、GAO では、以下の 2 点について調査を実施した。 

 

 ① DOE がエネルギー効率性基準の設定に関して、どの程度の義務を果たしているの

か。 

 ② DOE の業務の遅れを解消する計画は有効か、または改善され得るのか。 

 

 

■検査方法 

 調査は、2005 年 6 月から 2007 年 1 月までの期間で行われた。 

 まず、消費財や産業用機械のエネルギー効率性基準の設定に関する制度上の要請事項や

設定の締め切り、DOE のウェブサイト上で確認できるプログラムについての情報、プロ

グラム担当者から提供された情報、DOE が 2006 年 1 月、同 8 月にそれぞれ行った議会

報告について検証を行った。 

 インタビューを行った対象は、DOE のプログラム担当者、総評議会担当室の担当者、

ローレンス・バークレー国立研究所、国立エネルギー技術研究所、国立標準技術院の担当

と、運輸省の規制プロセスの専門家、そしてエネルギー関係の複数の業界団体等、多岐に

わたっている。かくして、DOE のルール策定プロセス、エネルギー効率性基準によりも

たらされる省エネルギー効果、プログラムに投じられた資源についてのデータ分析を行っ

ている。 

 加えて GAO では、DOE の業務の遅れの原因を追及することと、DOE が立てた計画を

評価することを目的として、エネルギー効率性に関する専門家会議を組成した。これは、

33 人の専門家・利害関係者に対するウェブベースでのデルファイ法に基づくインタビュー

である。通常のデルファイ法は、各個々人の意見を体系的に聴取するとともに、意見の集

約・コンセンサスを得ていく手法であるが、今回の調査では、第一段階として DOE の業

務の遅れの原因について幅広く意見を聴取するインタビューを行い、第二段階では第一段

階で得られた原因について、どの原因が多大な影響をもたらしたのか、その解決策として

                                            
117  Energy Conservation: Appliance Standards and Labeling Programs Can Be Improved, 

GAO/RCED-93-102 
118 第 1 回目の議会報告は 2006 年 1 月になされている。 
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何が考えられるかを聴取するインタビューを行った。会議メンバーの選出では、エネルギ

ー効率性基準に関する知見を有しており、かつ、DOE によるルール策定についても理解

している者として、連邦政府･州政府の役人、産業界、業界団体、消費者団体、公益事業体、

DOE 退職者等から選定した。専門家会議の意見については、33 人のメンバーのうち 3 分

の 2 以上の同意が得られた事項については「ほとんどの者が同意」、同じく 2 分の 1 以上

の同意が得られた事項については「過半数の者が同意」と表現した。 

 

■検査結果 

 DOE は、エネルギー効率性基準の設定に関する 20 の製品分類について議会が設定した

34 種類の締め切り日を守ることができず、その遅れは 1 年から 15 年にまで及んでいる。

計画どおり（締め切り日から 1 年以内の遅延）にエネルギー効率性基準を設定することが

できたのは、冷蔵庫・冷凍庫、小規模暖房炉、衣類洗濯機の 3 つの製品分類のみで、残り

の 17 の製品分類については、締め切りから大幅に遅れて基準が設定されたか、いまだに

基準が設定されていない。ローレンス・バークレー国立研究所の推計によれば、大半のエ

ネルギーを消費する 4 つの種類の消費財――冷蔵庫・冷凍庫、集中空調装置、温水器、衣

類洗濯機――においてエネルギー効率性基準の設定が遅れたことにより、2030 年までに

少なくとも 280 億ドル分のエネルギー節約が不可能になったと試算している。 

 

図表 37 DOE によるルール策定の時宜性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

締め切り前 

1 年以内 

1～5 年 

5～10 年 

10～15 年 

遅 延 

基準の数 

策定済の基準 未策定の基準 
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 DOE が 2006 年 1 月に行った議会報告では、業務の遅れの原因となった事項をいくつ

か列挙している。そこには、ルール策定に関する当初スケジュールがあまりにタイトであ

ったこと、内部レビュープロセスに長い時間がかかっていること等が記載されているが、

インタビュー調査を行った結果、DOE の担当者はこれらの理由について同意しなかった。

GAO の専門家会議は、総評議会によるレビュー方式ではあまりに時間がかかりすぎ、か

つ、DOE は基準設定作業に対して優先的に資源配分を行わなかったことが原因であると

指摘している。しかし GAO では、DOE がルール策定過程におけるボトルネックを特定す

るのに必要なデータを持っていないことが遅れのより根本的な原因であると指摘した。 

 DOE は 2011 年までに遅れを解消する計画を議会に報告しているが、プログラム管理

データの欠落とともに、締切を守るための責任を保証する有効なプロジェクト管理計画を

も欠いている。DOE の計画では、業務量は 6 倍になるが必要な資源の増加はわずかであ

り、生産性の向上によって業務量を管理することとなっている。 

 

■GAO による指摘と各省庁の反応 

 GAO は、DOE は透明なプロセスを確保し、十分な資源配分を行う等、効果的なプロジ

ェクト管理の要素を備えるべきである、との勧告を行った。具体的には、①DOE が開始

したデータ収集のためのトラッキングシステムの確立に向けた努力をさらに行うことで、

遅れの原因を突き止め、より効率的にルール策定プロセスを管理できるようになること、

②締め切りに向けての中間目標・中間締め切りを設定し、それをすべての利害関係者に公

開・共有することによって、組織内の関係者が締め切りを遵守するという責任を負うこと、

③DOE の持ち得る予算の範囲内において、十分な資源を当該プログラムに配分すること

を指摘している。 

 GAO は、本検査報告のドラフト版を DOE に送付した。DOE は GAO の勧告内容に対

する返答はしていないが、調査結果について 2 点意見を表明している。1 点目は、遅れの

原因は複雑に絡み合っており、1 人の個人または 1 つの組織――総評議会での検討プロセ

ス――に帰するのは不正確ではないかとの指摘、2 点目は、本検査報告（勧告）は 2005

年のエネルギー政策法（EPAct）以降に同省が行った基準設定に関する改善措置を反映し

ていないとの指摘である。2 点目については DOE の意見を受け入れ、検査報告内でその

旨の加筆を行ったものの、1 点目については、プログラム関係者へのインタビュー、専門

家会議での検討結果から見ても、GAO 側の判断は妥当であるとして、DOE の意見を退け

ている。 
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【米国事例 05】沿岸湿地帯： ルイジアナにおける過去の教訓は、将来の湿地帯の復元や

保護に役立てることができる 

  Coastal Wetlands: Lessons Learned from Past Efforts in Louisiana Could Help 

Guide Future Restoration and Protection 

2007 年 12 月（GAO-08-130） 

http://www.gao.gov/new.items/d08130.pdf 

 

■概要 

 ルイジアナ州の沿岸湿地帯の保全・再生を目的として行われている複数省庁の 147 事業

について、それぞれの特徴により類型化しつつ費用・便益を整理、さらに、これまでの取

組を通じて得られた教訓について整理したもの。本報告には勧告を含まない。 

 

■経緯 

 アラスカ州・ハワイ州を除く 48 州に点在する沿岸湿地帯の 40%はルイジアナ州に集中

している。しかし、連邦地質調査局（U.S. Geological Survey）では、1930 年代以降ル

イジアナ州において 120 万エーカーもの沿岸湿地帯が嵐・海面上昇・地盤沈下によって失

われ、さらに向こう 50 年の間、毎年 10,800 エーカー（17 平方マイル）が消失していく

ものと予想している。 

 

図表 38 ルイジアナ州の沿岸湿地帯の 2000～2050 年の変化（予想） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メキシコ湾 

ルイジアナ州 

アーカンソー州 

ミシシッピー州 
テ
キ
サ
ス
州 

第 1 区 

第 4 区 
第 3 区 

消失するエリア（2000-2050） 
出現するエリア（2000-2050） 
水 （変化なし） 
陸地（変化なし） 

第 2 区 

  第 1 区 61 平方マイル 
  第 2 区 186 平方マイル 
  第 3 区 229 平方マイル 
＋）第 4 区 37 平方マイル 
 合  計 513 平方マイル 
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 こうした沿岸湿地帯は、野生生物や商業利用にとって重要であるとともに、嵐や台風等

によってもたらされる津波・高潮に対する天然の緩衝地としても重要なものである。例え

ば、陸軍工兵隊（U.S. Army Corps of Engineers）では、2.75 マイルの沿岸湿地帯の存

在が、津波・高潮の高さを 1 フィート低くするとの試算を行っている。ルイジアナ州の沿

岸湿地帯の消失が進行したことが、2005 年のカトリーナ台風（8 月）やリタ台風（9 月）

の被害を甚大化し、ニューオリンズ、ルイジアナ州沿岸部、ひいてはメキシコ湾岸地域の

洪水をもたらしたと、一般的にとらえられている。 

 1990 年に議会を通過した沿岸湿地帯計画保全再生法（Coastal Wetlands Planning, 

Protection and Restoration Act：CWPPRA）に基づき、1990 年以降、沿岸湿地帯の消

失を食い止めるための様々なプログラムが開始された。同法に基づき、ルイジアナ州沿岸

湿地帯保全再生タスクフォースが組成され、5 つの連邦機関――陸軍工兵隊、米国魚類野

生生物局119、環境保護庁（Environmental Protection Agency：EPA）、海洋水産局120、

天然資源保全局121――とルイジアナ州政府が参画する形で、関連する事業についての予算

配分・計画・事業実施の進捗管理・モニタリング等についての判断を行ってきている。 

 

図表 39 ルイジアナ州沿岸湿地帯保全再生タスクフォースの組織図 

 

                                            
119 US Fish and Wildlife Service（FWS）。内務省の一機関。 
120  National Marine Fisheries Service（NMFS）。商務省の一機関である海洋大気庁（National 

Oceanic and Atmospheric Administration：NOAA）の一部局。 
121 Natural Resources Conservation Service（NRCS）。農務省の一機関。 

タスクフォース 

技術委員会 

計画･評価サブ委員会 

環境 WG エンジニア WG 経済 WG モニタリング WG 
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 さらに近年、議会は向こう 20 年にわたるルイジアナ州沿岸部を対象にした数十億ドル

規模の新しい基金を設立する法案を可決した。将来発生するかもしれないカトリーナ台風

級の災害を未然に防止する上での沿岸湿地帯の重要性、及び、現在進行中もしくは今後実

施予定のルイジアナ州沿岸湿地帯の保全・再生事業への示唆との観点から、GAO は、議

会を支援すべく、院長の権限の下で、CWPPRA に基づく各種プログラムをレビューする

こととした。具体的には、以下の 2 点を目的として調査を実施した。 

 

 ① 沿岸湿地帯を保全・再生するために設計、建設された事業を特定し、その費用と便

益を推計すること 

 ② 将来の保全に役に立つであろう過去・進行中の再生努力から得られる知見を整理す

ること 

 

 

■検査方法 

 調査は、2006 年 10 月から 2007 年 10 月までの期間で行われた。 

 まず、関連する事業の類型化を行うべく、計画段階、建設中、完了済、終了済のすべて

の事業について、事業計画、設計図、プロジェクト管理者による技術シート、モニタリン

グ計画・報告書等の書類をレビューした。さらに、陸軍工兵隊、米国魚類野生生物局、

EPA、海洋水産局、天然資源保全局それぞれの本部とルイジアナ州に設置しているオフィ

スの担当者、ルイジアナ州天然資源省に対してインタビューを行った。また CWPPRA に

基づき行われている 3 つの事業と、それ以外に陸軍工兵隊が展開している 2 つの事業につ

いての現地視察も行っている。 

 将来の保全・再生事業を策定する上で参考となるであろう教訓を過去の事業から抽出す

ることを目的として、プログラムの決算報告、タスクフォースや技術委員会の議事録、ル

イジアナ州による年次プロジェクトレビュー報告書等をレビューするとともに、連邦レベ

ルのプロジェクト管理者やタスクフォース・WG メンバー、州政府の担当者に対するイン

タビューを行った。 

 

■検査結果 

 CWPPRA の下、連邦各府省及びルイジアナ州政府は、過去 17 年間にわたり 12 万エー

カーの沿岸湿地帯（ルイジアナ州全沿岸部の 3%）を保全・再生するために 147 の事業を

講じてきている。これらは 12 の類型――淡水導入／堆積物の除去／河口管理／草地の造

成／海岸線の保護／水文学的再生／草地管理／島嶼部護岸工事／植物性防護壁設置／土手

造営／堆積物・養分の貯留／侵略性動植物の管理――に分類され、中でも、「海岸線の保

護」と「水文学的再生」に関する事業が多い。 
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 それぞれの事業は、10～10,000 エーカーの領域を対象として、事業承認から建設まで

平均で 5 年程度、そして運用を平均で 20 年程度行うよう事業設計されている。2007 年 6

月時点で 147 事業のうち、74 事業が建設済み、16 事業が建設中、57 事業が設計段階に

ある。ほとんどの事業が本格的な事業であるが、22 事業は新しい技術・手法を検証するこ

とを目的としたデモンストレーション事業である。事業に投じられている費用は、湿地帯

に植物を植える事業での 1 エーカー当たり 9,000 ドルから、島嶼部の護岸工事での 1 エ

ーカー当たり 54,000 ドルまでまちまちであり、2007 年 6 月時点で 17.8 億ドルの費用が

投じられている。今後も事業のライフスパンに合わせて継続的な資金が必要となる。しか

し、再生した湿地帯は、時の経過とともに侵食や地盤沈下の危機にさらされる。また、

CWPPRA のプログラムは包括的な評価・監視を意図したものではないので、建設事業が

集合的に成功したと決めることはできない。 

 かつての、そして現在進行中であるルイジアナ州での沿岸湿地帯を保全・再生するため

の事業の経験を通じて将来の計画や戦略に対する重要な教訓が得られている。連邦政府の

5 機関とルイジアナ州政府の役人がタスクフォースを通じて協力するという珍しい事業ス

キームによって、極めて幅の広い事業を展開できており、とりわけ重要なのは、生物学者、

科学者、民間エンジニア等が協力して、実行可能かつ達成可能な保全・再生事業を計画・

設計していることにある。タスクフォースでは、委員会やワーキンググループを組成して

テーマ別に、それぞれの機関が連携して検討を行う場・機会を設定している。 

 将来において、より大規模でより複雑な保全・再生事業を進めていくのであれば、いく

つかの問題を解決していかなければならず、以下のような経験を、将来の事業展開に於い

て参考にすることが必要である。 

 

①個々の事業における予期せぬ費用の増大がプログラム全体の進捗の遅れに繋がる 

 例えば、CWPPRA に基づくプロジェクトでは、燃料費、人件費、建築資材価格の上

昇により、当初予定していた予算を大幅に上回っている事業が多い。結果的に、2007

年 10 月時点で年間予算を 1 億 9 千億ドル超過しており、それが原因となって、既に計

画段階を終えている 10 事業の予算執行が止められている状況にある。 

 

②総合的モニタリングシステムがないと目標や目的の達成・未達成を判断できない 

 ルイジアナ在住の担当者によりモニタリングが行われ、適宜報告がなされているもの

の、データ収集･報告されている指標データが限定的であるとの意見が、タスクフォース

や連邦地質調査局から寄せられている。2003 年以降、連邦地質調査局はタスクフォー

スに協力する形で、沿岸部全体を視野に入れたモニタリングシステムの開発に乗り出し

ており、予定では 2008 年に本格稼働するものと目されている。しかし、仮にモニタリ

ングシステムが本格稼働し、統計分析・時系列分析が可能になったとしても、それによ

りどの事業が有効に機能しているか、予期せぬ悪影響が生じていないか等を知りうるわ
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けではない。 

 

③民有地地主に関する問題 

 ルイジアナ州沿岸部の 85%は、個人もしくは企業による民有地であり、プロジェクト

担当者が事業を実施するに際して、こうした民有地地主の事業実施の承諾を得るために

多大な時間を投じている。1 つの事業を実施する上で、1 人から 100 人規模に至る民有

地地主の承諾が必要であるとのことである。また、企業所有地で事業を行う場合、事業

実施箇所の変更や、代替地の手当て等を行う場合もあり、これによって事業費の増大が

生じている。 

 

④事業実績の不確実性 

 当初計画では予期していなかった地政学的な問題により、思ったほどの業績を上げら

れない事業も存在する。かつて、事業設計者側の責任に帰する事の出来ない技術的困難

さ等によって 20 事業が廃止となっている。 

 

⑤嵐による被害等による進行の妨げ 

 嵐や台風の発生によって、対象エリアが被害を受け、事業進捗が大幅に後退すること

もある。カトリーナ台風により、陸軍工兵隊が展開していたカーナボンプロジェクト

（ミシシッピ川の淡水を近隣の湿地帯に送り込むプロジェクトで 1991 年から実施）の

25,000 エーカー以上の湿地帯が甚大な被害を受けた。 

 

■GAO による指摘と各省庁の反応 

 本検査において、GAO は勧告を行っていない。むしろ GAO は、ルイジアナ州の沿岸湿

地帯保全のために、今後より多くの努力が払われるであろうから、CWPPRA に基づく過

去の事業から得られた教訓を十分に考慮すべきである、という点を強調している。 

 本検査結果は、関係省庁――商務省、国防総省、内務省、EPA、農務省――に対して送

付され、コメントが要請された。ドラフト版の段階において、EPA は全体について同意し

た。商務省（海洋大気庁）は調査結果については正確であり完全であると大筋で認めたも

のの、モニタリングに関する指摘については同意しなかった。本来、こうした総合プログ

ラムの有効性について科学的な判断を行うためには、長期にわたるデータ収集を行う必要

があるにもかかわらず、個々のプロジェクトベースでのデータ収集に重きを置きすぎてい

るというのが商務省側の指摘であり、その主張の一部を認めて 終版の報告としている。

また、商務省・国防総省からはいくつかの技術的なコメントを得ている。他方、内務省、

農務省からはコメントはなかった。 
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2．イギリス 

（1）検査体制 

■全体 

 2009 年 6 月に英国会計検査院（National Audit Office：NAO）では、院長が交代

（Tim Burr 氏から Amyas Morse 氏）し、7 月に大きな機構改編が行われている。以前

は、会計検査院長（Comptroller and Auditor General：C&AG）の下に、6 人の院長補

（Assistant Auditor General：AAG）が存在し、それぞれに院外業務（検査）と院内業

務とが割り振られ、担当局を指揮する形となっていたが、2009 年の機構改編により、1

人の 高執行責任者（COO）と 4 人の院長補が配置されるようになった122。 

 

図表 40 最高執行責任者・院長補の担当業務 

 院外業務（検査） 院内業務 

COO 
Michael Whitehouse 氏 
（2002 年～AAG） 
（2009 年～COO） 

政府横断的問題 戦略、業務運営、能力開発 

Gabrielle Cohen 氏 
（2005 年～） ―― 

渉外（議会・受検庁・利害関係

者）、メディア、ナレッジマ

ネジメント、マーケティン

グ、院内ガバナンス 

Ed Humpherson 氏 
（2007 年～） 

財務省、国税庁、エネルギ

ー･気候変動省、ビジネス･イ

ノベーション・技能省、運輸

省／PFI・PPP、規制、金融

機関監視 

―― 

Wendy Kenway-Smith 氏 
（2000 年～） 

子ども・学校・家族省、コミ

ュニティ・地方自治省、環

境・食糧・農村地域省、保健

省、雇用年金省 

ニューキャッスル支部 

AAG 

Martin Sinclair 氏 
（1999 年～） 

防衛省、外務省、国際協力

省、内務省、司法省、北アイ

ルランド政府 

国際業務 
 

資料）NAO ウェブページより作成 
  （http://www..org.uk/contact_us/management_board/management_board_biographies.aspx） 

                                            
122 もとの 6 人の院長補のうち 1 名（Michael Whitehouse 氏）が COOに昇格、1 名（Caroline 

Mawhood 氏）が英国勅許公共財務会計協会（Chartered Institute of Public Finance and 
Accountancy：CIPFA）の会長に就任。 
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 2009 年年次報告書によれば、NAO 全体で職員が 921 人（このうち常勤職員は 864

人）存在し、330 人超が会計士の資格を有し、約 200 人が会計士の資格を得るべく訓練の

過程にあるとしている。また、財務検査に従事している職員は 489 人、VFM 検査に従事

している職員は 303 人と報告されている。 

 

■環境検査担当 

 2008 年 10 月に、ビジネス･イノベーション・技能省が所掌していたエネルギー政策と、

環境・食料・地方問題省が所掌していた気候変動緩和政策を併せて所掌するエネルギー・

気候変動省（Department of Energy and Climate Change：DECC）が設立された。前

述のとおり、英国の環境政策を所掌する主たる省庁――環境・食糧・農村地域省 Defra と

エネルギー・気候変動省 DECC――の検査を担当する局が異なっている状況にある。ちな

みに、2008 年 10 月以降、NAO が発表した VFM 検査報告書の担当ディレクターを整理

すると、双方の省の VFM 検査を担当するディレクターがそれぞれ存在している状況が伺

える。 

 

図表 41 環境政策関連 VFM 検査報告書の担当ディレクター 

公表日 報告書タイトル 担当ディレクター 

2008 年 11 月 21 日 Natural England’s Role in Improving 
Sites of Special Scientific Interest 

2009 年 2 月 4 日 The Warm Front Scheme 

2009 年 3 月 4 日 The health of livestock and honeybees in 
England 

2009 年 10 月 15 日 
A second progress update on the 
administration of the Single Payment 
Scheme by the Rural Payments Agency 

Philip Gibby 氏 
Director of Environment, 
Food and Rural Affairs, 
Value for Money 

2009 年 4 月 20 日 
European Union Emissions Trading 
Scheme: A Review by the National Audit 
Office 

2009 年 4 月 29 日 Addressing the environmental impacts of 
Government procurement 

2009 年 7 月 31 日  Briefing for the Environmental Audit 
Committee: Adapting to Climate Change 

Jill Goldsmith 氏 
Director of Energy and 
Climate Change Value for 
Money and Environmental 
Sustainability 

2009 年 1 月 14 日 
Department for Environment, Food and 
Rural Affairs: Managing the waste PFI 
programme 

David Finlay 氏 
Director of PFI Development 

資料）NAO ウェブページ（http://www..org.uk/publications.aspx）等より作成 
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（2）検査事例・全体傾向 

 NAO では、全体で年間およそ 70～90 件のレポートを公表しており、各年度に公表した

レポートを、分野毎・機関毎に整理して実績数をホームページ上で報告している。この実

績数を見ると、件数にして年間 5～10 件、全体の 1 割弱が『環境』分野に該当する検査報

告であると報告されている（この他にも、他の検査分野に区分されていながら実質的には

環境政策に関連する検査を行っている事例も散見される） 

 

図表 42 NAO の検査報告の推移 

年（1 月～12 月） CY2002 CY2003 CY2004 CY2005 CY2006 CY2007 CY2008 

検査報告数 68 71 71 71 99 91 92 

 うち「Environment, sustainability 
& rural affairs」 4 5 3 6 7 9 7 

割 合 5.9% 7.0% 4.2% 8.5% 7.1% 9.9% 7.6% 
資料）NAO ホームページ（http://www..org.uk/publications.aspx）より作成 

 

 ここで、英国の環境保全政策に対する検査事例の全体傾向を見るために、INTOSAI 環境

検査ワーキンググループが構築している環境検査事例データベースに「業績検査」に該当

するものとして報告されている 2008 年度の環境政策検査全 7 事例について、その概要を

まとめたものが次頁以降の一覧表である。 

 検査の指摘・勧告内容にしたがって検査傾向を以下の 7 つに分類すると、米国と同様に

英国でも「政府の有効な活動のあり方に関する検査」が も多い 5 件で、全体の過半を占

めていることがわかる。 

＜指摘・勧告内容に基づく検査分類＞ 

① 政府の有効な活動のあり方に関する検査 

② 民間市場への政府の介入のあり方に関する検査 

③ 規制の設計のあり方に関する検査 

④ ベストプラクティスの紹介 

⑤ 予算や人員の配分のあり方に関する検査 

⑥ 同種の複数の事業に関するプロジェクト評価 

⑦ その他（必ずしも環境保全政策分野に特有の検査ではないもの） 

検査事例 検査分類 検査事例 検査分類 
事例 1 ① 事例 5 ①⑤ 
事例 2 ① 事例 6 （議会要請による調査） 
事例 3 ①⑥ 事例 7 （議会要請による調査） 
事例 4 ①⑥   
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図表 43 2008 年に行われた環境検査事例 
タイトル 事例 

番号 
年 

報告 
番号 原文 邦訳 

検査の目的 検査結果 指摘・勧告内容 分類 

1 08 
HC309 
Session 
2007-08 

Defra: 
Management of 
Expenditure 

環境・食

糧・農村地

域商：支出

の管理 

環境・食糧・農村地域省（Defra）は過

去にも度々過少支出等の財務管理面での

問題点を指摘されていた。2007 年 4 月

には、①利用可能な予算だけを執行機関

に配分すること、②月末の財務報告の質

や適時性を改善すること、③全体の財務

管理能力を改善すること、④より早い年

度会計の準備や遂行を達成すること、を

目的とする「財務管理改善プログラム」

を策定していることから、Defra がさら

に関心を払うべき分野について特定する

ための調査を実施。 

歳出管理を改善するための主要要素として、次

の項目を抽出。 
 組織の戦略的目的に基づいて資金を配分する

こと 
 作業計画（Work Plan）に基づいて予算を

立て、それを厳密に遂行しようとすること 
 マネジャーには人や金等の資源管理を説明で

きるようにさせること 
 精査を通じて財務管理の内容を取り上げ、そ

れを経営会議で議論すること。それによっ

て、リスクに取り組むための早期の是正行動

を取れるようにすること。 

以下の 6 点を勧告。 
 2007 年度の包括的支出レビュー

とバランスするよう 2008-09 年

度予算を立てること 
 Defra・同執行機関の予算を毎年

の戦略的目的に合致させること 
 異なる行動間の毎年の歳出予測

をベンチマークする手段を開

発、Defra の戦略目的をサポー

トすべく他に再配分する資源が

ないかを上級公務員に判断でき

るようにすること 
 予算保持者の業績を人事評価や

能開計画とリンクすること 
 執行機関からの月次進捗報告に

必要な時期・情報を特定し長官

が執行機関に効果的に関与でき

るようにすること 
 財務長官の財務管理改善プログ

ラムの勧告にしたがい、Defra
の監査・リスク委員会が財務管

理の改善を支援、精査できるよ

うにすること。 
 

①政府の

有効な活

動のあり

方に関す

る検査 

2 08 ―― 

Export Credits 
Guarantee 
Department 
and 
sustainability 

輸出信用保

証局と持続

可能性 

下院環境検査委員会の要請によるもの。

輸出信用保証局（ECGD）は、英国の輸

出業者に対して商業ベースでは得られな

い財務保証や保険を提供、ビジネス・企

業・規制改革省（BERR）大臣に報告す

る義務を負う。本検査は、ECGD の運営

に関する概要を調査するもの（ただし

ECGD の業績評価を行うものではなく、

その運営についての事実に基づく情報を

提供、ECGD の目的の範囲内で持続可能

な開発をどこまで達成できたかについて

情報提供することを目的としている） 

過去数十年間、ECGD のポートフォリオは収

縮し続けており、英国輸出業者の 1％未満を支

援しているに過ぎず、そのほとんどを軍事・民

生用航空宇宙産業で占めている。輸出許可を必

要としない軍事輸出を含む民生非航空宇宙産業

の申請について、ECGD は環境・社会影響評

価を実施しているが、2007-08 年度の場合、

当該評価が必要なのは 96 件のうち 13 件の

み、そのほとんどは低インパクトに留まる。民

生用航空宇宙産業や輸出許可が必要な軍事輸出

についてはその手続を取っておらず、2007-
08 年度では金額で 87％を占める。2000 年度

以降、ECGD は 低限の環境・社会基準に満

たないとして、申請を却下したケースはない。 
 

―― 

①政府の

有効な活

動のあり

方に関す

る検査 
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タイトル 事例 
番号 

年 
報告 
番号 原文 邦訳 

検査の目的 検査結果 指摘・勧告内容 分類 

3 08 
HC1164 
Session 
2007-08 

Programmes to 
reduce 
household 
energy 
consumption 

家計でのエ

ネルギー消

費削減プロ

グラム 

英国全体のエネルギー消費の 30％を家

計での消費が占めている。エネルギー効

率を高めエネルギー消費を減少させるプ

ログラムによって、典型的な家計はエネ

ルギー費用を約 30％減少させることが

できる。政府はエネルギー消費について

2010 年には 2001-05 年レベルより全部

門で 9％減少させる目標を立てている。

家計については、2010 年までに 11％減

少させ、2016 年までにさらに 2％減少

させる目標を立てている。一方、エネル

ギー効率性については、2010 年には

2000 年比で 20％のエネルギー効率の向

上を目指している。住宅部門において、

毎年 1990 年より 420 万トンの炭素排出

削減を目標にしている。本検査は、政府

が作成したこれらのプログラムを検証す

るもの。 

1990～2004 年の間、家計エネルギー効率性

は年率 1.4％で改善したが、家庭・エネルギー

消費機器増加等により相殺されてきた。2004
年以前には家計のエネルギー消費や効率性に関

する特段の目標は無かった。Defra を中心に各

省庁は 2004 年と 2007 年の「エネルギー効率

行動計画」の策定等により、家計のエネルギー

効率とエネルギー消費に対して体系的アプロー

チを行うようになった。しかし、将来の家計の

エネルギー効率とエネルギー消費については、

現プログラムの継続や新プログラムの策定にか

かる。厳しい建築法、エネルギー供給者の義

務、家庭用器具の効率性、エネルギー効率表示

ラベルの改善、家計行動に影響を与える情報提

供等が考えられるが次の課題を抱える。 
 建築法違反は効率性を損なうが、違反の多寡

について具体的な情報が無い。 
 エネルギー節約手段の促進は効果はあるが、

断熱材等エネルギー効率産業の供給能力に懸

念がある。 
 デザインやエネルギー効率表示ラベルを通じ

てエネルギー効率的な器具の購入は進みつつ

あるが、英国は他の EU 諸国に比べて遅れて

おり、EU 基準適用もそれほど幅広くない。 
 家計への情報提供プログラムが家計行動に影

響を与えたか、限られた情報しかない。 

 家計のエネルギー消費について

は 2010 年以降、エネルギー効

率性については 2016 年以降の

目標値が無いので、その重要性

を十分に考察すべき。 
 家計のエネルギー効率目標値は

2004 年に設定され、 新のデー

タでは 2007 年までのデータが

とれる。Defra はデータを更新

していない。進捗をモニターで

きるようデータを改善すべき。 
 モデル構築・予測は精緻になっ

ているが、実態ベースの事後評

価が欠けている。 
 建築法違反がエネルギー効率に

与える影響を検証すること。 
 エネルギー目標が立てられる

と、エネルギー効率の悪い古い

住宅や民間住宅が問題になる。 
 家庭用器具による改善効果をモ

ニターする範囲を他の EU 加盟

国と協調しながら考えるべき。 
 家計への情報提供が少ない。 
 早期取組は費用効果的ではある

が、各省庁は 適なプログラム

ミックスで更新・改善すべき。 

①政府の

有効な活

動のあり

方に関す

る検査 
 
⑥同種の

複数事業

に関する

プロジェ

クト評価 

4 08 ―― 
Renewable 
energy: options 
for scrutiny 

再生可能エ

ネルギー：

監査のため

の選択肢 

下院環境検査委員会の要請によるもの。

再生可能エネルギーについて調査を行っ

たもの。再生可能エネルギーの定義、英

国にとって適用可能な目標・目的、それ

をサポートする技術やエネルギー消費に

ついて調査。今日までの進歩やさらなる

発展のための障害、政策や施策、政策手

段について責任を有する公的団体を記述

する等、政策の見通しについて調べるこ

とを目的としている。 

EU への提案目標では 2020 年までに再生可能

エネルギー消費を 15％まで高めることとなっ

ているが、現状は加盟国 27 か国中 25 位の

1.4％に過ぎない。2010 年時の目標を達成す

るためには、再生可能エネルギーの生産を 5
倍、供給を 2 倍にしなければならない。その

費用は技術進歩や関連費用等の前提条件に依存

する。再生可能エネルギーに関しては、全体包

括的戦略は存在せず、個々の戦略が存在するの

みであり、政策・施策についても種々の資金プ

ログラムがある。BERR は、目標達成のため

には向こう 12 年であらゆる部門・技術が 大

限の成長率を達成する必要があり、その関連費

用は 20 年間で 560～660 億ポンドかかること

を認めている。 

再生可能エネルギーは他の委員会

でも高い関心事項だが、本検査で

は環境検査委員会の質問に適した

以下のトピックを特定した。 
 特定のエネルギー源や技術を支

持する特質と効果 
 費用予測も含め経済学的な知見 
 再生可能エネルギー予測の政府

の意思決定への用いられ方 
 主たる公的部門の役割と責任 
 現状の政策ミックスや対応 
 再生可能エネルギー利用促進の

ための政策手段 
 再生可能エネルギー利用の成長

に影響を与える他の政策分野 

①政府の

有効な活

動のあり

方に関す

る検査 
 
⑥同種の

複数事業

に関する

プロジェ

クト評価 
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タイトル 事例 
番号 

年 
報告 
番号 原文 邦訳 

検査の目的 検査結果 指摘・勧告内容 分類 

5 08 
HC 1051 
Session 
2007-8 

Natural 
England's Role 
in Improving 
Sites of Special 
Scientific 
Interest 
【英国事例 07】 

特別科学重

要地域

（SSSIs）
の改善に係

る Natural 
England の

役割 

自然遺産保護の観点から、動植物が多数

存在するヒース、湿地、林地を特別科学

重要地域（SSSI）として指定、全英で

4,114 箇所存在。1949 年に制度導入、

2000 年に制度改正。監督官庁 Defra は

公共サービス合意（PSA）で“SSSI の
95%を 2010 年 12 月までに現状よりも

良い状況にする”との目標を掲げた。主

な執行機関は Natural England で 2000
年 4 月～08 年 3 月の間、395 百万ポン

ド（うち 77 百万ポンドは EU 予算、残

りは国家予算）を投入。これは年間 54
万ポンド（08 年換算）、1 ヘクタール当

たり 50 ポンドという規模。本検査で

は、①2010 年目標までの進捗状況、②

Natural England の業績、③SSSI の管

理に投じられているコストを調査。 

①2002 年 12 月以降の報告状況を見る限り、

目標達成に向けて順調に進捗するも、定期的モ

ニタリングの不実行、手法・記録保持方法の不

統一から、全体を詳細に把握できていない。②

総じて土地所有者との関係は良好。財政的支援

を伴う自然保護契約が奏功するも、十分なモニ

タリングはなされず。他方、是正義務を伴う規

制発動のケースはこれまで存在せず。③Defra
では、2010-11 年度までの国の年間支出を 96
百万ポンド/年と試算。ここには、民間・非政

府機関・自治体・個人の支出は含まれず。他

方、便益の正確な定量化は困難であり、景観・

自然保護便益、SSSI が果たす役割の十分な理

解がなされていない。実施業務の外部委託でよ

り費用対効果の高い事業運営の余地があるにも

かかわらず Natural England は内製化して行

うケースとの比較を行っていない。 

①モニタリング/記録保持に関する

勧告を 4 点、②財政誘導の効果に

関する確認・規制発動余地の検討

に関する勧告を 2 点、③外部委

託・民間資金導入等の検討に関す

る勧告を 5 点提示。 

①政府の

有効な活

動のあり

方に関す

る検査 
 
⑤予算や

人員の配

分のあり

方に関す

る検査 

6 08 Review 

Transport and 
the 
environment: 
Options for 
scrutiny 

運輸と環

境：監査の

ための選択

肢 

下院環境検査委員会の要請によるもの。

①運輸・旅行の顕著なトレンドについて

の要約、②国内運輸が環境に与える影響

についてこれまで理解されている情報の

整理、③運輸に責任を負う公的機関（主

要施策、政策手段）のリストアップ。 

①モード別・移動目的別に整理、②インパクト

の種類として大気・土壌・水質、さらに大気に

ついては温室効果ガス（気候変動を含む）と、

空気の質について整理。③運輸省（DfT）をメ

インに、高速道路エージェンシーや財務省の役

割、自治体の役割を記載。 

―― ―― 

7 08 Review 

UK greenhouse 
gas emissions: 
measurement 
and reporting 

イギリスの

温室効果ガ

ス削減：測

定・報告 

下院環境検査委員会の要請によるもの。

温室効果ガス削減に関して昨年度行った

2 件の検査では、削減量予測の正確性に

ついてと、費用対効果分析の活用につい

て、まとめている。温室効果ガス削減の

施策の基礎は、削減量予測の正確性に依

存するところ、測定・報告プロセスにつ

いての現状－①温室効果ガスの測定とイ

ンベントリの更新（Defra が所管）、②

各省庁による温室効果ガス削減実績・目

標達成状況の報告－を調査。 

①国際基準（国連任命の専門家が 適と評価し

た手法）に則って「生産ベース」試算を実施。

この手法では輸出入財を考慮しないが「消費ベ

ース」試算では不確実性が高いと言われる。温

室効果ガスの試算は不確実性が高く、過去試算

の 95%信頼区間を大幅に下回った。他方、二

酸化炭素試算が比較的確度が高い。Defra のイ

ンベントリ更新作業は国際基準に則っている

が、関連活動、計測エラーに関する報告記録の

公式な方法が確定せず。②各省庁は気候変動に

関する国際連合枠組条約（UNFCCC）準拠報

告と、環境会計基準準拠報告の 2 種を準備す

る状況にある。物質毎に異なる目標値・試算方

法があり、精度はまちまちで、炭素換算値の報

告を行うことになっているがその徹底もなされ

ていないところ、「気候変動法案」では、その

統一を目指している。 

―― ―― 

資料）三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング作成。 
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（3）検査事例・詳細分析 

 近年実施された環境保全政策に対する会計検査事例であり、INTOSAI 環境検査ワーキン

ググループが構築している環境検査事例データベースに「業績検査」に該当するものとし

て報告されている検査事例のうち、伝統的な規制を検査対象としたものではないと考えら

れる 18 の検査事例123について、その概要をまとめたものが、次頁以降の一覧表である。 

 この中から、調査結果や勧告・指摘の内容上、特に興味深いと考えられる以下の 7 つの

検査事例を詳細分析事例として紹介する。 

 

＜詳細分析事例＞ 

【英国事例 01】英国における排出量取引：気候変動に対する新しい対策 

【英国事例 02】イングランドにおける漁業規制 

【英国事例 03】再生可能エネルギー 

【英国事例 04】水資源管理の効率性 

【英国事例 05】2006 年の気候変動プログラムレビューにおける費用対効果分析 

【英国事例 06】将来のための建築：官庁営繕に関する持続可能な建設と修繕 

【英国事例 07】特別科学重要地域（SSSIs）の改善に係る Natural England の役割 

 

 

                                            
123 事例番号 18 は、INTOSAI 環境検査ワーキンググループが構築している環境検査事例データベース

に「業績検査」に該当するものとして掲載されているものではないが、事例から得られる示唆に鑑み

て、特別に掲載した。 
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図表 44 近年に行われた環境検査事例 
タイトル 事例 

番号 
年 

報告 
番号 原文 邦訳 

検査の目的 検査結果 指摘・勧告内容 分類 

1 09 
HC126 
Session 
2008-9 

The Warm 
Front Scheme 

ウォーム・

フロント計

画 

政府は、光熱費に年収の 10％以上を費

やす世帯を「燃料貧困」として分類して

いるが、2007 年時点ではその数は 200
万世帯と推計されている。温暖家庭・エ

ネルギー保全法（2000 年）では、人々

が燃料貧困の下で暮らすことがないよう

支援策を講じることを政府に要請してい

る。「ウォーム・フロント計画」は、民

間住宅における「燃料貧困」とエネルギ

ー効率の改善に取り組むエネルギー・気

候変動省（DECC）の主要プログラムで

ある。本検査は、1998 年・2003 年に

行った計画の検証作業に引き続き、この

計画が燃料貧困の改善に役立った程度、

実行費用、DECC の契約管理について調

査するものである。 

2005 年 6 月～2008 年 3 月の間、計画に基づ

き支出された 8 億 5,200 万ポンドは、世帯光

熱費を年間 300 ポンド削減し、ライフタイム

で計 2 億 4,000 万ポンドの節約をもたらすと

推計された。63 万 5,000 世帯が支援を受け、

86％は満足感を得ている。委託先の eaga 社は

費用節約に積極的かつ革新的であり、7 つの主

要設置作業の比較からは、費用は価格競争的

で、計画遂行は有効であり、その範囲での

VFM をもたらした。しかし、計画設計には不

備があり、適格検査に非資産調査が含まれてい

たので、燃料貧困世帯が補助金申請できない事

態をもたらした一方、比較的エネルギー効率的

資産を持っている世帯に、期間中 3,400 万ポ

ンドの補助金が支出された。省・eaga 社は、

なぜ世帯が負担金支出を取下げたり申請を止め

たりするのかを把握していなかった。結果、経

済的に不安定な世帯がどの程度本スキームから

除外されたかを推計することはできなかった。 

 燃料貧困世帯を対象とすべく、

DECC は適格検査を修正し、エ

ネルギー効率的資産を有する世

帯を除外し、導入が困難な世帯

を支援する努力に絞るべき。 
 DECC は、他計画と協調し有効

な計画管理を実施すべき。 
 DECC は、負担金支出を取下げ

たり申請を止めたりした 2 万世

帯で、費用と補助金の差額を支

払えないことを理由とした世帯

が何%あったかを検証すべき。 
 DECC は、経験と資格を有する

専門スタッフをリスクに応じて

設置、個々の契約管理に当らせ

るべき。また、バランスト・ス

コアカード（BSC）を簡便にし

契約管理チームが主要指標をレ

ビューできるようにすべき。 

①政府の

有効な活

動のあり

方に関す

る検査 
 
⑥同種の

複数の事

業に関す

るプロジ

ェクト評

価 

2 09 
HC66 

Session 
2008-9 

Managing the 
waste PFI 
Programme 

廃棄物処理

PFI プログ

ラムの管理 

1999 年の EU 指令により、自治体の廃

棄物の 70％を占める生分解性廃棄物の

埋立を、2010 年までに 95 年比 75％、

20 年までに 35％にする削減目標が課さ

れた。Defra は国の廃棄物処理戦略計画

を策定し、処理の法的責任を持つ自治体

を監督・支援する立場。自治体が廃棄物

処理プロジェクトの PFI 契約を結ぶと、

Defra から PFI 貸付を受けられる。これ

まで 18 自治体が 180 億ポンドの PFI
契約を結び、Defra は 7 億 5 千万ポン

ドの貸付を実施。2007 年包括的支出レ

ビューで、Defra はさらに暫定 20 億ポ

ンドの割当てを受けることとなった。本

検査は Defra の廃棄物処理プログラム

を次の 3 つの観点で検証する。①プロ

グラムは競争的供給市場が確立されてい

るか、②プロジェクトは適時に実行され

ているか、③財政支援対象のプロジェク

トに対して適切な監督を行っているか 

当初、Defra の取組は遅かったが、06 年以降

廃棄物処理実行プログラム（WIDP）を立ち上

げ、新たな廃棄物処理プロジェクトの市場を

創造するアプローチを取るようになった。新

規の大規模プロジェクトにはより多くの請負

業者が関心を持つようになった。資金調達の

コストは廃棄物処理プロジェクトのリスク

や、近年では金融市場における不確実性も反

映するようになった。プロジェクトの実行に

ついては、運用開始までに 5 年から 9 年を要

しており、当初の計画に比べ、落札は平均で

19 か月遅れている。契約後も計画許可を得る

ために遅れるプロジェクトもある。自治体に

対する Defra の監督・支援は改善されてい

る。これらの結果、英国は 2010 年の目標は

達成できそうであるが、2013 年の目標を達成

するためには、プロジェクト調達に要する時

間や運営開始までの時間を短縮しなければな

らない。 

 Defra は管理情報を基礎に主要

業績指標を開発、プロジェクト

の年間業績統計を出版すべき。 
 Defra は異なるタイプの廃棄物

処理プロジェクトのベンチマー

ク情報をまとめるべき。 
 Defra は廃棄物処理 PFI のため

の資金調達の費用をチェックし

他の PFI との差異傾向を分析し

自治体が PFI を引き受けるため

の評価に着手すべき。 
 Defra は契約後のプロジェクト

の監督、建設段階での監督を強

化すべき。 
 Defra は自治体に対し、早期段

階で地域住民と相談することを

促すべき。 
 EU 指令の埋立て目標を達成する

ために、Defra は自治体から十

分な情報を入手すべき。 

①政府の

有効な活

動のあり

方に関す

る検査 
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タイトル 事例 
番号 

年 
報告 
番号 原文 邦訳 

検査の目的 検査結果 指摘・勧告内容 分類 

3 09 
HC288 
Session 
2008-9 

The health of 
livestock and 
honeybees in 
England 

イングラン

ドにおける

家畜とミツ

バチの健康 

2001 年の口蹄疫の流行は 80 億ポンド

の費用を要し、早期管理されない場合の

衝撃の大きさを示した。2007 年には鳥

インフルエンザ、口蹄疫、ブルータング

病の発生があった。本検査は、報告義務

のある固有・外来の家畜の病気への対処

に焦点を当て、次の視点から調査を行う

もの。①Defra は傘下の執行機関ととも

に、家畜や蜜蜂の疾病の拡散や衝撃を封

じ込めることができたか、②Defra は議

会から提供された資金を有効に使用した

か、③Defra は病気発生のリスクを 小

化するための予防措置への支出に対し

て、費用と便益をバランスさせたか。 

報告義務のある家畜病・蜜蜂の病気に関する

政策の実施は、Defra が全体的な責任を持

ち、自治体は Defra や動物保健局と協力して

法定上の役割・責任を負う。Defra は 2007-
08 年度に動物保健に対し 3.81 億ポンド支出

し、うち 1.07 億ポンドは活動支援補助金だっ

た。Defra や動物保健局は、07 年の鳥インフ

ルエンザ、口蹄疫、ブルータング病の発生に

対して効果的に対処した。01 年の口蹄疫発生

時に比べると。即時の対応がとられ、影響地

域は相対的に狭かった。その意味では、動物

保健局の外来家畜病対処用の推計 3,300 万ポ

ンドの支出は、病気が拡散した場合の経済的

コストに比べて VFM があると言える。これ

に対して、固有病や蜜蜂の病気への対処につ

いては成果が乏しい。病気管理のための進歩

は見られたが、より多くの個体数に病気が拡

散している。Defra は農場のバイオセキュリ

ティ基準を確立していない。Defra や執行機

関は、特定検査や予防作業の中に、現地調査

での牛結核テストや同様の試験の中でとられ

る農場バイオセキュリティの評価の要素を入

れていない。さらに、Defra は介入策の費用

と便益を定期的に評価するための、また、透

明性があって公平な費用分担スキームを支え

るための疾病管理に関する十分財務的または

業績上の情報を持っていない。 

 Defra は、即時テスト、感染動

物の隔離、バイオセキュリティ

や畜産学的手段を通じてのリス

ク削減等、さらにどのような対

処が可能か決めるべきである。

蜜蜂の病気予防に関してはデー

タが不十分なので、蜜蜂所有関

係者との関係を強化すべき。 
 動物保健局は、Defra や農場関

係者と協議して、検査職員が農

場のリスク暴露量を評価できる

よう、異なる家畜部門に適用で

きるガイドラインや基準を開発

すべき。Defra は農場関係者に

バイオセキュリティ基準を遵守

するインセンティブを与え、疾

病を予防するステップが守られ

なかった場合の罰則を課すべ

き。 
 養蜂業者に関して、登録義務等

の強制手段を採る前に、全国養

蜂団体は業者登録が進むアプロ

ーチを採るべき。Defra は、全

国養蜂団体の調査研究の優先順

位付けを支援し、蜜蜂保健プロ

グラムに資する応用研究ニーズ

とのバランスをとるべき。 
 牛結核の義務検査を実施すべく

動物保健局は自治体と協力し強

制実施のレベルを決めるべき。 
 Defra は全国養蜂団体が養蜂業

者に対して十分な検査を提供し

助言をするために、どのような

能力が必要かを評価すべき。 
 Defra は 2009-10 年度から資金

の流れを記録、個別疾病予防プ

ログラムに対して定期的に費用

を割り当てるべき。 
 
 
 

①政府の

有効な活

動のあり

方に関す

る検査 
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タイトル 事例 
番号 

年 
報告 
番号 原文 邦訳 

検査の目的 検査結果 指摘・勧告内容 分類 

4 07 
HC 324 
Session 
2006-7 

Building for the 
future: 
Sustainable 
construction 
and 
refurbishment 
on the 
government 
estate 
【英国事例 06】 

将来のため

の建築：官

庁不動産の

持続可能な

建設と修繕 

政府は、官庁営繕の持続可能性に関する

政府目標を設定している。30 億ポンド

の予算を官庁営繕に投じており、持続可

能性を高めることができれば、長期的視

野での VFM が達成されることになる

が、環境影響評価や格付け目標について

全体の 80%が目標を達成していないと

の調査結果が得られている。さらに、二

酸化炭素削減、省エネ・水資源に関する

新たな目標が導入されれば、さらに達成

度合いは低くなる。 

いくつかの障害がある。①責任官庁がいくつ

かに分かれており、統一的な指針が存在しな

いこと、②比較的小規模なプロジェクト（特

に修繕）が多く、省庁スタッフに知見が蓄積

していない、③持続可能性と VFM の対立と

いう間違った概念が流布している（長期的視

野で見た場合の VFM という概念が浸透して

いない）、④期待される便益の試算、過去プ

ロジェクトの評価、新規プロジェクトに応用

可能なノウハウ等についての蓄積がない。 

中心官庁である Defra、OGC（政

府調達庁）、貿易産業省（DTI）
が、いくつかの局面において先導

的な役割を果たすべきであるこ

と、財務省と OGC はガイダンス

の作成と政府目標の設定を行うこ

とを勧告。 

①政府の

有効な活

動のあり

方に関す

る検査 
 
⑤予算や

人員の配

分のあり

方に関す

る検査 
 
⑦その他 
 

5 07 Review 

Cost-
effectiveness 
analysis in the 
2006 Climate 
Change 
Programme 
Review 
【英国事例 05】 

2006 年の

気候変動プ

ログラムレ

ビューにお

ける費用対

効果分析 

下院環境検査委員会の要請に基づくも

の。気候変動関連の施策に投じられてい

る予算は巨額であり、06 年 10 月のス

ターンレビューによれば、気候変動がも

たらす影響は世界の 1 人あたり GDP の

5～20%にも達し、気候変動を回避する

ための政策コストは GDP の 1%であ

る。本調査は、2004 年 9 月～2006 年

3 月の間に実施された英国の気候変動プ

ログラムレビュー（2006 年レビュー）

の内容を検証するものである。①費用対

効果分析手法は適切か、②その結果は何

を意味するか、信頼に足るものか、③す

べての関連する政策選択をカバーしてい

るか、④政策決定者は政策選択に際して

2006 年レビューからどのようにして情

報を得るか。 

①各施策が二酸化炭素換算 1 トン削減当たり

の社会的コストを算出し、比較可能性を担

保。初期の研究では 70 ポンド/トン、スター

ンレビューでは 60～200 ポンド/トンとの値

が算出されている。費用対効果分析には限界

もあり、例えば政策効果の潜在的な規模・タ

イミングを捨象することになる。②2000 年の

分析結果に比べれば 06 年レビューの結果は

信頼に足る。分析に必要な仮定の設定や不確

実性の加味についても、いくつかの分析結果

を見る限り問題はない。ただ分析者によって

楽観・悲観バイアスが係っている感は否め

ず。③これまで 40 の既存施策の事後評価、

70 の新規・拡充施策の事前評価が実施されて

いるが、2010 年の目標達成に向けた施策の多

くは評価されていない状況にある。④費用対

効果分析結果はあくまで判断の 1 つであり、

費用対効果が低いとされた施策（再生品使用

義務、自動車製造業の自発的協定）について

も継続されている。政策決定者は「費用対効

果分析ではカバーできない定性的側面も加味

すれば継続すべき」との判断。 
 
 
 
 
 
 

気候変動プログラムレビューにお

ける費用対効果分析について、今

後環境検査委員会が注目すべきで

あろう領域として、9 つの論点を

提示。 

①政府の

有効な活

動のあり

方に関す

る検査 
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タイトル 事例 
番号 

年 
報告 
番号 原文 邦訳 

検査の目的 検査結果 指摘・勧告内容 分類 

6 06 
HC1631 
Session 
2005-6 

Department for 
Environment, 
Food and Rural 
Affairs, and 
Rural Payments 
Agency: the 
Delays in 
Administering 
the 2005 Single 
Payment 
Scheme in 
England 

Defra：イ

ングランド

の 2005 年

単一支払制

度運営にお

ける遅延 

EU の単一支払制度は、これまで農業生

産と結びついていた 11 の補助金を置き

換えるものであり、2005 年時点で、農

業経営上及び環境保全上良好な状態で農

地を保っていた農地所有者や農家は、地

方支払庁（Rural Payment Agency）に

対して支払を請求することができる。 
イングランドの単一支払制度の実施には

06 年 3 月までに 1 億 2,230 万ポンドの

費用がかかったが、地方支払庁は、総額

15 億 1,500 万ポンドの同制度下での支

払処理に困難をきたし、06 年 3 月まで

に総額の 96％の支払を終えるという目

標を達成することができなかった。本調

査は、地方支払庁が直面した困難や農家

への支払が遅れたことによる影響、得ら

れた教訓や将来に応用できる教訓を検証

するもの。 

単一支払制度は、他の政府プログラムの補助

金に比べて大きいとは言えないが、EU 規則

に基づく期限や報告が設定されているため、

Defra や地方支払庁はそのリスクを十分に認

識できていなかった。EU により不認可され

るかもしれない。単一支払制度の実施に要す

る費用は、2003 年 11 月の予測を 4,650 万

ポンド超過し、さらに費用増加が見込まれ、

当初見込みの費用節約の達成可能性は小さ

い。遅延によって農業部門にとっても追加的

費用が発生し、地方支払庁に対するストレス

と不信感を生み、離農を考える農家も存在し

た。楽観的な見通しにより、地方支払庁は進

行状況を評価する指標を持っておらず、遅延

のリスクが明らかになった時点では、代替支

払制度を講じることができなかった。単一支

払制度と他のプログラムの実施には効率性が

求められるが、地方支払庁は、経験のあるス

タッフがいなくなり、対応できなかった。 
 
 

 地方支払庁は、単一支払制度実

施のために導入したシステムの

費用便益分析を 2007 年 3 月ま

でに行うこと。06 年請求の部分

支払計画についてまとめるこ

と。 
 Defra は、06 年の単一支払制度

についての地方支払庁の部分支

払計画をレビューすること。本

プロジェクトに関する評価指標

を開発すること。 
 OGC は、Defra のプログラムに

ついて能力評価を行うこと。06
年末までに“red（高リスク）”

と評価された項目が将来的にど

う取り扱われるのかレビューす

ること。 

①政府の

有効な活

動のあり

方に関す

る検査 
 
⑤予算や

人員の配

分のあり

方に関す

る検査 

7 06 
HC1046 
Session 
2005-6 

Department for 
Environment, 
Food and Rural 
Affairs: The 
Right of Access 
to Open 
Countryside 

Defra：田

園地方への

アクセス権 

田園地方のオープンアクセス権は、人々

が小道等に対する障害なく田園地方を歩

き回ることをできるようにするため、田

園地方庁が Defra と共に導入した制

度。山・荒地・丘陵地帯等イングランド

地方の 6.5％に相当する 86 万 5 千ヘク

タールに適用されている。本調査は、こ

のプロジェクトが田園地方の土地を人々

にアクセスしやすくすることに成功して

いるかどうか、人々がこの新しい権利を

利用するにはさらに何をすべきかを、早

期段階で評価するために調査を行うも

の。 

アクセス権は目標より 2 か月早く成功裏に導

入された。土地の見つけ方やアクセスに関す

る情報提供が改善され、アクセス権を行使す

る人々を促した。90％以上のケースでは、障

害なく歩き回ることができた。しかし、その

便益を貨幣価値換算することは容易でなく、

要した費用をどの程度まで正当化できるかど

うかを計算するのは困難。田園地方庁は、本

プログラムの実施について 2,800 万ポンドの

見積に対して、5,260 万ポンド支出、さらに

関係諸費用を含めると中央政府全体では 06
年 3 月までに 6,900 万ポンドの支出を行っ

た。2006-07 年度の運営費用は 1,300 万ポン

ドと予測されている。この原因は、田園地方

庁が、本プログラムに含まれる作業量を十分

に予測できなかったことや、当初から十分な

プロジェクト管理ができていなかったことに

起因している。 
 
 

 ウェブサイト情報の検索しやす

さを定期的にレビューすべき。

土地管理者向け電話相談サービ

スの範囲を明確にするか、公衆

電話相談サービスとしての番号

提供を止めるべき。 
 旅行者情報センターのスタッフ

がオープンアクセスに関する質

問に答えられるよう、ガイダン

スを実施すべき。 
 国立公園局や地方高速道路局等

に、犬関連規則を正確に表示す

るよう、低所得者や大都市居住

者がアクセスしやすいよう週末

バスの運行を働きかけるべき。 
 正確な費用推計のために、10 年

間評価で必要となる作業のパイ

ロットテストを実施すべき。 

①政府の

有効な活

動のあり

方に関す

る検査 
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タイトル 事例 
番号 

年 
報告 
番号 原文 邦訳 

検査の目的 検査結果 指摘・勧告内容 分類 

8 06 
HC935 
Session 
2005-6 

Office of the 
Deputy Prime 
Minister: 
Enhancing 
Urban Green 
Space 

副首相府：

都市緑地の

拡大 

公園や川岸の道等の緑地は、都市生活の

質を向上させる上で重要な役割を果たし

ており、都市空間の約 14％を占める。

都市緑地の維持補修には 2004-05 年度

で推計約 7 億ポンドが支出されてお

り、供給には自治体が主要な役割を果た

している。1970～90 年代まで都市緑地

の質は低下を続けてきたが、政府はそれ

を高めるためのタスクフォースを 2001
年に立ち上げた。本調査は、都市緑地の

拡大を妨げる障害は何かを特定し、緑地

の拡大、財務管理、計画システムについ

て考察することが目的。 

都市緑地の質の低下は止まり、大半の地域で

は回復を示した。自治体の管理者の改善認識

や、住民の緑地に関する満足度も 2000 年時

に比べ向上している。副首相府（ODPM）や

建築・環境創造委員会（CABE）が地域コミ

ュニティに対して都市緑地の重要性について

の認識を高め、今では自治体の 69％が緑地計

画を完成・作成している。新たな資金、とり

わけ宝くじが自治体や他の公的機関による緑

地改善に充てられるようになった。一方、緑

地の質の改善にはばらつきがあり、自治体管

理者の 16％は質が低下していると考え、住民

満足度についても、54％から 92％まで分かれ

ている。自治体が費やした他サービスの向上

が緑地改善ほどではない。中央政府からの支

援プログラムが十分に認識されておらず広ま

っていない。また、自治体は、緑地管理のた

めの費用と便益の情報を、効率性と有効性の

確保のために改善しなければならない。緑地

の向上にもかかわらず、自治体の多くは、こ

の重要性をまだ地域戦略に反映できていな

い。 
 
 
 

自治体・ODPM・CABE に対して

5 点を勧告。①質的な目標に焦点

を絞り業績を高めるとともに、そ

れが地域レベルで共有される必要

があること。②都市緑地管理者の

地位と技術をもっと高める必要が

あること。③都市緑化プロジェク

トにおける地域コミュニティの関

与を高めるため、実務的な支援が

必要であること。④都市緑地を支

える も効率的で効果的な方法を

特定する必要性があること。⑤都

市の緑地に対する計画はもっと強

化されるべきであること。 

①政府の

有効な活

動のあり

方に関す

る検査 

9 05 
HC 184 
Session 
2004-5 

Foot and Mouth 
Disease: 
Applying the 
Lessons 

口蹄病：教

訓の適用 

2003 年 3 月に下院公会計委員会は

2001 年に流行した口蹄病－600 万頭の

牛を処分、補償金 14 億ポンドを含む

30 億ポンドの公金を投入－に関する報

告をまとめ、Defra に対し、将来発生す

る可能性のある生物伝染病の管理の在り

方に関する改善についていくつかの勧告

を行った。本検査は、その進捗状況をフ

ォローアップするものである。 

①将来の疫病発生可能性を低減するためバイ

オセキュリティを向上させるよう勧告→Defra
は、不法な肉輸入の禁止、動物移動の制限等

の施策を講じることで対応、今後も継続警戒

が重要であるとの認識、②緊急時対応計画の

脆弱性を解消するよう勧告→Defra は、地方

の利害関係者・主要関係者との関係強化、軍

隊発動の判断基準の明確化、予防接種計画の

明確化等を対応。③公会計委員会は、補償金

の算定や処分費用の見積等にあたってベンチ

マーク設定の必要があると指摘、④また、過

払いのケースについては償還請求する手続き

を講じるべきであると指摘。 
 
 
 

地方を含んだ緊急時対応計画の策

定、費用便益分析の実施、IT 活用

可能性の検討、国民の費用負担軽

減措置の検討、補償金システムの

見直し等、6 点を勧告。 

①政府の

有効な活

動のあり

方に関す

る検査 
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タイトル 事例 
番号 

年 
報告 
番号 原文 邦訳 

検査の目的 検査結果 指摘・勧告内容 分類 

10 05 
HC 210 
Session 
2004-5 

Renewable 
Energy 
【英国事例 03】 

再生可能エ

ネルギー 

気候変動関連の施策の一貫として、政府

は 2010 年までに再生可能エネルギーの

全体に占める割合を 10%、20 年にはそ

の倍にする目標を設定している。これに

より炭素排出を 20～27 百万トン削減で

きる計算になる。貿易産業省（DTI）が

所管省であり、電力業界の再生可能エネ

ルギー促進を目的とした、一定割合の再

生可能エネルギーによる発電割当てや、

モデル事業等を通じた技術開発を促進し

ている。2003～6 年の間、年間平均 7
億ポンドが投じられ、その 3 分の 2 は

発電割当てに割かれた。①今日までの進

展、目標達成状況、②将来の再生可能エ

ネルギー促進の鍵を握る主要な要因、③

再生可能エネルギーの促進のために国民

が負担しているコスト、の 3 点につい

て調査。 
 
 
 
 
 
 
 

①技術開発、実用化に関する長期的取組を行

っているものの、政府の当初計画を大幅に下

回っており、2010 年次点の予測でも目標を大

幅に下回る予想、②5 つの要因－a）計画シス

テムが再生可能エネルギーの開発者の足かせ

になっていること、b）送電線ネットワークグ

リッドの強化をタイミング良く行うこと、c）
電力卸売市場の動向が開発者の意思決定の根

拠となっていること、d）政府の再生可能エネ

ルギー施策の安定性が重要であること、e）い

くつかの新技術が必要であること－を整理、

③再生可能エネルギー関連施策、とりわけ発

電割り当て施策の実施により、電力料金への

価格転嫁（2010 年まで 5.7%上昇）を通じ

て、消費者にも影響が生じている。 

目標達成に向けての手段の見直

し、政策手段間（発電割当て施策

を含む）での社会的コストの比

較、過去の調査研究から得られた

知見等の活用、モデル事業や発電

割り当て施策という政策介入から

商業ベースに移行する戦略の検討

等 9 点を勧告。 

②民間市

場への政

府の介入

のあり方

に関する

検査 

11 05 
HC 73 

Session 
2005-6 

Efficiency in 
Water Resource 
Management 
【英国事例 04】 

水資源管理

の有効性 

2004 年歳出レビューで全省庁に効率化

目標が設定されたが、Defra 傘下の環境

庁は 850 百万ポンドのうち 73 百万ポン

ドの節約目標が設定された。主に、洪水

管理業務のオンライン監視等による達成

が期待される。本調査は、PwC 社と共

同で同庁の効率性に関するレビューを行

った。主に、①効率性に関するガバナン

ス、②各機能に関する基本的な問い、③

各機能を果たすために必要な資源等、の

観点からレビューを行っている。 
 
 
 
 
 
 

a）それぞれの水資源活動に関するコスト情報

の収集、b）監視ネットワークの開発によるよ

り効率的な管理、c）民間運用管理者の活用に

よる地方業務量の削減、d）現場監視箇所の優

先順位の設定、e）データ収集に先進技術を採

用、f）洪水リスク管理の相互補完性の修復等

を提案。 

6 つのそれぞれの勧告を受諾する

ことで得られる費用節減額を算

出、合計で 270 百万ポンドの費用

節減が可能であると試算。 

①政府の

有効な活

動のあり

方に関す

る検査 
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タイトル 事例 
番号 

年 
報告 
番号 原文 邦訳 

検査の目的 検査結果 指摘・勧告内容 分類 

12 04 
HC1028 
Session 
2003-4 

Helping Farm 
Businesses in 
England 

イングラン

ドにおける

農業ビジネ

スの支援 

英国の農業従事者は、共通農政の下で現

在年間 30 億ポンドの補助金を受けてい

るが、2005 年以降はデカップリングの

コンセプトの下、生産と切り離した補助

金へ移行する。Defra は移行期間の農家

を支援するため、市場とつなぎ、競争力

があり多様で柔軟な農業ビジネスになる

ことへの支援を含む 4 つの計画－地域

企業計画、加工・マーケティング補助

金、職業訓練計画、農業ビジネス助言サ

ービスを手当、00～06 年に 2 億 5,000
万ポンドが支出された。Defra は 02 年

に農業ビジネス助言サービスに関するレ

ビュー、03 年にはイングランド地域開

発プログラムの評価を委託している。本

調査は、これらの評価を補足するため、

Defra が学ぶことができる他国のグッド

プラクティスを調査、全補助金をレビュ

ーするのではなく、イングランドの農業

ビジネス発展のために、教訓を提供して

くれるスキームやイニシアティブの特徴

を見出そうとした。 

農業ビジネスの申請過程は複雑であり、農家

が計画申請する際に、専門家の助言を行い、

申請を行いやすくしていた。Defra は、農業

ビジネス開発予算の 79％（200 億ポンド）を

地域企業計画、加工・マーケティング補助金

に配分し、残り（50 億ポンド）を職業訓練計

画、農業ビジネス助言サービスに割り当てた

に過ぎない。しかし他国では、市場機会を特

定し、それを開発するために必要な技術と自

信を持たせる支援をしている。助言と訓練

は、農場をビジネスに発展させ、市場と再び

つなげる上で有効な方法になり得る。発達し

た官民アドバイザリーネットワークは、 も

支援を必要としている農家に助言を与える上

で重要な役割を果たした。農業ビジネスの資

本投資を支援する上で、ローン保証制度は重

要な役割を果たした。農業ビジネス開発計画

を環境保全支援等他の利用可能な計画と結び

つけることで、利用可能な支援を 大限に活

用できるようにした。地域の関心事項を農業

ビジネスの設計や運営に認めることで、農業

ビジネス開発計画をより有効に機能するよう

にした。農業ビジネスは、加工業者、販売業

者、消費者を結ぶサプライチェーンの一部な

ので、加工ビジネスへの支援は、個々の農業

ビジネスを発達させるのに役立った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 も支援が必要な農家が助言を

受けられるような農業ビジネス

開発予算の割合を高めること。 
 特に申請の段階で支援を受けや

すくすること。 
 2007-13 年プログラムを 06 年

までのプログラムと合体させ、

農家が一つのパッケージとして

アクセスできるようにするこ

と。 
 ローン保証制度の導入等、農業

ビジネスに利用可能な支援を広

げること。 
 農業－環境イニシアティブと農

業ビジネス開発を結合する地域

のパートナーシップを促進する

こと。 
 農家と地域コミュニティーに対

し、農業ビジネス開発支援をど

う実行するかの決定について、

大きな役割を与えること。 
 個々の農場支援から、加工業や

マーケティング業等より広い地

域イニシアティブでの利用可能

な支援となるようにすること。 

①政府の

有効な活

動のあり

方に関す

る検査 
 
④ベスト

プラクテ

ィスの紹

介 
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タイトル 事例 
番号 

年 
報告 
番号 原文 邦訳 

検査の目的 検査結果 指摘・勧告内容 分類 

13 04 
HC161 
Session 
2003-4 

Out of Sight - 
Not Out of 
Mind: Ofwat 
and the Public 
Sewer Network 
in England and 
Wales 

見えないか

らといって

忘れてはな

らない：

Ofwat とイ

ングラン

ド・ウェー

ルズにおけ

る公共下水

道ネットワ

ーク- 

イングランドとウェールズの上・下水道

管理局は 1989 年に民営化され、維持管

理と公共下水道のネットワーク延長にあ

たっている。水サービス室（Ofwat）
は、各下水道会社が適切に機能を遂行す

るよう法的責任を負っており、権限を行

使して、各会社が経済的に効率的に運営

して機能遂行をファイナンスできるよう

にしなければならない。Ofwat は 4 指

標―①下水道管の需要能力不足による氾

濫、②下水道管の破裂による氾濫、③下

水道管破裂の件数、④接続した下水道管

での汚染件数－により、各会社の業績を

分析・評価している。本調査は Ofwat
が公共下水道ネットワークに関する役割

をどのようにして果たしているかを、過

去 10 年間の下水道ネットワークの業

績、下水氾濫からの下水道会社と

Ofwat にとっての課題、Ofwat が下水

道会社を規制する方法を発展させる範囲

の観点から調査。 

下水道ネットワークの業績指標は安定してお

り、毎年 5,000～7,000 施設が下水管内での

氾濫を起こしているが、その割合は 0.1％未

満である。02-03 年度にかけ、下水道会社は

下水道ネットワークに対して 6 億 5 千万ポン

ドを支出したが、そのうち下水管の取替え等

維持管理作業に支出されたのは 1 億 9 千万ポ

ンドを下回っている。Ofwat は、下水道会社

の毎年の業績を記録し比較する総合業績評価

制度を確立する等、下水道会社の責任遂行に

影響を与える規制ツールを開発した。下水道

会社は、 も重大な内部氾濫で 11 億ポン

ド、外部氾濫ではさらに 5 億ポンドの費用が

かかると推計している。下水道会社は修復作

業の優先順位付けを行わなければならず、

Water Voice（消費者団体の性格を持つ準自

治組織）や Ofwat との議論の中で作業プログ

ラムの優先順位基準を開発した。運用上資本

上の維持管理費用と下水道ネットワークの業

績･状態の関係は本来的に複雑であり、古いか

らといって状態や業績は悪いというわけでは

ない。下水道ネットワークの業績や状態に関

する下水道会社の情報は不完全であるが、改

善されつつある。2000 年後半以降、下水道産

業では将来の維持管理の必要性に関して経済

学的リスクに基づくフレームワークを開発し

ている。共通フレームワークは、2004 年レビ

ューでは多くの会社で使われることは無い

が、部分的に使われることでも改善につなが

る。 

 Defra は、下水道ネットワーク

への追加的負担を誰に負荷する

のかについての計画・調整する

法制化を専門家に相談すべき。 
 Ofwat は、リスク状態にある下

水道データの会社間での不一致

を減少させるため、下水道会社

の報告者間会合を奨励すべき。 
 Ofwat は、下水道産業に対し、

協調して消費者の支払意思額調

査を実施、高費用をかけるだけ

の価値のあるスキームは何かを

理解するよう促すべき。 
 Water Voice は、下水氾濫の対

処に関するベストプラクティス

を普及させる役割を果たすべ

き。 
 下水道会社は、下水道ネットワ

ーク資産の劣化率について明確

な理解を進めるべき。 
 Ofwat は、下水道会社に対して

共通フレームワークと整合のと

れたプロセスをできるだけ早く

実施するよう奨励すべき。 
 Ofwat は、2009 年レビューに

役立つよう、グッドプラクティ

スを下水道会社に提示し、各会

社の提出物の弱点を示すべき。 
 経済成長、気候変動、環境規制

の必要性等を反映する長期の計

画が必要。 

②民間市

場への政

府の介入

のあり方

に関する

検査 

14 03 
HC 563 
Session 
2002-3 

Fisheries 
Enforcement in 
England 
【英国事例 02】 

イングラン

ドにおける

漁業規制 

英国を含む欧州海域の漁業は水産資源の

減少により崩壊寸前にある。EU の共通

政策で、各国の漁獲量割当てが設定され

ているところ、英国における規制執行主

体である Defra が規制－監視、取締、

罰則等－を有効に運用できているかにつ

いて焦点を当てて調査を行ったもの。

Defra は毎年 11 百万ポンドの予算を漁

業関連規制の運営に投じている。漁業者

は漁獲量を報告する義務を負っている。 

年間 250 件の違反が報告されており、その半

分は計測の不正確、もう半分は免許その他の

技術的側面によるものなのだが、学術研究及

び NAO の調査を通じ、これらは違反全体の姿

を捉えていないと指摘。いくつかの違反の類

型について説明している。これらの違反を取

り締まる上での規制の在り方自体は EU が推

奨している方法ではあるものの、規制を遵守

させるという観点からは改善の余地がある。 

規制の在り方について 10 点を勧

告している。 

③規制の

設計のあ

り方に関

する検査 
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タイトル 事例 
番号 

年 
報告 
番号 原文 邦訳 

検査の目的 検査結果 指摘・勧告内容 分類 

15 03 
HC 1144 
Session 
2002-3 

Identifying and 
Tracking 
Livestock in 
England 

イングラン

ドの家畜の

識別・追跡 

国内 25 百万頭の家畜（牛豚羊）の移

動・輸送をトラッキングするシステムの

構築／運営に、政府・民間家畜業者は年

間 55 百万ポンド、家畜 1 頭につき 2 ポ

ンドの資金を投じている。本調査はこの

トラッキングシステムの構築に関する進

捗状況について報告するもの。 

牛のトラッキングシステムの開発は 96 年の

BSE 問題発覚がきっかけであり、問題のある

牛の流通ルートを押さえることが目的であ

る。当初のシステム開発目的については十分

達成しうる形にはなっているし、追ってシス

テム化に着手した豚羊についても改善されて

来つつあるが、さらなる改良の余地がある。

新しく構築しようとしているシステムは野心

的な取組ではあるものの、リスクを現実的に

管理することが重要である。 

システム稼働日程、システムの内

容・機能、EU 指令に対する対処

方法等、11 点の勧告を記載。 
③規制の

設計のあ

り方に関

する検査 

16 03 
HC 1186 
Session 
2002-3 

Protecting 
England and 
Wales from 
Plant Pests and 
Diseases 

イングラン

ドとウェー

ルズの植物

の害虫と病

気からの保

護 

植物の害虫と病気は、動物のと違い人体

に影響を及ぼすことはないが経済に対す

る影響は大きい。2000 年植物健康プロ

グラムの経済評価では、ジャガイモの

279 百万ポンドがコロラドハムシによ

り、トマト・キュウリ・観賞用植物の

133 百万ポンドがタバコカワゲラによ

り被害を受けた。こうした害虫・病気へ

の対策は一義的には農家により行われる

が、Defra はその側面支援を行ってい

る。毎年 8 百万ポンドを輸出入管理

に、14 百万ポンドを調査、技術開発に

費やしている。本調査は Defra の果た

している役割について調査した。 

①大規模災害を防ぐための記録をいい形で残

してきており、Defra はその中核を担った。

②しかし Defra は、より主要なリスク・アウ

トカムに焦点を当てるべきである。③また、

産業界や他国のカウンターパート機関との連

携を模索すべきである。④植物検査の品質を

確認するための十分な術を持たない。⑤将来

にわたって必要とされる科学的能力を高める

ための努力を行うべきである。 

①②③④について、計 14 点の勧

告を記載。 

③規制の

設計のあ

り方に関

する検査 

17 03 
HC 769 
Session 
2002-3 

Warm 
Front:Helping 
to Combat Fuel 
Poverty 

ウォーム・

フロント計

画：燃料不

足への対応

の支援 

ウォーム・フロント計画とはイングラン

ド地方の脆弱な家庭（子ども、高齢者、

病人のいる世帯）で住宅のエネルギー効

率性を改善することで、燃料不足状態を

解消するという取組。2001 年には 180
万世帯が燃料不足に陥ったとの試算もあ

り、病気や死に至るリスクも存在。01
年 11 月の燃料不足対策計画では、16
年までに燃料不足世帯をなくすことを目

的に 10 年までに脆弱な家庭での対策を

可能な限り進展させるとしている。年間

150 百万ポンドの予算で、持ち家居住

者、貸し家居住者に対する助成を行うも

ので、00 年 6 月にかつての「住居エネ

ルギープログラム」を引き継いで、

Defra と 2 つの実行機関が進めている。 
 

様々なケースで異なるが、02 年には 30.3 万

世帯に対し平均 445 ポンドの助成金を支払

い、これにより年間 150 ポンドの燃料購入費

用を節約できた。しかし、①受給資格者と真

の燃料不足世帯とがマッチしていない、②補

助を受けて導入した設備のみでは燃料代節約

すべてをまかなえない、③結果的に、全体予

算の 14%しか、本来の目的に使われていな

い。これは、前の政策・戦略の考え方を踏襲

したことによるところが大きい。 

計画のターゲットの明確化、イン

パクトの明確化、受給対象とカバ

ー領域の整合性確保、エネルギー

効率の改善の 大化、の 4 点の勧

告を記載。 

⑦その他 
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タイトル 事例 
番号 

年 
報告 
番号 原文 邦訳 

検査の目的 検査結果 指摘・勧告内容 分類 

18 04 
HC517 
Session 
2003-4 

The UK 
Emissions 
Trading 
Scheme：A New 
Way to Combat 
Climate Change 
【英国事例 01】 

英国におけ

る排出量取

引：気候変

動に対する

新しい対策 

省略 

②民間市

場への政

府の介入

のあり方

に関する

検査 

資料）三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング作成。 
注） 事例番号 18 は、INTOSAI 環境検査ワーキンググループが構築している環境検査事例データベースに「業績検査」に該当するものとして掲載されているものではない

が、事例から得られる示唆に鑑みて、特別に掲載した。 
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【英国事例 01】英国における排出量取引：気候変動に対する新しい対策124 

  The UK Emissions Trading Scheme：A New Way to Combat Climate Change 

2004 年 4 月（HC517 2003-2004） 

http://www..org.uk/whats_new/0304/0304517.aspx 

 

■概要 

 気候変動プログラム（Climate Change Programmme）の一環として行われている温

室効果ガスの排出量取引市場の形成・運営が、温室効果ガス削減という 大の政策目標を

達成する上で効率的かつ効果的か、さらに他の政策目標――英国及び英国企業の国際競争

力強化――を達成する上で有効かについて調査を行うもの。勧告において、当該制度に関

する改善余地を指摘すると同時に、他の分野における取引市場形成・運営に当たって留意

すべき点についても指摘を行っている。 

 

■経緯 

 英国は京都議定書に 1997 年に調印しており、さらに議定書で定められた水準以上に二

酸化炭素排出量を削減することを目指して、環境・食糧・農村地域省（Department of 

Environment, Foods and Rural Affairs：Defra）では「気候変動プログラム」を実施し

ている。また、このプログラムの一環として「英国排出量取引制度（UK Emissions 

Trading Scheme）」を整備している。 

 この制度の整備に当たって、2002 年 3 月にオークションが開始された。このオークシ

ョンは、「直接参加企業（Direct Participants）」と呼ばれる企業、その他の機関・団体

が、2 億 1,500 万ポンドの予算から支払われる奨励金を対価として、2002 年から 2006

年までの 5 年間で削減する温室効果ガスの排出量を確約し、入札するというものである。

また 2002 年 4 月から、直接参加企業は排出割当量を取引することができるようになった。

毎年、直接参加企業は、その年の目標排出量に等しい割当量を支給され、そして年度末に

実際の排出量分だけの割当量を保有していなければならない。そのため、目標を達成する

ように実際の排出量を下げるか（目標を超過した場合については、超過分の割当量を他の

直接参加企業に販売するか、繰り越すことが可能）、目標値を満たせなかった分の割当量

を購入するかしなければならない。 

 この制度の目的は、①温室効果ガスの排出量削減目標を、妥当なコストで達成すること、

②英国の企業が排出量取引を経験し、国際的な排出量取引の準備ができるようにすること、

③ロンドンや英国を排出量取引の中心地にすることである。 

                                            
124 この事例は、財団法人社会経済生産性本部（2005）「環境会計の現状と課題」（平成 16 年度会計

検査院委託研究）でも取り上げている。 
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 NAO は、排出権取引制度の原理、排出権取引制度がもたらした影響、かつ、広い意味で

の便益について調査を行った。具体的には、以下の 2 つの観点について調べることを目的

として検査を実施した。 

 

 ① 経済的イニシアティブとオークション制度は、最大の目的である、温室効果ガス排

出量の削減を妥当なコストで達成するに当たって効果的であったか。 

 ② 市場は、期待された便益を達成することができたか。 

 

 

■検査方法 

 NAO は、検査を実施するに当たって以下のような方法を採用している。 

 Defra の上級スタッフに対するインタビュー 

 排出量取引制度を開発する際の重要な決定に係る文書の参照 

 貿易産業省（ Department of Trade & Industry ： DTI ）、財務省（ HM 

treasury：HMT）等、制度設計に携わった他の省庁への照会 

 オークションの設計、初年度の達成度が も高かった 4 社、オークションにおける

市場の機能に関する調査を、外部のコンサルティング会社（Frontier Economics

社と Byrne ÓCléirigh 社）へ委託 

 専門委員による、調査の重要項目と報告書案へのアドバイス 

 英国政府とともに英国排出量取引制度の開発に取り組むグループのメンバーへのイ

ンタビュー 

 制度と初年度の運用経験に対するすべての直接参加企業の見解の調査 

 英国の排出量取引市場の仲介業者へのインタビュー 

 欧州委員会の環境局とのヨーロッパ型排出量取引制度、その英国型制度との相違点

についての議論 

 

■検査結果 

①Defra が開発した、新しい機能的な排出量取引制度は、英国の経済に便益をもたらす可

能性がある。この制度に参加した企業によれば、排出量削減の方法についてよく理解で

き、排出量取引市場において実践的経験ができたということであった。また、仲介業者

や検証者のような排出量取引サービスを提供する企業については、英国市場における事

業を確立し、将来の EU や国際的な排出量取引市場の発展において、重要なポジション

を築くための経験ができたということであった。 
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②この制度は、EU の制度の開発を促進し、またいくつかの側面においてその制度設計に

影響を与えた。この制度を設立するに当たって得られた経験は、2005 年に開始される

EU の制度に向けて準備する Defra と産業界にとって非常に有効なものとなっている。

また、Defra は、EU やその他の排出量取引制度に活用できるよう、参加企業の排出割

当量を記録するための登録システム（registry system）を整備している。さらに、

Defra は、この制度を採用することに興味を示している複数の EU の加盟国と協力関係

を結んでいる。とはいえ、2 つの制度は時期が重なっており、基本的な違いがいくつか

あるため、英国やこの制度への参加者にもたらされる利益は、期待されるほどは多くは

ないであろう。 

③企業の排出量削減活動に対して奨励金を提供するためのオークションを開始するに当た

って、直接参加企業を募ることが困難であったが、 終的には、オークションを公正に

実施するために十分な企業数（34 社）を確保でき、また、確約された削減量の合計も予

測水準に見合ったものになった。 

 もし、もっと準備期間を長く確保できれば、より多くの企業が参加し、より低い価格

で、より多くの排出量削減が実現できていただろう。しかし、より早く排出量取引の経

験を得るためには、短い期間で実行せざるを得なかった。 

④専門家によれば、Defra は、「逆回転時計式（descending clock）」をオークションに

おいて採用していた。1 企業が過剰な割当を得ることをさけ、多くの企業が参加できる

ようにするため、入札企業は総予算の 20%以上を受け取らないように制限されていた。

この制限によって、追加的な購入による削減量が低下してしまう恐れがあったが、この

方式は、215 百万ポンドの予算で達成される排出削減量を 大化するのに効果的であっ

た。 

 この方式の他にも、排出削減量はわずかに少なくなるものの、もっと低予算で実行で

きるものとして、例えば「非公開入札方式（sealed-bid system）」があった。しかし、

Defra は、この方法では、参加意欲を削いでしまう可能性があることを懸念し、より多

くの参加が見込まれる、オープンな「逆回転時計式」を採用した。 

⑤各直接参加企業の削減目標は、1998 年から 2000 年までの排出量により算出されるベ

ースラインに基づいて設定された。オークションでは、2006 年にはベースラインより

も 4.03 百万トン下回るような削減量が確約された。2002 年から 2005 年の削減量につ

いては、毎年 20%ずつ段階的に高くして、 終的に 2006 年の削減量を達成するように

設定された。2006 年だけではなく、2002 年から 2005 年の各年の削減目標も達成しな

ければならないことを考慮すると、5 年間合計して、直接参加企業は、1 トン当たり

17.79 ポンドで、ベースラインから 11.88 百万トン、排出量を下げなければならないと

いうことになる。 
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図表 45 逆回転時計式（descending clock）オークションのプロセス 

 
オークション開始 

Defra は、2006 におけ
る削減量 1 トン当たり
の価格である 100 ポン
ドを開始価格として設
定する 

Defra は、設定して
いた価格をさらに
下げる 

Defra は、応札結
果に満足してい
るか？ 

Defra は、オークショ
ンを放棄する権限を
持つ 

（価格×削減量）が
予算を超えてい
るか？ 

いいえ 

はい 

いいえ 

はい 

9 ラウンド 
開催された 

開始 

Defraが制度のルールを公
表し、2 億 1,500 万ポンド
まで排出量の削減に拠出
することを表明して、参加
者を募った 

企業は 3 段階のプロセス
を経て参加申し込みする 

オークション終了－参加企業は、
終ラウンドで応札した削減量

を、落札価格（実際には 1 トン
当たり 53.37 ポンド）で達成す
る義務を負うことになる 

終了 

参加企業は、下げ
られた価格で達成
できる削減量を入
札する 

参加企業は、その価格で
達成できる削減量を入札
する 

Defra は、オークション
のための予算を決定する
（実際には2億1,500万
ポンドだったが、より低
くなり得た） 
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⑥直接参加企業の目標達成度は 1 年ごとに測定され、検証される。初年度の 2002 年には、

直接参加企業は、目標値を 3.85 百万トンも上回る、4.64 百万トンの削減を果たしたと

報告している。2006 年の目標値と比較しても 0.68 百万トン（17%）超過したことに

なる。 

 しかし、直接参加企業は目標水準を超過した割当量を売却したり、将来のために蓄え

たりすることができるため、報告された削減量による 終的な効果は、4.64 百万トンよ

りも少ないであろう。現時点では、それがどの程度の量であるかについては言及できな

いが、2002 年の削減量についての報告は、制度の効果を過大評価しているであろう。 

⑦いくつかのケースでは、直接参加企業の制度開始直前における排出量は、ベースライン

を下回っており、制度運用が始まる前から削減目標を達成しまっていたことになる。こ

うした企業は、削減目標を達成するための追加的な努力に対してではなく、単に現状の

水準を維持するための努力に対して奨励金を受けとっていたということである。 

 

図表 46 直接参加企業 4 社のベースラインと実際の排出量 
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資料）原典はコンサルティング会社による調査結果 

 

 

⑧委託したコンサルティング会社による、直接参加企業 4 社の調査によって、この 4 社が

排出量を削減するために相当な努力をしていたことが明らかになった。また、彼らは、

奨励金は排出量削減の対価として有効であったと報告している。 

 この 4 社は、制度の初年度に目標水準を大幅に上回って達成したという理由から調査

対象として選出されており、典型的な直接参加企業というわけではない。しかしながら、

これらの企業はイニシアティブの総予算の 50%以上を占めているため、これらの企業を

調査することには意義がある。 
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⑨奨励金の援助をうけ、直接参加企業が実施した追加的な手段は、目標を達成するに当た

り効果的であった。2002 年の排出量は 3.78 百万トンであり、ベースラインを下回った。 

 コンサルティング会社の査定によると、2002 年に 4 企業により報告された削減量の

約 66%（2.49 百万トン）はこの制度によるものだが、34%はそうではないとのことで

ある。この 34%を金銭的な価値に換算すると、正確には算出できないが（より厳しいベ

ースラインを設定すれば、参加状況に影響を与え、割当量や奨励金の額も変わってくる

ので）、2.9 百万ポンドから 9.8 百万ポンドの範囲をとるであろうとのことである。 

 しかしながら Defra は、参加企業にとって公平であり、制度改正前に排出量削減を達

成していた企業を考慮する必要があるため、より厳しいベースラインを設定することは

不可能であると考えていた。 

⑩上記で確認されている多くの問題点は、自発的な制度であり、奨励金の支払が必要であ

ることに起因するものである。強制的な制度であれば、こういった問題は起こらないで

あろうし、奨励金もいらなくなる。しかしながら、Defra は、制度を開発するに当たっ

て、強制的な制度の導入は不可能だと感じており、自発的な制度の方が早期に制度を導

入することによる恩恵が大きいだろうと考えていた。 

 

■NAO による指摘 

 この制度は先駆的な取組であり、政策立案におけるイノベーションにはリスクはつきも

のである。上記で特定された問題についても、少なくとも部分的には、全く新しい分野の

政策であることに起因するものである。一方で、特により機能的な排出量取引制度を設立

したり、参加企業がリスクを認識し他社も活用できるようにするよう促したりする際には、

これらの問題について考慮することも重要となる。この制度の主な目的は「習うよりも慣

れろ」ということである。制度をさらに発展させたり、EU の制度に影響を与えたり、環

境分野の他の取引制度を設計したりする中で、この制度の経験から学ぶ機会を 大限に活

用することが重要である。 

 上記を結論として述べるとともに、以下の 9 点を勧告事項として提示した。 

 

a． 現行の排出量取引制度では、ベースラインの設定方法により、直接参加企業が奨励

金を不当に得ることがあるので、奨励金の支払によって、より大きな効果を得られ

るような方法を考案すべきである。 

 例えば、こうした直接参加企業がさらなる排出量削減や追加的な割当の販売の自主

的規制を行うことに同意するといったことが考えられる。こうした同意の開発に当た

っては、2003 年の結果を含む、主要な直接参加企業の排出量削減に影響する要因に

ついての Defra によるレビューに基づいて行うべきである。 
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b． EU の制度を実行するに当たって、英国企業がこの制度を実施した優位性を保てる

ようにし、また、この制度の要素がなるべく他の EU 加盟国に取り入れられるよう

にすべきである。 

 この制度の目的の 1 つは、英国の仲介業者や検証者やコンサルタントといったサー

ビス提供者が国内外のビジネスにおいて優位な立場を得られるようにすることによっ

て、英国経済に利益をもたらすことである。Defra は、こうした企業が EU の制度に

進出していく際の障害を排除するために、その影響力を活用すべきである。例えば、

英国の制度におけるのと同じ資格を、EU の制度においても検証者が認められるよう

にするといったことがある。また、Defra は他の加盟国が排出量取引の登録システム

を英国のシステムに基づいて整備するのを支援できるように協調し続けるべきである。 

 

 

 また、英国の排出量取引制度を、廃棄物や二酸化硫黄といった様々な分野に応用するに

当たって、以下のような点に留意すべきであると指摘をしている。 

 

c． 新しい制度のルールを設計する際には、早い段階で関連する産業分野の専門家によ

るアドバイスを得るべきである。 

 この制度は、オープンに運営することを目指しており、シンプルなルールから成り

立っている。しかしながら、この制度を様々な企業に適用すると、企業が不当に予期

せずした利益を得ることがある。 

 早い段階で、環境庁（Environmental Agency）に広く相談し、候補企業の事業や

規制設定の原理等についての情報を得れば、Defra は想定している制度によって起こ

りえる影響を理解でき、それに応じて制度を変更することができる。 

 

d． 制度の参加企業に対する規制の利用方法を、英国制度の経験に基づき改善するべき

である。 

 一般的に、直接参加企業のベースラインは、1998 年から 2000 年までの排出量の

平均を基に算定していたが、直接参加企業の排出量が、2002 年の規制で定められて

いる水準よりも高かった場合には、規制の水準が代わりに算定に用いられた。このよ

うな規制の制限は、典型的な将来の排出量水準というよりも、 大値を規定するもの

である。 

 限られた時間の中で選択肢があまりなかったため、Defra はこれらの規制の制限値

を用いることになった。今後は、将来の排出量の予測に基づいてベースラインを設定

できるようにすべきであり、そのために規制の制定者である環境庁を制度の設計段階

から巻き込むべきである。 



 - 131 - 

 

e． 新しい制度の導入計画に関する完全な情報と十分な時間を与え、参加企業が準備で

きるようにすべきである。 

 企業は、制度のコンセプト、妥当性、効率的に参加する方法について完全に理解で

きて始めて、その制度を有効活用できる。そのため、革新的な政策は、広範囲での広

報や教育が特に小さな企業にとって必要となる。Defra は、効果的な広報の重要性を

認識しており、排出量取引グループ（Emission Trading Group）や産業部門委員

（Industry Sector Associations）と親密に連携を図り、EU の制度の開始に先駆け

て活動している。 

 

f． 制度設計の試験を行うに当たって、特に市場に関する知識が限られている場合に

は、その規模について熟考すべきである。 

 今回のオークションの目的は試験であり、排出量取引市場やコスト削減についての

情報を充実化させることである。しかしながら、多額のイニシアティブが用いられた

にも関わらず、オークションは潜在的な参加企業数や削減量のレベルを完全には実現

しなかった。より小規模のオークションでも、より低いコストで、十分に教訓を得ら

れたかもしれない。 

 

g． 排出量の削減方法のコスト等に関する情報を拡充するための制度を最大限活用でき

るようわかりやすい計画に改善すべきである。 

 例えば「非公開入札方式」を採用すれば、「逆回転時計式方式」よりも、Defra は

オークションにどれだけ予算を投じるべきか判断するためのよりよい情報を得られた

であろう。さらに、参加企業に彼らのコストに関する情報を提供してもらうことで、

将来の政策の開発に役立てられたであろう。 

 しかし、Defra は、こうした方法では、自由参加であるこの制度への参加を企業が

躊躇してしまうと懸念していた。なお、強制参加の制度の場合には、こうしたことは

問題とならない。 

 

h． Defra の排出量取引チームが他省庁や他の部局と連携して開発した成功事例を共有

し続けるべきである。 

 Defra の排出量取引チーム（Department’s emissions trading team）は、革新

的な政策手段を開発するために、複合的な専門分野をもつチームに、政策、経済、法

律の専門家を集めた。また、産業界やロンドンとも連携をはかり、この制度を促進さ

せるための策を講じてきた。さらに、Defra は、EU の制度と同様のプロジェクト管

理方法を採用した。 
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 排出量取引チームはこうした経験から得られた利点を広く同省の職員や他省庁の職

員に広く普及させていくべきである。 

 

i． リスク管理の手続を、様々な状況に対応できるようにしておくべきである。 

 Defra は、この制度を開発・運用するに当たり、多くのリスクを特定し軽減するた

めの優れた技術を用いていた。しかしながら、考慮されていたリスクは、大部分が運

営上のものであり、さらなる発展で明らかになる英国の制度と EU の制度における主

要な相違点のような、根本的で解決の難しいリスクは考慮されていなかった。 
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【英国事例 02】イングランドにおける漁業規制 

  Fisheries Enforcement in England 

2004 年 7 月（HC563 2002-2003） 

http://www..org.uk/publications/0203/fisheries_enforcement_in_engla.aspx 

 

■概要 

 イングランド沿岸及びイングランド湾内における漁船漁業に対する規制（漁獲量割当の

設定や漁法等）について、規制執行主体による監視、取締り、処分等が効率的に機能して

いるかについて調査を行うもの。EU が推奨している規制の在り方との比較に留まらず、

規制を遵守させるという観点から、改善すべき余地を勧告。 

 

■経緯 

 英国を含む欧州海域の漁業は、水産資源の減少により崩壊寸前にある。EU の漁業政策

では、漁獲量割当の設定や、小魚・稚魚の漁獲を減らすための漁法に関する規制が行われ

ており、漁業水域への立入制限も課される見込みである。加盟各国はこれらのすべての規

制の実施及び遵守状況の監視が求められており、適切に執行しない国には罰則を科すとい

う動きも見られる。 

 本報告書は、イングランド沿岸及びイングランド湾内における漁船による漁業の規制執

行について、規制執行主体である環境・食糧・農村地域省（ Department of 

Environment, Foods and Rural Affairs：Defra）による監視、規制違反の取締りや阻止

の方法及び執行マネジメントがいかに効率的であるかを調査したものである。英国から

EU に提出された報告書では、英国は他国に引けをとらない状況であるが、改善すべき事

項として、陸上における取締りのための資源配分、システム的な授受情報のクロスチェッ

ク、及び効果的な罰則が挙げられた。本報告書でもこれらの点について取り扱う。 

 Defra はイングランドの漁業規制に年間約 1,100 万ポンドを費やしており、海洋漁業監

督局（Sea Fisheries Inspectorate）では、イングランドにおける海上の検査・偵察、陸

上での水揚げ量の検査、船上での漁獲量の書類調査等を指揮している。漁業者は、水揚げ

量に関する正確な記録を作成し Defra に提出しなければならない。なお、海上における検

査及び巡回は英国海軍の漁業保護隊（Fishery Protection Squadron of the Royal 

Navy）が担当しており、航空及び衛星による巡回は民間の航空会社である Direct flight 

Limited 社が担当している。 
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■検査方法 

 検査方法は下記のとおりである。 

 漁業及び他の利害関係者に書面で意見を求める、またはインタビューを通して協議

を行った。 

 法遵守と抑止に関する学術論文をレビューし、規制の執行力を高めるための重要な

要素や特性を明らかにした。 

 漁業セクター以外の執行機関の取組から得られる教訓を明らかにした。 

 Defra の取締りの方法について、より良い規制タスクフォース（Better 

Regulation Task Force125）により確立された原則に照らして評価した。 

 Defra の保有する取締り活動に関するデータを分析した。 

 海洋漁業監督局、英国海軍漁業保護隊、Direct flight Limited 社に対するインタビ

ューを実施した。 

 公表された報告書の情報、ウェブサイト、及び他の漁業取締り機関に対するインタ

ビューを実施した。 

 

■検査結果 

a）遵守状況 

 2001 年の英国の漁船による英国への水揚げは 4 億 2,400 万ポンドであり、うち 1 億

4,800 万ポンドはイングランド及びウェールズ地方のものであった。2000 年と 2001 年

には Defra は 250 件の規制違反を報告している。その半数は漁獲量記録の間違いであり、

残りの多くは網の大きさや免許等の技術的な違反や登録義務の違反であった。しかし、水

揚げ量の誤報告に関する科学的統計や、学術研究、及び漁業者からの聞き取りによれば、

この違反報告数は実際の法遵守状況を表してはいないと考えられる。 

 未検出の違反数を特定することは不可能であり、取締りの有効性を評価することは難し

いが、違反防止の方策として検挙率を推計し、法律違反による便益と課徴金を比較するこ

とは可能である。 

 これらの違反を取り締まる上での規制の在り方自体は EU が推奨している方法ではある

ものの、規制を遵守させるという観点からは改善の余地がある。本検査で明らかになった

事項は下記のとおりである。 

 海上での船の物理的検査の機会が得られる確率は非常に低く（1%以下）、陸上で

の検挙率は約 6%程度である。 

 提出された書類について、出荷量及び海上や衛星での観察等の情報とつき合わせて

点検できる確率は高い（60～70%）。 

 

                                            
125 規制の有効性及び信頼性の向上のための方策等について諮問するために政府内に設置された独立機関。 
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 いくつかの違反は非常に巧妙であり、文書偽造と購入者等の他の組織との共謀等が

行われている。こうした違反は検査によって検出することは難しいが、追跡や告発

によって発見することはできるといえる。 

 検出された違反のほとんどは文書による警告が行われている。2000 年の違反の

49%、2001 年の違反の 52%はこの方法である。 

 2000 年と 2001 年には裁判にかけられた 124 件の違反のうち 122 件に罰金が科

されている。罰金の事例分析によれば、典型的な罰金は違反による便益の約 1.7 倍

であるが、違反が検出され起訴される確率が低いということは、漁業者から見れば

違反による潜在的な経済便益はリスクを上回っているといえる。 

 

図表 47 摘発された違反の結末（2000 年、2001 年） 

2000年

総違反数：257件

2002年5月時点の係属中の件数：16件
2002年5月時点の決着済件数：241件
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Affairs 
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b）取締りの有効性 

 Defra による取締り方法は EU の要求は満たしているものの、点検の有効性や範囲への

影響要因がいくつか挙げられる。 

 船を物理的に検査することによって、すべての水揚げに関して正確に記録されてい

ることを確かめるのは不可能である。 

 文書点検だけでは、水揚げされた箇所、魚の種類や量に関する誤報告を見抜くこと

はできないが、衛星からの監視等の他の情報と組み合わせることで、文書チェック

も有効な取締り手段となりうる。 

 Defra は資源と人材の配置における柔軟性に欠けており、そのことが陸上での検査

目標に影響している。特定の状況においてより有効性を高めることが考慮されたな

ら、例えば支出管理によって海上検査（計画費）の減少を防ぎ、陸上検査（運営経

費）を増やすことができる。 

 職員に関する省の規則のために、必要性の高い分野に職員を配置するような柔軟な

措置がとられていない。現在、Defra の検査員の配置は水揚げ量を反映したものと

なっていない。例えば、イングランド南部では 13,000 トンの水揚げに対して 10

人の検査員が配置されている一方で、南西部では 47,000 トンの水揚げに対して 15

人の配置となっている。ただし、検査員の配置は、船舶数、水揚げ量と金額、水揚

げ制限の割当量、または水揚げ箇所数等を勘案する必要がある。 

 

■NAO による指摘 

 より良い規制タスクフォースは、善良な規制とその執行はより良い規制 5 原則（透明性、

説明責任、比例性、一貫性、目標の明確化）を満たすべきであると提言している。Defra

はこれらの原則に基づいて取り組んできたといえる。本検査では、より良い規制 5 原則へ

の適合に加え、英国における漁業監督に関して権限移譲された各機関との連携により省が

取り組む可能性のある事項について、以下の 10 点を勧告事項として提示した。 

 

a．Defra は、各地域の規則違反の状況を一貫して記録すべきである。これにより、違法性

のレベルをよりよく分析、理解し、取締り活動の目標を明らかにし、全事例が適切に取

り扱われることを確実にすることができる。 

b．英国間税消費税庁（HM Customs and Excise）のような他の執行機関では、規則違

反に関する幅広いデータを活用することで取締り活動の有効性を評価している。Defra

でもこのように海洋漁業監督局126等の他機関からの情報入手について検討すべきであ

                                            
126 海洋漁業の効率性の向上及び海産物の産業及び顧客の利益に資する活動を行うことを目的として

1981 年漁業法（Fisheries Act）により設立されたが、この法律では、本法に基づいて機関が取得し

たいかなる情報もその承諾なしに公開されてはならないとしており、同機関でも漁業者から入手した

情報の開示に難色を示しているため、Defra は産業側の情報の活用が困難となっている。 
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る。 

c．他の漁業関連の連携により取締りの有効性は高まる。Defra はこれまで他地域との連携

を進めており、スコットランド漁業保護庁（ Scottish Fisheries Protection 

Agency 127 ） や 北 ア イ ル ラ ン ド 漁 業 検 査 局 （ Northern Ireland Fisheries 

Inspectorate）と緊密な関係を維持している。スコットランド漁業保護庁との連携で

は、有効性の評価のための成果測定技術の共有と発展の余地があるといえる。 

d．取締り活動の有効性を高めるためには、Defra は、規則違反の疑われる個々の漁船を

標的とした水揚げパターン及び追跡情報を多く活用することに目を向けるべきである。 

e．Defra は EU レベルで設立された地域諮問機関（Regional Advisory Council128）から

の取締り活動に関する情報提供を利用し、産業界からの幅広い支援得ることで有効なマ

ネジメントと漁業規則の執行力を高めるための他国の取組を活用すべきである。例えば、

Defra では、オランダにおける取組にならって、英国生産者団体129（UK Producer 

Organisations）と連携した検査活動を行う余地を検討することもできるだろう。オラ

ンダでは、検査活動によって摘発される違反は漁業関係グループに報告され、当該グル

ープではその漁業者に経済的便益を与えないという制裁措置を講じるというしくみがあ

る。 

f．Defra は個別譲渡可能割当システム（Individual Transferable Quota system）の価

値を検討すべきである。このシステムにより、漁業者は一定量の魚を採って売る権利を

与えられ、この割当量が私有財産のような性格をもつことから漁業資源の保全と違反の

報告は自分自身の関心事として捉えられる。このシステムを既に導入しているニュージ

ーランド及びアイスランドでは、この制度によって規則を遵守し違反者を通告する漁業

者が増加したと報告している。この分野は現在欧州委員会も検討を進めていることも考

慮すべきである。 

g．割当量を超える魚の廃棄のために、既に死んだまたは瀕死状態の魚がしばしば海に捨

てられている。現在の EU の取締り法ではこうした魚の水揚げは禁じられているが、

Defra はこの EU 法を改訂して、こうした魚の水揚げによる収益を調査や取締り活動の

強化に活用することの利点について検討すべきである。 

h．現状では、違反の起訴には時間がかかり、また違反者に科される罰金は、特に検挙率

の低さを考慮に入れた場合には、違反による経済的便益の大きさを反映していない。

Defra は、現在行われている行政処分の検討を通じて、違反を追及し罰則を科すための

選択肢を増やすべきである。 

i．Defra では英国海軍と契約し取締りの遂行費用を抑えることに取り組んでいる。海軍と

                                            
127 スコットランド環境地域省内の執行機関。検査員の配置（シフト時間）等において柔軟な措置が講じ

られている他、独自の巡回航空機等を保有することで取締りの費用対効果を高めている。 
128 EU 加盟国の各利害関係者との協議のためのフォーラムとして 2002 年に設立された。 
129 英国には 20 の生産者団体がある。これらの生産者団体は計 1,300 隻の漁船会員を有しており、各

生産者団体は英国内の各漁業関連省の監督下に置かれている。水揚げ量割当の 95%はこの生産者団体

に委任されている。 
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の現在の契約は 2008 年 3 月で終了するが、契約満了までに市場化テストを行い、海

軍との契約が費用対効果のある解決方法であることを確認すべきである。 

j．Defra は、漁業検査局の役割とその責任範囲について、海洋漁業委員会（Sea 

Fisheries Committee）や環境庁（Environmental Agency）を含めた他の機関の取

締り活動及び関連業務とともに見直しを行うべきである。この見直しにおいては、地方

の検査員の配置の現状を考慮した上で、違法な魚の水揚げの検挙率を 大化しあらゆる

分野の関連するリスク評価に基づいた調和の取れた職員配置について検討すべきである。 

 

図表 48 スコットランド漁業保護庁及びイングランド漁業検査局の比較 
 スコットランド漁業保護庁 注 1,4 イングランド漁業検査局 注 2,3 

漁業制限の規模 127,000 マイル 60,000 マイル 
登録された 10m1 以上の漁船数
（2000年） 

 
947 隻 

 
748 隻 

英国の漁船によるスコットラン
ド及びイングランド湾への水揚
げ量（2000年） 

 
308,000 トン 

 
118,000 トン 

航空追跡に伴う年間支出 1.5 百万ポンド 2.9 百万ポンド 
海洋追跡に伴う年間支出 6.5 百万ポンド 注 5 6 百万ポンド（概算） 
沿岸追跡に伴う年間支出 3 百万ポンド（概算） 2.1 百万ポンド（概算） 
航空追跡（巡回時間） 1,637 時間 1,678 時間 
海上巡回日数 1826 日 注 6 957 日 （契約日数） 
乗船回数 
（海上における 1 日の平均階数） 

 
1,634 回（0.89 回/日） 

 
1,460 回（1.6 回/日） 

謙虚された違反件数 
  海上 
  陸上 

 
150 

1,361 

 
171 
86 

起訴件数 
文書化された警告 
不起訴件数 
係争中 

74 
1428 

6 
3 

81 
126 
34 
16 

資料）原典は United Kingdom Sea Fisheries Statistics 1999 and 2000 
注）1 スコットランド漁業保護庁の情報は財務年度 2000 年-2001 年 

2 漁業検査局の情報は 2000 年の 12 か月分 
3“United Kingdom Sea Fisheries Statistics 1999 and 2000”に基づく 
4“Scottish Fisheries Protection Agency Annual Report and Accounts 2000 – 01”に基づく 
5 スコットランド漁業保護庁は独自の巡回船と追跡飛行機を保有している 
6 スコットランド漁業保護庁は沿岸地域を含めて巡回しているが、英国では沿岸地域は海洋漁業委

員会（Sea Fisheries Committees）の管轄である。 
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【英国事例 03】再生可能エネルギー 

  Renewable Energy 

2005 年 2 月（HC210 2004-2005） 

http://www..org.uk/publications/0405/renewable_energy.aspx 

 

■概要 

 気候変動プログラム（Climate Change Programmme）の一環として行われている再

生可能エネルギーの利用の拡大にむけた諸政策について、a）進捗・目標達成状況、b）今

後さらなる促進を行うに際しての隘路、c）要しているコストについて調査を行うもの。

a）において、全体予算の 3 分の 2 を占めている「再生可能エネルギー使用義務制度

（Renewables Obligations：RO 制度）」における発電事業者に対するマーケットベース

のインセンティブが有効に機能しているのかを、外部のコンサルティング会社を用いて検

証。c）において、複数の政策手段間での比較を実施。 

 

■経緯 

 再生可能源からの発電――風力発電、波力発電、太陽光発電等――は、化石燃料源から

の発電に比べて環境負荷が小さい。気候変動プログラムの一環としての再生可能エネルギ

ー利用の拡大は、2010 年までに二酸化炭素排出量を 1990 年レベルから 20%削減すると

いう政府の国内目標を達成し、2050 年までに現状のレベルの 60%にまで削減していこう

とする目標にも合致するものである。 

 政府は 2010 年までに再生可能エネルギーの全体に占める割合を 10%にするとともに、

そのための費用は消費者が許容できる範囲で設定するとの目標を設定している。さらに、

2020 年にはその倍の 20%にする努力目標を課している。これにより、二酸化炭素排出量

を 20～27 百万トン削減できる計算になり、さらにはエネルギー源の多様性が図られるこ

とにより、エネルギーセキュリティが担保されるとの意味合いも持つ。 

 政府内では貿易産業省（Department of Trade & Industry：DTI）が所管省である。

大部分の再生可能エネルギー関連技術はいまだ商業ベースで成立しにくく、広範な技術開

発とその開発成果の利用を担保するための政府支援が必要となっている。DTI は様々な開

発段階にある技術を支援するための多様な支援メカニズムを構築しており、これらを通じ

て技術を成熟化させて、ユニットコストを低減させることを目指している。 

 例えば陸上風力発電に見られるような商業ベースでの実現可能性を担保するために主に

用いられているメカニズムは、「再生可能エネルギー使用義務制度」（RO 制度）である。

これは、すべての電力供給事業者に対して、総売上に占める再生可能エネルギーによる売

上の比率を毎年高める義務を課すものである。この RO 制度では、あらかじめ認められて

いる再生エネルギー源から発電を行った発電事業者に対して「再生可能エネルギー使用義

務証書（Renewables Obligations Certificates：ROCs）」が発行される。この証書は、
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電力供給事業者に対して電力販売とともに譲渡する他に、単独で取引することも可能であ

る。電力供給事業者は、定められた年に、それぞれに課せられた義務量に相当する ROCs

を拠出するか、もしくは不足分相当を買い取る（buy-out）べく追加の買取支払を行うか

のいずれかを行う。買取支払で徴収された金額は、その後、ROCs を拠出した量に応じて

電力供給事業者に再配分される。買取支払の金額は、その時々の ROCs の市場価格に応じ

て価格付けられる。ROCs の需要量が供給量を上回った場合には、再生可能エネルギーに

よる発電により得られた収入の多寡を勘案して、ROCs の発行量を増加する。こうした

RO 制度とは別途、DTI では、市場化にはまだほど遠い技術開発に対し、モデルプロジェ

クト、実験プロジェクト、その他の関連研究開発支援という形で補助金を提供している。

気候変動に対する政府内の別の取組として、再生可能エネルギーの開発を間接的に奨励す

るものも存在する。 

 2003～6 年の間、再生可能エネルギーへの支援として年間平均 7 億ポンドが投じられた。

そのうちの 3 分の 2 は RO 制度の運営に割かれており、これらの費用はいずれ消費者に転

嫁されることとなるが、2010 年までに年間 10 億ドルに達すると予想されている（これは、

電力価格が 5.7%上昇することと同義）。 

 再生可能エネルギーの技術に対して多額の予算が投じられている状況に鑑み、本検査に

おいては、以下の 3 点を検証することとした。 

 

 ① 今日まで DTI が行ってきた再生可能エネルギー支援施策の進展、目標達成状況。 

 ② 将来の再生可能エネルギー促進の鍵を握る主要な要因。 

 ③ 再生可能エネルギーの促進のために国民が負担するコスト。 

 

 

■検査方法 

 本検査全体に共通した問いは、果たして DTI は、2010 年の再生可能エネルギーに関す

る政府目標を達成する上で、費用対効果の高い政策プログラムを設計し、かつ実施してい

るのかという点にあった。この問いに答えるべく、以下の調査手法を採用した。なお、分

析過程で経済学的な支援・示唆を得るべく、Oxera 社とコンサルタント契約を締結して、

DTI の財政的支援施策に関する批判的な検証、再生可能エネルギー発電量の将来予測に従

事させている。 

（1）政策形成に関する分析 

 DTI の再生可能エネルギープログラムの有効性を評価する上で、一連の政策手段がどの

ように開発されてきたのか、その政策形成プロセスを理解することが必要であると考えた。

政策形成プロセスの評価に際しては、内閣府が設定している政策形成のベストプラクティ

スを参照した。さらに、Oxera 社と共同して、DTI の政策形成に関連する文書をレビュー
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するとともに、当該プロセスに携わった担当者に対するインタビューを実施している。 
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図表 49 再生可能エネルギー使用義務制度（RO 制度）のスキーム図 

 
資料）NAO（2005） 

A．電力供給事

業者に対する

義務の賦課 

電力供給 
事業者 

発電事業者 

消 費 者 
家庭用 
業務用 

貿易産業省 

ガス・電力市場局 

取引業者 
仲介業者 
      

G．卸売価格での

電力販売 H．電力販売（価

格に証書購入費が

上乗せ） 

E．証書の販売 

F．証書の 
販売 

F．証書の 
販売 

D．発電量

に応じた 
証書の発行 

B．義務を

果たすため

の証書拠出 

C．義務量不足分

相当の買取支払 

証書拠出量に応じ

て追加支払金を再

配分 

証書の移動 

買取支払の移動 

電力販売 
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（2）再生可能エネルギー使用義務制度（RO 制度）の経済学的検証 

 DTI は、発電事業者に対するマーケットベースのインセンティブを提供すべく RO 制度

の設計を行っている。この市場メカニズムが費用効率的・費用効果的に機能しているのか

どうかを検証するために、Oxera 社は RO 制度の経済学的検証を行っている。具体的には、

2004 年の再生可能エネルギーイノベーションレビューの一部として DTI とカーボン・ト

ラストとが共同開発・使用した分析モデルを基にした改良モデルを用いて分析を行ってい

る。当該モデルでは、“RO 制度によって再生可能エネルギー発電にもたらされるインセ

ンティブの程度”“想定される逆インセンティブの程度”“ROCs の取引レベル”“RO

制度が長期にわたってインセンティブを提供し続けるかどうか”“消費者価格の予測”等

を要因として加味している。 

（3）利害関係者に対するインタビュー 

 DTI が主たる政策主導者ではあるが、この他にも、他省庁、政府機関、地方機関が政策

に関与している。また、再生可能エネルギー市場におけるプレイヤーは、国際的な大企業

から小規模独立事業者まで存在しており、それぞれの発電事業者が採用している再生可能

エネルギーの組み合わせは異なる。さらには、供給事業者、環境関連 NGO、金融機関等

に対して、RO 制度に関する包括的なインタビューを実施している。 

（4）その他―データ分析、文献精査、国際比較、外部有識者会議の設置 

 

■検査結果 

①今日まで DTI が行ってきた再生可能エネルギー支援施策の進展、目標達成状況 

 再生可能エネルギー発電の支援は、これまでに変遷を辿ってきている、90 年代の間は、

非化石燃料購入義務（Non-Fossil Fuel Obligation：NFFO）制度に基づき再生可能エネ

ルギーの購入目標が設定されていた。この制度下では、再生可能エネルギーを発電する事

業者は、プレミアム価格での電力供給を前提とした長期供給契約を競争的環境下で締結す

ることができた。このしくみにより、再生可能エネルギーのコスト低減に寄与したとする

ものもあるが、多くの事業者は、開発サイトにおける計画的・技術的・商業的な問題に直

面することになり、発電能力 1,500 メガワットという政策目標に 25%足りない状況であ

った。 

 RO 制度開始 2 年目に当たる 2003-2004 年度は、英国における総発電量の 2.4%が RO

制度下で実際に承認された再生可能エネルギーによる発電の状況であり、これは RO 義務

（目標）レベルである 4.3%を大幅に下回るものであった。 近の上院科学技術特別委員

会による報告では、2010 年には当初目標である 10%に対してせいぜい 7.5%にしか及ば

ないとの試算を行っている。2005 年 1 月に本検査の一環として Oxera 社が実施した試算

では、類似のモデルを構築して、科学技術特別委員会に対して DTI が提出したデータと同
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じデータを用いつつも、技術革新を妨げる要因についての仮説を 新のものとして分析を

行った。その結果、2010 年時点で 9.9%と、目標である 10%に極めて近い値が算出され

た（中位ケース）。しかし、さらに感度分析を行った結果、電力卸売価格と技術ユニット

コストについて も楽観的なシナリオを立てた場合であっても、中位ケースをかすかに上

回る程度にしか上ぶれせず、逆に も悲観的なシナリオを立てた場合には 7.5%と目標値

を大きく下回る値が算出された。 

 

図表 50 RO 制度下での再生可能エネルギー比率の試算 

 
資料）原典は Oxera 社 

 

 

②将来の再生可能エネルギー促進の鍵を握る主要な要因 

 10%という政策目標を達成するためには、再生可能エネルギー発電のレベルを段階的に

変えていくことが必要であり、そこには 5 つの要因が係わってくる。DTI ではこれらの要

因を特定・対処すべく、これまでの努力を重ねてきているが、状況が複雑であり、不十分

な対応もしくは時宜を逸した対応により、目標達成が危うくなる危険性がある。 

a）開発計画システムが再生可能エネルギーの開発者にとって足かせになる可能性 

 開発計画の認可手続、所要時間、認可率が、イングランド内部の各地域で異なり、また、

イングランドとスコットランド、ウェールズ間でも大きく異なっていること。 

b）送・配電ネットワークの強化に対する時宜のあった投資 

 電力は送電基幹ネットワークを通じて全英内を長距離にわたって伝送され、さらに地域

の配電ネットワークを通じてユーザーへと伝送される。再生可能エネルギーの発電はこれ

高位ケース：最も望ましい市場・費用状態 
中位ケース：通常の試算 
低位ケース：最も望ましくない市場・費用状態 

% 

RO 義務（目標）レベル 
 中位ケース 

低位ケース 

高位ケース 
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までネットワークでカバーしていなかった場所で行われることも多々あるため、既存ネッ

トワーク網の拡張・強化が必要になる可能性がある。再生可能エネルギーで全体の 10%を

占める状況になった際に、どのような形でネットワーク網が整備されるべきなのかについ

ては予測が付きにくい。 

c）電力卸売市場動向が再生可能エネルギーの開発者の意思決定の根拠となる 

 電力市場価格は再生可能エネルギーの技術開発に対しても大きな影響を及ぼすことと成

る。2001 年に行われた電力取引ルールの改定により電力卸売価格が低下し、そのことに

よって当時再生可能エネルギーに対する投資意欲を減退させたことがあった。 近の電力

卸売価格は上昇し続けており、かつての価格水準よりも高めに推移している状況にある。 

d）政府の再生可能エネルギー施策の安定性が重要であること、 

 政府による RO 義務（目標）レベルの変更、再生可能エネルギーとして認定するエネル

ギー源の加除、ROCs の価値付け等により、事業者の取りうる行動が変化する可能性につ

いて指摘している。 

e）いくつかの新技術ではさらなる支援を必要としていること 

 沖合風力発電や、バイオエネルギー発電等、まだ商業ベースでの稼働に至っていない分

野においては、DTI による再生可能エネルギー関連施策のみならず、その他の施策も通じ

て継続的に支援していく必要があることを指摘している。 

 

③再生可能エネルギーの促進のために国民が負担するコスト 

 DTI による再生可能エネルギー関連施策の推進は、再生可能エネルギーの発電量を増加

させることによる環境便益――二酸化炭素削減等――の達成と、納税者・消費者にとって

の費用を抑えることとの間で常にバランスを取ってきている。 

 DTI の試算によれば、2003 年から 2006 年の間に、再生可能エネルギー関連産業は、

年間 7 億ポンドの支援を受けている。これらの支援は様々な形でなされており、その費用

は電力価格の上昇という形で消費者が、もしくは納税者が負担している状況にある。 
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図表 51 再生可能エネルギー関連産業に対する支援に要している年間費用（2003～6

年） 

産業にとっての収入源 
年間平均コスト 

（百万ポンド） 

誰が費用を負担 

しているか 

再生可能エネルギー使用義務証書を通じた収入 470 消費者 

気候変動賦課控除証書による免税 30 納税者 

政府の補助金、その他支援 180 納税者 

EU 研究開発基金 20 納税者（EU） 

合 計 700  

資料）原典は DTI（2004）, Renewables Innovation Review’ 

 

 

 DTI が作成した RO 制度に関する規制影響分析評価書では、RO 制度の運用により

2010 年までに年間 10 億ポンド（2002 年換算値）の費用が新たに消費者の負担として生

じ、これは電力料金を 5.7%上昇させることと同義であるとの試算を行っている。ここに

は送・配電ネットワーク網の強化のために必要な費用（1 回限りで発生する費用）は計上

されていないが、およそ 11～13 億ポンドと試算され、この費用もいずれは消費者価格に

転嫁されることとなるであろう。 

 また、二酸化炭素削減の政策手段として捉えた場合、RO 制度は政府によって講じられ

ている他の関連施策と比べると数倍もの資金を要することとなる。しかし政府は再生可能

エネルギーを気候変動プログラムに欠くことのできないものであると位置付けている。そ

れがために、他の二酸化炭素の長期的削減に寄与しうる他の政策手段――例えばエネルギ

ー効率性の推進施策等――にも一定の制約が生じている。 
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図表 52 二酸化炭素削減の政策手段間での費用の比較 

政策手段 政策目的 費 用 
（ポンド/二酸化炭素・トン） 

再生可能エネルギー使用義務制度

（RO 制度） 

・気候変動 
＜副次的目的として＞ 
・エネルギーセキュリティ 
・新技術   ・国内産業 
・地域経済 

70～140 

エネルギー効率性宣言 
・気候変動 
・エネルギー効率性の改善 
・燃料不足の軽減 

マイナス～16 

気候変動賦課 ・気候変動 
・エネルギー効率性の改善 

5～11 

英国排出量取引スキーム 
・気候変動 
・英国企業の先行者利益確保 
・ロンドンを取引所として確率 

18 

EU 排出量取引スキーム ・気候変動 
・エネルギー効率性の改善 3～21 

資料）原典は Ofgem（2004） 

 

 

 DTI は 2010 年までに再生可能エネルギーを全体の 10%にする目標を達成するための手

段として RO 制度を選択したが、例えば炭素税のように、すべての経済セクターに対して

直接的に削減を促すような政策ツールを通じても、再生可能エネルギーの生産・利用を同

程度産み出すことが可能であることは疑いようもない。RO 制度には、英国のエネルギー

供給上のセキュリティ担保や、国内企業に対する経済機会の提供等のその他の政策目標も

存在しており、DTI はあくまでこれらの目標は、二酸化炭素排出量削減という主たる目的

に付随するものであると位置付けている。また、RO 制度が再生可能エネルギー技術のユ

ニットコストを削減するイノベーションを産み出すものと期待している。 

 

■NAO による指摘 

 以下の 9 点を勧告事項として提示した。 

 

a．DTI は、2010 年目標の達成を危うくする緊急性の高い要因に対して早急に対応すべき

である。特に、開発計画システムの変更や、送・配電ネットワーク網の強化等に対処す

る際には、プロジェクト遂行に当たってのクリティカルパスを描く能力、主要なマイル

ストーンについてモニタリングする能力等が極めて重要な意義を持つ。 

b．DTI は、再生可能エネルギープログラムの進捗状況や将来見通し等に関する主要なレ

ビューに対して、より注力すべきである。 

c．DTI は、プログラムの評価を行う際の 1 つの評価尺度として VFM 指標を組み込むべき

である。RO 制度は短期・中期的に見れば二酸化炭素削減の手段としては極めて高額な
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手段であり、RO 制度を続けていくためのコストについてこれまで以上に注意を払う必

要がある。 

d．研究開発資金の提供に企業的アプローチを導入することになったこともあり、再生可

能エネルギーは、その他の開発が急務である新たな技術群との間で、競争的資金の獲得

において競争していかなければならない。DTI は、これまでの成果でどこまで到達し

ているのか、何が課題なのか、どのような教訓を得るのか等を明確に整理し、その良好

なエビデンスを整理するべきである。 

e．多くの公的機関が再生可能エネルギー技術の研究開発に対する支援を行っていること

で、かえって研究開発資金の調達に混乱を来している点も否めない。DTI は、これら

の研究開発支援措置の全体像を把握した上で、どの機関のどの支援措置を利用するかに

ついて整理を行うべきである。 

f．DTI は、より大きなレベルでの支援メカニズム、すなわち、再生可能エネルギーの開発

段階に応じた支援メニューについて検討すべきである。それと同時に、基礎研究段階、

開発・実証実験から大規模な運用実験に至るまでの段階、さらに望むらくは商業的運用

段階のそれぞれについて、どういう状態になれば次の段階に移行できるのかを明示すべ

きである。 

g．DTI は、特に RO 制度下で支援されている電力市場から完全に商業ベースで成立して

いる電力市場へと移行しうるかどうかについて、より注意を払うべきである。納税者・

消費者の利害と、再生可能エネルギー産業の利害の双方についてバランスをとるべく、

DTI は支援を減らす、もしくは支援をやめる際の基準について明確に設定すべきであ

る。 

h．DTI はこれまで、買取価格の相場や年間購入義務量が（発電事業者ではなく）供給事

業者に対して与える影響について検討・考慮してこなかった。もし、RO 制度を長期的

視野に立って目標達成に導きたいのであれば、DTI は、当該スキームの消費者にとっ

てのコストに与えるすべての影響について加味した上で分析を行わなければならない。 

i．2010 年までに、かつての非化石燃料購入義務（NFFO）から RO 制度への余剰金繰り

入れがなされることで、政府は 5.5～10 億ポンドの余剰金を手に入れることになる。

この余剰金は元々電力消費者から徴収された料金から生じているものであることから、

DTI 及び財務省（HM treasury：HMT）は、議会に対して当該資金の出自及びその扱

いについてきちんと説明しなければならない。 
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【英国事例 04】水資源管理の効率性 

  Efficiency in Water Resource Management 

2005 年 6 月（HC73 2005-2006） 

http://www..org.uk/publications/0506/efficiency_in_water_resource_m.aspx 

 

■概要 

 環境庁が行っている水資源管理業務について、費用節約余地がないかどうかを特定する

とともに、それぞれの費用節約効果を試算するもの。 初に、評価基準・評価項目を設定

して業務全体をレビュー、特に、水資源管理に必要な活動別のコスト、料金管理、データ

収集の側面に着目しつつ、外部のコンサルティング会社と協働で実地調査を行っている。 

 

■経緯 

 公的部門の効率化について広範な調査を行うことで各省庁の効率性改善余地を多数指摘

したガーション報告（2004）130に基づき、2004 年歳出レビュー（Spending Review）

131ではすべての省庁に効率化目標（efficiency target）が設定された。これを受けて、環

境・食糧・農村地域省（Department of Environment, Foods and Rural Affairs：

Defra）傘下の環境庁（Environmental Agency）には、2004 年度予算の 850 百万ポン

ドに対して 2007 年度までに 73 百万ポンドの削減目標が設定された。環境庁には主にオ

ンライン監視等による洪水リスク管理業務コストの合理化や、財務・情報管理等のバック

オフィス業務のコスト削減が期待されている。 

 2004 年度予算編成及びガーション報告の公表に先だち、NAO は同庁の水資源管理業務

の効率性に関するレビューを開始した。上水道事業は民営化されており、イングランド及

びウェールズの家庭用水道水消費量は 1 日当たり約 80 億リットルで、断水や取水制限は

まれである（例えば過去 5 年間で断水は 10 回のみ）。加えて、農業用水及び産業用水に

約 80 億リットル（鉄鋼業、ハイテク産業等）、発電用に 160 億リットル（主に冷却水）、

その他取水で 40 億リットル（灌漑用水等）が利用されている。このように水は経済活動

に不可欠な資源であり、1 日あたり百万リットルの水供給の経済的価値は 2 百万ポンドに

も及ぶ。イングランドは水資源に乏しい土地であり、また英国は地形的・気候的に渇水や

洪水を生じやすい。特に南東イングランドは取水が不安定な地域とされており、水資源管

理は非常に優先順位の高い業務である。 

                                            
130 正式には Sir Peter Gershon, CBE（2004）, Releasing resources to the front line: 

Independent Review of Public Sector Efficiency。調査の主査を努めたピーター・ガーション卿の

名から「ガーション報告」と呼ばれている。 
131 ブレア政権下で初めて導入された複数年にわたる政府歳出計画で、向こう 3 か年の省庁別歳出上限

額を設定する。2～3 年ごとに更新され、 新は 2007 年歳出レビュー。 
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図表 53 イングランド及びウェールズにおける水資源賦存量 

 

資料）原典は環境庁（2001） 

 

 

 環境庁はイングランド内を 7 地域 23 エリアに分けて水資源管理を行っており、同業務

のコストはイングランド及びウェールズで年間約 114 百万ポンドにのぼる。主な業務内容

は以下のとおりである。 

 約 14,300 の監視サイトのネットワークを通じてデータを収集、監視する。なお、同

データは洪水リスク管理にも使用する。 

 取水許可制度を通じて水利権を規制し、必要に応じて許可条件を行使する。 

 これをもって水需要と環境保全（水質保全や野生生物生息地の保護等）の両面を満た

す十分な水が入手可能であることを確実にする。 

 

 事業者等の取水は許可制であり、使用量に応じた料金が課される。許可の取得及び維持

には環境庁の定期検査が必要であり、違反者には警告や許可取消等が行われる。 

南部 

 
南西

 

テムズ 

 

ウェールズ 

 

アングリア 

 

北西

 

北東 

 

ﾐｯﾄﾞﾗﾝﾄﾞ 

 

地下水 地表水（夏季） 

取水禁止あるいは不安定地域 
追加的水量なし 
追加的水量あり 
戦略的帯水層なし 

取水禁止あるいは不安定地域 
追加的水量なし 
追加的水量あり 

南部 

 
南西

 

テムズ 

 

ウェールズ 

 

アングリア 

 

北西

 

北東 

 

ﾐｯﾄﾞﾗﾝﾄﾞ 
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 本業務に係る全コストは、47,600 の取水許可保有者のうち 3 分の 2 の事業者等から得

られる料金収入により賄われる。残りの 3 分の 1 については、取水量が僅少であるか、ま

たは法定の免除規定に基づき、料金は徴収されない。許可発行数では農業が 多（全体の

40%以上）であるが、取水量では公共上水道と発電で 7 割以上を占める。 

 水資源管理関連プログラムには 1999 年の政府計画“Taking Water Responsibility”

による許可制度の改正、2001 年に策定された環境庁の 25 か年計画“Water Resources 

for the Future”、また地域ステークホルダーの参画を得て水資源利用の適正化を 126 の

河川帯水層ごとに図る“Restoring Sustainable Abstraction Programme”がある。 

 水に関するすべての政策は Defra が所管し、法や EU 基準の執行において環境庁と密接

に連携する。環境庁は水道サービス規制庁（Water Services Regulation Authority：

OFWAT）や民間水道事業者等と共同で水資源管理を行う。 

 

図表 54 環境庁を中心とするイングランドの水資源管理体制 

 環境庁 

水源管理並びに許可証を通じ

た応じた取水管理 

Defra 

水資源に関する政策立案 

水道サービス規制庁 

水供給会社の適切な運営、ファイナ

ンス、1991 年水道産業法の下で機

能遂行を監督 

消費者 

水供給会社から良

質な水を購入 

他の取水許可保有者 

農業・工業・商業・公

務における水使用 

水供給会社 

公衆衛生を守り、適

正価格で水を供給 

助言･情報･政策 

政策 

助言･情報･ 
政策 

助言･情報 
 

取水許可と利用料 

水供給と水道料金 

渇水計画･水源計画･ 
利用料･許可証 

事業計画･水道料金･ 
利用計画 

 
資料）原典は環境庁 

 

 取水許可制度の法的根拠は 1963 年水資源法（1991 年改正）にある。1997 年の水サミ

ットを受けて政府は環境保全と取水管理の強化を図り、新規に 2003 年水法が成立したこ

とで、今後環境破壊の恐れがある取水に対する環境庁権限は強化される見込みである。ま

た、環境庁による 2004 年の取水許可料金見直し答申では、2003 年水法及び EU 指令132

                                            
132 生物多様性保全を目的とする天然生息地と野生動植物保全に関する理事会指令 92/43/EEC（1992

年）及び河川流域ごとの水資源管理の国家間調整を加盟国に求める水枠組指令 2000/60/EC（2000
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を見据えた全国統一的な料金制度が提案され、これが承認されれば 2006 年 4 月から実施

の予定である。 

 なお、イングランドでは Defra が制度実施方針を示達しており、ウェールズにおける同

業務の実施状況はウェールズ議会に報告されるため、本報告ではイングランドについての

み取り扱う。 

 

■検査方法 

 今回、検査院はプライスウォーターハウスクーパーズ社（PwC 社）と共同で効率性評価

の手法を定めた（図表 55）。なお、この手法は他省庁の業務の効率性評価にも応用でき

るとしている。 

 

図表 55 環境庁の水資源管理に係る効率性評価の手法概要 

効率化の コーポレートレベル
ガバナンス ■効率化推進責任者はいるか？

■コストに関する良質なデータはあるか？
■業績に係る良質なデータはあるか？

機能に関する 機能ごと
基本的事項 ■その目的は異なる政策的手段でも

達成できたか？
■その機能又は活動は他の者でも実施

可能だったか？
■その活動はまだ必要とされているか？

費用節減の勧告；
機能内部における 量的便益
予算の源及び配置 ■その機能はインプット（スタッフ、技術、

方法、場所等）を適切なミックスし
使用しているか？

■その機能はベンチマークと比べてどうか？
■他にそのプロセスを実施する体制、方法

があるか？

 

資料）NAO（2005） 

 

 

 まず、コーポレートレベルの効率性ガバナンス（効率性の責任者、コスト情報、業績情

報等）をレビューした後、機能・活動ごとの効率性を 2 つの観点（①必要性等の基本的事

項、②ヒト・技術・手法・場所等の資源利用の適切性）からレビューし、効率性の改善効

果が 大と見込まれる次の 2 つの領域を特定した。 

                                                                                                                                
年）。 
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 水資源管理コストと料金の管理のあり方 

（ただし、取水許可制度あるいは料金制度の有効性には踏み込まない） 

 水資源管理データの収集のあり方 

 

 検査の手法は、環境庁職員（マネージャー及びスタッフ）との面談、プロセスマップの

作成、書面調査、現場実査、及び OFWAT や地域水道事業者等の利害関係者の意見収集と、

広範な資料の収集が行われた。実地調査に際しては PwC 社が NAO の調査チームを補佐、

協働した。 

 

■検査結果 

 2003 年水法の成立と取水許可制度の見直しにより、20,000 件の小規模取水者が許可制

度の適用除外となり、現在は規制適用外となっている 6,500 件の重要取水者が対象となる。

業務プロセスの見直しやシステム統合、オンライン化等の検討により、許可の申請・変更

手続が合理化され、新規の許可証に有効期限が設けられ、許可証の取引（trading）が容

易となる。これにより、環境庁の水資源管理業務はより効率化され、百万ポンドの節約が

見込まれている。 

 概して環境庁の業務はよく管理されており専門性も高いといえる。本検査結果の 6 つの

勧告を受諾することで、上記に加えて水資源管理業務の合理化で 1.4 百万～2.5 百万ポン

ド、それ以外の業務（液体比重測定（Hydrometric）ネットワーク関連）で 174 千ポンド、

水資源管理業務と他業務（洪水対策等）のコストの適正再配分で 65 万～1.7 百万ポンド、

合計で年間約 2.7 百万ポンドの費用節約が可能であると試算した。 

 

①水資源管理活動ごとのコストに関するより良質な情報の必要性 

 効率化の検討には活動ごとのコストの把握が必要だが、現状、環境庁は、水資源管理

プログラム全体のコストは把握しているものの（図表 56 参照、他に、活動ごとのスタ

ッフ数と地域ごとの取水料金を取り上げている）、サイトの監視、サイトの維持管理、

データ分析、許可発行といった活動ごとの詳細なコスト情報は不十分である。 



 - 154 - 

 

図表 56 イングランド及びウェールズの水資源管理に係る総コスト（2003 年度） 

給与・賃金
40.8

水道事業者への支
払い
19.7

維持管理・コンサ
ルタント

18.6

減価償却
9.1

使用資本利益率
8.9

その他コスト
7.9

機器・用具・資材等
5.1

旅費・日当
3.7

単位：百万ポンド

＜総　計＞

113.8百万ポンド

 
資料）原典は環境庁 

 

 

 費用節約の可能性の見極めにはより信頼性の高い活動コストデータが必要である。環

境庁は目下、活動基準原価計算（Activity Based Costing：ABC）133を導入中であり、

完了にはあと数年かかるため、短期的にはマネジメント情報の質的改善に取り組んでい

る。また、水資源管理業務は地域ごとに異なっており、ABC が導入されれば、それらの

業績評価を通じたベストプラクティスの特定と普及によるさらなる業務効率化が可能で

あるとともに、例えば料金設定の交渉や算出といった一部の地域裁量権は、相応の便益

をもたらさないコストとして、見直す価値があるかもしれない。 

 

②水監視ネットワークの拡大における改善の可能性 

 ここ 3 年で水監視サイトは 12%（1,500 サイト）増加したが、増設の主な目的は

Bye 報告134に基づく洪水リスク管理であり、今後も洪水警報や EU 水枠組指令の影響で

増設は続く見込みである。監視サイトは水源管理目的と洪水リスク管理目的の両方を兼

ね備えており、新設要求は地域（Local, Regional）及び国（national）の両レベルから

                                            
133 原価計算法のひとつで、製品やサービスを提供するための間接費を活動単位ごとに分割し、正確に割

り振ることによって、より正確に原価を算出する方法。 
134 Peter Bye による洪水とその教訓に関する第三者報告書。1989 年 9 月発行。 



 - 155 - 

出され得る。必要性評価においては地域の意見が必ず反映される体制になっているため、

監視ネットワーク全体の管理が重要になるが、そのような責任者は設置されてない。全

体的な視野でのコストや増設必要性を判断すればより効率化が図れる可能性がある。例

えば、既存サイト数を 5%削減すれば年間 43 万 5 千ポンドの節約（うち 26 万 1 千ポン

ドが水資源関連コスト）になる。 

 

③Operational Delivery Workforce（業務執行要員：ODW135）に係る地域料金の見直

し可能性 

 日常のデータ監視サイトの維持管理は環境庁の液体比重測定（Hydrometric）チーム

の責任であり、メンテナンス実務は ODW や請負業者に委託している。環境庁は全国統

一的な支払基準を設けているが、委託費用は地域ごとに交渉、決定されるため、多少の

差異はやむを得ない。しかし、実際には地域間にかなりの差があり（例えば、時間給の

高額はテムズ地域の 27 ポンド、 低額は北東地域の 13 ポンドである）、もし 低価

格に統一すれば 33 万ポンドの削減となる。なお、ODW へ支払基準は目下洪水リスク

管理プロジェクトにおいて見直し中であり、洪水リスク管理と水資源管理の原価配分の

適正化と併せると、水資源管理業務における費用節約額は 19 万 8 千ポンド弱になる。 

 

④監視サイト実査の必要性の見直し（優先順位付けの一貫性向上）の可能性 

 環境庁は、データの収集や頻繁な機器点検を要する約 12,000 サイトについて毎年

150,000 回の実査を行っており、これはサイト当たり平均 13 回にのぼる。しかし、リ

スクや重要性、あるいはグッドプラクティスに基づくといった一貫性のある実査の優先

順位付けは行われていないため、何らかの全国統一的な基準の開発と実査頻度の見直し

が必要である。同様に、実査のコストに関しても、信頼性が高く一貫性があり比較可能

な地域間データはない。検査チームの見積では、実査チームの編成と実施に係る年間コ

ストは約 3.8 百万ポンドである。実査の回数を 5%削減すれば年間 19 万ポンドの節約

になる。 

 

⑤新技術の利用によるデータ収集方法の効率化 

 環境庁では、現場据付型の観測機器から得られる水位や流量の測定データを、遠隔測

定法（自動回収・伝送）、オンサイトの電子データ記録（ただし、定期的に手動回収・

伝送が必要）、その他（すべて人力対応）等の様々な方法で収集しており、費用対効果

が高い場合は全自動化を勧めている。現状、14,300 サイト中 35%が全自動化されてい

るが、環境庁グッドプラクティスに基づく月 1 回の機器点検（現場訪問）が一般化して

おり、8%では 2 週間ごとの点検が行われている。さらなる各種技術の導入と全自動化

                                            
135 ODW は現場で公共サービス業務を実施する主に政府内部の要員（職員）を指す。なお Operational 
Delivery（執行）は、英国公務員に求められる能力の一つ（専門的な職務経験）に挙げられている。 
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の検討には、データの必要性、サイトの性質、設置コスト、ランニングコスト等に鑑み、

データ品質を保持しながら訪問回数を減らすことが可能かどうかの評価が必要である。 

 環境庁は現在使用中並びに今後の選択肢となる技術にかかるコストについて限られた

情報しか持ち合わせておらず、2004 年に技術評価グループを設置して全域的に取組を

開始したが、こうした技術コスト情報を得て自動化の費用便益分析を行い、より費用対

効果の高い技術的選択肢を検討する必要がある。 

 

⑥洪水リスク管理に係る原価配分の是正の必要性 

 イングランド全域 14,300 か所にわたる水監視サイトのネットワークからは、水位や

流量、雨量等の様々なデータが得られるが、このネットワークの運用コストは年間 13.7

百万ポンドにのぼる。ほとんどのサイトは水資源管理及び洪水リスク管理の両機能に資

するもので、どちらかのみは一部分にすぎない。しかし、現状ではこういった合同サイ

トの運用コストは適切に配分されておらず、多くの地域で取水許可料金収入が洪水リス

ク管理コストに投入されている（図表 57）。これは費用の説明責任を低下させ費用節

約のインセンティブを損なうものである。 

 既に 7 地域中 2 地域（南部及びミッドランド）ではより厳密な査定に基づく原価配分

がされており、これによれば適正配分率は 33%～50%と示唆される。類似の調整はさ

らに 2 地域で進行中であるが、環境庁は全国的に一貫した方法で両機能間の原価配分を

行う必要がある。上述の洪水リスク管理コスト配分率を適用した場合、全体で年間 65

万～1.7 百万ポンドの水資源管理コストが削減される。これは一方で取水許可料金ひい

ては水道料金の引き下げにつながり、庁の料金収入は減少するものの、一般税収を財源

とする洪水リスク管理関連コストは別途再配分されるべきである。 

 

図表 57 水資源管理の運用コスト中に占める洪水リスク管理関連コストの割合（地域別） 
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⑦民営化を背景とする Kielder 貯水池協定の特例性 

 1991 年水資源管理法第 20 条（1）では、合理的に実施可能な限り、水道供給に係る

貯水池またはその他業務の適正な管理及び運用を確保するため水道事業の民営化を図る

こととされている。このいわゆる「第 20 条協定」はイングランド内で 6 件あり、同協

定に基づき環境庁は 2 つの水道事業者（Northumbrian Water 及び Severn Trent 

Water）に対し年間 15 百万ポンドを払い戻している（2003 年度実績）。特に

Northumbrian Water との Kielder 貯水池スキームは 12 百万ポンドと 大である。 

 貯水池の適正管理及び運用の確保という制度目的に沿って、第 20 条協定では資産価

値に連動した支払、並びに、場合によっては貯水池の運用及び維持管理コストに対する

支払も行われる。さらに Kielder の場合は設備投資の還元に関する独特の追加条項があ

り、環境庁は Northumbrian Water に対し年間合計 7.35 百万ポンドを永久に支払うこ

と、かつ小売物価指数の上昇分について上乗せすることが定められている。この上昇分

のため 2003 年度の支払は 11.4 百万ポンドとなった。 

 結論として、Northumbrian Water との Kielder 協定における投資還元条項は特例的

ではあるが、民営化当時に必要とされた適切な財政措置を反映しているものと判断され

た。 

 

■NAO による指摘 

 以下の 6 点を勧告事項として提示した。 

 

a．水資源管理活動のすべてのコストを査定し、よりよい効率化・節約ポテンシャルの見

極めの一助とすること。同庁は ABC を開発中であり、これが導入されれば、より正確

な原価配分、料金設定の透明性の向上、よりよいマネジメント情報の提供が確実になる

であろう。 

b．洪水リスク管理と水資源管理で一貫した原価配分を適用すること。これにより同庁の

水資源管理コストは年間 65 万ポンド～1.7 百万ポンド削減可能である。全取水料金は

その分下がり、同庁には洪水リスク管理機能分が再配分される必要がある。コスト配分

の改善は許可保有者に対する料金の適正化につながる。 

c．監視ネットワークコストの責任の所在を明確化すること。これにより監視サイトネッ

トワーク全体の運用コストが約 43 万 5 千ポンド削減可能となる。うち 26 万 1 千ポン

ドは水資源管理に係るコストの削減分である。 

d．現場実査にリスクベース手法を適用すること。これにより監視サイトの訪問必要回数

が削減可能である。同庁にはサイト訪問に関してリスク、重要性あるいはグッドプラク

ティスに基づく一貫した優先順位付けの方法がない。全国統一的な手法を開発し、訪問

頻度の削減に取り組む必要がある。現状回数より 5%の削減で年間約 19 万ポンドの節
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約が可能である。 

e．技術に係る費用や利用可能な選択肢に関する情報を改善し、より費用効率的な技術の

使い方をレビューすること。さらなる自動化の潜在的な便益を得るための一助となろう。

同庁はこれに取り組むため 2004 年に技術評価グループを設置し、より費用効率的な技

術を展開するための選択肢をレビュー中である。 

f．ODW のサイトメンテナンスに係る時間当たり料金の地域差を低減すること。これによ

り水資源管理コストの約 33 万ポンドが節約可能である。ただし、この分は同庁の他機

能に再配分される必要がある。 
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【英国事例 05】2006 年の気候変動プログラムレビューにおける費用対効果分析 

  Cost-effectiveness analysis in the 2006 Climate Change Programme Review 

2007 年 1 月 

http://www..org.uk/publications/0607/emissions_projections.aspx 

 

■概要 

 気候変動プログラム（Climate Change Programmme）の一環として行われている各

種施策についての評価・分析を行った政府報告について、評価・分析手法として用いた費

用対効果分析手法の適切性、信頼性等について検証を行うもの。下院環境検査委員会から

の要請に基づき行った調査であり、勧告を含まず。 

 

■経緯 

 気候変動プログラムに投じられている予算は巨額である。2006 年 10 月に公表されたス

ターンレビュー「気候変動の経済学」によれば、気候変動がもたらす影響――自然災害、

人口移転、農業被害等――は世界の 1 人当たり GDP の 5～20%にも達し、それに対して、

気候変動を回避するための施策を実施した場合の政策コストは GDP の 1%程度で済むと報

告した。開発途上国に限定しても、数百億ポンドの予算が投じられている。先行研究によ

れば、英国における実態も概ねこれらの値と一致している。したがって、政策決定者が気

候変動プログラムの形成に関する正味の費用及び費用対効果について理解することが極め

て重要である。 

 本調査は、下院環境検査委員会（Environmental Audit Committee）の要請に基づき、

2004 年 9 月～2006 年 3 月の間に実施された英国の気候変動プログラムレビュー（2006

年レビュー）の内容を検証するものである。2006 年レビューは、2010 年までに二酸化炭

素排出量を 1990 年レベルから 20%削減するという政府の国内目標に焦点を当てたもので

あり、2006 年レビューの対象となった各省庁は、それぞれの既存政策や適用可能な新規

施策の評価を行うに際して、「費用対効果分析」と呼ばれる手法を用いて分析を行ってい

る。本調査では、以下の 4 点に焦点を当てて行うことが環境検査委員会から要請された。 

 

 ① 費用対効果分析手法は、気候変動プログラム関連施策を評価するのに適切な手法

か。 

 ② その分析結果は何を意味するか、信頼に足るものか。 

 ③ すべての関連する政策選択をカバーしているか。 

 ④ 政策決定者は政策選択に際し 2006 年レビューからどのようにして情報を得るか。 

 

 あくまで本調査は、一般的な業績検査というよりも、むしろ費用対効果分析の技術的な

側面についての理解を環境検査委員会に提供することに主眼が置かれたものである。 
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■検査方法 

 環境検査委員会からの要請に応えるべく、NAO は、政策決定者によって用いられている

分析手法を確認すべく、主要文書の検証、担当者へのインタビューを行った。具体的には、

2006 年レビューに関与した複数省庁のアナリストに対してインタビューを行うとともに、

評価分析作業の仕様書、ワーキングペーパー、外部コンサルタントによる報告書を検証し

た。また、特に 2010 年の目標達成のために大きな貢献をすることが期待される主要 10

政策について、その（事前・事後）評価の詳細な部分についても検証を行うべく、

Frontier Economics 社からコンサルタントを雇用して詳細検証に当たらせた。 

 さらに、調査の一環として簡単な国際比較も行っている。これは、気候変動に関する国

際連合枠組条約（UNFCCC）に対する第 4 回国別報告書に基づくものであり、英国で採用

している費用対効果分析手法との比較可能なだけの十分な情報を収録していたデンマーク、

スウェーデン、オランダの国別報告書を参照している。 

 

■検査結果 

①費用対効果分析手法は、気候変動プログラム関連施策を評価するのに適切な手法か 

 2006 年レビューで行われた費用対効果分析とは、既存施策・新規施策の実施を通じて

二酸化炭素 1 トンを削減するのにどれだけの費用を要するのかを示すものであり、二酸化

炭素の存在によりもたらされる社会的費用については考慮していない。これにより、同一

の目的を達成するために講じられている複数施策間での比較可能性を担保することがその

主たる目的である。各省庁では、関連施策の評価を統一的な手法を用いて行うべく、試行

錯誤を行ってきており、事実、様々な手法が適用されてきているが、政策決定者にとって

費用対効果分析が も基本的な分析手法として見なされてきた。その理由は、①2010 年

の削減目標を達成する上で も費用のかからない、もしくは も便益の大きい施策はどれ

なのかということに焦点を当てる手法であり、また、②（すべての便益・費用を定量化・

金銭価値化するような包括的分析手法と異なり）多大な仮説に基づく試算を必要としない

手法だからである。 
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図表 58 政策分析に用いられる手法の例 
包括的（Comprehensive）分析手法 部分的（Partial）分析手法 

費用便益分析 Cost-Benefit Analysis 
費用対効果分析・複数便益 
 Cost-effectiveness analysis （multiple benefits） 
多基準評価 Multi Criteria Analysis 

費用対効果分析・単一便益 
 Cost-effectiveness analysis （single benefit） 
環境影響評価 Environmental Impact Assessment 
戦略的環境評価 Strategic Environmental Assessment 
ライフサイクル分析 Life Cycle Analysis 
リスク分析 Risk Assessment 
包括的リスク分析 Comparative Risk Assessment 
リスク便益分析 Risk – Benefit Analysis 
リスク対リスク分析 Risk – Risk Analysis 
健康対健康分析 Health – Health Analysis 

 

 ちなみに、二酸化炭素の社会的費用とは、削減された二酸化炭素がもし仮に存在してい

ればもたらされたであろう健康・環境・経済上の被害を定量化・金銭価値化することによ

って得られるものである。初期の研究では 70 ポンド/トン（35～140 ポンド）、スター

ンレビューでは 60～200 ポンド/トンとの値が算出されている。いずれのケースにおいて

も、それぞれの分析結果には不確実性を多大にはらんでいることを認めており、2006 年

レビューでもこうした社会的費用については、政策決定者に対する参考情報の 1 つとして

しか位置付けられていない。 

 

②その分析結果は何を意味するか、信頼に足るものか 

 他方で、費用対効果分析には限界もあり、例えば政策効果の潜在的な規模・タイミング

を捨象することになる。とはいえ、政策決定者やアナリストが無批判にこの分析手法を受

け入れているとは考えにくい。 

 2000 年の分析結果に比べれば 2006 年レビューの結果は信頼に足るものであると言え

る。各施策担当者は、それぞれの施策の費用や便益について適切な幅をもって分析を行っ

ている。費用対効果を示す指標値は、ある仮説に依存するとともに、ある不確実性の下で

算出される。この手の分析には本質的に内在・付随するものであるのだが、少なくとも今

回の調査で検証を行った評価事例については、分析に必要とされる仮定の設定や不確実性

の加味についても問題がないものと判断した。ただし、分析者によって楽観・悲観バイア

スがかかっている感は否めない。 

 

③すべての関連する政策選択をカバーしているか 

 2006 年レビューでは、40 の既存施策の事後評価、70 の新規・拡充施策の事前評価が

実施されており、これらのほとんどは、二酸化炭素排出量を 1990 年レベルから 20%削減

するという政府の国内目標達成に多大に貢献するであろうと目されている施策である。他

方で、いくつかの潜在的施策については、現実的ではない、もしくはそれほど大きな影響
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を及ぼさないという理由で評価対象に入れられなかったし、ごく限定的ではあるが、2006

年レビューの実施期間内に分析を完了できないという理由で評価対象に入れられなかった

施策も存在する。 

 2010 年の目標達成に向けた施策に焦点を当てる、ということの裏返しで、2010 年以降

に影響が発生する施策は評価されなかった。このことはすなわち、より長期的な視野で考

えた場合に、望ましい、もしくは望ましくない施策の判断が変わりうるということである。 

 また、新規施策の評価のほとんどのケースは、施策の実施規模を単一シナリオで設定し

てその影響を測定するものであり、施策介入のレベルを複数シナリオで設定することで、

それぞれの効果を体系的分析するというケースは見うけられなかった。したがって、政策

決定者にとって見れば、いくつか存在する選択肢の中で も望ましいレベルでの政策を選

択するということができない状況にある。 

 

④政策決定者は政策選択に際して 2006 年レビューからどのようにして情報を得るか 

 2006 年レビューの対象となった施策の選択の背景には、2010 年の国内目標を達成でき

そうになく、京都議定書の削減目標を実現できないことは疑う余地もないとの認識が大き

く働いていた。費用対効果分析のデータは、政策決定者にとって、国内目標を達成する上

での適切な政策ミックスを行う上での判断材料の 1 つにしかならなかった。既存施策は継

続され、そのうちのいくつかは拡充された。例えば、分析の結果、二酸化炭素削減という

目標の下で費用対効果が低いと結論の出た既存施策――再生品使用義務、自動車製造業の

自発的協定――についても継続、さらには拡充されてさえいる。政策決定者は「費用対効

果分析ではカバーできない定性的側面も加味すれば、政府の他の政策目標に合致する部分

は多く、継続すべきである」との判断を行っている。他方で、多くの新規施策については、

二酸化炭素削減にそれほど貢献しない、もしくは費用対効果が低いとの予測がなされてお

り、その結果として新しいプログラムとして採用された施策は少なく、 終的に選択され

た既存施策と新規施策の政策ミックスでは、2010 年の国内目標を達成する上で不十分で

ある状況にある。 

 

■NAO による指摘 

 本調査はあくまで環境検査委員会に対して調査結果を提示するものであり、勧告その他

の指摘は含まれていない。 

 本調査では、気候変動プログラムレビューにおける費用対効果分析について、今後環境

検査委員会が注目すべきであろう領域として、以下の 9 つの論点を提示している。 

 

a．二酸化炭素の社会的費用を算出する際に内在する不確実性について、将来における政

策分析でもそれを前提とすることを是とするか。スターンレビューが提唱した新たな政
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策コスト試算（二酸化炭素削減の価値）によって、何らかの政策変化がもたらされるの

か。 

b．2006 年レビューは、炭素ギャップ（二酸化炭素削減に関する目標値と、施策を実施し

た場合の実績予測値とのギャップ）を埋めるための政策アイディアや選択肢を特定し、

分析することが可能か。 

c．なぜ大多数の分析が、施策介入のレベルを複数シナリオ設定せずに、単一シナリオ設

定で行っているのか。政府はいかにして も費用対効果の高い選択肢（もしくはその組

み合わせ）を選択できていると主張することができるのか。複数シナリオを考慮してい

れば、より二酸化炭素削減幅の大きい選択肢を選ぶことができたのではないか。 

d．楽観バイアス――評価者が、将来の影響やコストについてあまりに楽観的にとらえて

しまいがちなリスク――に十分に対処できているか。 

e．プログラムの費用対効果分析の「合規性（regularity）」についてどのように評価して

いるか。 

f．2006 年レビューの範囲は妥当か。2010 年の国内目標達成に焦点を当てる一方で、長

期目標の達成についてはあまり考慮しない方法は理にかなっているか。次のレビューで

は、2020 年目標や 2050 年目標にも焦点を当てるべきか。もし、今後行われるレビュ

ーにおいても直近目標に焦点を当てて評価を行うのだとすると、いつの段階で長期目標

を視野に入れるべきか。 

g．2006 年レビューの実施期間内に分析を完了できないという理由でいくつかの選択肢を

排除したことは理にかなっているか。 

h．新規施策・アイディアの分析の多くは、二酸化炭素削減にそれほど貢献しない、もし

くは費用対効果が低いという結論になっている。他国で実施されている分析でも同様の

結論になっている。新規施策を考慮するよりも、気候変動賦課や排出量取引等の既存政

策の拡充・改善に焦点を当てるべきなのか。 

i．2006 年レビューの実施によって得られた教訓は何なのか。将来のレビューにおいてど

のように改善されるのか。 
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図表 59 「現行政策」における費用対効果データ 
炭酸ガス削減量 

（MtC） 
存続期間純現在価値の配分状況 

（百万ポンド） 政 策 
2010 2020 

存続期間 
純現在価値 
（百万ポンド） 

費用効果比 
（ポンド/tC） 

国 庫 企 業 消費者 
既存政策（非変更）        
電力供給 再生可能エネルギー使用義務（RO） 2.5 3.5 ▲11,400 ▲175 1,200 ▲11,100 ▲16,900 

気候変動課税（CCL） 【注 2】【注 7】 3.7 3.7 11,600 100    
気候変動合意（CCA） 【注 7】 2.9 0.3 5,500 90    
F ガス混合汚染防止管理（FIPPC） 【注 3】 1.4 1.3 3,500 70 0 ▲105 3,504 
炭酸ガストラスト（CT） 1.1 2.2 3,400 120 ▲331 1,756 1,986 
建築規制 2002/2005（BR） 0.6 1.9 3,800 60 ▲70） 1,893 1,965 
UK ガス排出量取引計画 UK-ETS （他温室効果ガス） 【注 3】 0.5  256 ▲10 ▲66 ▲6 328 
                （CO2） 0.3 0.0 837 140 ▲114 591 360 
F ガス自主協定（VAF） 【注 3】 0.1 0.1 84 50 0 ▲5 84 

商 業 

スコットランド電力効率化支援（LAS） 0.0 0.0 7 310 0 7 2 
自主協定一式・法人車両税制と車両物品累進課税の変革を含む（VA） 2.3 3.5 ▲6,700 ▲365 ▲9,100 ▲4,300 6,600 
燃料税調整（FDE） 【注 7】 1.9 1.5 17,000 250    
広範囲運輸措置（WTM） 0.8       

運 輸 

スコットランド、ウェールズにおける持続的流通網（SDSW） 0.1       
電力効率性義務（EEC2002-11） 1.6 1.6 15,700 270 ▲829 ▲2,637 16,526 
建築規制 2002/2006（BR） 1.5 4.5 34,700 540 ▲13 0 34,731 
ウォーム・フロント燃料不足プログラム（WFFPP） 0.4 0.3 5,500 420 ▲3,094 0 8,624 
市場変化・電化製品基準、及び表示について（MT） 0.2 1.0 6,700 570 ▲18 0 6,712 
ソーラーパネル助成金（GSP） 0.0 0.0 0 68 ▲2 1 1 

家 庭 

地域電力（CE） 0.0 0.0 30 ▲20 ▲70 0 101 
森林計画 1990 始（スコットランド）（WP） 0.5 0.7 392 40    
森林地方助成金計画（イングランド）（WGS） 0.2 0.3 161 50    

農 業 

電力会社計画（ECS） 0.0       
公共部門 中央政府、NHS、UK 諸大学、イングランド諸学校・炭酸ガストラスト活

動、地域の中央電力効率化基金を含む 
0.2 0.5      

CO2削減廃棄計画（WS） 0.2 0.2      廃 棄 
他温室効果ガス削減廃棄計画 【注 3】 2.7 3.3      

小 計 17.3 22.0 91,067  ▲12,507 ▲13,905 64,624 
既存政策の拡大  
電力供給 EU ガス排出量取引計画第二段階 8.0 8.0  ▲10-40    
商 業 SME における電力効率性への投資に対する炭酸ガストラストの支援 0.1 0.1 630 220-230    
運 輸 将来の自動車製造業者との自主協定 【注 6】 0.1 2.0 ▲5,000 ▲220 ▲8,000 ▲3,300 7,800 

電力効率性義務における活動増加（EEC2008-11） 0.5 0.5 3,100 180 ▲240 ▲500 3,300 
市場変化/製品政策-消費者情報提供、電化製品への基準 0.2 0.6  610   9,100 

家 庭 

ウォーム・フロントの拡大 0.0 0.1  270 0 ▲770 2,200 
小 計 8.9 11.3 ▲1,270  ▲8,240 ▲4,570 22,400 

合 計 26.2 33.3 89,797  ▲20,747 ▲18,475 87,024 
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図表 60 「2006 年計画に取り入れられた新しい政策」における費用効果データ 
15  

炭酸ガス削減量 
（MtC） 

存続期間純現在価値の配分状況 
（百万ポンド） 政 策 

2010 2020 

存続期間 
純現在価値 
（百万ポンド） 

費用効果比 
（ポンド/tC） 

国 庫 企 業 消費者 
既存政策の拡大        
電力供給 バイオマス熱源への補助金 0.1 0.2 ▲550 ▲140 ▲60 430 180 
商 業 SME がエネルギー節約機会を活用するよう勧奨する措置 0.1 0.1      
運 輸 再生運輸燃料義務（RTFO） 【注 6】 1.6 1.6 ▲2,700 ▲135    

非効率ボイラーの取り換え勧奨等 0.2 0.2 ▲4 ▲14 ▲5 0 ▲150 
より良い請求及び検針 0.2 0.5  0-170    

家 庭 

建築物内電力効率化措置一式 0.1 0.1      
農 業 非食用穀物のための戦略 0.1 0.1  ▲45 ▲50  80 

委譲運営による活動 0.3       
地方当局による付加努力 0.2 0.2  270    

公共部門 

対公共部門リポルビングローン 0.1 0.5      
他措置  0.1       
合 計 3.1 3.5 ▲3,254  ▲115 430 110 
総合計 29.3 36.8 86,543  20,862 ▲18,045 87,134 
注 1） データは、Defra に代わり Oxera 社が作成した統合報告書及びそれを補完する実務報告書から抽出されている。したがって、図表はレビュー当時の期待値を表すもの

であり、必ずしも政策効果の現在における期待値を正確に反映しているものであるとは言えない。データが収集できなかったものにおいては空欄とし、ゆえに図表は

すべての政策を含ないこともあり、ガイドラインとしてのみ解釈し得る。網掛けの数値は炭酸ガス削減量合計から除かれている。 
注 2） Cambridge Economics の単独評価では、気候変動課税（商業電力消費にかかる税）は年 3.7MtC の炭酸ガス削減をもたらすとしている。当該レビューの情報源とな

る実質的予測は、本政策措置からも低水準での削減であると見られる。この政策措置は、部分的に基本予測に含有され、また部分的に気候変動同意（CCA）予測に位

置づけられる。これは、DTI モデルに含まれない発表効果を、Cambridge Economics による分析が含んでいたからである。しかしながら、炭酸ガス削減総量に含め

られてはいないものの、その 3.7 という数値は 2006 年レビューで発表された。 
注 3） F ガス及び廃棄関連政策は、CO2 ではなく、他の温室効果ガスの削減を主とした目的としている。政府の国内目標は、CO2 削減目標に基づいているため、これらの数

値は、削減量合計から除外した。 
注 4） 値は政策運用期間における純利益を示す。▲の付された値は総純費用（＝費用超過）を示す。 
注 5） 流通影響は総純現在価値へ合算されない。なぜなら、企業から消費者へ移行された費用は、両者への費用として扱われるからである。ゆえに企業への流通影響は相当

に誇張表示となっていると考えられる。 
注 6） 副次的便益は除外する 
注 7） 燃料調整（FDE）は 2000 年に廃止されており、厳密に言えば、現行政策とは言えない。しかし、その効果が予想を上回り続け、炭酸ガス削減目標にいまだ貢献し続

けていると考えられる。気候変動課税、気候変動同意、燃料調整に対する流通影響の値は、発行のレビュー書類には含まれておらず、それは、それらの値は、他の値

と同様の精密性を必要とするものではなかった事を意味する。ゆえに、燃料調整の効果の正確さには不明瞭な点が残るため、ここに含まれていない。 
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【英国事例 06】将来のための建築：官庁営繕に関する持続可能な建設と修繕 

  Building for the future: Sustainable construction and refurbishment on the 

government estate 

2007 年 4 月（HC324 2006-2007） 

http://www..org.uk/publications/0607/sustainable_construction_and_r.aspx 

 

■概要 

 政府が行う官庁営繕プロジェクト――建設・修繕――において、政府指針である持続可

能性が担保されているかどうかを調査したもの。2005-2006 年度に終了した 441 の建設

修繕プロジェクトについて、それぞれのコストと一定の環境評価手法に基づく分析を、外

部のコンサルティング会社とともに実施。うち一部のプロジェクトについて、詳細な分析

を実施し、VFM 評価が適切な形で実施されているかどうかを検証。 

 

■経緯 

 英国政府は「持続可能性」を経済、社会、環境上の目標を同時に達成することと定義し、

特に環境的側面を重視してきた。例えば、持続可能な建物の環境上の評価として、①エネ

ルギー消費の削減やこれに関連した炭素排出量の削減、②建築材料や水資源の消費を 小

限に抑制、③汚染物質の排出量の削減、④リユース材料の 大化、⑤公共交通機関利用の

促進、⑥生物多様性の向上といったものが挙げられている。これに経済や社会的な目標が

加えられ持続可能な建物の目標が設定されている。NAO では、政府において 2006 年度に

こうした持続可能な建物の建設、修繕に対して、それぞれ 13 億、15 億、合計 28 億ポン

ドの巨費を投じていると、貿易産業省（Department for Trade & Industry：DTI）が発

表しているデータを用いて推計している。 

 NAO では、過去に政府に対し、公的部門の建設事業では年間 5 億ポンドの節約が可能

であることを指摘するとともに、目標となる明確な指標と検証方法を伴う、建設事業全般

を対象とした行動計画を策定することを勧告している。加えて、建物の長期的な利用を視

野に入れたライフバリューの概念に基づき建設プロジェクトを選択するようにも勧告して

きた。 

 それぞれの政府機関が持続可能な建設修繕事業に対する政策目標を掲げているが、近年

こうした政策目標に影響を与える新たな政策、例えば、2007 年 1 月の“Transforming 

Government Procurement”や 2007 年 3 月の“UK Government Sustainable 

Procurement Action Plan ”が実施に移されてきている。また今年度、DTI が

“Sustainable Construction Strategy”を策定し、これも政府機関が行う建設修繕事業

に影響を与える。加えて政府は、①2020 年までにエネルギー効率を 30%改善すること、
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②中央政府では 2012 年までに炭素中立（Carbon neutral）136を達成すること、③新築

のビル並びに主要なビルで年間の水使用量を 1 人当たり 3m3削減すること、④2010 年ま

でに廃棄物の増加量を 5%に抑制し、リサイクル比率を 40%に引き上げることを、持続可

能な調達タスクフォース（Sustainable Procurement Task Force）から実施するように

勧告されている。このように政府機関が実施する建設修繕事業では、持続可能性が今後ま

すます求められている。 

 このような状況を踏まえ、NAO では次の 3 点について検査を実施した。 

 

 ① 政府が実施する建設事業において持続可能な建設修繕事業に対して設定された基準

がどの程度達成されているのか。 

 ② 政府機関が持続可能な建設修繕事業を計画するとき、VFM をいかに評価している

のか。 

 ③ 持続可能なデザインを実現している建物が期待した効果を挙げているか。 

 

 

■検査方法 

 NAO では、文献・データ分析、インタビュー、スコア評価、サンプル調査、ステークホ

ルダーや専門家会議の利用等、様々な手法を組み合わせて本検査を実施した。 

①文献・データ分析 

 DTI 提供の公的支出データ、環境・食糧・農村地域省（Department of Environment, 

Foods and Rural Affairs ： Defra ） や 持 続 可 能 な 開 発 委 員 会 （ Sustainable 

Development Commission）提供のレポート、建物調査協会（Building Research 

Establishment）の官庁建物のエネルギー使用に関するデータの分析を実施した。 

②インタビュー調査 

 プロジェクトマネジャー、施設マネジャー、持続可能な開発担当マネジャー、PFI 担当

者、建築家等を含む 18 省庁に対するインタビューを行った。 

③スコア評価 

 2005-2006 年度に終了した 12 省 12 庁に及ぶ 441 の建設修繕プロジェクトについて、

コスト及び建物調査協会版環境性能評価（ Building Research Establishment 

Environmental Assessment Method：BREEAM）を実施した。 

④サンプル調査 

 アンケート調査の回答が十分であった 45 プロジェクトに対して、リスクベース・アプ

ローチ評価に基づく調査を実施した。ここでは、BREEAM では考慮されていない生物的

                                            
136 ライフサイクルの中で、二酸化炭素の排出と吸収が相殺されている状態。 
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多様性や社会問題（雇用等）、廃棄物等の社会経済要因を加味し、BREEAM と同様の方

法によって評価を行った。 

 また、1996～2005 年度の間に完了した 5 つのプロジェクトについて、持続可能となる

ように設計、施工された建物からは期待された便益が得られたかどうかを調べるために、

プロジェクトマネジャー、施設マネジャー、持続可能な開発担当マネジャー、PFI 担当者、

建築家等に対するインタビューも実施した。 

⑤ステークホルダーや専門家会議との議論 

 実査においては、政府機関の持続可能な建設修繕担当者、民間の建設コンサルタント、

専門家会議とのミーティングを重ねた。 

 

■検査結果 

①政府が実施する建設事業において持続可能な建設修繕事業に対して設定された基準がど

の程度達成されているのか。 

 政府では、建設事業の環境への影響に関する評価手法として、BREEAM を採用する

ことが奨励されている。この評価手法は、運営管理、汚染物質、水、エコロジー、土

地利用、材料、エネルギー利用、交通、厚生という分野を取り上げて評価している。

これらを加重評価した上で算出した数字から“Pass”“Good”“Very Good”

“Excellent”という評価が加えられ、この評価には 1 週間程度かかっている。 
 政府が実施している建設修繕事業では BREEAM を適用しなければならないが、実際

には実施していないものが多い。実施予定があるものも含め、建設事業では 106 件中

35 件（35%）、大規模修繕事業では 335 件中 61 件（18%）でしか実施されていな

い。これはそれぞれの機関で例えば「25 万ポンドを超える事業でのみ適用する」と

いった基準を設けていたりするためである。 

 2002 年以降、建設事業においては“Excellent”評価を得ること、修繕事業では

“Very Good”評価を受けることが要求されている。しかし、この条件を満たすもの

は建設事業で 37 件中 14 件（38%）、修繕事業で 61 件中 27 件（44%）を占めるの

みで、かなり少ない。 
 BREEAM が適用されたプロジェクトが少なく、持続可能性を評価することが困難な

ため、アンケート調査の結果が十分に整理されている 45 件を抽出して、コンサルテ

ィング会社 Arup 社から技術的なアドバイスをもらいながら、NAO で概ね BREEAM

に即して評価したところ、80%は環境評価基準を満たさないことがわかった。こうし

た傾向は小規模なプロジェクトに顕著で、300 万ポンドを下回る 13 プロジェクトの

うち、条件を満たすものは 1 件しかなかった。 



 - 169 - 

図表 61 建設・修繕別、プロジェクト規模別持続可能性レーティング（BREEAM 準拠） 

 

資料）原典は NAO・Arup 社による 2005-06 年の建設・修繕プロジェクト調査 

 

 

② 政府機関が持続可能な建設修繕事業を計画するとき、VFM をいかに評価しているの

か。 

 NAO では、政府機関において施設の運営や整備に係る責任者に対し、ヒアリング調

査を実施した。この結果、持続可能な建物は、建設のための資本投資コストが大きい

ために資本回収が長期にわたり、たとえ運営コストが小さかったとしても、予算制約

が厳しい状況下では、VFM によって整備を正当化することはできない、と考えてい

る人が多いことがわかった。 

 このため、NAO では 45 件のサンプルからさらに 5 件を抽出して、持続可能な建設事

業を行う際に政府機関が実施している VFM の評価方法について調査した。 

 検証した 5 つの事例では持続可能な建物に関する VFM にまったく触れていない。持

続可能な建物では、資本コストと運営コストの間にトレードオフの関係があることに

ついて、ほとんど考慮されていなかった。 

 財務省（HM treasury：HMT）のガイドラインでは VFM を評価するためには、政府

機関は建物の全生涯費用（Whole Life Cost）で評価することを求めている。これは

長期間にわたって費用と便益の双方を評価しなければならない。しかし、検証した 5

コスト 百万ポンド 

建設   修繕      

“Excellent”の閾値：建設ケースでの目標 

“Very Good”の閾値：修繕ケースでの目標    

BREEAM のレーティング 
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つの事例のうち、長期にわたる評価を行っていた 1 事例では、純現在価値（Net 

Present value）に基づくアプローチは採られておらず、毎年の支出分と収入分を示

していたに過ぎず、元金回収（Pay-back）アプローチに基づいていた。 

 

③持続可能なデザインを実現している建物が期待した効果を挙げているか。 

 持続可能性を考慮して設計された建物は環境負荷の軽減とともに明らかに経済的、社

会的な便益を提供する。しかし、サンプル調査の結果では政府が持続可能性による効

果を明確に定義せず、年間 1 人当たりの水使用量といった主要な基準を除けば量的な

評価基準を欠いている。 

 建設修繕事業の事後評価は、建物の設計や運営を改善する極めて重要な手法であるが、

今回の検査で政府ではこうした手法を採用していないことがわかった。 

 NAO の専門家会議の意見や関係者に対するヒアリング調査によれば、 も持続可能

となるように設計された建物であっても、設計の趣旨に沿って利用しなければ、全く

持続可能ではないといった指摘も行われている。 

 施設の建設・運営等の専門家チームが建設修繕事業を通じてコミットしている場合に

は、建物は持続可能な設計に従って整備されていくといった事例が指摘されている。

例えば、HMT では修繕工事を行う専門家と運営を担う専門家が早い段階から議論を

重ねることは有効であると説明している。 

 

■NAO による指摘 

 NAO は、大別して以下の 5 点を勧告事項として提示した。 

 

a．政府は次の方法によって建設修繕事業の持続可能性を改善する必要がある。 

 炭素排出量やエネルギーや水の使用量等アウトカム指標によって環境パフォーマンス

を評価する方法を特定すること 

 完成した建設修繕事業が一定のパフォーマンスを提供しているか評価するための事後

評価を実施すること 

b．政府は建設事業や大規模修繕事業において専門家チームを組織すべきである。 

c．政府は“Quick Wins137”を大規模に実施すべきであり、また、コストニュートラルや

ローコストアプローチ等、持続可能な建物の建設方法を採用すべきである。 

d．政府は持続可能な建物がもたらす経済や社会への効果や環境の政策目標を十分に説明

できる VFM に対する理解を深める方法を検討すべきである。 

e．持続可能な建設事業に改善することは政府全体の責任であり、中央各省庁は目標達成

を阻む障害を取り除く努力をすべきである。持続可能性を担保する責任が政府にはあり、

Defra や政府商務局（Office of Government Commerce：OGC）、DTI 等キーとな

                                            
137 も低い価格で環境基準を達成している製品を購入すること。 
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る組織がリーダーシップを取って建設事業の方向性を示すことが必要である。 
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【英国事例 07】特別科学重要地域（SSSIs）の改善に係る Natural England の役割 

  Natural England’s Role in Improving Sites of Special Scientific Interest 

2008 年 11 月（HC1051 2007-2008） 

http://www..org.uk/publications/0708/natural_england%e2%80%99s_role.aspx 

 

■概要 

 自然遺産を保護する観点から指定している特別科学重要地域（SSSI）における自然回復

措置により、政府目標が達成されているかどうかを調査するもの。勧告において、規制的

措置及び財政的インセンティブ措置の有効な活用、コスト情報及び効果発現状況に関する

正確なモニタリング・評価を実施するよう要請。 

 

■経緯 

「特別科学重要地域（Site of Special Scientific Interest：SSSI）」とは、動植物が多数

存在するヒース138、湿地、林地を自然遺産保護の観点から指定する制度であり、全英で

4,114 箇所 39,000 ヘクタールが存在する。元々は 1949 年に制度が導入され、現在の

SSSI は主として 1981 年の野生動植物及び田園地域保全法（Wildlife and Countryside 

Act）の下で地域指定され、さらに 2000 年には制度改正（強化）が行われた。SSSI の地

域指定は、Defra の監督の下、NDPB（Non-Departmental Public Body）139である

Natural England140が行い、土地所有者に通知される。これらの土地は、国や地方公共団

体、トラスト、民間会社、NGO（以上で 71%）、個人（29%）等によって所有されてい

る。土地所有者は、Natural England との合意の下、SSSI を良好な状態で保全する義務

を負い、リスト化された業務活動を行う際には、Natural England との合意が必要となる。

なお、土地所有者は、SSSI 内の動植物、林地、草地、水等を保全するに際して、Natural 

England と相談したり助言を受けたりすることが出きる他、環境管理制度

（Environmental Stewardship）等 4 つのプログラムから財政的インセンティブ141を 10

年間まで受けることができる。 

 2000 年に監督官庁である環境・食糧・農村地域省（Department of Environment, 

                                            
138 荒地。特にヨーロッパの海洋性気候下の温帯寒帯性低木林が生い茂った荒地。 
139 政府省庁から独立して業務を行う公共団体。Defra と関係のある NDPB については、本報告書「第１

章３．イギリス」も参照のこと。 
140 1949 年に Nature Conservancy が設立され、以後、名称変更や分割、他の関係機関との合併を経て

2006 年 10 月に NDPB として設立された。環境庁（Environment Agency）と共に、執行機能を有す

る NDPB（Executive NDPBs）の一つであり、全国 9 地域に 2,500 人のスタッフを抱えている。組織

の戦略的目的は次のとおりである。 
  ・自然環境を保全し、その魅力を高めること 
  ・自然環境に関する国民の楽しみ、理解、利用を促進すること 
  ・自然環境の利用に関する持続可能な管理を保証すること 
  ・自然環境の将来を確保すること 
141 例えば、羊の過放牧をしない代わりに金銭を受け取る等のスキームがある。 
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Foods and Rural Affairs ： Defra ） 142 は、公共サービス合意（ Public Service 

Agreement：PSA）143で“SSSI の 95%を 2010 年 12 月までに「良好」または「現状よ

りも回復している状況」にする”との目標を掲げ、Defra の監督の下、NDPB である

Natural England が SSSI の指定や魅力向上の任務執行に当たっている。2002 年 12 月

の記録によれば、SSSI の面積のうち「良好」は 40%、「良好ではないが回復している」

は 12%を占めていた。 

 Defra によれば、2000 年 4 月～2008 年 3 月までの間に、SSSI には 395 百万ポンド

の予算（うち 77 百万ポンドは EU 予算、残りは国家予算）が投じられており、これは年

間予算 54 万ポンド（2008 年換算）、1 ヘクタール当たり 50 ポンドという規模である。 

 このような状況を踏まえ、NAO では次の 3 点について検査を実施した。 

 

 ① Defra が掲げた 2010 年目標に対する現在までの進捗状況。 

 ② Natural England の土地所有者との共同作業状況。 

 ③ SSSI の保全に投じられているコスト。 

 

 

■検査方法 

 本検査の実施に際して、NAO は SSSI の状態や保全策、財政的インセンティブスキーム

について、2002 年から 2008 年にかけて Natural England によって作成されたデータを

用いて分析を行った。併せて、Defra、Natural England、主要土地所有グループ（国及

び地方公共団体、民間会社、NGO）に対してインタビュー調査を実施した。 

 また、NAO は 9 地域オフィスの訪問調査を行い、SSSI に指定されている土地の所有者

にインタビューを実施し、地域の詳細、保全策や管理上の合意、インセンティブ、強制措

置等を調べ、データベース上の記録と照合した。 

 さらに、27 地域の SSSI プロセスを評価するためにコンサルティング会社 Oxford 

Index Ltd.を雇い、以下の諸点の評価を実施した。 

  ・管理計画が十分であるかどうか 

  ・利用可能なデータの質は適切か 

  ・Natural England とステークホルダーとの関係が協力的かどうか 

  ・モニタリング文書や評価期間が適切かどうか 

 

 NAO はまた、SSSI として指定される土地の管理に関する見解について、187 の土地所

有者に対して 21 問からなる郵送アンケート調査も実施した（回収率 43%）。特に NAO

                                            
142 当時は、前身の環境・運輸省（Department for Environment and transport）。 
143 すべての政府機関を対象とした、向こう 3 か年で達成しようとする政策目標を設定し、定期的にモニ

タリング・評価する英国の政策評価（業績達成度評価）制度。 
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が重視したのは次の諸点である。 

  ①土地所有者が SSSI について、自身の役割と責任を理解しているか。 

  ②SSSI に指定されることにより土地利用に制約が課せられることについてどう考え

るか。 

  ③インセンティブは有効に機能しているか。 

  ④Natural England と協力して業務を行う経験について土地所有者はどう考えている

か。 

 

■検査結果 

①Defra が掲げた 2010 年目標に対する現在までの進捗状況。 

 2002 年 12 月以降報告されている状況を見る限り、2008 年時点では目標達成に向けて

順調に進捗しつつある。SSSI の面積のうち「良好」または「良好ではないが回復してい

る」は、2002 年 12 月時点では 52%であったものが、2008 年 3 月時点では 83%まで向

上している。また、生息地別で見ても、河川流域以外のすべての地域で 2002 年の状態よ

りも 2008 年の状態は改善されている。 

 SSSI の評価については、JNCC（Joint Nature Conservation Committee）によるモ

ニタリングガイド（Common Standards Monitoring guidance）が発行されており、そ

こでは、各 SSSI については保全目的を記述すべき旨が記述されている。しかし、

Natural England のデータからは、35%の SSSI では、保全目的が記されていなかった。

現地調査と Natural England のデータ分析からは、すべてのケースで、SSSI の重要な特

徴が記述されていなかった。また、ガイドラインでは 低 6 年間に 1 回は状態評価を実施

することが推奨されているが、24%の SSSI では、それが守られていなかった。さらに、

記録のつけ方が SSSI ごとに不統一であり、全体を詳細に把握できる状況にはなかった。 

 また、63%の SSSI は 1984 年以前の指定であり、NAO では、いくつかの SSSI につい

ては現在では SSSI の基準を満たしていないかもしれない可能性があることを指摘した。

Natural England のスタッフもその可能性を認識しているが、これらの地域をレビューす

るための計画を持っていなかった。 
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図表 62 年度別「良好」または「良好ではないが回復している」SSSI の割合 
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資料）原典は Natural England データを基にした NAO による分析結果
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②Natural England の土地所有者との共同作業状況 

 主たる土地所有グループは SSSI の意義を理解しており、2003 年以降 SSSI の土地が

「良好」または「良好ではないが回復している」割合は、56%から 85%へ向上している。

個人土地所有者も、SSSI に指定されている重要性、制約を認識しており、アンケート回

答者の 80%前後に上る。 

 インセンティブについて見ると、2008 年 6 月時点で SSSI の 63%の面積はインセンテ

ィブが設定されている。しかし、アンケート回答者の 71%は、インセンティブ資金は十分

でないと考えており、SSSI の保全のために自費を投じている土地所有者もいる。また、

高いレベルのインセンティブ・プログラムでは、申請手続が複雑になっており、申請を躊

躇する土地所有者も存在する。 

 記録保全についてみると、Natural England は、土地所有者が SSSI 保全上の合意を守

っているかどうかをチェックしているが、ここでも記録保全の方法が不統一であった。 

 土地所有者との関係では、総じて土地所有者との関係は良好である。現地調査を行った

27 地域のうち 26 地域で、Natural England と土地所有者との良好な関係が、SSSI の保

全の主要要素であることを示していた。 

 Natural England のアドバイザーは、土地所有者との関係を築くと同時に、彼らの行動

を規制する立場にあるので、土地所有者が SSSI の保全合意に沿った行動を取っていない

場合、是施措置を発動する権限を有している。しかし、是正義務を伴う規制発動のケース

はこれまでに一度だけであった。 

 

③SSSI の保全に投じられているコスト。 

 Defra では SSSI に投じられている公的支出額を推計しているが、2010/11 年度には国

の年間支出額は 96 百万ポンドまで増加する、と試算している。増額の多くはインセンテ

ィブ支出と、環境庁（Environmental Agency）による水質管理計画の遂行によるもので

ある。ここには、民間・非政府機関・地方自治体・個人の支出は含まれていない。 
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図表 63 2008-2009 年度の SSSI への公的支出額（85 百万ポンド）の内訳 

ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ支出
英国政府基金

31.2%

ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ支出
EU基金
25.3%

環境庁
20.8%

Natural England
15.4%

Defra
0.1%

森林評議会
2.6%

防衛省
4.7%

 

資料）原典は Natural England データを基にした NAO による分析結果 

 

 

 他方、便益についての正確な定量化は困難であり、国民の間では自然保護による便益、

もしくは SSSI が果たす役割についての十分な理解がなされていない。 

 生物的多様性の保全、気候変動の緩和効果を考慮すれば、Natural England は、SSSI

保全について、カーボン・オフセット支援団体からの資金獲得を求める等、新たな資金源

獲得を目指し、民間部門との共同作業をもっと実施することができる。 

 また、Natural England は、1 つの SSSI 当たり 179～349 ポンドのコストをかけて状

態評価を外部委託しているが、NAO の試算によれば、これを内生化すると 69 ポンド（人

件費を含む）で済む（ただし、この試算には、契約相手がもたらしてくれる専門知識の価

値は考慮されていない）。 

 

 

■NAO による指摘 

 NAO は、①PSA での目標達成に向けた進捗状況、②管理運営上の関係、③資源のより

良い利用の 3 つに大別して、以下の 11 点を勧告事項として提示した。 
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①PSA での目標達成に向けた進捗状況に関する勧告 

a．約 60%の地域は 20～60 年前に保全することが重要であると認められたが、そのうち

の幾つかについては、近年、状態評価が行われていないので、既に保全すべき特徴を有

していないかもしれず、保全すべき新たな特徴が記録されていない。Natural 

England は定期的に SSSI の情報を見直し、再認定や認定取消を行うべきである。 

b．約 35%の SSSI については、保全を行うべきモニタリング上の要件が記述されていな

い。Natural England は、各 SSSI の重要性について、各々の保全目的の中で記述す

べきである。 

c．約 25%の SSSI では、過去 6 年間に 1 度も状態評価が実施されていない。Natural 

England はガイドラインで推奨されている期間（6 年間）内に全 SSSI の状態を調査

すべきである。 

d．SSSI の記録保持方法が不統一である。Natural England は、現地調査や法令順守調

査、土地所有者とコンタクト状況、SSSI の特徴等について統一的な電子データベース

を作成し、評価の質を担保すべきである。 

 

②管理運営上の関係に関する勧告 

e．Natural England は、地域ダメージに対処するための法的措置を一度しか発動してい

ない。SSSI を保全するための土地管理をしていない土地所有者に対して、合理的な期

間内に法的措置を発動すべきである。 

f．財政的インセンティブは、管理運営上の合意を伴って土地所有者に与えられるべきであ

るが、幾つかの地域では、状態が改善したという詳細の記述がなされていない。

Natural England は、すべての財政的インセンティブについて、一定期間内に改善の

進捗が計測できるようにすべきである。 

 

③資源のより良い利用のための勧告 

g．2007 年まで Defra は目標達成にかかるコストについて部分的な理解しかしていなかっ

た。現在は、2010 年までに目標達成にかかるコストについて推計をしているが、これ

は状況によっては変わり得る値である。Defra は定期的に推計を見直すべきである。 

h．いくつかの地域では、6 年間に一度も行われなかった状態評価に取り組むため、専門

チームを割り当てていたが、これは効率的な業務遂行に繋がった。Natural England

はこのような実践例を全国的に広めるべきである。 

i．国民は SSSI の広範な便益を十分には理解していない。Natural England は SSSI への

支援を得るために、SSSI の便益を数量化し、国民や産業界に周知すべきである。 

j．民間資金の導入は SSSI の維持に貢献するが、この取組は普及していない。Natural 

England は、特に SSSI が二酸化炭素をオフセットする範囲で、民間資金の導入機会
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を進めるべきである。 

k．Natural England は、いくつかの SSSI の状態評価や保全目的作成を外注化している

が、VFM を達成しているかどうかを検証していない。他のコンサルタント利用による

別の評価や、内生化した場合との費用対効果を比較すべきである。 
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3．ドイツ 

（1）検査体制 

■全体 

 ドイツ会計検査院（Bundesrechnungshof：BRH）は、院長・副院長の他に、検査領

域・テーマ別に分けられた 9 つの検査局（Prüfungsabteilung）と、その下に属する 49

の検査課（Prüfungsgebiet）によって構成されており、1 つの検査課は大体 6～7 人の調

査官によって構成されている。これらとは別に、組織の管理機能を担う院長官房

（Präsidialabteilung）が設置されている。 

 BRH のスタッフは約 670 人であり、このうち約 3 分の 2 が調査官、残りの約 3 分の 1

が内部管理職員である。また、1998 年からは全国に 9 つの地方会計検査局

（Prüfungsamt）を置いており、別途約 800 人のスタッフが在籍している144。 

 

■環境検査担当 

 組織図を見る限り、ドイツ連邦政府において主に環境政策を担う連邦環境・自然保護・

原 子 力 安 全 省 （ Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und 

Reaktorsicherheit：BMU）に関する検査を担当すると目される部署として『第 II-3 検査

課』が考えられる。さらに、コーブレンツ地方会計検査局の 1 つの課が本部検査課の調査

活動をサポートしていると考えられる。 

 

                                            
144  ベルリン、フランクフルト、ハンブルグ、ハノーバー、コーブレンツ、ケルン、マグデブルグ、ミ

ュンヘン、シュツットガルトの 9 地域。これに伴い、旧・事前検査部が廃止された。旧・事前検査部

は、各省内の組織であり、部長は BRH の合意の下に任命されていた。しかし検査業務の効率性と効

果を高めるために、1998 年より BRH 直属の地方会計検査局に置き換えられた。 
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図表 64 BRH の体制図（本部） 

内部管理課

法務課

(腐敗防止)

予算管理課

人事課

総務課

情報

システム課

広報課

国際関係課

EUROSAI

対応秘書

企画課Ⅲ

検査課Ⅲ1

信託、基金

検査課Ⅲ2

DB鉄道、資
産・基金

検査課Ⅲ3

交通管理、
鉄道建設

検査課Ⅲ4

連邦銀行

金融規制

検査課Ⅲ5

郵政、EPR基
金

企画課Ⅳ

検査課Ⅳ1

防衛、不動
産管理

検査課Ⅳ2

諜報、内国
安全保障

検査課Ⅳ3

防衛：IT,

データ･プラ

イバシー管理

検査課Ⅳ4

防衛：陸軍、
兵站、計画

検査課Ⅳ5

防衛：海軍、

軍事調達、健

康管理

検査課Ⅳ6

防衛：空軍、
調査、物価

企画課Ⅱ

検査課Ⅱ1

外務

検査課Ⅱ2

内務、文化

検査課Ⅱ3

環境、原子力

安全、経済開

発協力

検査課Ⅱ4

家族、老人、女

性、若者、司法、
憲法裁判所

検査課Ⅱ5

立法、大統

領・首相府、

政府広報

検査課Ⅱ6

特定経済協
力開発

企画課Ⅰ

検査課Ⅰ1

検査・報告、

年次報告、州

検査院間調整

検査課Ⅰ2

予算法、組織

構造、検査指

導

検査課Ⅰ3

管理・手続最

適化、規性影

響評価

検査課Ⅰ4

連邦負債、
財政

検査課Ⅰ5

ﾗｼﾞｵ、ﾃﾚﾋ゙ 、

一般調達

企画課Ⅵ

検査課Ⅵ1

教育研究

検査課Ⅵ2

労働庁Ⅰ

検査課Ⅵ3

労働庁Ⅱ

検査課Ⅵ4

経済・雇用

検査課Ⅵ5

消費者健康、

食品安全、農

業

検査課Ⅵ6

労働庁Ⅲ

企画課Ⅴ

検査課Ⅴ1

交通

検査課Ⅴ2

公共工事Ⅰ

検査課Ⅴ3

公共工事Ⅱ

検査課Ⅴ4

道路管理Ⅰ

検査課Ⅴ5

道路管理Ⅱ

企画課Ⅷ

検査課Ⅷ1

直接税Ⅰ

検査課Ⅷ2

間接税

検査課Ⅷ3

直接税Ⅱ

検査課Ⅷ4

EU、国際関係

組織・制度

検査課Ⅷ5

国庫、税関、
市場構造

企画課Ⅶ

検査課Ⅶ1

人事管理

検査課Ⅶ2

IT

検査課Ⅶ3

人件費、公務

員法、年金

検査課Ⅶ4

府省組織Ⅰ

検査課Ⅶ5

府省支援、調

達、府省組織

Ⅱ

院長局 第Ⅲ局 第Ⅳ局第Ⅱ局第Ⅰ局 第Ⅵ局第Ⅴ局 第Ⅷ局第Ⅶ局 第Ⅸ局

企画課Ⅸ

検査課Ⅸ1

退職年金、保

険、寄贈、会

員

検査課Ⅸ2

退職年金、ﾘﾊ

ﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

検査課Ⅸ3

退職年金、
給付

検査課Ⅸ4

公衆衛生,医

療保険,長期

医療保険

検査課Ⅸ5

社会扶助Ⅰ

検査課Ⅸ6

社会扶助Ⅱ

秘書室

プレス対応室

院長

副院長

内部監査室

内部管理課

法務課

(腐敗防止)

予算管理課

人事課

総務課

情報

システム課

広報課

国際関係課

EUROSAI

対応秘書

企画課Ⅲ

検査課Ⅲ1

信託、基金

検査課Ⅲ2

DB鉄道、資
産・基金

検査課Ⅲ3

交通管理、
鉄道建設

検査課Ⅲ4

連邦銀行

金融規制

検査課Ⅲ5

郵政、EPR基
金

企画課Ⅳ

検査課Ⅳ1

防衛、不動
産管理

検査課Ⅳ2

諜報、内国
安全保障

検査課Ⅳ3

防衛：IT,

データ･プラ

イバシー管理

検査課Ⅳ4

防衛：陸軍、
兵站、計画

検査課Ⅳ5

防衛：海軍、

軍事調達、健

康管理

検査課Ⅳ6

防衛：空軍、
調査、物価

企画課Ⅱ

検査課Ⅱ1

外務

検査課Ⅱ2

内務、文化

検査課Ⅱ3

環境、原子力

安全、経済開

発協力

検査課Ⅱ4

家族、老人、女

性、若者、司法、
憲法裁判所

検査課Ⅱ5

立法、大統

領・首相府、

政府広報

検査課Ⅱ6

特定経済協
力開発

企画課Ⅰ

検査課Ⅰ1

検査・報告、

年次報告、州

検査院間調整

検査課Ⅰ2

予算法、組織

構造、検査指

導

検査課Ⅰ3

管理・手続最

適化、規性影

響評価

検査課Ⅰ4

連邦負債、
財政

検査課Ⅰ5

ﾗｼﾞｵ、ﾃﾚﾋ゙ 、

一般調達

企画課Ⅵ

検査課Ⅵ1

教育研究

検査課Ⅵ2

労働庁Ⅰ

検査課Ⅵ3

労働庁Ⅱ

検査課Ⅵ4

経済・雇用

検査課Ⅵ5

消費者健康、

食品安全、農

業

検査課Ⅵ6

労働庁Ⅲ

企画課Ⅴ

検査課Ⅴ1

交通

検査課Ⅴ2

公共工事Ⅰ

検査課Ⅴ3

公共工事Ⅱ

検査課Ⅴ4

道路管理Ⅰ

検査課Ⅴ5

道路管理Ⅱ

企画課Ⅷ

検査課Ⅷ1

直接税Ⅰ

検査課Ⅷ2

間接税

検査課Ⅷ3

直接税Ⅱ

検査課Ⅷ4

EU、国際関係

組織・制度

検査課Ⅷ5

国庫、税関、
市場構造

企画課Ⅶ

検査課Ⅶ1

人事管理

検査課Ⅶ2

IT

検査課Ⅶ3

人件費、公務

員法、年金

検査課Ⅶ4

府省組織Ⅰ

検査課Ⅶ5

府省支援、調

達、府省組織

Ⅱ

院長局 第Ⅲ局 第Ⅳ局第Ⅱ局第Ⅰ局 第Ⅵ局第Ⅴ局 第Ⅷ局第Ⅶ局 第Ⅸ局

企画課Ⅸ

検査課Ⅸ1

退職年金、保

険、寄贈、会

員

検査課Ⅸ2

退職年金、ﾘﾊ

ﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

検査課Ⅸ3

退職年金、
給付

検査課Ⅸ4

公衆衛生,医

療保険,長期

医療保険

検査課Ⅸ5

社会扶助Ⅰ

検査課Ⅸ6

社会扶助Ⅱ

秘書室

プレス対応室

院長

副院長

内部監査室

 

資料）BRH ウェブサイト（http://bundesrechnungshof.de/wir-ueber-uns/organisation） 
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図表 65 BRH の体制図（地方会計検査局） 
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IT

検査課5(Ⅸ5)

社会扶助

検査課5(Ⅸ5)

社会扶助

検査課5(Ⅶ3)

人件費

検査課6(Ⅸ6)

健康保険、社会
介護保険、保険庁

検査課6(Ⅸ1)

農業経営の社会保障、
事故保険、公的財産

検査課6(Ⅷ5)

関税、消費税、
市場構造、財政

検査課6(Ⅴ2)

公共工事

検査課6(Ⅸ5)

社会扶助

検査課6(Ⅷ3)

所有税

検査課6(Ⅸ1)

農業経営の社会保証、
事故保険、公的財産

検査課6(Ⅸ3)

退職年金

検査課7(Ⅷ4)

EU、国際機関

検査課7(Ⅵ3)

労働庁

検査課7(Ⅸ6)

健康保険、社会介護
保険、保険庁

検査課7(Ⅵ6)

求職者基本保険

検査課7(Ⅱ3)

経済開発協力、環境、

自然保護、原子力

安全

検査課7(Ⅵ6)

求職者基本保険

検査課7(Ⅸ2)

リハビリテーション、
負担調整、厚生事業

検査課8(Ⅴ5)

公共工事

検査課8(Ⅸ3)

退職年金

検査課8(Ⅶ3)

人件費

検査課8(Ⅳ6)

国防：空軍
Ⅱ(計画)

検査課8(Ⅴ5)

公共工事

検査課8(Ⅵ3)

労働庁

検査課9(Ⅳ2)

内国安全

検査課9(Ⅶ1)

人事制度、
賃金・労働法

検査課9(Ⅷ2)

交通管理

検査課10(Ⅶ2)

IT

検査課10(Ⅴ4)

道路建設

所 長
－ － －
管理課

所 長
－ － －
管理課

所 長
－ － －
管理課

所 長
－ － －
管理課

所 長
－ － －
管理課

所 長
－ － －
管理課

所 長
－ － －
管理課

所 長
－ － －
管理課

所 長
－ － －
管理課

 

資料）BRH ウェブサイト（http://bundesrechnungshof.de/wir-ueber-uns/organisation） 
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（2）検査事例・全体傾向 

 BRH の検査制度上、毎年の年次報告（Bemerkungen）に掲載されることで検査の内

容・結果が一般に公開される事例は全体の検査活動の一部に限定されるため、その全容を

つかむことは容易ではない。 

 INTOSAI 環境検査ワーキンググループが構築している環境検査データベースに、BRH

が登録している検査（2008 年）は以下のとおりである。ただし、これらの検査報告はい

ずれも一般には公開されておらず、内容を把握することができない。 

 
年 タイトル 

連邦環境庁の E 局（ドイツ排出権取引機構）に課せられた、ビジネスプロセスに着

目したミッションに関する業績検査についての検査（連邦環境庁への意見照会） 
Communication to the Federal Environmental Agency on the audit of 
business-process-oriented mission performance Audit sub-assignment at 
the Federal Environmental Agency – Division E （ German Emissions 
Trading Authority）  
再生エネルギー関連個別プロジェクトの優先順位・目的・運営・評価に着目した検

査（BMU への意見照会） 
Communication to the Federal Ministry for the Environment, Nature 
Conservation and Nuclear Safety on the audit of individual projects for 
using renewable energies focusing on programme priorities, objectives, 
steering and evaluation  
シャアル湖の自然保護関連主要プロジェクトに適用される基金に関する検査に

（BMU への意見照会） 
Communication to the Federal Ministry for the Environment, Nature 
Conservation and Nuclear Safety on the audit of the funds appropriated for 
the major nature conservation project of Lake Schaalsee  
バルチック海における環境対策に関する検査（BMU 及び連邦交通・建設・都市開

発省への意見照会） 
Communication to the Federal Ministry for the Environment, Nature 
Conservation and Nuclear Safety and the Federal Ministry of Transport, 
Building and Urban Affairs on the audit of environmental measures in the 
Baltic Sea  
北海・バルチック海におけるモニタリングに関する検査（連邦交通・建設・都市開

発省への意見照会） 
Communication to the Federal Ministry of Transport, Building and Urban 
Affairs on the audit of monitoring in the North Sea and Baltic Sea  

2008 

メイン川オーバーナウ河流堰の修復計画に関する検査（連邦交通・建設・都市開発

省への意見照会） 
Communication to the Federal Ministry of Transport, Building and Urban 
Affairs on the audit of the plans for rehabilitation of the barrage at Obernau 
on the river Main  

資料）INTOSAI 環境検査ワーキンググループ・環境検査データベースより作成。 

 

 毎年の年次報告において、BMU の事案として紹介されたケースは極めて少なく、さら

にその中でいわゆる『環境』分野を扱っている事例はほとんど存在しない。 
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図表 66 BRH の検査結果の推移 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

（A）年次報告掲載事例 96 84 119 80 55 84 81 95 58 

 ①第 2 章に掲載 74 64 85 58 42 40 55 54 25 

 ②第 3 章に掲載 22 20 34 22 13 44 26 41 33 
（B）うち BMU 1 2 1 1 0 0 1 0 0 

 ①第 2 章に掲載 1 1 1 1   1   

 ②第 3 章に掲載  1        
 

2000 

連邦環境庁における河川流域シミュレーション設備 
<59>Fließgewässersimulationsanlage des Umweltbundesamtes 

 旧組織で投資の意思決定が行われたシミュレーション設備が、新組織でも必要かどう

かを問わないままに装備、利用の目処が立っていない。 
連邦放射線防護庁における ICT 設備 
<49>Informations- und Kommunikationstechnik im Bundesamt für Strahlenschutz 

 庁の ICT システムを統一せずに構築してしまっていることにより、システム構築費、

研修費用等で無駄が生じている。 
2001 第三者機関により資金提供される研究プロジェクトの運用 

<83>Durchführung von Drittmittelvorhaben 
 環境庁・自然保護庁・放射線防護庁が、第三者機関の研究開発・試験研究の代行を行

った際に、そのために要したコストをきちんと第三者機関に請求しておらず、得べかり

し収入が損なわれた。 

2002 
★ 

連邦政府による放射性廃棄物の監督、及び州が連邦政府に代わって行う最終貯蔵施設利用

料金の徴収 
<64>Ausübung der Bundesaufsicht über die Landessammelstellen für radioaktive Abfälle und 

Erhebung von Endlagergebühren für den Bund 
 放射性廃棄物の収集・処分料金は州政府で徴収しているところ、連邦政府で設定した

新規料金でなく、旧来料金で徴収してしまったために、得べかりし収入が損なわれた。 

2003 
★ 

連邦予算の時期尚早な拠出 
<45>Verfrühter Abruf von Bundesmitteln 

 BMU がチェコ共和国の水利施設復旧事業の基金拠出を不必要に早く、しかも最初か

ら全額拠出してしまったことにより、無駄が生じた。 

2006 

IT 調達における過剰調達 
<43>Lieferung zu teurer Informationstechnik auf der Grundlage eines IT-Dienstleistungsvertrages 

 BMU が IT ハードウェア、ソフトウェア、サービス提供を随意契約で調達したため、

相場よりも高い金額で調達してしまい、無駄が生じた。 
資料）各年度年次報告を基に三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成。 
注） ★印を付した事例を次項で取り上げている。 
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図表 67 BRH の検査結果の取扱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料）三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング（2007）「欧米先進国における社会保障制度と会計検査の

現状と課題に関する調査研究」（平成 18 年度会計検査院委託研究）。 

 

 

①財務検査・業績検査（600 件／年） 
― 内部報告という形で、受検庁に事前に照会 ― 

②-1 受検庁が合意（500 件／年） ②-2 不合意 
（100 件／年） 

『検査結果の照会』（Prüfungsmitteilungen 
/management letter）を受検庁に提出 

― 非公開 ― 

予算委員会（会計検査小委員会）が 
各所管委員会に送付。内容審議の 
結果、約 9 割が承認決議を得る。 
受検庁は履行義務が課される。 

④問題事案は『特別報告』（Sonderberichte 
/ special report）として取りまとめて国会へ

提出。以後複数年にわたり注視 
― 原則非公開（1～200 件）― 

著しい改善が見られた事案は 
グッドプラクティスとして 
年次報告に掲載される場合も。 

非
公
開
が
望
ま
し
い
場
合
の
例
外
的
措
置 

③『年次報告』（Bemerkungen /annual 
reports）として取りまとめ議会提出 

― 公 開 ― 
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（3）検査事例・詳細分析 

【独国事例 01】連邦政府による放射性廃棄物の監督、及び州が連邦政府に代わって行う最

終貯蔵施設利用料金の徴収（連邦環境・自然保護・原子力安全省

（BMU）） 

  Ausübung der Bundesaufsicht über die Landessammelstellen für radioaktive 

Abfälle und Erhebung von Endlagergebühren für den Bund 

2002 年年次報告 64 

http://bundesrechnungshof.de/veroeffentlichungen/bemerkungen-

jahresberichte/bemerkungen-2002.pdf 

 

■概要 

 各州政府は、利用者から放射性廃棄物の引き渡しを受ける際、連邦政府に代わって数量

に応じた最終貯蔵施設の一括利用料金を徴収している。1997 年 7 月、連邦環境・自然保

護・原子力安全省（BMU）はこの一括利用料金を 1998 年 2 月 1 日付で引き上げること

を予告した。1998 年 1 月、ある州はある企業から 200 リットルドラム缶換算で 3,400

本の放射性廃棄物の引き渡しを受けることを認め、これに関して、まだこの時点で有効で

あった料金引き上げ前の低額な最終貯蔵施設の一括利用料金を適用する旨の通知を発出し

た。しかし実際には、料金引き上げ時点で、放射性廃棄物の多くはその企業の敷地にまだ

残されていた。BRH はこの事案を 2000 年に問題として取り上げており、2002 年 3 月に

ようやく BMU は、連邦政府による引き上げ後の料金請求権を保証するための最初の措置

を州政府に対して指示した。 

 

■経緯 

 特定の放射性廃棄物は、その所有者によって公共の集積所へ引き渡される必要がある。

連邦政府は放射性廃棄物用の最終貯蔵施設を設置する義務があるのに対し、放射性廃棄物

が最終貯蔵施設に持ち込まれるまでの一時保管用集積所の設置は州政府の義務である。各

州政府は、放射性廃棄物を引き渡した者から、連邦政府に対して支払われるべき最終貯蔵

施設の利用対価として、定められた範囲内で一括して料金を徴収し、数量に応じた金額を

連邦政府へと支払う。州立の一時保管集積所における放射性廃棄物の一時保管と、最終貯

蔵施設の利用料金の徴収・支払は連邦政府の監督下にある（合法性・目的適合性の監督）。 

 1997 年 7 月、BMU は、放射性廃棄物用の最終貯蔵施設の一括利用料金を、廃棄物 1

立方メートルあたり 5,000 ドイツマルク（約 2,560 ユーロ）から 25,000 ドイツマルク

（約 12,780 ユーロ）へ、つまり 200 リットルドラム缶 1 本あたり 1,000 ドイツマルク

（約 510 ユーロ）から 5,000 ドイツマルク（約 2,560 ユーロ）へ引き上げることを予告

した。BMU は、所有者から各州政府に対して引き渡された放射性廃棄物に対し、遅くと
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も 1998 年 2 月 1 日以降はこの引き上げられた一括利用料金を適用するよう求めた。 

 1997 年 12 月 23 日付の書簡により、ある企業が 1998 年 2 月 1 日以降引き上げられる

最終貯蔵施設の一括利用料金を見越して、放射性廃棄物 3,500 本（200 リットルドラム缶

換算）を州に引き渡す申請を担当の州政府において行った。実際にその企業は、1998 年

の 1 月末までに合計 100 本を州立の一時保管用集積所へと運び入れている。しかし、州立

の一時保管用集積所の貯蔵容量はそこまでが限界であった。残りの 3,400 本の放射性廃棄

物は「手付かずな状態」、つまり貯蔵できるように包装されていない、むき出しの状態の

ままで、数千本にも及ぶ放射性廃棄物が企業の敷地内に残された。 

この残りの放射性廃棄物を、最終貯蔵施設の一括利用料金に関する引き上げ告示からそ

の発効の間までに「貯蔵できる状態」にすることは、技術的理由からも不可能であったは

ずである。にもかかわらずこの州は、1998 年 1 月 8 日付の受領通知をもって、まるでこ

の企業が最終貯蔵施設の利用料金引き上げ前に申請したすべての放射性廃棄物を州立の一

時保管用集積所へ引き渡したかのように取り扱った。1998 年 1 月 14 日付の書簡をもっ

て、この州はこの企業に対して、実際にはまったく行っていない放射性廃棄物の引き渡し

を承認している。そのため州は、まだこの時点で有効であったドラム缶 1 本あたり 1,000

ドイツマルク（約 510 ユーロ）であった最終貯蔵施設の一括利用料金に基づき、合計 340

万ドイツマルク（約 170 万ユーロ）を連邦政府への支払いのためにこの企業から徴収する

とともに、残りの放射性廃棄物については、後日、連邦政府の最終貯蔵施設へ直接運ぶよ

う言い渡した。 

1998 年 2 月 3 日付の書簡により、この州は最終貯蔵施設の料金徴収を担当する連邦放

射線防護庁（Bundesamt für Strahlenschutz）に対し、申請された放射性廃棄物はすべ

て引き渡されたとみなしたことについて、企業に確認したことを通知した。1999 年 2 月

10 日付の同庁の覚え書きによると、この州は同庁の担当職員に対して 1998 年 1 月に電

話でこの事案について報告している。同庁の担当職員は、この時点で、何度もこの事案に

おける正しい行動を催促している。 

 しかし、この事案の再検査は、1998 年の間は BMU によって行われることはなかった。

マスメディアが放射性廃棄物引き渡しの偽証を取り上げることによって初めて、同省は州

政府に対して、1999 年 1 月 14 日付の書簡をもって報告を求めている。州政府の最終的

な見解が提出されておらず、またこの事案の最終的な法の判断について同省では行われて

いなかったにも関わらず、BMU はこの州に対して、当該事案においては、料金引き上げ

前の最終貯蔵施設の一括利用料金の適用は、正当な根拠があるように思われる、と 1999

年 1 月 18 日付の書簡をもって確認した。同省はこの時点でさらなる手順を踏むことはし

なかった。 

 

■BRH による指摘と各省庁の反応 

 2000 年、BRH は BMU による連邦政府としての監督責任の合法性に関してこの案件を
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取り上げた。BRH は、実際には存在しなかった放射性廃棄物の引き渡し行為を州政府が

証明したことは、法的に憂慮すべき問題であるとの見解を示した。BRH は、放射性廃棄

物の後日引き渡しにおいて、企業が自らに課された 1998 年 2 月 1 日以前まで有効である

最終貯蔵施設の一括利用料金で既に料金を支払ったと抗弁する恐れがあるとみなした。こ

れにより、引き上げ前の料金と引き上げ後の料金の差額として 1,360 万ドイツマルク（約

695 万ユーロ）に及ぶ料金徴収の欠損が連邦政府に生じることが考えられる。BRH は、

連邦政府としての請求権の保証に努めるよう、BMU に要請した。 

 BMU は、当初は躊躇したもののドラム缶 3,400 本の放射性廃棄物に関する州政府の受

領通知の有効性に関して法的な懸念を認めた。同省によると、1998 年 1 月 8 日付の州政

府による受領通知で認められた引き渡しは、州立の一時保管用集積所の貯蔵容量に空きが

なく実際に不可能であったため、この通知は無効であり、そのため法的にも無効である。

また、企業は受領通知の無効によって、州立の一時保管用集積所及び連邦政府の最終貯蔵

施設に対して今後行うこととなる放射性廃棄物の合法な引き渡しにおいて、既に支払って

いる金額を充当しつつ、引き上げられた最終貯蔵施設利用料金との差額を支払わなければ

ならないため、連邦政府には何の損失も生じなかった。BMU は 2002 年 3 月 22 日付の

書簡によりこの法解釈を州政府に伝え、法の信頼性を理由として、州政府にこの企業に対

して受領通知の無効を確認するよう強く勧めた。州政府によって個別に発せられた料金通

知は、受領通知と同じ運命を担い、同様に法的に無効である。 

 BRH の見解によると、BMU が州政府に対して取った躊躇した対応は、連邦政府として

の監督責任の合法性とは相いれない。同省は今後、存在しない放射性廃棄物の引き渡しの

偽証に関して、料金徴収が原因で今後起こり得る連邦政府にとっての損失を回避するため、

必要なすべての措置を取るべきである。また同省は、自身に義務付けられた連邦政府とし

ての監督責任の適切な受任について注意を払う必要がある。 
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【独国事例 02】連邦予算の時期尚早な拠出（連邦環境・自然保護・原子力安全省

（BMU）） 

  Verfrühter Abruf von Bundesmitteln 

2003 年年次報告 45 

http://bundesrechnungshof.de/veroeffentlichungen/bemerkungen-

jahresberichte/bemerkungen-2003.pdf 

 

■概要 

 BMU は、受領者はその時点で決済上必ずしも必要としていなかったにもかかわらず、

支援措置について年度末の支払いを求めた。連邦環境・自然保護・原子力安全省（BMU）

はそれゆえに予算法（Haushaltsrecht）において定められている支払期限の原則

（Fälligkeitsprinzip）に抵触した。ドイツ連邦はこれによって必要のない利子を支払わな

ければならない。 

 

■経緯 

 支払期限の原則は予算法上の基本原則の 1 つである。この支払期限の原則によると、経

済的でかつ倹約的な行政の実現のために、資金が必要となった時、またそうなるまで資金

は支出されてはならない。 

 BRH は、BMU の業務領域内のプロジェクトにおける財政処理状況について検査を行っ

た。2002 年 9 月初め、BMU はチェコ共和国環境省に対して、2 つの水質測定所の再建及

びプラハにある中央実験所の技術装置の更新に対して財政面で協力することを確約した。

この水質測定所は 2002 年 8 月に発生した洪水によって破壊された状態だった。そのため

の資金は、援助プログラム「国境を越える環境負荷低減のための投資（Investitionen zur 

Verminderung grenzüberschreitender Umweltbelastungen）」から拠出される予定で

あった。このプログラムにおいて議会から認可された支出権限は、過去数年間でわずかな

一部でしか行使されていなかった。 

 BMU は、連邦支援銀行（Förderbank des Bundes）に支援措置を準備・遂行するよう

委 任 した 。連 邦支 援銀 行は チェ コ共 和国国 立 基金 （ staatlicher Fonds der 

Tschechischen Republik）と支援約定を結び、支援措置についてドイツ側で手当てする

という任務を担った。支援措置の国際法上の保護のために、BMU は 2002 年 12 月 10 日

チェコ共和国環境相との数か月に及ぶ交渉の後に、所管事項協定に署名した。その中でチ

ェコ共和国施設の再建に対するドイツ連邦の財政面での協力は、総投資金額の 78.5%（た

だし最大 100 万ユーロ）と確定された。BMU の強い要請により作成された議事録及び連

邦支援銀行により構想された支援約定には、連邦資金の支払は 2002 年度予算に限って保

証されているという留保を含んでいた。そのためにチェコ共和国側は予算上の必要条件を
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クリアしなければならなかった。連邦支援銀行は既に署名した支援約定をチェコ共和国国

立基金へ送付した。2002 年 12 月 12 日、連邦支援銀行はチェコ共和国側に対し、チェコ

共和国国立基金によって署名されるべき支援約定と、文書による資金引出要請とが、2002

年 12 月 20 日までに連邦支援銀行に対して提出されなければならないと通知した。BMU

によると、これらが満たされたときに限り資金が支払われることが保障される。 

 チェコ共和国側での対応がみられないため、連邦支援銀行及び BMU は、チェコ共和国

側に連日ファクシミリや E メールを送り、署名した支援約定を送付することと、資金引出

要請を文書で提出するよう求めた。2002 年 12 月 19 日、BMU は在独チェコ共和国大使

館及びプラハにあるドイツ大使館に対して、この案件において BMU に協力・支持するよ

う要請した。これらに応え、チェコ共和国環境省は、チェコ共和国国立基金が提示された

支援約定に対して署名をする準備が整っていないことを 2002 年 12 月 19 日に電話で伝え

た。チェコ共和国国立基金側では、予算投入の時期と、支払われた資金が 2 か月以内に使

用されなかった場合の利子支払義務に関する変更の希望を持っていた。数回に及ぶ電話会

談の後、チェコ共和国国立基金は、支援約定に対するいくつかの追加要望事項が追加協定

において確定された場合に限り、連邦支援銀行が既に署名している支援約定に同意し署名

する準備があることを表明した。2002 年 12 月 23 日には、署名された支援約定、全 100

万ユーロの支援資金引出要請文書及びチェコ共和国国立基金により署名された追加協定が

連邦支援銀行へファクシミリを通して届けられた。資金引出要請文書からは、チェコ共和

国国立基金が支払期限の来た支払を行うために、どの時点で連邦予算を必要としたのかが

認識できない状況にあった。連邦支援銀行は、BMU に対してその旨を知らせた。 

 この時点では、BMU の関連支援項目で見積もられていた 610 万ユーロのうちわずか

10%だけしか支出されていなかった。BMU は、連邦支援銀行が確約した 100 万ユーロの

支援資金を、連邦予算における 2002 年度予算の年次負担で引き続き支出すべきであると

決定した。しかしその資金は、本来であればすべての原文書が提出されて初めてチェコ共

和国国立基金へ送ることが許されるものである。2002 年 12 月末に 100 万ユーロが連邦

予算から連邦支援銀行へ支出され、連邦支援銀行は約 2 か月後に全額をチェコ共和国国立

基金へと振り込んだ。チェコ共和国国立基金は 2003 年 2 月 25 日付で資金を受けとった

ことを確認した。 

 2003 年 3 月、チェコ共和国のプロジェクト責任者が連邦支援銀行からの電話での問い

合わせに応じ、調達が公募される予定であるということを伝えた。連邦からの支援金が使

用期間終了までに、つまり支払われてから 2 か月以内に支出されているよう、支援約定に

おいて支払期日を取り決めることが計画されていた。2003 年 4 月 23 日付書簡により、

連邦支援銀行はチェコ共和国国立基金に対して、連邦予算が遅くとも 2003 年 4 月 25 日

までに支出されるよう、いかに保証できるかについて文書での意見表明を求めた。これに

対してチェコ共和国国立基金は、すべての連邦資金が支出されたことを 2003 年 4 月 28

日に通知した。施設の建設は遅くとも 2003 年 5 月までに終了する。その後すでに調達さ



 - 191 - 

れている測定技術装置が設置され、機能が検査される。2003 年 7 月末までに運用試験が

行われ、2003 年 8 月初めには設備の供用が開始される。 

 

■BRH による指摘と各省庁の反応 

 BRH は、連邦予算の時期尚早な支払は、予算法上の支払期限の原則違反であると指摘

した。2002 年 12 月のプロジェクト計画立案段階で、チェコ共和国の施設再建のために

2002 年 12 月時点で支援金を支払う必要がなかったことは明らかであった。特に、留保の

存在やチェコ共和国国立基金による支援約定署名前の資金投入時期の変更希望がこのこと

を明確に示している。また、資金支払のための必要条件が 2003 年に入って初めて達成さ

れたという事実は、BMU にとっても明らかであった。確かに BMU は、連邦支援銀行に

対して、2002 年 12 月 23 日に連邦予算から資金を引き出すよう求めたが、チェコ共和国

国家基金へ資金を送ることは当面禁じた。BMU は、支援約定において経済性原則に合わ

せた需要に見合った支払計画が確定されるよう努めるべきであった。 

 さらに BRH は、BMU 及び連邦支援銀行が、チェコ共和国のプロジェクト責任者に対し

て圧力をかけたことで、チェコ共和国側で支援資金を経済的に活用することが困難であっ

たことを確認していた。すなわち、チェコ共和国側にとっては、まだ建設に着手していな

い段階だったので、急遽調達された資金を効率的に活用して実験装置を設置することは不

可能であった。支援約定における支払目的が、支援資金ができるだけ早急に支出されるこ

とに置かれているのであれば、これは経済性原則と矛盾している。予定よりも早く資金が

支出されたため、ドイツ連邦政府には利子損失が発生している。さらに時期の早すぎる資

金の支払は、定められた期間内に支出されなかった資金を 2003 年度予算に繰り越すこと

ができなかったはずなので、なおさら少なくなったはずである。BRH は BMU に対して、

担当者に返還請求することが可能かどうかについて調査するよう要請した。 

 これに対して BMU は、2002 年末の 100 万ユーロに及ぶ支援資金の全額支払は許容し

うるものと見なしていると回答してきた。なぜなら、施設運営を短期間で再開することは、

ドイツ連邦としての政策上大いに利益があったからだと主張してきた。時間的にタイトな

期限設定、2002 年度予算での投入指示は、この利益を達成するための明確な手段であり、

支援約定への署名が遅れたことはチェコ共和国サイドとの交渉の難しさの現れでもある。

連邦予算規則（Bundeshaushaltsordnung）では、国外プロジェクトにおいて資金がい

つ支払われるべきなのかについての規定はない。連邦予算規則の一般規定は意味・文脈に

即して用いることができる。これに従ってチェコ共和国国立基金は、連邦支援銀行に 2 か

月以内に支払期限の来た支払に応じて必要とする資金を要請する権利を有していた。連邦

支援銀行にも同様に、チェコ共和国国立基金へ資金を送るために 2 か月以内に必要とする

資金を連邦予算から引き出すことを許される権限があるべきである。したがって、資金を

年度末に支払うことには正当な根拠がある、というものである。 

 しかし、BMU による反論は、100 万ユーロを時期尚早に支払った行為を正当化できて
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いない。2003 年 12 月 23 日のチェコ共和国国立基金による支援資金の全額引出において、

チェコ共和国側が支払期限の来た請求に対して支払うために 2 か月以内に資金を必要とし

ているという証明が欠けている。その他の点では、連邦支援銀行は、BMU とともに、何

年も前から支援資金の支払をいわゆる引出手続（Abrufverfahren）によって処理している。

この引出手続とは、支払期日に必要となる資金を連邦予算から引き出すことに限定した権

限で、連邦支援銀行に与えられているものである。2002 年 12 月末にチェコ共和国国立基

金も連邦支援銀行も 100 万ユーロを必要としていなかったにもかかわらず、BMU は連邦

支援銀行に対して資金を全額引出すよう求めたのである。 

 BRH は、引き続き BMU に対して、担当者に返還請求することが可能かどうかについて

調査すること、また担当業務領域において今後支払期限の原則に注意するように配慮する

ことを要請した。 
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4．フランス 

（1）検査体制 

■全体 

 フランス会計検査院（Cour des Comptes：CDC）は、大統領令に基づき閣僚会議で任

命される院長（Premier Président）によって指揮される。なお院長は、地方会計検査院

長会議の議長を勤めることになっている。7 人の局長（Président de Chambre。2006 年

4 月に、広報・検査報告委員会担当局長が新たに任命されて現在の局長ポストは 8 人）は、

政府により上席判事（Conseillers Maîtres）の中から選ばれる。担当局では、上席判事を

長とする検査チーム毎に仕事が割り振られている。7 つの担当局の他には、検事総長

（Procureur Général）を長とする検事部（Parquet Général）が存在しており、国のサ

ービスと CDC の間の仲裁者として機能する。 

 さらに、院長の下には事務総長（Secrétaire Général）と事務次長（Secrétaire 

Général Adjoint）が存在し、官房業務に関する責任を有している。官房各課は、事務総

長の下に直接位置付けられる場合と、事務次長の下に位置付けられる場合のいずれかがあ

る。スタッフ数は 2008 年時点で 665 名であり、うち調査官までの 200 余名は大統領令

で任命された司法官で、罷免されない。司法官として採用された者は、他省庁出向や、民

間監査法人での研修等を通じて、実務に精通した検査職員としての信頼性を向上させてい

く。ただし、ある担当局に配属されると、当該分野に留まり、その分野での専門知識を積

み上げていく傾向にある。 

 

図表 68 会計検査活動における人員配置の推移 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

院長 1 1 1 1 1 1 1 
検事総長 1 1 1 1 1 1 1 
局 長 7 7 7 7 8 8 8 
事務総長・事務次長 3 3 3 3 4 3 4 
次席検事 3 3 3 3 4 4 4 

幹部計 15 15 15 15 18 17 18 
上席判事 106 109 106 106 118 123 127 
判事 70 84 76 76 75 76 73 
調査官 18 14 16 20 18 15 16 
常勤報告者 48 56 60 60 65 65 65 
アシスタント 80 84 83 70 75 66 64 
監査証明担当専門家・調査官 ―― ―― ―― ―― 24 37 40 

調査官計 322 347 341 342 375 382 385 
行政職員 253 258 256 259 257 266 262 

CDC職員総数 590 620 612 616 650 665 665 
資料）Cour Des Comptes（2007）, Rapport d'activité 2008 
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■環境検査担当 

 組織図を見る限り、所掌テーマの一部としてエネルギーを扱う『第 2 局』と、同じく環

境を扱う『第 7 局』が考えられる。 

 

図表 69 CDC の体制図 

経済財政産業省及び全ての財政関連
機関

防衛、産業、エネルギー、貿易、商
業・工業、産業界の担当省庁

教育、文化・研究、青少年・スポー
ツ、公共放送の担当省庁

国家の統治活動（司法、内務、外務
等）に関する省庁、地方会計検査院

雇用、労働、職業訓練、住宅・社会
福祉の担当省庁

医療・社会保障担当省庁、社会保障
機関

社会資本、交通・都市計画、農林漁

業、環境、観光の担当省庁

会計検査院長

事務総長 第1局担当局長

第2局担当局長

第3局担当局長

第4局担当局長

第5局担当局長

第6局担当局長

第7局担当局長

庁内サービス事務次長

人事・組織課

財務・管理課

情報システム課

総務課

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ・品質監理課

文書管理課

ﾐｯｼｮﾝ担当

国際・EU・仏語圏課

国際機関外部監査担当

書 記

法務サービス

広報・検査報告委員会

検事総長

次席検事

検事部事務局

 
資料）CDC ウェブサイト（http://www.ccomptes.fr/fr/CC/Organisation.html）より作成 

 

 



 - 195 - 

（2）検査事例・全体傾向 

 INTOSAI 環境検査ワーキンググループが構築している環境検査データベースに、CDC

が登録している検査は以下のとおりである。 

 
年 タイトル 

2008 ヨーロッパでの Natura 2000 network の実施 
Implementation of the Natura 2000 network in Europe 

2002 
★ 

農業を原因とする汚染に直面している水資源の保護：ブルターニュの事例 
Préservation de la ressource en eau face aux pollutions d'origine agricole; le 
cas de la Bretagne 

2002 
★ 

地方自治体と家庭ごみの管理政策 
Les collectivités territoriales et la gestion des déchets ménagers 

2001 ロワール計画 
Le Plan Loire 

2000 地中海森林の保全 
Le conservatoire de la forêt méditerranéenne 

1999 フランスにおける浸水の防止 
The prevention of innundations in France 

資料）INTOSAI 環境ワーキンググループ・環境検査データベースより作成。 
注） 次項では、★印を付した２事例に加え、2003 年の個別テーマ検査である「公共サービスの管理：

上下水道」を取り上げている。 
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（3）検査事例・詳細分析 

【仏国事例 01】農業を原因とする汚染に直面している水資源の保護：ブルターニュの事例  

  Préservation de la ressource en eau face aux pollutions d'origine agricole: le cas 

de la Bretagne   

2002 年度個別テーマ検査報告書 

http://www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/RPT/RessourceEnEau.pdf 

 

■概要 

 農業活動が汚染源となった水質悪化に対する対策として、中央政府、地方庁、自治体が

それぞれ行っている活動について調査を実施。各々の主体が予算を投じているにもかかわ

らず水質は改善していないこと、各々の主体の取組に重複があるとともに、これらの取組

を主導・調整する主体が存在せず、積極的な取組が行われていないことが問題であると指

摘。 

 

■経緯 

 ブルターニュの水域圏は、下層土の水はけが非常に悪いこと、飲料水の供給水源のうち

表層水の割合が大きいこと（約 80％）等の理由により、消費用に採取された水資源が、汚

染に対して著しく脆弱であるという特徴がある。当該地域の水質は、1970 年代以降継続

的に悪化しており、ブルターニュ全体で見ると、約 3 分の 1 の取水地が水質基準に違反し

ている状況になる。主たる汚染の一つは硝酸塩であり、これは窒素を含む無機肥料や、動

物堆肥の散布等、いわゆる農業活動によって発生する。 

 

図表 70 河川における硝酸塩含有量（フランス平均とブルターニュ地域の比較） 
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資料）原典はフランス環境研究所・統計データベース・2000 年版 
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 水質関連対策事業については各流域機関が実施するため、伝統的に中央政府が資金を提

供することは少なかったが、約 10 年前から、農業汚染防止プログラム（Programme de 

Maîtrise des Pollutions d’Origine Agricole：PMPOA）に積極的に資金を投入するよう

になった。 

 そこで CDC は、ブルターニュ地方会計検査院（Chambre régionale des comptes de 

Bretagne）と共同で、1993 年から 2000 年までの間に実施された施策と関係機関の体制

を調べるために検査を実施した。ブルターニュにおける農業を原因とする汚染について、

水資源の保全を目的とする公共政策の全体が検査対象となっているが、CDC は国の予算

と国立機関（ロワール・ブルターニュ水資源庁等）を検査し、ブルターニュ地方会計検査

院は、水質回復のための様々なプログラムを行っている自治体及びその関連団体（特にブ

ルターニュ地域圏）、複数の自治体に関わる組織や組合を調査対象としている。調査の視

点は、次のとおりである。 

 公的機関によって着手された活動、支出を定量的に調査すること。 

 これらの活動の管理状況を分析すること。 

 これらの活動の環境への効果を推定するための要素を考察すること。 

 規則の策定等に対し、財政支援が適切であったかどうかを評価すること。 

 類似事案を扱っている海外事例（米国、オランダ、デンマーク）を調査すること。 

 

 なお、検査対象には浄水場に関する支出（汚染水資源により引き起こされた追加的な出

費を除く）、共同体・企業の廃水の消毒等は含まない。同様に、湾岸・海洋の水質回復の

ための特定の支出も原則として含まれない。これらの水源は、利用可能な水資源の改善に

はあまり関係がないからである。 

 

■検査結果 

 ブルターニュの水質回復政策については、1964 年及び 1992 年の水資源に関する法に

より中央政府が中心的な役割を果たすこととされた。中央政府は、規制を策定することが

できる唯一の機関ではあるが、水資源政策の制度的な状況を見ると、様々な機関が介入し

ており、それらの機関の連携は依然として不十分なままである。 

 農業を原因とする汚染から水資源を保全するためにブルターニュでなされてきた財政支

出は、1993～2000 年の間で総額 310 百万ユーロにのぼる。ただし市町村（commune）

の管轄下にある部分は、この金額の中には含まれていない。 
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図表 71 ブルターニュ地域における水質保全対策への財政支出額 1993－2000 年（単位：ユーロ） 
 政府・ 

導水基金 
EU 

ロワール・ブルターニュ水

資源庁 
地域 県 その他 計 

水質保全プログラム   
（取水源）保全地域 811,287  6,971,555    7,782,841 

農業汚染防止プログラム（PMPOA） 47,064,770 9,701,555 77,056,352 20,649,004 36,477,098  190,948,778 
ブルターニュ水浄化計画Ⅱ 3,364,150 3,581,549 5,581,715 3,735,530 3,318,173 3,969,747 23,550,864 
河川維持 1,301,351  46,481,096    47,782,446 
飲料水維持 125,377 3,735 137,830 40,619 12,406 171,896 491,862 

農業環境対策支援   
農業環境対策 16,088,454 17,997,270  253,350   34,339,074 
国土農地開発計画（CTE） 185,234 836,174     1,021,408 
施肥改善計画   38,737   154,949 193,686 
削減計画   2,028,467 1,014,234 1,014,234  4,056,935 
行動計画 165,438      165,438 

計 69,106,060 32,120,283 138,295,752 25,692,736 40,821,910 4,296,592 310,333,333 
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①中央政府 

 a）管理体制 

 自然水・水道水の水質管理について責任を負っているのは、第一に中央政府であり、

管理の及ぶ範囲やその方法は、1989 年 1 月 3 日のデクレ第 89-3 によって定められて

いる。水資源保護に関連する地域アクションの連携は、基本的に地方環境局に任せられ

ていが、現実は大きく異なっている。より大きなプログラムは、地域圏行政庁農林部と

県農林局によって全面的に管理されており、地方環境局はそれらのプログラムの実施に

あまり関わっていない状況にある。地方環境局が唯一持っている財源は河川維持契約か

らの収入であり、総額 1.27 百万ユーロである。 

 全体としては、本来の意味で「決定権をもつ」機関の数は少ない。唯一、4 人の知事

をまとめる地域行政会議（Conférence administrative régionale）のみが、水質に関

する会議を毎年開催しており、ブルターニュで行われているアクション全体を実際に調

整する機会を提供している。 

 b）財政支出 

 中央政府は伝統的に、水質関連対策事業にはほとんど資金を提供してこなかった。こ

れらの業務はまず各流域機関に任されてきたからである。約 10 年前から、政府は特に

農業汚染防止プログラムと農家援助プログラムに資金を投入してきた。これらのプログ

ラムは大きな財政的努力を必要とするが、今のところ決定的な効果は出ていない。水質

汚染除去あるいは水質保全活動に直接割り当てられる政府の資金は縮小しているが、政

府は、市町村に対し、政府導水基金（Fonds National d’Adduction d’Eau：FNDAE）

や政府森林基金（Fonds Forestier National）を通じて、取水地の保全区域の設定の際

の支援を行っている。 

 したがって、農業プログラム以外で、中央政府がブルターニュの水質回復に直接的に

介入する唯一の機会は、「ブルターニュ水浄化計画 II」への参加であるということにな

る。農業に由来する汚染に直面した資源の保全に向けた協力のための活動の名目で、中

央政府はブルターニュにおいて 1993～2000 年の期間に総額 69.1 百万ユーロを投入し

ている。 

 

②ロワール・ブルターニュ水資源庁 

 ロワール・ブルターニュ水資源庁は、環境省所管の執行機関であるが、1990 年代初

頭からブルターニュにおいて行われているプログラムにはあまり財政支出を行っていな

い。同庁の主たる役割は水資源賦課金（redevances）システムの管理である。 

 1993～2000 年の期間を通して、ロワール・ブルターニュ水資源庁は様々な水質改善

プログラムのために約 138.3 百万ユーロの予算を投入した。飲料水供給のための水資源

保全に関するプログラムへの財政支出は、同庁のミッションの一部であるが、6 回目・7
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回目の水質保全プログラムへの関与の新しい点は、農業汚染対策への全面的な参加であ

る。実際、ロワール・ブルターニュ水資源庁は、農業汚染防止プログラムの公的資金調

達の大半を担っており、1993～2000 年の間では、公的資金調達は 77.06 百万ユーロ

にのぼる。 

 農業汚染対策は、同庁のアクション領域に入るものであるが、公然と環境省の後見に

依存してきており、経営部門ではしばしば批判の声があがっていた。また、同庁は財政

的な努力を増やすという考えに対して曖昧な態度をとってきた。この曖昧な態度は、農

家に対する経済援助のための資金調達のあり方に不均衡があったために生じたものであ

る。これによって、汚染賦課金負担者のみが経済援助を受けられるという原則が破られ

ることとなった。 

 農業汚染による賦課金は、水資源庁財政委員会（Agences financières des 

bassins）に関する 1964 年法と 1966 年のデクレによって導入が予定されたにもかか

わらず、これまで実施されてこなかった。農業汚染防止プログラムの導入を目指し、

1993 年 10 月 8 日に農林水産省と環境省の間で協定が締結されたが、賦課金に関して

は、1994 年 12 月までに導入するという猶予期間が定められた後、1997 年、1999 年

へと延長され続けてきた。その結果、賦課金の導入は、農家への援助額が十分に増加す

るのを待ってから実施するということになった。結果として、1993～2000 年の間に、

一切の賦課金を支払うことなく巨額の援助金を受け取る農家が出現した。農業汚染防止

プログラムのための基金は、水域全体で 177 百万ユーロにのぼったのに対し、1993～

1996 年の間に徴収された農業汚染賦課金はゼロであり、1997～1999 年の間でも徴収

額は 0.36 百万ユーロに届くか届ないかの額であった。 

 この資金調達における不均衡は、このように賦課金と財政援助との関係が断絶してい

ることにとどまらない。ブルターニュの水資源利用者に課せられる賦課金は全面的に家

庭・工場経営者が負担しており、農業に由来する汚染に対して農家が賦課金を納めてい

ない結果として、汚染者負担原則に反することになる。 

 

③自治体 

a）ブルターニュ地域圏 

 1996 年から 2000 年にかけて、ブルターニュ地域圏で水質回復のために行われた 2

つの主要なプログラムに投入された費用は、52.59 百万ユーロに達した。そのうち

35.58 百万ユーロは水質／水資源プログラム、17 百万ユーロは政府の農業汚染防止プ

ログラムに費やされている。しかし、最終的な財政支出は、予算を大幅に超過している

ことがわかる。浄水のための財政支援を除いても、水質回復政策にかけられている地域

の予算は、年間 8～14 百万ユーロで収まるはずであるが、計画契約では 1994 年から

1999 年のすべての都市において、15.24 百万ユーロの地域協力が要請されていた。 
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b）ブルターニュ地方の県 

 ブルターニュ地域圏にある 4 つの県の水質改善プログラムへの参加は、農業汚染防止

プログラムやブルターニュ水浄化計画 II のような大きなプログラムと同時期に始まった

ものである。1993～2000 年の期間において、その額は 40.8 百万ユーロにのぼってい

る。 

 イル＝エ＝ヴィレーヌ県は、新しい取水供給源の探索を開始した後、作業総額の 70％

を補助金全体で賄えると算定し、残りの資金を調達するため、水資源利用者に援助を要

請することを決定した。水量 1m3あたり 7～8 サンチーム145の資金協力が消費者に義務

付けられることによって、年間で 3.43 百万ユーロの収入となる。 

 この資金は主に、量的な観点から水資源を強化することを目的とした作業に充てられ

るものだが、保全・処理等の質的な側面での作業に充当することも許されていた。しか

し、自然水の質の悪化によって、量的な問題が生じたことを踏まえると、この資金徴収

は、ロワール・ブルターニュ水資源庁の賦課金と同じように、汚染者負担原則が逆転し

ている状況を示している。イル＝エ＝ヴィレーヌ県は、ブルターニュ地方の 4 つの県の

うち、消費者から特別な資金徴収を行っているただひとつの県であるということは、特

筆すべきである。 

 

 

■CDC による指摘と各省庁の反応 

 既に多額の出費がなされているにもかかわらず、ブルターニュにおいて行われた各種施

策は、いまだその効果を十分に発揮していない。水質汚染対策として 1993 年から 310 百

万ユーロがつぎ込まれているにもかかわらず、水質はほとんど変化を見せていない。 

 このような結果が生じたのは、水質問題に関して生じる様々に交錯した利益を調整する

役割を果たす者が現実にいないからである。例えば、ブルターニュの農業従事者に対し、

何らかの規制をかけたり、契約関係を生じさせたりするような活動はあるが、家畜総数の

規制という観点から水質汚染に積極的に取り組む政策を備えているものはない。 

 ブルターニュの水質の悪化は、公権力がそれに対してなす術を持たないために発生して

いるのではなく、農業活動の実行と環境保全とを調和させることを目標にしている規制が

ありながら、それを適用できない状況を目の前にして、国が消極的姿勢になっていること

が問題なのである。 

 上記の結論を基に、CDC は以下の 6 点を勧告している。 

 

a．農業政策の経済的メカニズムと環境問題の争点の不整合 

農業政策について、真に環境を考慮した法的手段が現在まで実施されていない。以下の対

応を行うべきである。 

                                            
145 通貨単位フランの補助通貨単位であり、1 フラン＝100 サンチーム。 
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 牛の飼育は 1999 年 7 月 9 日農業基本法の環境基準を遵守すること。 

 豚の飼育は、生産の基本的枠組み及び生産管理のシステムが必要。 

 河川の整備については、農業支援体制と一致させること。契約上の関係のみによる

（硝酸塩対策事業による）整備を行わないこと。 

b．農業食糧ルートの不十分な活用 

経済面と環境面の相反する要求への対処が難しい。水質管理のためのプログラムを研究し、

できる限りの管理を行うこと。 

c．複数の活動領域の配置が不適切 

事業間に重複があり、目標との明確な対応が妨げられている。水質に関する政策を、次の

3 つのレベルに仕切りなおすこと。 

 経済・生産に関わる「脆弱なゾーン」としてのブルターニュ全域 

 流域に適した規定を設けながら環境保護を促進する「エコロジーゾーン」 

 個別に規定を必要とする川岸やリスク地域によって構成される「マイクロゾーン」 

d．肥料散布の管理が不在 

肥料散布に対する厳しい管理が行われていないことが水質回復事業を妨げている。①使用

される土壌、②習慣的慣行の記録、③最大散布量の遵守、④罰則規定の適用、の 4 つの観

点から考えることが必要である。農業汚染防止プログラム等と併せて統合的管理が不可欠

である。 

e．法的に不安定な政策 

 明確な指標やスケジュールがない。水質に関わるプログラムの実施は、安定した規則に

基づくべきであり、完了前に白紙に戻すことがないようにすべきである。また、指標によ

る追跡調査措置を講じ、スケジュール遵守が可能となるようにすべきである。 

f．不十分な行政手段 

人員割当てと統合が十分できていない。人件費と諸機能を統合した体制によって、公正な

手段の割当てを追求すべきである。 

 

 この検査報告に対しては、雇用・連帯省、法務省、内務省、農林水産省、国土整備・環

境省、ブルターニュ地域議会から回答が寄せられている。検査報告に対しては、同意もし

くは説得力があるとの回答を寄せる一方、内務省、農林水産省、国土整備・環境省からは、

それぞれの独自のイニシアティブについての説明が加えられた。また、ブルターニュ地域

議会からは、水質悪化だけでなく、水質浄化投資による水質改善の例についても言及すべ

きである、ブルターニュ水浄化計画 II では数は少ないものの成果が出ている、との回答が

あった。併せて、水資源政策を財源と共に地方に移譲するべきである、との指摘があった。 
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【仏国事例 02】地方自治体と家庭ごみの管理政策 

  Les collectivités territoriales et la gestion des déchets ménagers 

2002 年度年次検査報告書 

http://www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/RPA/GestionDechetsMenagers.pdf 

 

■概要 

 増え続ける家庭ごみの収集・運搬・処理業務を行っている地方自治体では、多額の投資

を行うことでごみ処理を改善してきつつあるものの、政府が立てた政策目標は達成できな

かった。ごみ処理に関する政府の指針・目標や施策の方向性が変化している中、実際のご

み処理の現場である地方自治体においてどのような問題が生じているのかを広範囲に調査

したもの。特に、費用・財政措置と契約に焦点を当てて各自治体での問題点を指摘。 

 

■経緯 

 1992 年から 2000 年にかけて、家庭ごみの管理に対して自治体は 60 億ユーロを投じて

きた。ごみの収集・運搬・保管・処理費用は、環境保護目的の法制度の導入や新たな住民

サービスの進展のため、同期間で 2 倍になった。家庭から排出されるごみの量は、1975

年の年間住民一人当たり 217kg から、今日では約 375kg となった。1993 年以降、廃棄

物は減少しているが、1999 年にはごみ処理を続けている 1,800 の廃棄物処理場がある。 

 欧州指令に基づき制定された 1992 年 7 月 13 日付法律は、10 年間にわたり、①ごみの

再利用を推進すること、②ごみの量の増加を抑制すること、③ごみの投棄を「最終的146」

とみなされるごみ（以下「最終ごみ」という。）に限定して許可すること、を狙いとする

ものであった。さらに 2002 年 7 月以降は、最終ごみは自由に投棄することができなくな

り、家庭ごみ廃棄処理に関する県の計画に登録が義務付けられた設備で処理しなければな

らなくなった。 

 1998 年 4 月 28 日の環境大臣通達では、分別収集または事前選別の実施により、生ご

みと最終ごみとが区別されたが、その焼却については言及されなかった。当該通達は県知

事に対して、県の計画の大部分を焼却への依存度を下げる方向で見直し、将来的には焼却

されるごみを全体の半分以下にするように要請した。しかし、分別及びリサイクルの大幅

な増加による効果のみで、焼却の割合を 2002 年に半分にすることは困難であった。 

 こうして、ごみの根源的な削減及びリサイクルの推進に関する目標が達成困難になった

こと、最終ごみの概念の変化、さらには多くの焼却炉計画の見直しにより、1992 年の法

律制定以降に見込まれていたこととは反対に、ごみの投棄も含めて、2002 年 7 月という

期限は、目標の達成期限ではなく、目標達成に向けた第 1 段階と見なすことになった。 

                                            
146「最終的」ごみとは、他のごみ処理に基づくものかどうかにかかわらず、「活用可能な部分の抽出、ま

たは汚染性あるいは危険性の低下により、その時点での技術的・経済的条件において、処理される余

地がこれ以上ない」ものを言う。 
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 2002 年 6 月 22 日、環境大臣は状況を打開するための手段（新規の財政措置、最終ご

みの概念を明文化した通達、達成されていない合法化を促進するための移行期間）の策定

を発表した。これを受けて、今日では財政的優遇措置を通じて環境保護目標を官民の協働

で促進しようとする措置が実施されている。資源課税は環境負荷行動を抑制させることを

意図しており、資源の再分配は積極的なイニシアティブを促すことができるはずである。

これらを担当するフランスの機関は、主として、環境・エネルギー管理庁（Agence de 

l'environnement et de la maîtrise de l'énergie：Ademe）と株式会社 Eco-Emballages

社147である。 

 このような環境保護関連規制や財政的枠組が変化する足下で、自治体では家庭ごみの処

理に問題を抱えていた。そこで 16 の地方会計検査院は、生ごみの処理場での処理期限を

当初に通達していた 2002 年 7 月の期限が近づくと、129 の自治体や市町村間の横断的組

織の活動について検査を行うことにした。 

 

■検査結果 

①費用及び財政措置について 

a）収集・処理・運搬費用 

 ごみの投棄は、焼却と同様に環境保護に関する規制強化の対象となり、トン当たりの

費用が数十ユーロ上昇している。また、焼却工場を基準に適合させると、運用費が倍増

する可能性がある。リサイクルに関連する追加費用は、とりわけプラスチックの場合は

トン当たり数百ユーロに達する可能性がある。 

 さらに、ごみの集約化と大量輸送手段による輸送には、経済面及び環境保護面での利

点がある。しかし、輸送はそれ自体が走行距離に比例した費用と公害とを生み出すこと

となる。ごみの運搬距離と運搬量の制限目標または現地での処理の原則により、他県か

らのごみの投棄に対する税率の引き上げや外国からのごみの持ち込みの禁止が実施され

ている（1992 年 8 月 18 日付政令第 92-798 号）。 

b）財政措置 

 環境・エネルギー管理庁は、現在は汚染対策活動に対する一般税に一体化されている

ごみ保管税を長年徴収しており、税額は 1993 年のトン当たり 3 ユーロから 1998 年に

はトン当たり 9 ユーロへ増加した。この税により、ごみ投棄抑止効果があったと考えら

れる。 

 包装を利用する企業は、Eco-Emballages 社を中心とする認可機関に分担金を支払う。

金額は当初一包装当たり 1 サンチーム（100 分の 1 フラン）であったが 2000 年に倍増

                                            
147 我が国の財団法人日本容器包装リサイクル協会に相当するフランスの組織で、家庭から排出される容

器包装を対象とした回収・再生システム全体の運営を担うことを目的に、1992 年 11 月容器包装メー

カー、中身メーカー、流通メーカーが共同で設立した。リサイクル義務のある事業者にポアンヴェー

ルというリサイクルマークの使用を許可し、そのライセンス料でリサイクルを実施する（財団法人日

本容器包装リサイクル協会 HP より）。 
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し、2002 年にさらに 2 倍になった。こうした措置にもかかわらず、1990 年代終盤に

経済成長が再び活発になるのに伴い、包装ごみの量が著しく増加することは食い止めら

れなかった。 

 これら 2 つの機関による自治体への助成は、1997～1998 年の間、初めは助成計画の

あまりの少なさに、次いで予想を上回る助成計画が殺到したことで、2 機関の財政状態

が著しく変動した。財政措置、及び 1992 年 4 月 1 日付政令の文言によれば、Eco-

Emballages 社とその他の認可機関は「自治体に対しごみの選別に起因する可能性があ

る追加費用の返金を保証しなければならない」となっているにもかかわらず、いまだに

未払金は自治体の負担のままである。 

c）財源面での不確定要素 

 家庭ごみについての公益事業が、行政サービス（SPA）の範疇に属するか、あるいは

公的産業サービス（SPIC）に属するかに関して規定する法令、規制、判例はない。実務

上は、自治体が選択するサービスの資金調達の形式によって、どちらの範疇に属するか

が決定される。SPIC として認定されるためには、家庭ごみ回収負担金を通じて、使用

者のみにより資金が調達される必要がある。この負担金は原則として、サービス利用者

レベルとともに、自治体のレベルにおいて、サービス費用に等しくならなければならな

い。ただし、このサービスを行政的な性質のものとみなし、納税者に負担させることも

可能である。 

 1999 年 7 月 12 日付法律により、市町村連合協力機関（EPCI）の管轄地域において

資金調達方法の統一化が行われ、家庭ごみの廃棄処理については、市町村によって税金

から負担金への移行、またはその逆が行われることとなった。この 10 年で、税金方式

を選択する市町村が大多数になったが、負担金方式は「汚染者負担の原則」を適用する

ものとして関心を持たれてきている。 

 ところが、かつて CDC が何回も指摘しているように、とりわけ小規模の自治体の場

合に、この単純な原則が無視されることがしばしばある。さらに、自治体は負担金の徴

収を担当するが、特に集合住宅の場合に、徴収は複雑な作業になる。1999 年末時点で、

ブルターニュ地域圏のある市町村の 1997 年度分の負担金のうち、徴収できていたのは

わずか 92.4%であった。 

 このような 2 種類の資金調達方法が共存することで、自治体間でごみの除去事業の費

用または費用対効果を比較することが困難になっている。さらに、この費用が市町村の

税負担に含まれるか否かによって、税負担が外見上過大評価あるいは過小評価される可

能性がある。 

 

②公益事業の管理について 

a）投資に関する必要条件の不明確さ 

 いかなる投資も、決定を下す前に手持資産を評価し、それぞれの焼却場所やその他の
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処理方法等事前に決定できる目標に応じて、長期間にわたる必要性を明確にすることが

求められるが、それができていない。例えば、アキテーヌ地域圏及びシャンパーニュ・

アルデンヌ地域圏の CDC の指摘によると、2 つの焼却工場の能力が、分別収集の急速

な広まりに対応できない水準に設定されていた。 

b）不十分な実行可能性調査 

 当初の調査が十分でなかったために、自治体が計画の実行可能性を適切に評価できな

くなることが時として発生する。計画の実現に必要な契約を締結する以前に、実施され

た調査に欠陥がある場合もある。例えば、アキテーヌ地域圏のある組合では、作業費用

を過小評価し、設備の建設中に追加費用が発生した可能性があり、処理施設の費用が予

想金額を 60%も超過した。また、フランシュ・コンテ地域圏のある組合では、24.7 万

ユーロを費やして調査を実施し、ごみ処理施設の設計・実行契約が 2,500 万ユーロで締

結されていたものの、処理施設の建設目的地の交通の便が悪かったため、建設許可を得

ることができなかった。これらの不確定要素が解消されないまま開発契約が調印されて

いた。 

c）不十分な契約準備事前調査 

 契約条項の中には、十分な吟味がなされていないものがある。エネルギー活用に関し、

各地方会計検査院は、契約当事者の自治体が自らにとって不利であることを長年にわた

り気づいていなかった金融条項を指摘した例がある。例えば、収集するごみの量の削減

を仮定として行った調査の結論にしたがい、プロヴァンス・アルプ・コート・ダジュー

ル地域圏のある市町村は企業と契約を結んだが、工事金額における変動費の割合が非常

に高く、合理性に乏しく根拠がないと判明した。この契約の期間における自治体の追加

費用は 100 万ユーロ程度であった。 

d）競争性の欠如 

 技術工学からごみ容器の販売に至るまで、ごみ削減に関する事業を自治体に提供する

産業グループ相互間に競争があまり働いていない。入札案件によっては応札する企業が

少なく、競争がほとんどない場合も時々ある。例えば、ロレーヌ地方会計検査院は、2

社の企業が市場において入札の大部分を占め、ある入札に共同で応札したことを指摘し

た。これらの企業グループの行動は、公正取引委員会にも指摘された。 

e）契約上の問題 

 自治体が設備を所有する場合の契約期間や、時間の経過に伴う契約体系の変化等につ

いて十分な対応ができていない。例えば、ペイ・ド・ラ・ロワール地域圏のある組合は、

分別収集の実施後に予想されるトン数の低下を根拠として、焼却工場の開発者の報酬の

固定部分の値上げを認めた。実際には焼却場は常に容量最大限で稼働し、自治体に実質

的な見返りがなかった。一方、当初の報酬が 8%引き上げられたことで、開発者には利
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益をもたらした。これは、経済条件の変化を示す指数に応じて、価格を修正する条項に

よって契約変更が可能であったはずである。 

f）自治体の管理不備 

 ごみの活用による収入が自治体に還元される場合の自治体の契約管理や、実施される

事業に対する自治体の情報は、しばしば不完全である。例えば、イル・ド・フランス地

域圏のある組合においては、ガラスの収集に関する支出と収入を管理する勘定を持って

いなかった。この勘定の黒字は 1999 年末の時点で 78 千ユーロになり、本来は組合に

還元されるべきであったが、2001 年に至るまで開発者が保持していた。この年に組合

が計上した収入は 61 千ユーロであった。また、イル・ド・フランス地域圏のある市町

村は、計量証の送付及び定期的検査求めていなかったので、サービス提供者の過誤や不

正を見抜くことができなかった。地方会計検査院が計量証を検査した結果、5 年間にわ

たり、事業の必要性に結びつかない規模のトラック 1,750 台分に相当する約 1 万トンの

ごみの処理の名目で、70 万ユーロを超える金額が自治体に請求されたことが明らかにな

った。 

 

■CDC による指摘と省庁の反応 

 自治体は、多額の投資を実行して家庭ごみの処理を改善した。ただし、国が設定した目

標が、環境保護に対する世論の高まりを考慮して急速かつ大きく変化し、自治体による長

期的な視点での一貫性のある政策の実行は容易ではなくなっている。 

 国の政策に不確定要素があっても、自治体には事業をよりよく管理する手段を備えると

いう本来の責任がある。自治体と契約を交わす可能性があるサービス提供者への競争原理

の導入状況を分析すると、手続きの形式が守られていても、実際の競争は激しくないこと

がわかる。この分野は非常に専門的なので、自治体が契約及び追加条項に関して大規模な

企業グループと対等な立場で交渉する手段を有することはまれである。関係行政機関が、

契約書の主要条項に関して、交渉指針となるような参照契約を作成することが望ましい。 

 根拠が明白でない複雑な規則によって、自治体の注意がそれてはならない。自治体の選

択に結びつく法的・資金的制度は単純化できる。事業の収入及び支出は、資金調達方法を

問わず、たとえそれが義務でなくても付属予算の中で切り離さなければならない。県の計

画は、どんな場合にも自治体の介入の安全を保障することが可能なものでなければならな

い。これらの様々な手段は、最終的には費用に関する知識を深め、自治体の行動の枠組み

が安定化することを狙いとしている。現在は、この点に関しては著しくわかりにくいが、

わかりやすさが高まることで、自治体による施主としての権限の行使を促進することにつ

ながるであろう。 

 

 この検査報告に対しては、経済・財政・産業大臣から回答が寄せられている。ごみ処理

の分野において提起される構造的な問題についての CDC の指摘は妥当である。CDC は、
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Eco-Emballages 社が、効果はあるが費用がかかる行動を奨励しているとの見解を示して

おり、Eco-Emballages 社による回収の追加費用を全額補償するように、との議員の要請

に対し警戒している。消費者団体は、Eco-Emballages 社のような認可組織に支払う負担

金の度重なる増大により、商品価格の上昇を懸念し始めているが、議論に参加する手段を

ほとんど持ち合わせていない。経済・財政・産業省の担当部局は、ごみの分別収集及び選

別名目の支出管理を改善することが望ましいと、強調している。また、施工主及び競争状

態にある企業の行動について、ごみ処理の分野において競争がうまく機能していないとみ

なす CDC の指摘は妥当である。経済・財政・産業省の担当部局は、企業の行動及び公共

の買い手が実施する手続きに関しフォローアップを行っていく。 
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【仏国事例 03】公共サービスの管理：上下水道 

  La gestion des service publics: d’eau et d’assainissement  

2003 年度個別テーマ検査報告書 

http://www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/RPT/RapportEau.pdf 

 

■概要 

 1997 年に実施した検査報告のフォローアップ。地方自治体が管理している上下水道サ

ービスについて、自治体が直接的に管理・監督する直接管理方式、民間企業に管理業務を

委託して自治体が監督する委託管理方式の双方を調査対象としつつ、特に委託管理方式に

ついて、前回の検査報告からの制度改正と、それに伴うそれぞれの自治体での対応状況の

変化に焦点を当てて検査を実施。 

 

■経緯 

 上下水道サービスの管理については、直接管理方式にせよ委託管理方式にせよ、自治体

に最も重要な責任がある。水源の採取・生成、飲料水の供給、下水の回収・処理・廃棄に

よる多額の費用は利用者に転嫁され、一世帯当たりの年間平均水道料金は 300 ユーロを超

える。 

 経済情報予測局によると、上下水道事業の運営支出は 2000 年には約 117 億ユーロであ

った。約 61 億ユーロの投資がなされており、そのうち 27 億ユーロが飲料水の供給（内訳

は 18 億ユーロが配管等の供給網で、うち半分が更新、半分が生成施設）に、33 億 7,800

万ユーロが下水道事業（内訳は 24 億 2,800 万ユーロが配管等、そのうち 15～20%が更

新、9 億 5 千万ユーロが浄水場）に割り振られている。 

 上下水道事業には、現時点・近い将来で 3 つの課題――水質の向上、下水管理への投資、

設備更新――があり、特に飲料水に関する欧州指令の基準を遵守するために必要な投資と

して、2013 年までに全体で 113 億ユーロの予算が必要となる。さらに、都市の排水に関

する欧州指令の基準に適合させるためには、1992 年以降に 70 億ユーロが支出された後、

2000 年以降でさらに 91.5 億ユーロが必要と見積もられている。また、上下水道の既存資

産は約 2,000 億ユーロと算定され、水道供給網だけで鉛またはアスベストセメント用配管

の交換のために毎年 15 億ユーロの投資が必要となっており、下水設備では、毎年 8～15

億ユーロが見積もられている。 

 CDC では、地方会計検査院による検査をベースに、1997 年に上下水道サービスの管理

に関する検査報告を公表したところである。今般、CDC と 21 の地方及び海外領土の会計

検査院は、その後にとられた欧州指令対応の法的措置や、契約上の工夫によって、上下水

道のサービス提供の質と管理の状況が向上したかどうかを調べるために、新たに検査を実

施した。検査対象としたのは、規模が最も大きい部類の自治体、及び上下水道事業が直接

または委託にて管理されている都市部及び農村部の自治体から抽出した、200 の市町村ま
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たは市町村連合組織である。 

 

■検査結果 

①上下水道事業の管理方法―直接管理と委託管理 

 商業的公営上下水道事業を運営するには、市町村または市町村連合協力組織は、直接管

理と委託管理（間接管理）のいずれかを選択する。 

 直接管理の場合、自治体は設備の資金調達からその開発に至るまでのリスクを負担する。

2001 年 2 月 23 日付政令により、公営事業の直接管理のための条件が再編成された。こ

れらの事業には、法人格と独立採算制、または独立採算制のみが備わっていなければなら

ない。設備投資工事、設備開発（飲料水化あるいは下水処理のための工場）等について、

特別な企業の参加は政府調達契約の対象となる。 

 また、自治体は委託管理契約を利用することにより、自身の監視下で、事業の全体を管

理させることもできる。管理者は、多くの場合自治体が支払う請負料金にて報酬を得る。

公営事業の委託の場合、全部または一部が第三者、通常は事業の利用者が支払う料金で報

酬を得る民間企業に委ねられる。請負契約（全体の 85%を占める）と事業権委託という 2

通りの形式がよく見られる。 

 請負契約の場合、自治体は工事施工主として設備を決定し、資金手当てをし、実現させ

る一方、企業（請負人）は、自らのリスク負担で事業を開発する。請け負わせる自治体に

税収が入る市町村付加税と請負人が受け取る報酬は、利用者の負担となり、それぞれ事業

の投資及び運営の資金となる。 

 一方、事業権委託の場合、受託者が自らのリスク負担で設備の建設、資金調達、開発の

責任を負う。契約期間は、一般的に受託者が資金負担する建造物の償却期間による。受託

者は、負担金を支払う利用者に対して、開発の責任を全面的に負う。 

 受益者による委託管理はめったに見られない委託形式であり、企業は、自治体が建設す

る建造物の維持管理・開発を行い、利用者からではなく契約に規定されている利益配分を

含む管理料により報酬を得る。 

 

②CDC による 1997 年検査報告の所見 

 1997 年の検査報告の主な指摘は、地方での管理構造及び自治体が上下水道事業の開発

に対して行う監督を対象としていた。検査報告の記述は 1990 年から 1995 年までを対象

としており、これは水に関する全般的な政策の諸条件を規定した 1992 年の法律の施行に

対応する期間であり、また当該政策は 1980 年及び 1991 年の欧州指令に対応したもので

あった。 

 当時、自治体による事業管理は、小規模過ぎる管理組織では資金を十分に保有せず、必

要な投資を行うことも事業の厳格な監視を行うことも不可能な状態であった。事業の開発

方法は、大規模な給水事業の主要部分及び供給量の大部分（80%）が民間企業に委託され
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た管理である一方、直接管理は農村部や小都市への供給に用いられていた。市町村の 48%

で採用されていた直接管理は、人口ベースでの供給はわずか 21%であった。逆に、下水道

事業では水道供給の場合よりも直接管理が多くなっていた。 

 直接運営の上下水道事業の特徴は、特に内部管理の甘さからくる組織の欠陥及び管理の

欠陥であった。 

 ネットワークの品質の維持に関しては、将来を危うくする不十分な投資の影響をしばし

ば被った。投資では調査がうまく行われていない場合が時々あったが、その原因は設備の

設計及びその後の工事の実施を担当する企業間の競争が不十分なことであった。 

 これらの事業の委託、事業権委託、請負、受益者による委託管理が行われる場合、CDC

は、自治体による、民間企業（98%が 3 つの大企業グループに属する）への委託に関する

管理の限界を指摘していた。 

 

③新たな法規定 

 1997 年の検査報告前後に成立した委託管理に関する主要規定は以下のとおりである。 

 広告及び競争原理導入と入札検討の条件を規定した 1993 年 1 月 29 日付のサパン

法（loi Sapin）第 93-122 条 

 20 年を超える契約期間の制定・参入料の支払の禁止を定めた 1995 年 2 月 2 日付

バルニエ法（loi Barnier） 

 価格の条件・契約延長条件の制限・受託者と地方及び海外領土の会計検査院の検査

との関係を制定した 1995 年 2 月 8 日付マゾー法（loi Mazeaud） 

 

 さらに 3 つの欧州指令により、上下水道事業の目的が規定されている。 

 都市部の廃水に関する 1991 年 5 月 21 日付欧州指令：毎年生成される百万トンの

汚泥と浄化の活用に関連するものを含めた、下水処理の適合基準の設定が課された。 

 飲料水の質に関する 1998 年 11 月 3 日付欧州指令：1975 年 6 月 16 日付指令が

定めた、供給網内の水道水が適合しなければならない水質基準が強化された。 

 2000 年 10 月 23 日付枠組指令：2010 年 までに水道料金の政策によって利用者

による資源の有効利用を促し、環境目標の実現を目指すことが課された。 

 

④地方会計検査院による最近の検査結果 

 1998 年以降に実施された 1995 年から 2002 年までを対象とする検査では、それ以前

の指摘に比べ大きな変化があった。 

a）委託者と受託者の関係 

 受託者の保有する情報を入手することで、地方会計検査院は、委託者と受託者の関係

に関する問題を分析することができた。自治体と公営事業の受託者の関係は、期間によ

って 3 通りに特徴付けられる。1980 年までは、委託は多くの場合、公営事業の管理を
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肩代わりさせる手段であった。1980 年以降は、資金が十分でないにもかかわらず、水

の価格の上昇及び環境面での制約から、上下水道事業の管理検査に対する議員の関心が

高まった。1997 年以降に実施した検査では、自治体が事業の質を改善させる手段を

徐々に持つようになっていることが認められた。同時に、市町村連合の新たな形式（市

町村または都市部の共同体）を利用して、地方の事業が再構築された。 

 事業の質及び価格に関する年次報告書の一般化、ならびに事業が委託された場合の受

託者の年次報告書により、議員や利用者に与えられる情報は著しく改善した。2000 年

から市町村全体に課された水道料金請求書の提示が標準化したことも、契約者への情報

開示に関する前進の一因となった。 

b）競争促進 

 最も明白な進歩は、受託者間の競争促進、ならびに委託契約の再交渉の頻繁化にある。

サパン法発効から 10 年経過して、競争状態は依然として不十分であるものの、契約終

了時の協議で、または定期的見直しの交渉時に、料金の値下げまたは価格据置きのまま

のサービスの改善を自治体が獲得することが過去に比べて多くなった。さらに、委託契

約の期間は大幅に短期化した。これらの進歩全体が、水の値段の上昇を抑えることに寄

与し、事業を基準に適合させるための投資負担の増加にもかかわらず、水の価格の上昇

はそれ以前よりもはるかに緩和された。 

 ただし、これらの検査で認められた進歩は、今後も継続されなければならない。市民

への情報開示は、事業の管理の質に左右されるが、特に委託の場合、自治体は責任を負

っている事業に関して十分な知識を必ずしも有していない。 

 地方組織の分散抑制、及び直接管理か委託かにかかわらず事業の管理強化が必要であ

り、自治体は、事業の成果、特に利用者が支払う価格を根拠付けるために、事業の価格

と品質との関係を検証する手段を持ち合わせる必要がある。 

 

 

■CDC による指摘と省庁の反応 

 自治体による上下水道事業の管理は、確実な進歩を遂げているが、「都市部の廃水に関

する 1991 年 5 月 21 日付欧州指令」の施行は、多額の投資を必要とし、上下水道事業の

価格に与える影響は増大し続けるであろう。「2000 年 10 月 23 日付の枠組指令」では、

水道事業及びそれに関連する環境と資源の費用を、資源の適切な利用を促進する料金体系

という手段を用いて、利用者から徴収することを求めている。さらにこの最新の指令は、

自治体に対して環境保護と一貫性のある料金政策を義務付けている。こうした目標を達成

するためには、地方会計検査院の所見から得られる教訓に基づく多岐にわたる施策が推奨

される。 

a）市町村連合管理の促進 
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 国は、明確な規制を実施し、専門知識や助言を自治体が入手できるようにすることに

よって、自治体が上下水道事業の管理を向上させることを支援することができる。 

 地方会計検査院は、市町村連合の発展は管理向上への機会であり手段でもある、と繰

り返し指摘してきた。上下水道事業はその新たな事例である。したがって市町村連合レ

ベルの管理は重要視すべき手段の一つである。 

b）受託者の業務報告の改善 

 公営事業の委託における資金の透明性を高めるには、行政命令によって、特に受託者

が業務報告を行う条件を明確にすることが前提となる。マゾー法では、最低限含まれる

べき項目を明記せずに受託者による年次運営報告の提出を定めたが、地方及び海外領土

の会計検査院は、受託者が提出した報告書の多くは標準化されていないため概略的で使

用に堪えないとの指摘を行った。これは、検査時に特定された主要な不備のうち、以下

の 3 点を改善できるものになる。 

1） 予測報告と年次報告書の比較可能性の欠如 

2） 報告の信頼性を自治体が確保することの困難（外部監査人の作業で改善可能） 

3） 設備更新を賄うための報酬体系に関する明確さの欠如 

c）自己資金調達の容易化 

 1997 年の検査報告でも勧告されているように、事業が保有する未活用資産の運用を

許可することによって、直接管理方式の運営資金管理を容易にすることができる。また、

新規工事の資金調達を容易にするため、上下水道事業に適用される予算規則を緩和させ

ることも可能である。 

 このようにして、公共企業体は、水道料金の引上げによって施設更新の資金負担を将

来世代に負わせる代わりに、自己金融によって調達することができる。 

d）内部管理体制の組成 

 自治体は、公共企業体の活動を有効に管理するために、資産、とりわけ受託者が契約

履行のために利用可能な資産の法律面・資金面のフォロー、ならびに償却のための予算

や引当金の使用を注視する管理を常時確保しなければならない。内部管理体制を組成す

ることで、公共企業体管理者または受託者との有効な対話が可能となる。 

 

 この検査報告に対しては、内務・治安・地方自由省、エコロジー・持続可能な開発省、

農林水産省、及び自治体から回答が寄せられている。概ね、CDC からの指摘を認めつつ、

省庁自身の取組内容・取組状況を報告する回答となっている。 
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III．我が国の環境保全政策の会計検査に対する示唆 

 

 本章では、第 I 章でまとめた米英独仏 4 か国及び EU の環境保全政策と、第 II 章で紹介

した各国の環境保全政策に対する会計検査事例をベースとして、我が国の環境保全政策に

対する会計検査への示唆を考察する。 

 第 1 節では、米英独仏 4 か国及び EU の環境保全政策の特徴を、我が国との共通点と相

違点を比較しながら整理を行う。続いて第 2 節では、各国の環境保全政策に対する会計検

査の傾向を検査対象・検査の視点別に整理する。第 3 節では、とりまとめとして、我が国

の環境保全政策の会計検査に対する示唆を示すこととする。 

 

 

1．欧米主要 4 か国における環境保全政策の特徴 
 ここでは、米英独仏 4 か国及び EU の環境保全政策の全体像と特徴、組織体制、環境保

全政策を所管する中心的な執行機関の予算傾向からみた重点分野について、我が国と対比

してまとめた。 

 

（1）環境保全政策の全体像及び特徴 

①我が国の環境保全政策の概要 

 我が国の環境保全政策は、戦後の高度成長期に起きた産業公害問題への対応として、

1967 年の公害対策基本法、並びに 14 の公害関連法148の制改定が可決された 1970 年

「公害国会」において、大きく整備されたといえる。その後、1992 年の地球環境サミッ

トを背景として、1990 年代には環境法制度における「環境問題」の概念のとらえ直しが

進展し、地球環境問題への対応を視野に入れることで公害対策基本法は発展的に解消され、

1993 年環境基本法となった。本基本法に基づき、環境の保全に関する総合的かつ長期的

な施策の大綱として、1994 年に第一次環境基本計画が策定され、その後、2000 年（第二

次）、2006 年（第三次）に見直しが行われている。一方、2000 年の循環型社会形成基本

法によって、廃棄物処理と資源リサイクルに関する個別の 8 法が体系化された。生態系に

関する近年の動きとしては、2008 年の生物多様性基本法の成立がある。自然環境保全法

（1972 年）は自然環境の保全に関する基本的事項を定めているものの、自然公園法、森

林法、都市計画法・都市緑地保全法等、所管省庁の異なる個別法は長い間体系化されてい

なかった。現在、生物多様性の保全に係る個別の法律については体系化された149といえる。 
                                            
148 新規制定：水質汚濁防止法、海洋汚染防止法、農用地土壌汚染防止法、廃棄物処理法、公害犯罪処罰

法、公害防止事業費事業者負担法。改正：公害対策基本法、大気汚染防止法、騒音規制法、下水道法、

自然公園法、道路交通法、毒物及び劇物取締法、農薬取締法。 
149 生物多様性基本法附則第二条（生物の多様性の保全に係る法律の施行状況の検討）には、政府が「野

生生物の種の保存、森林、里山、農地、湿原、干潟、河川、湖沼等の自然環境の保全及び再生その他
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 OECD による環境保全成果レビュー（2002 年）によれば、規制は厳格であり、適切に

施行され、強力な監視体制に支えられているとされる。一方で、環境政策の効率性に対し

ては「費用対効果を高く環境保全目標を達成するため、環境政策手法の経済的分析を増進

させること」との勧告が出されている他、環境配慮を経済及び社会政策の決定に統合、国

際的な環境協力の強化についての勧告がある。 

 

②我が国の環境保全に係る中長期計画 

 我が国では、2006 年に策定された第三次環境基本計画において、下図表のような重点

分野が挙げられており、諸外国と同様に地球温暖化問題や生物多様性の保全への取組が重

要視される他、国内の廃棄物処分場問題の残余容量不足、過密な大都市における大気汚染

問題、閉鎖性水域の富栄養化等を背景とした各取組が推進されている。 

 

図表 72 第三次環境基本計画における 10 の重点分野（我が国） 

1 地球温暖化問題に対する取組 

2 物質循環の確保と循環型社会の構築のための取組 

3 都市における良好な大気環境の確保に関する取組 

4 環境保全上健全な水循環の確保に向けた取組 

5 化学物質の環境リスクの低減に向けた取組 

6 生物多様性の保全のための取組 

（以下、事象横断的な重点分野政策プログラム） 

7 市場において環境の価値が積極的に評価される仕組みづくり 

8 環境保全の人づくり・地域づくりの推進 

9 長期的な視野を持った科学技術、環境情報、政策手法等の基盤の整備 

10 国際的枠組やルールの形成等の国際的取組の推進 
資料）環境省（2006）「環境基本計画－環境から拓く新たなゆたかさへの道－」平成 18 年 4 月 7 日閣

議決定 

 

 

 これをふまえ、環境保全に係る各国の中長期計画の比較について一覧（図表 73）にま

とめたので参照されたい。 

 

 

                                                                                                                                
生物の多様性の保全に係る法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を

講ずるもの」と定められている。 
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図表 73 欧米主要各国及び我が国の環境保全に関する中長期目標の比較 

国名 米国 EU  英国 ドイツ フランス 日本 
計画名 環境保護庁戦略計画

（2006） 
EPA Strategic Plan 

第 6 次環境行動計画

（2002） 
6th Community 
Environment Action 
Programme 

未来を確かなものに

（2005） 
Securing the Future 

ドイツの展望：国家持

続可能開発戦略

（2002） 
Perspektiven für 
Deutschland – 
Unsere Strategie für 
eine nachhaltige 
Entwicklung 

持続可能な開発国家戦

略（2003） 
La Stratégie 
Nationale de 
Développement 
Durable, National 
Sustainable 
Development 
Strategy 

第三次環境基本計画

（2006） 

経緯 Government 
Performance and 
Results Act（GPRA）
に基づく環境保護庁の

戦略計画 

1972 年の首脳会議で

初の環境行動計画の

策定を共同体機関に命

じることを合意 

1992 年の地球サミッ

トで合意された「アジ

ェンダ 21」の要請に

応え 1994 年に 初の

戦略を策定 

ヨハネスブルグ・サミ

ットを控えドイツとし

て貢献を明確にするこ

と等を目的として閣議

決定 

首相が議長を務める省

庁間委員会で承認 
 

環境基本法第 15 条に

基づく政府全体の総合

的・長期的な環境保全

施策の大綱 

策定主体 環境保護庁 
U.S. Environmental 
Protection Agency: 
EPA 

欧州委員会 
Commission of the 
European 
Communities 

英国政府 
Her Majesty's 
Government 

ドイツ政府 
（ドイツ持続可能な開

発会議事務局：
Office of the 
German Council 
for Sustainable 
Development：
RNEが案を作成） 

持続可能な開発総合委

員会 
Commissariat 
général au 
Développement 
durable 

日本政府 
（中央環境審議会の答

申を踏まえて環境大

臣が案を作成し閣議

決定） 

計画対象期間 今後 5 年間及びそれ以

降 
2002-2012（10 年

間） 
特に定められていない 4 年ごとに見直し 2003-2008、2009-

2012 
2006-2012（6 年間） 
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国名 米国 EU  英国 ドイツ フランス 日本 
重点課題 ① 清浄な大気と気候

変動 
【大気汚染、地球温

暖化、放射能等】 
② 清浄で安全な水 

【水環境】 
③ 土地の保全と回復 

【廃棄物、土壌環

境】 
④ 健全なコミュニテ

ィと生態系 
【化学物質、コミュ

ニティの生活環

境、自然環境】 
⑤ 制度の遵守と環境

管理 
【モニタリング、政

府・コミュニティ

等のグリーン化、

その他環境管理

等】 
⑥ 分野横断的戦略目

標：「パートナー

シップ」、「情

報」、「革新」、

「人的資源」、

「化学」、「国土

安全保障」、「経

済と政策の分析」 

① 温室効果ガスの排

出削減 
② 自然システムの構

造と機能と生物多

様性の保護 
③ 汚染物質が人の健

康に影響を与えな

いレベルの環境と

持続可能な都市の

開発によって高い

生活の質に貢献 
④ 資源生産性及び資

源・廃棄物管理の

改善によってより

持続可能な生産と

消費パターンを実

現 

① 持続可能な消費と

生産 
【生産・消費におけ

る環境効率性向

上、グリーン購

入、3R 等】 
② 気候変動とエネル

ギー 
③ 天然資源の保護と

環境の改善 
【生物多様性、農

業、漁業、土地利

用、土壌環境、水

環境、大気汚染、

治水等】 
④ 持続可能なコミュ

ニティとより公正

な世界の創造 
【コミュニティ活

動、犯罪、雇用、

貧困、福祉、教

育、健康、モビリ

ティ、交通アクセ

ス、社会的公正、

住民サービス、住

環境、国際協力

等】 

① 世代間の平等 
【資源管理、地球温

暖化、土地利用、

生物多様性、国家

債務、資本形成、

教育等】 
② 生活の質 

【モーダルシフト、

農薬・有機栽培、

大気汚染、早期死

亡、犯罪】 
③ 社会的団結 

【雇用、福祉、雇用

機会均等、外国人

受入】 
④ 国際的責任 

【開発協力、市場開

放】 

① 世界の全ての人々

が基本的な欲求を

満たしつつ、将来

世代の生活を犠牲

にしない限りでさ

らにより良い生活

を享受できること

を目指す 
② 持続可能な発展戦

略の定義づけ及び

その履行における

全てのステークホ

ルダーの参画 
③ 持続可能な発展に

対する国家として

の統合的アプロー

チ 
 
 

① 地球温暖化問題 
② 物質循環の確保と

循環型社会の構築 
③ 都市における良好

な大気環境の確保 
④ 環境保全上健全な

水循環の確保 
⑤ 化学物質の環境リ

スクの低減 
⑥ 生物多様性の保全 
⑦ 事象横断的計画：

「市場において環

境の価値が積極的

に評価される仕組

みづくり」、「環

境保全の人づく

り・地域づくりの

推進」、「長期的

な視野を持った科

学技術、環境情

報、政策手法等の

基盤の整備」、

「国際的枠組やル

ールの形成等の国

際的取組の推進」 

資料）US EPA（2006）, EPA Strategic Plan、欧州委員会（2002）, Sixth Community Environment Action Programme、HM Government（2005）, 
Securing the Future 、 Die Bndesregierung （ 2008 ） , Fortschrittsbericht 2008 zur nationalen Nachhaltigkeitsstrategie: Für ein 
nachhaltigesDeutschland、Commissariat général au Développement durable（2003）, La Stratégie Nationale de Développement Durable、環境

省（2006）「第三次環境基本計画」より三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング作成。 
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（2）組織体制 

①我が国の環境保全政策における中心的な執行機関 

 我が国では、1971 年に環境庁が創設され、その 30 年後の 2001 年、環境庁に代わり環

境省が創設された。1999 年に制定された環境省設置法では、環境省の任務として、地球

環境保全、公害の防止、自然環境の保護及び整備その他の環境の保全を挙げている。 

 また我が国では、環境省の他に多くの省庁が環境政策に関わっている。特に、地球温暖

化問題に関しては、経済産業省、国土交通省、農林水産省における環境政策の重点施策と

して挙げられている他、循環型社会構築に関しては経済産業省、化学物質管理に関しては

経済産業省及び国土交通省において重点的に取り組まれている。 

 

②我が国の環境保全政策に係る予算 

 

図表 74 我が国の各省庁における環境保全政策の所掌分野と予算（2009） 

INTOSAI によるイシュー分類 
管轄官庁 

大気 生態系 ガバナ
ンス 

人間の
活動 

天然 
資源 廃棄物 水 その他 

金額 

（百万円） 

環境省 58 15 30 17 0 81 1 19 222 

経済産業省 43 0 0 704 137 0 0 0 884 

国土交通省 41 0 0 0 0 0 0 0 41 

農林水産省 0 0 0 2 717 0 0 0 719 

合計 142 15 30 724 854 81 1 19 1,866 

資料）財務省「平成 21 年度一般会計予算」、財務省「平成 21 年度特別会計予算」、環境省「平成 21 年

度環境省予算（案）事項別表」、経済産業省「平成 21 年度経済産業省関連予算案の概要」、国土

交通省「平成 21 年度予算の概要」、農林水産省「平成 21 年度政策ごとの予算との対応について

（総括表）」 
注 1）環境省以外の予算は、国会提出の予算項目名ではなく、各省庁から公表される施策別の予算説明資

料により環境関連予算を抽出し、分類した。ただし、一般会計予算額と特別会計予算額を合算する

際、一般会計からの特別会計への繰入額は除外した。また、複数の分野にまたがる予算については、

その他に分類した。 
注 2）上記は平成 20 年度中に決定された平成 21 年度当初予算であり、補正予算は含まない。 
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（3）まとめと比較 

①制度、政策目標及び手段の特徴 

 EU においては、今日、環境保全戦略に係る枠組合意と EU 法化が先行している。加盟

各国は、特に議長国任期の前後においては欧州共同体の政策アジェンダに影響を及ぼすも

のの、基本的に意志決定は交渉と合意（概ね過半数の合意で決定するが、税制等の経済政

策が関係すると全会一致が必要）に基づく積み重ねであり、指令や計画としての発効後は、

共同体合意に基づき期限内に国内法制化等の措置をとらねばならない。 

 したがって、EU 加盟各国である英国、ドイツ、フランスの環境保全政策は、近年ます

ます EU の共同体政策に大きな影響を受けて共通化してきている。しかしながら、各国に

はそれぞれの国家体制や歴史の違いを背景とする特徴が伺える。 

 英国は伝統的に地域の現状や自然環境に大きく配慮した地方分権型の規制や基準と、リ

スクベースのプロセス管理ともいえる手法によって効率的な規制を目指している。また、

地方分権化や民営化が大きく進んでいるために、政策の実施体制もネットワーク型で多く

の関係者が存在し、複雑である。政策立案には市民の参画度合いが非常に高い。 

 ドイツは、旧東ドイツの統合によって、歴史的汚染の浄化と社会経済的格差の是正に投

資しなければならない。汚染防止の手法において厳格な直接的規制を中心とする点は我が

国に似ているが、近年の政策的重点はエネルギー・気候変動対策に大きくシフトしている。 

 フランスは、国の主要産業である農業政策が重要視されるためであろうか、食糧や水の

安全、健康に政策的な重点があるように見受けられるが、政権交代の後は（議長国任期に

あたることもあり）環境グルネル会議の設置等気候変動対策を中心とする積極的な推進姿

勢がみられる。 

 一方、米国では、広い国土や連邦制を背景に、連邦政府による統一基準の設定の下、過

去の汚染の経験から水と土壌の保全に大きく重点が置かれている。また、自然保護関連の

予算も比較的大きい。政策手法としては排出量取引のように直接規制よりも低コストな市

場メカニズムを利用した制度や、協定・パートナーシップに基づくものが多用されている。 

 各国間で、中長期計画における政策目標の種類に大きな違いはないものの、それらの重

点化にはかなり違いが見受けられる。我が国の特徴は、現時点で廃棄物・リサイクル・資

源循環の優先順位が高い点であろう。 

 

②環境保全関連予算 

 図表 4 は、OECD 統計データを利用し、各国の目的別政府支出のうち環境保全

（environment protection）について過去 5 年間のデータを集計し、2003 年を基準

（1.0）として伸び率を比較したものである。ただし、ここにエネルギー関連支出は含ま

れないので注意が必要だ。我が国は 2005 年をピークに支出が減少しているのに対して、

他国（英国、ドイツ及びフランス）は増加傾向にある。 
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図表 75 環境保全目的に係る各国政府の支出の伸び率（2003 年～2007 年） 
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資料）OEDC Stat（http://stats.oecd.org/）より三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング作成。デ

ータは 2009 年 11 月 18 日現在。OECD Stat によれば、目的別支出の算出には、国連の政

府機能別分類（Classification of the Functions of Government：COFOG）にしたがって

支出の経済フローが合計されている。 
注 1）COFOG による分類の内訳は以下のとおり。なお、OECD データにおける内訳額は不明。 

05 - Environmental protection（環境保全） 
05.1 - Waste management（廃棄物管理） 
05.2 - Waste water management（排水管理） 
05.3 - Pollution abatement（汚染除去） 
05.4 - Protection of biodiversity and landscape（生物多様性及び景観保全） 
05.5 - R&D Environmental protection（環境保全に係る研究開発） 
05.6 - Environmental protection n.e.c.（その他環境保全） 

また、エネルギー関連支出は別項（下記参照）であり、本図表データには含まないことに注意。 
04 - Economic affairs（経済問題） 

04.3 - Fuel and energy（燃料及びエネルギー） 
本項の他の分類はここでは省略する。 

注 2）米国の環境保全目的の支出は 0 であった。オリジナルデータの区分の問題と推察する。 
注 3）「ユーロエリア」については、データが無かった。 



- 222 - 

③個別の重点分野について 

a）気候変動・エネルギー対策 

 特に EU において、エネルギー保障や食糧保障問題、あるいは技術開発や海外進出とい

った産業振興政策と密接に絡む気候変動対策は重要な外交問題と見なされており、目下、

中東欧地域を含む 25 か国で構成される新 EU の利点を活用し、一丸となって国際交渉に

あたっているものと推察する。温室効果ガス排出削減に関する政策目標の達成には、コス

ト効率がよくエネルギー政策と利害が一致する排出量取引や再生可能エネルギーへのシフ

トを主眼としている。低炭素技術開発への投資や環境に配慮した税制改革を通じて産業振

興と雇用創出が期待され、気候変動・エネルギー対策は景気回復策の柱にもなっている。 

 米国では、オバマ大統領が 10 年間で 1,500 億ドル（13.7 兆円）をクリーンエネルギー

技術に投資すると公表し150、500 万人のグリーンな新規雇用の創出を目指す「米国再生・

再投資法（American Recovery and Reinvestment Act）」が 2009 年 2 月に成立、同月

の予算教書では温室効果ガスを 2050 年までに 2005 年比 83％削減するための計画を策定

しキャップ&トレード151制度を実施するとした152。 

 我が国は、排出量取引制度について環境省が 2005 年より、経済産業省が 2008 年より

試行運用しているものの（図表 76）、これまでは産業界との自主的な削減合意が中心で

あり、「エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）」における機器（家電・ガ

ス機器等）や車両のトップランナー制度の他には、排出削減に向けた有効なスキームの確

立には至っておらず、排出量は増加の一途をたどっている。エネルギーに関しては原子力

政策を推進しており、再生可能エネルギーについては先進国の中でも 低レベルの目標を

定めているに過ぎない（図表 77）。 

 2009 年 9 月に発足した民主党政権は、温室効果ガスを 2020 年までに 1990 年比で

25%削減するとの目標を表明し、民主党「地球温暖化対策基本法案」において国内排出量

取引制度や電力の固定価格買取制度の創設、新エネルギー等の利用の促進を掲げた153。ま

た対外的には国連気候変動サミットにおいて途上国支援について述べる等、国内外の注目

が集まっているところである。 

 
                                            
150 The Obama Administration Plan for Energy。http://www.whitehouse.gov/issues/energy-

and-environment 
151 温室効果ガスの排出量の上限（キャップ）を設けて排出者に対し削減を求めるとともに、排出者が自

ら削減できない量については取引（トレード）による排出枠の購入を許可するもの。 
152 いわゆる「グリーン・ニューディール（Green New Deal）」政策。グリーン・ニューディールと

は、経済危機、原油価格高騰、気候変動問題の 3 つを背景として、税制を含む国内及び国際的な財政

構造改革と、エネルギー保全・再生可能エネルギー生産への持続的な投資という 2 つの変革を柱とす

る環境経済政策で、2008 年 7 月に英国の独立系シンクタンク・活動団体 nef（the new economics 
foundation）が発行したレポートにおいて 初に提唱された。The Green New Deal Group（200
8）,  A Green New Deal: Joined-up policies to solve the triple crunch of the credit crisis,
 climate change and high oil prices 

153 環境省（2009）「地球温暖化問題について（国内対策、国際対策の状況等）」平成 21 年 10 月 14
日第 1 回環境政策会議資料。http://www.env.go.jp/council/seisaku_kaigi/epc001/mat01.pdf。 
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図表 76 諸外国での排出量取引制度に関する検討状況 

 
資料）環境省（2009）「諸外国における排出量取引の実施・検討状況」 

http://www.env.go.jp/earth/ondanka/det/os-info/jokyo.pdf 

 

 

図表 77 一次エネルギー総供給に占める再生可能エネルギーのシェア（実績と目標値） 
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資料）環境省低炭素社会構築に向けた再生可能エネルギー普及方策検討会（2009）「低炭素社

会構築に向けた再生可能エネルギー普及方策について（提言）」 
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/conf_re-lcs/rcm.html 
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b）水（汚染予防と生態系保全） 

 我が国は公害の経験から、排出源対策として水質汚濁防止法や下水道法において汚水の

排出基準を定めるとともに、環境基本法において水の環境基準を定めてこれを監視してお

り、同時に農薬による土壌・地下水汚染の防止や、2002 年土壌汚染対策法による汚染地

の管理がなされており、人の健康を守るという面では欧米各国よりも厳しい規制基準が長

く、かつしっかりと運用されているといえる。 

 しかしながら政策手法的には、例えば英国の IPC 制度（あるいは欧州 IPPC 指令）のよ

うに、環境媒体統合的なアプローチや、利用可能な 良の技術（best available 

technique：BAT）の概念の具体化としての技術仕様に基づく許可制度ではなく、個別の

直接的規制によるものである。 

 また、EU 各国では、水枠組指令と地理的条件のおかげで水の汚染予防、水資源管理、

及び流水域の生物多様性保全が一体的に運用される制度になっている。このような環境保

全政策の統合化も、我が国とは異なる特徴の一つであるといえる。 

 米国の全国汚濁物質排出除去制度（NPDES）に基づく許可制度と汚濁負荷削減クレジ

ットは独特である。OECD（1996）154によれば、NPDES の制度はよく機能しており、

許可制度の費用をまかなうには汚染者負担原則の強化が必要であるとされている。汚染管

理における経済インセンティブの導入は米国らしい施策である。しかしながら今日、米国

内の水域では約半分がその水質環境基準を満たしていない。EPA では特定排出源の増加に

より許可基準違反の取締りをすることができなくなっており、「国内の多くの地域では、

許認可規定への重大な違反のレベルが容認できないほど高くなっており、法の施行レベル

は受け容れがたいほど低下している」という155。環境保全政策の目的の達成に向けた財源

確保と管理コスト効率化の課題にまさに直面しているといえよう。 

                                            
154 OECD（1996）, Environmental Performance Reviews: United States。Conclusions & Rec

ommendations。 
155 US EPA、2009 年 7 月 6 日付プレスリリース“U.S. EPA Administrator Jackson Takes New 

Steps to Improve Water Quality”、及び 2009 年 10 月 15 日付“EPA Administrator Announc
es Plan to Retool and Reinvigorate Clean Water Enforcement Program”を参照。 
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2．各国の環境保全政策に対する会計検査の特徴 
 

 地球環境にせよ、地域固有の環境にせよ、環境には一般的に次の性質が認められる。 

・「公共財」としての性質を持つため、費用負担なしの過剰利用を引き起こしやすく、

一方で供給は過小になりがちなこと 

・一度汚染したり破壊したりすると、元に戻すことが困難であるという「不可逆性」

が存在すること（生態系破壊等） 

・現在世代による環境汚染・破壊が、将来世代に影響を及ぼすという「世代間衡平の

問題」が存在すること（二酸化炭素の排出による地球温暖化等） 

・一地域における汚染・破壊が、他地域に影響を及ぼすという「空間的衡平の問題」

が存在すること（酸性雨等） 

 

 これらの性質とともに、環境はまた、科学技術や経済活動等の水準によっても大きく影

響を受ける。したがって、環境保全政策には、 

・政府、企業、国民の多岐にわたる活動の変更が求められること 

・事後的対策とともに、過剰利用を抑制するための未然防止措置が求められること 

・不確実性を伴う予測に基づいた意思決定が必要になること 

・効果発現までに時間がかかること 

等の特徴がみられる。 

 環境保全政策には、これらの特徴を理解した上での企画・立案、実行が求められるが、

上記の特徴を理解することは、環境保全政策に対する会計検査を実施するうえでも必要な

ことでもある。 

 

 我が国の会計検査院では、正確性、合規性、経済性、効率性、有効性その他必要な観点

から検査を行うとされており、毎年次定められる会計検査の基本方針においても、「環境

保全」は、重点を置いて検査を行う施策分野として定められている。 

 近年の決算検査報告における環境保全政策に関する業績検査の報告事例としては、例え

ば、以下のものが挙げられる。 
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図表 78 我が国の環境保全政策に関する業績検査の例 
年度 指摘省庁 事項区分 内容 

平成 20 年度 経済産業省 処置要求事項 タクシー事業者等に対するデジタル式 GPS-AVM シ

ステム普及に係るエネルギー使用合理化事業者支援

事業の実施に当たり、事業効果を適切に把握し同事

業の適切な執行体制を整備などするよう是正改善の

処置を求めたもの 
平成 19 年度 環境省 不当事項 廃棄物処理施設整備事業の実施に当たり、仕様書で

定めた設備能力についての確認が十分でないまま施

設の引渡しを受けた等のため施設が所期の機能を発

揮できず、補助の目的を達していないもの 
平成 19 年度 環境省 処置要求事項 浄化槽整備事業において整備した浄化槽について、

その効果を早急に発現させるとともに、適正に維持

管理されているか確認するよう適宜の処置を要求

し、同事業の適正な執行が確保されるよう是正改善

の処置を求めたもの 
平成 19 年度 
 
 

NEDO 不当事項 地域新エネルギー導入促進事業で設置した発電施設

が、ごみ処理施設から発電に適した燃料ガスが供給

されないため稼動することができず、補助の目的を

達していないもの 
平成 18 年度 国土交通省 処置済事項 国庫補助事業に係る管路敷設工事の実施に当たり、

再生砂の利用を促進することにより、環境への負荷

を低減し、かつ、経済的な設計、積算を行うよう改

善させたもの 
平成 18 年度 環境省 不当事項 廃棄物処理施設整備事業により整備した灰溶融設備

を故障させたまま放置していて補助の目的を達成し

ていないもの 
平成 17 年度 環境省 不当事項 二酸化炭素排出抑制対策事業で設置した小型風力発

電機の発電量が消費電力量を下回っていたため、二

酸化炭素排出量が削減されず、交付金交付の目的を

達していないもの 
平成 13 年度 農林水産省 処置済事項 農村公園等に設置する安全柵について間伐材を使用

することにより環境及び経済性に配慮するよう改善

させたもの 

 

 上記の検査事例から、我が国の会計検査院では、政府自身の活動を環境保全型に変えさ

せる指摘（上記の処置済事項 2 件）、個別の施設の稼働状況等に対する指摘（上記の不当

事項４件や、平成 19 年度の環境省に対する処置要求事項１件）、及び補助金を有効に活

用するための効果指標の設計や補助金執行体制のあり方に対する指摘（平成 20 年度の経

済産業省に対する処置要求事項１件）が中心であり、規制等の未然防止措置が政策手段と

して効果があったかどうかを検査する事例は少ないように見受けられる。 

 この我が国の検査傾向に対して、以下では、米英独仏 4 か国の環境保全政策に対する会

計検査レポートの事例を基に、各国の会計検査院が環境政策の検査を行うに際しては、①

何を検査の対象としているのか、②検査の視点をどこに置いているのか、③その対象・視

点は環境保全政策の検査をする上で何故必要になるのか、という点を業績検査を中心とし

て考察することとする。 

 あらかじめ、その概要を整理すると、概ね、次のとおりにまとめることができる。 
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図表 79 欧米主要 4か国における環境保全政策についての検査の特徴156 
検査の種類 

検査の対象 検査の視点 環境保全政策を検査する上での必然性 財
務 

準
拠
性 

業
績 

（1） 
政策目標と

成果 

①目標の達成

状況、達成・

未達成の原因

把握 

環境保全政策では、より上位の政府目標や国

際協定上での目標が設定されている場合が多

く、目標と政策との整合性が求められる。 
政策目標の達成状況を把握し、政策の推進ま

たは変更を判断するためには、経年的に達成

度を計測する必要がある。 

○ ○ ◎ 

①政策費用 当該政策の費用の把握や、法規に照らした支

出の検査は、あらゆる検査の基本である。 
また、複数の政策手段の比較として、費用対

効果分析を進める上でも、費用の把握は必要

となる。 

◎ ◎ ◎ 

②政策手段の

執行状況 
環境保全は、産業界や国民に環境を意識した

行動をとってもらうことによって成立する。

よって、政府から産業界や国民への働きかけ

状況（広報、規制や経済的インセンティブの

強化状況等）や、政策執行の根拠を把握する

必要がある。 

◎ ◎ ◎ 

（2） 
政策手段 

③複数手段の

比較 
―費用対効果

面― 

環境目標に対しては、複数の政策手段が存在

し、かつ実施されている施策は多岐にわたっ

ている。経済性・効率性の観点から、費用対

効果の高い政策実施を促す必要がある。 

○  ◎ 

①所管省庁の

管理体制 
環境保全政策を 大限、効率的かつ効果的に

実施する必要がある。そのためには、省庁内

部の管理体制や監視体制を強化する必要があ

る。 

○ ○ ◎ 

②他省庁との

連携 
環境保全政策では異なる省庁間で類似の施策

が実施されている例が多い。より少ない費用

で大きな成果を達成するために、施策の重複

の排除と省庁間の連携が必要である。 

○ ○ ○ 

（3） 
政策遂行体

制 

③民間部門や

地方自治体と

の協力 

地域レベルの環境保全政策は地方自治体が主

体となって実施している。また、民間部門

（企業や NPO 等）は、環境保全活動の主要

アクターの 1 つである。したがって、環境保

全政策を実施する上で、国と地方自治体、民

間部門との協力関係を構築することが必要不

可欠である。 

○ ○ ○ 

（4） 
その他 

①データの整

備、分析・予

測の精度 

環境保全政策は、環境状態の中長期的な見通

しに基づいて立案する必要がある。担当省庁

によるデータ整備は、効果的な環境保全政策

立案の基礎となるものである。そこで、環境

状態見通しの更新や、施策による改善見通し

を継続的に行う必要がある。 

○  ◎ 

                                            
156 この図表では、財務・準拠性・業績検査で求められる視点に○（特に求められる視点については◎）

を付している。 
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（1）【検査対象】政策目標と成果 

【検査の視点①】目標の達成状況、達成・未達成の原因把握 

環境保全政策では、環境負荷低減に関する政府目標・国際協定等が存在して、それを達

成するための手段として各種政策・施策が講じられている構造が多い。 

その意味では、まずは省庁が実施している政策の目標と、より上位の政府目標や国際協

定の目標との整合性を確認した上で、当該政策の目標が達成できている（できる見込みで

ある）のかどうかを調査し、達成・未達成の原因を探るような調査・検査項目を設定して、

検査を設計している事例が多く見受けられる。 

第 II 章で紹介した検査事例の中から、このような検査の視点で実施された検査事例、及

びその該当箇所を例示すると、次のとおりとなる。 

 
国名 

事例 No 
年 報告書名 検査結果・指摘内容 本報告書

の該当頁 

米国 02 2004 再生可能エネルギ

ー：風力の発電への

貢献と農場や農村コ

ミュニティへの影響 

エネルギー省では、2020 年までに風

力発電割合を５％まで高める目標を設

定しているのに対して、2003 年の風

力発電は、発電供給能力全体の 0.1％
を占めているに過ぎない。ただし、税

額控除の効果もあり、1990 年以降、

供給能力は４倍になった。 

p.87 

英国 01 2004 英国における排出量

取引：気候変動に対

する新しい対策 

気候変動プログラムの一環である排出

量取引制度のオークションへの直接参

加者は、５年間で本スキームの目標を

上回る削減量を達成した。ただし、ベ

ースライン設定に改善の余地がある。 

p.124 

英国 03 2005 再生可能エネルギー 再生可能電力購入義務（RO）制度下

での再生可能エネルギー比率を高位・

中位・低位シナリオに基づき分析した

ところ、2010 年度目標の 10％を下

回る可能性がある。 

p.139 

英国 07 2008 特別科学重要地域

(SSSIs)の改善に係る

Natural England の

役割 

SSSI の 95％を 2010 年度までに良好

または 2000 年の状態より回復させる

という Defra の目標に対して、2002
年の目標達成率は 52％であったが、

2008 年には 83％まで向上した。 

p.172 

仏国 02 2002 地方自治体と家庭ご

みの管理政策 
欧州指令に基づき制定された一連の法

律により、地方自治体は多額の投資を

行うことでごみ処理を改善しつつあっ

たが、2002 年までに焼却割合を半減

させることはできなかった。 

p.203 

仏国 03 2003 公共サービスの管

理：上下水道 
飲料水や排水に関する欧州指令の基準

に適合させるためには、今後、多額の

投資が必要となる。市町村の管理体制

や資金調達、委託先との管理契約方式

にさらなる改善が求められる。 

p.209 
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（2）【検査対象】政策手段 

【検査の視点①】政策費用 

環境保全政策に特化した特徴ではないが、財務検査・準拠性検査を行うにせよ、業績検

査を行うにせよ、当該政策の予算措置としてどの程度の金額が計上され、法令に従って支

出が行われたかどうかを確認し、その実績額がどの程度であったかを把握することは、あ

らゆる検査の基本となる。 

加えて、環境保全政策の検査については、政策目標とそれを達成するための費用との見

合いを測る費用対効果分析が比較的多く実施されているようである。目標に対して、複数

の政策手段が存在し、かつ実施されている施策は多岐にわたっているので、各々の政策手

段の有効性や効率性等を検査する前提としても、各政策手段の費用の把握は必要となる157。 

 

第 II 章で紹介した検査事例の中から、このような検査の視点で実施された検査事例、及

びその該当箇所を例示すると、次のとおりとなる。 

 
国名 

事例 No 
年 報告書名 検査結果・指摘内容 本報告書

の該当頁 
米国 01 2004 補助金の管理：環境

保護庁は、補助金を

環境上の成果に結び

つける上で困難に直

面し続けている 

非裁量的補助金は水質保全や大気浄

化プログラムについて、議会の決定

に基づき、主として州や地方公共団

体に交付される。2003 年度の交付規

模は 36 億ドルである。裁量的補助金

は環境研究や教育等幅広い分野に

EPA 自身が交付先を決定し、2003
年度は州、地方自治体、非営利機

関、大学、先住民部族等に対して

6.56 億ドルが交付された。 

p.82 

米国 03 2006 ハンフォード廃棄物

処理場： 請負業者

とエネルギー省の管

理上の問題が高コス

トと建設の遅延、安

全性の問題を招いた 

ハンフォードの核廃棄物処理場建設

プロジェクトは、2000 年に DOE が

ベクテル社に落札して以降、契約金

額は大きく膨らみ、完工期は大幅に

遅延している。2000 年時点では、請

負者報酬及びプロジェクト付帯条件

込みで 43 億ドルの契約金額であった

が、プラントの能力の変更及び以前

の見積上の誤り等の理由により、数

次にわたって改訂され、2005 年 12
月時点では 105 億ドル＋報酬となっ

た。 終的な見積もりは 110 億ドル

近くになると予想されている。 

p.93 

 
                                            
157 政策手段の成果把握のための手法にかかる費用を手法ごとに比較して、代替手法を採った場合、幾ら

節約できたはずである、と費用対効果を示すバリエーションもみられる（英国事例 07 等）。 
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国名 

事例 No 
年 報告書名 検査結果・指摘内容 本報告書

の該当頁 
英国 02 2004 イングランドにおけ

る漁業規制 
Defra はイングランドの漁業規制に年

間約 1,100 万ポンドを費やしてお

り、海洋漁業監督局では、海上の検

査・偵察、陸上での水揚げ量の検

査、船上での漁獲量の書類調査等を

指揮している。漁業者は水揚げ量を

Defra に報告しなければならない。 

p.133 

英国 03 2005 再生可能エネルギー 2003～2006 年の間、再生可能エネ

ルギーへの支援に年間平均 7 億ポン

ドが投じられた。うち、3 分の 2 は

再生可能電力購入義務（RO）制度の

運営に割かれており、これらの費用

はいずれ消費者に転嫁され、2010 年

までに年間 10 億ドルに達すると予想

されている（これは、電力価格が

5.7%上昇することと同義）。 

p.139 

英国 06 
 
 

2007 将来のための建築：

官庁営繕に関する持

続可能な建設と修繕 

会計検査院は、政府が 2006 年度に

持続可能な建物の建設、修繕に対し

て、各々13 億、15 億、合計 28 億ポ

ンドの巨費を投じていると、DTI 発

表のデータを用いて推計した。 

p.166 

英国 07 2008 特別科学重要地域

(SSSIs)の改善に係る

Natural England の

役割 
 
 
 

Defra によれば、2000 年 4 月～

2008 年 3 月までの間に、SSSI には

395 百万ポンドの予算（うち 77 百万

ポンドは EU 予算、残りは国家予

算）が投じられており、これは年間

予算 54 万ポンド（2008 年換算）、

1 ヘクタール当たり 50 ポンドという

規模である。 

p.172 

仏国 01 2002 農業を原因とする汚

染に直面している水

資源の保護：ブルタ

ーニュの事例 
 
 

農業を原因とする汚染から水資源を

保全するためにブルターニュでなさ

れてきた財政支出は、1993～2000
年の間で総額 310 百万ユーロにのぼ

る。ただし市町村（commune）の管

轄下にある部分は、この金額の中に

は含まれていない。 

p.196 
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国名 

事例 No 
年 報告書名 検査結果・指摘内容 本報告書

の該当頁 
仏国 03 2003 公共サービスの管

理：上下水道 
 
 

経済情報予測局（BIPE）によると、

上下水道事業の運営支出は 2000 年

には約 117 億ユーロであった。約 61
億ユーロが投資であり、うち 27 億ユ

ーロが飲料水の供給（内訳は 18 億ユ

ーロが配管等の供給網で、うち半分

が更新、半分が生成施設）に、33 億

7,800 万ユーロが下水道事業（内訳

は 24 億 2,800 万ユーロが配管等、

うち 15～20%が更新、9 億 5 千万ユ

ーロが浄水場）であった。 

p.209 
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【検査の視点②】政策手段の執行状況 

環境保全政策の手段は、伝統的には規制を中心とした「直接的手段」や、経済的インセ

ンティブ付与を中心とした「間接的手段」に分けられる。「間接的手段」は、さらに「補

助金や税を中心とした誘導」と「市場の設計による誘導」に分けることができる。 

 ここでは、欧米 4 か国の環境保全政策に対する検査における、政策手段ごとの執行状況

に関する検査の視点を述べることとする（政策目標に対する施策の中で、複数の手段が用

いられている場合もある）。 

 

a）直接的手段―規制― 

企業や国民の活動等に一定の制限をかけることで、政策目標達成を目指すスキームであ

る。伝統的に、環境保全政策の分野では多い手段であり、したがって、環境保全政策分野

での検査も多いと言える。ただし、我が国での検査事例としては少ない。 

政策目標の達成もさることながら、規制が有効に機能しているか、さらに規制を効率

的・効果的に運用するためにはどうしたら良いか、という視点からの検査が実施されてい

る。後述する「（3）①所管省庁の管理体制」とも関係するが、規制の執行体制、監視体

制を充実させ、担当省庁内部の効率性を向上させることによって無駄の排除、ひいては費

用効率性の高い規制執行が可能となる、という指摘が多い。 

 

第 II 章で紹介した検査事例の中から、このような検査の視点で実施された検査事例、及

びその該当箇所を例示すると、次のとおりとなる。 

 
国名 

事例 No 
年 報告書名 検査結果・指摘内容 本報告書

の該当頁 
米国 04 2007 エネルギー効率性： 

エネルギー省の効率

性基準設定プログラ

ムに関する長年の課

題は、エネルギー削

減の先送りにつなが

っている 

DOE は、エネルギー効率性基準の設

定に関する 20 の製品分類について議

会が設定した締め切り日を守ること

ができず、その遅れは 1 年から 15 年

に及んでいる。ローレンス・バーク

レー国立研究所では、エネルギー消

費の大きい冷蔵庫・冷凍庫、集中空

調装置、温水器、衣類洗濯機におい

て基準設定が遅れたことにより、

2030 年までに少なくとも 280 億ド

ル分のエネルギー節約が不可能にな

ったと試算している。 

p.98 
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国名 

事例 No 
年 報告書名 検査結果・指摘内容 本報告書

の該当頁 
英国 02 2004 イングランドにおけ

る漁業規制 
 
 
 
 

Defra による取締り方法は EU の要求

は満たしているものの、点検の有効

性や範囲については改善の余地があ

る。例えば、衛星からの監視等の他

の情報と組み合わせることで、文書

チェックも有効な取締り手段となり

得るし、支出管理によって海上検査

（計画費）の減少を防ぎ、陸上検査

（運営経費）を増やすことができ

る。また、Defra の検査員の配置は水

揚げ量を反映すべきである。 

p.133 

英国 03 
 
 
 

2005 再生可能エネルギー DTI による再生可能電力購入義務

（RO）制度の規制影響分析では、

RO 制度の運用により 2010 年までに

年間 10 億ポンドの費用が新たに消費

者の負担として生じ、これは電力料

金を 5.7%上昇させることと同義であ

る。 
二酸化炭素削減の政策手段として

は、RO 制度は他の関連施策と比べる

と数倍の資金を要する。そのため

に、二酸化炭素の長期的削減に寄与

しうる他の政策手段にも一定の制約

が生じている。例えば炭素税のよう

に、全ての経済セクターに対して直

接的に削減を促す政策ツールを通じ

ても、再生可能エネルギーの生産・

利用を同程度産み出すことが可能で

ある。 

p.139 

英国 04 2005 水資源管理の効率性 実査にリスクベース手法を適用する

ことにより監視サイトの訪問必要回

数が削減可能である。環境庁にはサ

イト訪問に関してリスク、重要性あ

るいはグッドプラクティスに基づく

一貫した優先順位付けの方法がな

い。全国統一的な手法を開発し、訪

問頻度の削減に取り組む必要があ

る。現状回数より 5%の削減で年間約

19 万ポンドの節約が可能である。 

p.149 
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国名 

事例 No 
年 報告書名 検査結果・指摘内容 本報告書

の該当頁 
英国 07 2008 特別科学重要地域

(SSSIs)の改善に係る

Natural England の

役割 
 
 
 

Natural England のアドバイザー

は、土地所有者と協力すると同時

に、彼らの行動を規制する立場にあ

るので、土地所有者が SSSI の保全合

意に沿った行動を取っていない場

合、是施措置を発動する権限を有し

ている。しかし、是正義務を伴う規

制発動のケースはこれまでに一度だ

けであった。SSSI 保全のための土地

管理をしていない土地所有者に対し

て、合理的な期間内に法的措置を発

動すべきである。 

p.172 

仏国 01 2002 農業を原因とする汚

染に直面している水

資源の保護：ブルタ

ーニュの事例 
 
 

ブルターニュの水質の悪化は、公権

力がそれに対してなす術を持たない

ために発生しているのではなく、農

業活動の実行と環境保全とを調和さ

せることを目標にしている規制があ

りながら、それを適用できない状況

を目の前にして、国が消極的姿勢に

なっていることが問題である。 

p.196 
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b）間接的手段―補助金・税による誘導― 

環境保全目標に適う行動に対して補助金・助成金を交付する、または税額控除を実施す

る等により、企業や消費者の行動を環境保全型へと誘導するスキームである。逆に、環境

目標に反する行為に対しては、税や課徴金を課すことによって、そのような行動を抑制さ

せることもできる。 

 伝統的に規制が中心であった我が国の環境政策に対して、欧米 4 か国では比較的よく用

いられる政策手段であるため、これを扱った検査が多いのは、環境保全政策分野の検査の

1 つの特徴と言える。政策目標が達成されているのかどうかという視点に加え、補助金や

税によって企業・消費者がどのような行動を取るのか（もしくはその誘因が働いている

か）等を検証する検査となる。 

この場合の検査の手順としては、 

 1） 政策目標の達成状況を確認 

 2） 税・補助金の程度によって、企業や消費者の行動が環境保全型に変わるかどうか 

 3） さらに効果的な成果を挙げるためには、どのような改善策が必要になるか 

といった形式を取る場合が多い。 

なお、検査遂行上は、経済学的知見が必要となるため、財政学や公共経済学等の分野の

学識者を中心とした専門家へのインタビュー、主要な専門家会議による分析結果、コンサ

ルティング会社への委託調査を実施するケースが多いようである。 

 

第 II 章で紹介した検査事例の中から、このような検査の視点で実施された検査事例、及

びその該当箇所を例示すると、次のとおりとなる。 

 
国名 

事例 No 
年 報告書名 検査結果・指摘内容 本報告書

の該当頁 

米国 01 2004 補助金の管理：環境

保護庁は、補助金を

環境上の成果に結び

つける上で困難に直

面している。 

調査した 67 の補助金受給者のうち、

活動計画の中で環境成果の評価基準を

定めていた者は無く、９者が想定され

る成果を述べていたに過ぎない。

2003 年にレビューした 93 の補助金

受給者の活動計画のうち、環境上の成

果を特定していたものは 3 分の 1 以

下に過ぎない。プログラム評価採点ツ

ール（PART）を用いた OMB のレビ

ューでも、EPA の 10 の補助金プログ

ラムのうち、8 つについては「成果は

示されず」と判断された。 

p.82 
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国名 

事例 No 
年 報告書名 検査結果・指摘内容 本報告書

の該当頁 

米国 02 2004 再生可能エネルギ

ー：風力の発電への

貢献と農場や農村コ

ミュニティへの影響 

風力発電は 2003 年の発電供給能力の

0.1%を占めるに過ぎないが、1990
年以降供給能力は 4 倍になった。そ

の成長は、連邦及び州の財政的なイン

センティブに大きく依存している。 

p.87 

仏国 01 2002 農業を原因とする汚

染に直面している水

資源の保護：ブルタ

ーニュの事例 
 
 

農業汚染に対する賦課金は、猶予期間

が定められ、実施が延長され続けてき

た。その結果 1993～2000 年の間

に、一切の賦課金を支払うことなく巨

額の援助金を受け取る農家が出現し

た。ブルターニュの水資源利用者に課

せられる賦課金は全面的に家庭・工場

経営者が負担しており、農業に由来す

る汚染に対して農家が賦課金を納めて

いない結果として、汚染者負担原則に

反することになった。 

p.196 
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c）間接的手段―市場の設計による誘導― 

政府または民間団体が「環境関連財」（例えば二酸化炭素の排出権）について取引市場

を形成し、その市場への参加者（企業や消費者）が取引活動を行うことによって政策目標

達成へと誘導するスキームであり、環境保全政策の手段としては比較的新しい類型である。 

政策目標が達成されているのかどうかという視点に加え、市場参加者としての企業・消

費者がどのような行動を取るのか（もしくはその誘因が働いているか）、結果的に市場価

格や競争状況がどのように変化するのか等を確認する作業が検査のメインとなる。 

この場合の検査の手順としては、 

 1） 政策目標の達成状況を確認 

 2） その上で、当該市場が効率的、効果的に機能しているか 

 3） 得られた教訓を他の市場創設に反映させる際に留意すべき事項は何か 

といった形式を取る。 

同じ間接的手段でも、「補助金や税による誘導」は、交付対象者や納税者の利得に働き

かける手段であり、検査においても因果関係を指摘しやすい。これに対して、「市場の設

計による誘導」は、スキームを通じて全体に働きかける手段であり、市場への参加が少な

ければ成果を挙げることができないという特徴がある。したがって、検査での指摘も、市

場設計のあり方における教訓に留まっているようである。 

なお、検査遂行上は、経済学的知見が必要となることが多いので、契約理論、オークシ

ョン理論等の学識者を中心とした専門家へのインタビュー、主要な専門家会議による分析

結果、コンサルティング会社への委託調査を実施するケースが多いようである。 

 

第 II 章で紹介した検査事例の中から、このような検査の視点で実施された検査事例、及

びその該当箇所を例示すると、次のとおりとなる。 
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国名 

事例 No 
年 報告書名 検査結果・指摘内容 本報告書

の該当頁 

英国 01 2004 英国における排出量

取引：気候変動に対

する新しい対策 

この制度は先駆的な取組であり、特定

された問題も、部分的には、新しい政

策であることに起因する。より機能的

な排出量取引制度を設立するために

は、例えば次の諸点を指摘することが

できる。 
現行の排出量取引制度では、ベースラ

インの設定方法により、直接参加企業

が奨励金を不当に得ることがあるの

で、奨励金の支払によって、より大き

な効果を得られるような方法を考案す

べきである。また、例えば「非公開入

札方式」を採用すれば、「逆回転時計

式方式」よりも、Defra はオークショ

ンにどれだけ予算を投じるべきか判断

するためのよりよい情報を得られたで

あろう。 
この制度は、EU の制度の開発を促

し、いくつかの側面においてその制度

設計に影響を与えた。この制度を設立

するに当たって得られた経験は、

2005 年に開始される EU の制度に向

けて準備する Defra と産業界にとっ

て非常に有効なものとなった。 

p.124 

英国 03 2005 再生可能エネルギー DTI は、発電事業の市場メカニズムが

費用効率的・費用効果的に機能してい

るのかどうかを検証するために、再生

可能電力購入義務（RO）制度の経済

学的検証を行った。 
納税者・消費者の利害と、再生可能エ

ネルギー産業の利害の双方についてバ

ランスをとるべく、DTI は競争的な電

力市場へ移行する過程で支援を減ら

す、もしくはやめる必要があるが、そ

の基準を明確に設定すべきである。 
また、もし、RO 制度を長期的視野に

立って目標達成に導きたいのであれ

ば、DTI は、当該スキームが消費者の

コストに与える影響を加味した上で分

析を行わなければならない。 

p.139 
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【検査の視点③】複数手段の比較 

先述したとおり、環境目標に対しては、複数の政策手段が存在し、かつ実施されている

施策は多岐にわたっている。そこで、環境保全政策の検査については、政策目標と政策目

標を達成する上での手段のバリエーション（直接的な規制、間接的な経済的手法等）を費

用面、または費用対効果面から比較した検査がしばしば見られる。（例えば、英国事例 03

では、政策費用とその費用負担者、および二酸化炭素削減の政策手段間での費用比較を示

している） 

この場合の検査は、 

 a．政策目標の達成状況を示す指標の確認、 

 b．その目標を達成する上での各政策手段（代替的手段）の費用の把握 

の手順を取ることが多い。 

ただし、会計検査院自らが、政策効果の程度を試算したり、各政策手段の費用を推計し

たりするケースは多くなく、先行研究や各省庁の政策評価データを用いること等により対

応しているようである。また、効果を金銭化し、費用便益分析にまで至っているケースは

稀である。 

なお、環境政策（に限らず政策一般）は、複数の施策で構成されているため、単独施策

の費用対効果の良し悪しのみで政策が判断されるわけではない。検査事例で示される費用

対効果分析は、政策効果のある側面のみを切り取った形での分析結果であることには留意

が必要である。 

 

第 II 章で紹介した検査事例の中から、このような検査の視点で実施された検査事例、及

びその該当箇所を例示すると、次のとおりとなる。 

 
国名 

事例 No 
年 報告書名 検査結果・指摘内容 本報告書

の該当頁 
米国 02 2004 再生可能エネルギ

ー：風力の発電への

貢献と農場や農村コ

ミュニティへの影響 

農家にとっては、タービンを所有す

る方が用地を賃貸するよりも 2～3 倍

の収入が得られる。しかし、賃貸の

場合、エネルギー会社がコストや技

術的問題、税制上の優遇やリスクを

処理してくれるので、農家所有分

は、全米の風力発電供給能力の 1%未

満に過ぎない（図表にて４つの賃貸

方式の長所・短所を紹介）。 
また、補助金よりも融資の方が費用

効果的かもしれないが、USDA は融

資及び融資保証を提供するための規

則を制定していない。 

p.87 
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国名 

事例 No 
年 報告書名 検査結果・指摘内容 本報告書

の該当頁 
米国 05 2007 

 
沿岸湿地帯：ルイジ

アナにおける過去の

教訓は、将来の湿地

帯の復元や保護に役

立てることができる 

CWPPRA の下、連邦各府省及びルイ

ジアナ州政府は、沿岸湿地帯を保

全・再生するために 12 類型に分類さ

れる 147 の事業を講じてきている。

それぞれの事業の費用は、湿地帯に

植物を植える事業での 1 エーカー当

たり 9,000 ドルから、島嶼部の護岸

工事での 1 エーカー当たり 54,000
ドルまでまちまちであり、2007 年 6
月時点で 17.8 億ドルの費用が投じら

れている。 

p.102 

英国 03 2005 再生可能エネルギー DTI は 2010 年までに再生可能エネ

ルギーを全体の 10%にする目標を達

成するための手段として再生可能電

力購入義務（RO）制度を選択した

が、目標は、二酸化炭素排出量削減

という主たる目的に付随するもので

あると位置付けている。二酸化炭素

単位トンあたりの削減費用は、RO で

は 70～140 ポンド、英国排出量取引

スキームでは 18 ポンド等と推計され

ている。 

p.139 

英国 05 2007 2006 年の気候変動

プログラムレビュー

における費用対効果

分析 

部門別・政策手段別の炭酸ガス削減

量、及びその費用対効果の試算を図

表で示している。再生可能電力購入

義務（RO）制度に比べ気候変動課税

の優位性が示されている。 

p.159 

英国 06 
 
 

2007 将来のための建築：

官庁営繕に関する持

続可能な建設と修繕 

アンケート調査の結果が十分に整理

されている 45 件を抽出して、会計検

査 院 で 概 ね 環 境 性 能 評 価

（BREEAM）に即して分析したとこ

ろ、80%は環境評価基準を満たさな

いことがわかった。こうした傾向は

小規模なプロジェクトに顕著で、300
万ポンドを下回る 13 プロジェクトの

うち、条件を満たすものは 1 件しか

なかった。 

p.166 
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（3）【検査対象】政策遂行体制 

【検査の視点①】所管省庁の管理体制 

 政策を所管する省庁の政策遂行体制は、政策そのものの効果や経済性・効率性に影響を

与えるものではない。しかし、欧米 4 か国の環境保全政策の検査においては、省庁内部の

管理体制や監視体制を整えるべきである、との指摘が行われることが多い。 

これは、所管省庁にとっての生産物である「政策実行」を 大化させるため（あるいは、

政策自体を効率的かつ効果的に実施するため）には、省庁内部の非効率性を排除しなけれ

ばならない、という考え方158に基づいているものと思われる。 

 この視点に基づく指摘事項は、概ね以下のような指摘として表れることが多い。 

・特に建設事業におけるプロジェクト管理とプロジェクト監視を強化すること 

・契約相手にインセンティブを与えるよう、入札・契約上の工夫を行うこと 

・省庁内部でのプロジェクト評価体制を確立すること 

・補助金等の応募プロセスを簡素化すること 

・定期的にデータ収集を行うことによって環境状態を正確に把握すること 

 

第 II 章で紹介した検査事例の中から、このような検査の視点で実施された検査事例、及

びその該当箇所を例示すると、次のとおりとなる。 

 
国名 

事例 No 
年 報告書名 検査結果・指摘内容 本報告書

の該当頁 
米国 03 2006 ハンフォード廃棄物

処理場： 請負業者

とエネルギー省の管

理上の問題が高コス

トと建設の遅延、安

全性の問題を招いた 

DOE では、設計施工一括発注方式を

採用していたが、この方式は、リス

クの増大が直にプロジェクトの費用

やスケジュールに影響してしまう複

雑な原子力施設の設計・施工には向

いていない。DOE はまた、プロジェ

クト管理要件を確立しておらず、本

省のスタッフは、プロジェクトや請

負業者の業績評価についても加わっ

ていなかった。2000 年以降に内部安

全監察担当職員を減らしており、請

負業者の品質管理担当業務を、プロ

ジェクト管理者の責任下に置いてし

まっていたことも、管理弱体化の一

因である。プロジェクトの管理と監

視体制を強化する必要がある。 

p.93 

 

 

                                            
158 経済学で言う「X 非効率性」を排除するという考え方。 
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国名 

事例 No 
年 報告書名 検査結果・指摘内容 本報告書

の該当頁 
英国 02 2004 イングランドにおけ

る漁業規制 
Defra では、職員に関する省の規則の

ために、必要性の高い分野に職員を

配置するような柔軟な措置がとられ

ていない。現在、Defra の検査員の配

置は水揚げ量を反映したものとなっ

ていない。例えば、イングランド南

部では 13,000 トンの水揚げに対し

て 10 人の検査員が配置されている一

方で、南西部では 47,000 トンの水

揚げに対して 15 人の配置となってい

る。しかし、検査員の配置は、船舶

数、水揚げ量と金額、水揚げ制限の

割当量、または水揚げ箇所数等を勘

案する必要がある。 

p.133 

英国 04 2005 水資源管理の効率性 環境庁は、水資源管理プログラム全

体のコストは把握しているものの、

サイトの監視、サイトの維持管理、

データ分析、許可発行といった活動

ごとの詳細なコスト把握は不十分で

ある。同庁は、目下、活動基準原価

計 算 （ Activity Based Costing ：

ABC） を導入中であり、マネジメン

ト情報の質的改善に取り組んでい

る。ABC が導入されれば、各地の水

資源管理の業績評価を通じたベスト

プラクティスの特定と普及によるさ

らなる業務効率化が可能である。ま

た、例えば料金設定の交渉や算出と

いった一部の地域裁量権は、相応の

便益をもたらさないコストとして、

見直す価値があるかもしれない。 

p.149 

英国 07 2008 特別科学重要地域

(SSSIs)の改善に係る

Natural England の

役割 
 
 
 

Natural England はガイドラインで

推奨されている期間（6 年間）内に全

SSSI の状態を調査すべきである。 
その際、Natural England は、1 つ

の SSSI 当たり 179～349 ポンドの

コストをかけて状態評価を外部委託

しているが、内生化した場合との費

用対効果を比較していない。会計検

査院の試算によれば、内生化すると

69 ポンド（人件費を含む）で済むは

ずである。 

p.172 
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国名 

事例 No 
年 報告書名 検査結果・指摘内容 本報告書

の該当頁 
仏国 01 2002 農業を原因とする汚

染に直面している水

資源の保護：ブルタ

ーニュの事例 

人件費と諸機能を統合した体制によ

って、公正な人員割当てを追求すべ

きである。 
p.196 
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【検査の視点②】他省庁との連携 

環境政策においては、関与する行政機関が多岐にわたる場合が多い。欧米 4 か国の環境

保全政策の検査においては、それぞれの省庁におけるプログラムの重複、もしくはそれぞ

れの省庁の現状の協力体制に着目した検査を行うケースが多く見られる。 

具体的には、環境省と農林水産省、環境省とエネルギー省との間で、省庁間が協力した

プログラムを実施することによって、費用の節約とより大きな成果達成が可能となる、と

いった指摘を行っている。 

 

第 II 章で紹介した検査事例の中から、このような検査の視点で実施された検査事例、及

びその該当箇所を例示すると、次のとおりとなる。 

 
国名 

事例 No 
年 報告書名 検査結果・指摘内容 本報告書

の該当頁 
米国 02 2004 再生可能エネルギ

ー：風力の発電への

貢献と農場や農村コ

ミュニティへの影響 

EPA の大気・放射線室では再生エネ

ルギー源からの電力購入に対して大

いに仲介を行っているにもかかわら

ず、USDA はプログラム遂行上で

EPA からの支援を受けていない。

USDA は EPA から入手可能な情報や

専門知識をもっと利用すべきであ

る。 

p.87 

英国 01 2004 英国における排出量

取引：気候変動に対

する新しい対策 

新しい制度を設計するため、Defra は

早い段階で、環境庁に相談し、候補

企業の事業や規制設定の原理等につ

いての情報を得れば、制度によって

起こりえる影響を理解でき、それに

応じて制度を変更することができ

る。また、制度に参加してもらうた

めに、特に小企業に対して制度のコ

ンセプト、妥当性、効率的に参加す

る方法について広報や教育が必要で

ある。Defra は同省の排出量取引チー

ム経験から得られた利点を、広く同

省の職員や他省庁の職員に広く普及

させていくべきである。 

p.124 
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国名 

事例 No 
年 報告書名 検査結果・指摘内容 本報告書

の該当頁 
英国 02 2004 イングランドにおけ

る漁業規制 
Defra はこれまで他地域との連携を進

めているが、特に、スコットランド

漁業保護庁との連携では、取締りの

有効性評価のための成果測定技術の

共有と発展の余地がある。 
また、Defra は、漁業検査局の役割と

その責任範囲について、海洋漁業委

員会や環境庁を含めた他の機関の取

締り活動及び関連業務とともに見直

しを行うべきである。 

p.133 

英国 03 2005 再生可能エネルギー 多くの公的機関が再生可能エネルギ

ー技術の研究開発に対する支援を行

っていることで、かえって研究開発

資金の調達に混乱を来している点も

否めない。DTI は、これらの研究開

発支援措置の全体像を把握した上

で、どの機関のどの支援措置を利用

するかについて整理を行うべきであ

る。 

p.139 

英国 06 2007 将来のための建築：

官庁営繕に関する持

続可能な建設と修繕 

持続可能な建設事業に改善すること

は政府全体の責任であり、中央各省

庁は目標達成を阻む障害を取り除く

努力をすべきである。持続可能性を

担保する責任が政府にはあり、Defra
や OGC、DTI 等キーとなる組織がリ

ーダーシップを取って建設事業の方

向性を示すことが必要である。 

p.166 

仏国 01 2002 農業を原因とする汚

染に直面している水

資源の保護：ブルタ

ーニュの事例 

ブルターニュの水質回復政策につい

ては、中央政府、地方庁、地方自治

体等、様々な機関が介入しており、

水質汚染対策として 1993 年から

310 百万ユーロがつぎ込まれている

にもかかわらず、水質はほとんど改

善していない。このような結果が生

じたのは、水質問題に関して生じる

様々に交錯した利益を調整する役割

を果たす者が現実にいないからであ

る。機関の連携は依然として不十分

なままである。 

p.196 
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【検査の視点③】民間部門や地方自治体との協力   

ごみ処理や上下水道の管理等、住民生活に直結する環境保全政策は、国の指針の下、地

方自治体が実施主体となっている。また、環境保全は、産業界や国民に、環境を意識した

行動をとってもらうことが欠かせないため、民間部門（企業や NPO 等）は、環境保全活

動の主要アクターの 1 つである。 

したがって、環境保全政策を実施する上で、国は、地方自治体や民間部門との協力関係

を構築することが必要不可欠である。 

欧米 4 か国の環境保全政策の検査においては、それぞれの協力・連携がうまくいってい

るかどうかについて検査を行っているケースが多い。 

 

第 II 章で紹介した検査事例の中から、このような検査の視点で実施された検査事例、及

びその該当箇所を例示すると、次のとおりとなる。 

 
国名 

事例 No 
年 報告書名 検査結果・指摘内容 本報告書

の該当頁 
米国 02 2004 再生可能エネルギ

ー：風力の発電への

貢献と農場や農村コ

ミュニティへの影響 

農家は、プログラムの申請手続の時

間的な制約とその複雑さに懸念を示

している。DOE は、プログラムの申

請手続を簡素化、改善、合理化する

方法を検討し続けなければならな

い。この過程でプログラム申請者や

農村地域のコーディネーターたちの

意見に耳を傾けなければならない。 

p.87 

米国 05 2007 
 

沿岸湿地帯：ルイジ

アナにおける過去の

教訓は、将来の湿地

帯の復元や保護に役

立てることができる 

ルイジアナ州沿岸部の 85%は、個人

もしくは企業による民有地であり、1
つの事業を実施する上で、1 人から

100 人規模に至る民有地地主の承諾

が必要である。また、企業所有地で

事業を行う場合、事業実施箇所の変

更や、代替地の手当て等を行う場合

もあり、これによって事業費の増大

が生じている。 

p.102 

英国 02 2004 イングランドにおけ

る漁業規制 
 
 

Defra は EU レベルで設立された地域

諮問機関からの取締り活動に関する

情報提供を利用し、例えば、英国生

産者団体と連携した検査活動を行う

余地を検討することもできる。オラ

ンダの例では、検査活動によって摘

発される違反は漁業関係グループに

報告され、当該グループではその漁

業者に経済的便益を与えないという

制裁措置を講じるというしくみがあ

る。 

p.133 
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国名 

事例 No 
年 報告書名 検査結果・指摘内容 本報告書

の該当頁 
英国 07 2008 特別科学重要地域

(SSSIs)の改善に係る

Natural England の

役割 
 

個人土地所有者は、総じて SSSI に指

定されている重要性、制約を認識し

ており、その割合はアンケート回答

者の 80%前後に上る。現地調査を行

った 27 地域のうち 26 地域では、

Natural England と土地所有者との

良好な関係が、SSSI の保全の主要要

素であることを示していた。 

p.172 

独国 01 2002 連邦政府による放射

性廃棄物質の監督、

及び州が連邦政府に

代わって行う 終貯

蔵施設利用料金の徴

収 

連邦政府は放射性廃棄物用の 終貯

蔵施設を設置する義務があるのに対

し、放射性廃棄物が 終貯蔵施設に

持ち込まれるまでの一時保管用集積

所の設置は州政府の義務である。 
会計検査院は、実際には存在しなか

った放射性廃棄物の引き渡し行為を

州政府が企業に対して証明したこと

を問題視した。連邦環境・自然保

護・原子力安全省は、当初は躊躇し

たものの放射性廃棄物に関する州政

府の受領通知の有効性に関して法的

な懸念を認めた。 

p.186 

仏国 01 2002 農業を原因とする汚

染に直面している水

資源の保護：ブルタ

ーニュの事例 

農業活動が汚染源となった水質悪化

に対する対策として、中央政府、地

方庁、自治体がそれぞれが活動を行

っているにもかかわらず水質は改善

していない。各々の主体の取組に重

複があるとともに、これらの取組を

主導・調整する主体が存在せず、積

極的な取組が行われていないことが

問題である。 

p.196 

仏国 02 2002 地方自治体と家庭ご

みの管理政策 
家庭ごみの収集・運搬・処理業務を

行っている地方自治体では、多額の

投資を行うことでごみ処理を改善し

てきつつあるものの、政府が立てた

政策目標は達成できなかった。自治

体には事業をよりよく管理する手段

を備える責任があるが、大規模なサ

ービス提供者と対等な立場で契約及

び追加条項を交渉する手段を有する

ことはまれである。関係行政機関

が、契約書の主要条項に関して、交

渉指針となるような参照契約を作成

することが望ましい。 

p.203 
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国名 

事例 No 
年 報告書名 検査結果・指摘内容 本報告書

の該当頁 
仏国 03 2003 公共サービスの管

理：上下水道 
 
 

上下水道サービスの管理について

は、直接管理方式にせよ委託管理方

式にせよ、自治体に も重要な責任

がある。国は、明確な規制を実施

し、専門知識や助言を自治体が入手

できるようにすることによって、自

治体が上下水道事業の管理を向上さ

せることを支援することができる。 
市町村も、連合レベルで管理を行う

ことは、管理向上の点で重視すべき

手段の一つである。 

p.209 
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（4）【検査対象】その他   

【検査の視点①】データの整備、分析・予測の精度 

 環境状態の現状把握は、環境保全政策立案のベースとなるものである。ところが、省庁

側が政策対象となっている環境状態を十分に正確に把握していないがために、政策自体の

効果的・効率的な執行ができていない可能性がある。「（3）①所管省庁の管理体制」の

構築とも関わる問題だが、欧米 4 か国の環境保全政策の検査においては、データの整備状

況に着目した検査が見られる。 

また、環境汚染や環境破壊の影響は、長期にわたり発生するものであり、各省庁の政策

も、環境状態の中長期的な見通しに基づいて企画・立案する必要がある。予測・分析自体

は、不確実な前提条件に基づいて実施しなければならないので、 新の知見が得られた段

階で、または定期的に見直し作業を行う必要がある。そこで、欧米 4 か国の環境保全政策

の検査においては、環境政策の前提となる将来的な環境状態の中長期の見通しや、受検省

庁が現時点で実施している施策によって、環境が将来的にどのように改善されるのか、そ

の見通しは信頼性に足るものなのかを検査するケースが多くなっている。 

なお、この場合、会計検査院自らが、環境状態の見通しを予測するケースは少なく、省

庁による試算の検討、学識者を中心とした専門家へのインタビュー、主要な専門家会議に

よる分析結果、コンサルティング会社への委託調査結果に基づいて、検査・調査を実施し

ている。 

 

第 II 章で紹介した検査事例の中から、このような検査の視点で実施された検査事例、及

びその該当箇所を例示すると、次のとおりとなる。 

 
国名 

事例 No 
年 報告書名 検査結果・指摘内容 本報告書

の該当頁 
英国 03 2005 再生可能エネルギー 本検査の一環として Oxera 社が実施

した試算では、再生可能電力購入義

務（RO）制度下での再生可能エネル

ギー比率は、2010 年時点で 9.9%
と、目標である 10%に極めて近い値

が算出された（中位ケース）。しか

し、電力卸売価格と技術ユニットコ

ストについて も楽観的なシナリオ

を立てた場合であっても、中位ケー

スをわずかに上回る程度にしか上ぶ

れせず、逆に も悲観的なシナリオ

を立てた場合には 7.5%と目標値を大

きく下回る値が算出された。 

p.139 
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国名 

事例 No 
年 報告書名 検査結果・指摘内容 本報告書

の該当頁 
英国 05 2007 2006 年の気候変動

プログラムレビュー

における費用対効果

分析 

下院環境監査委員会からの要請に基

づき、気候変動プログラムの各種施

策の評価・分析手法として用いられ

ている費用対効果分析の適切性、信

頼性等を調査したものである。会計

検査院は、今後、環境監査委員会が

注目すべき点として、施策介入レベ

ルが複数シナリオではなく単一シナ

リオになっている点や、レビュー期

間の妥当性等を挙げている。 

p.159 

英国 06 
 
 

2007 将来のための建築：

官庁営繕に関する持

続可能な建設と修繕 

持続可能な建物に関する VFM の検証

では、５つの事例のうち、長期にわ

たる評価を行っていたのは 1 事例の

みであった。その手法は、純現在価

値（Net Present value）に基づくア

プローチは採られておらず、毎年の

支出分と収入分を示していたに過ぎ

ず、元金回収（Pay-back）アプロー

チに基づいていた。 

p.166 

英国 07 2008 特別科学重要地域

(SSSIs)の改善に係る

Natural England の

役割 
 
 
 

約 25%の SSSI では、ガイドライン

で推奨されている 6 年間に 1 度の状

態評価を実施していない。近年、状

態評価が行われていない SSSI の中に

は、既に保全すべき特徴を有してい

ない SSSI があるかもしれない。

Natural England は 6 年間に１度

は、全 SSSI の状態を調査すべきであ

る。 

p.172 
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3．我が国会計検査院の環境保全政策に対する検査への示唆 
 

 これまでに見た欧米主要 4 か国の環境保全政策に対する業績検査事例における検査の対

象、検査の視点と、環境保全政策上の特徴を、再度整理して図式化すれば、次のとおりと

なろう。 

 

図表 80 環境保全政策に対する業績検査で求められる検査の視点と環境特性上の留意点 

政策目標

・公共財

・環境の不可逆性

政策手段
・事後対策、未然防止措置
・直接 or 間接的手段

・世代間、空間的衡平性

政策遂行体制

・効果発現までには時間

成果

・不確実性に基づく意思決定

上位目標との整合は取
れているか

他の政策手段と費用対
効果を比較したか

管理体制・監視体制は
取れているか

成果を測るデータは整
備されているか

当該政策手段の費用
はどれくらいか

分析・予測の精度は信頼できる
か

他省庁のプログラムと
連携しているか

地方自治体や民間部
門と協力しているか

当該政策をどの程度執
行したのか

・政府,企業,国民の活動変更

 
資料）三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング作成。 
注） 四角の枠囲みは検査対象、吹き出しは検査の視点、「・」は、留意すべき環境問題、環境政策上の

特徴。業績検査で特に求められる視点については、網掛けを施した。 

 

 

 本章第 2 節の冒頭で述べたとおり、環境問題には、公共財としての性質、不可逆性、世

代間衡平性、空間的衡平性、多岐にわたるステークホルダー等の特徴がある。また、これ

に対する環境保全政策には、データの蓄積と不確実性に基づく意思決定をベースに、事後
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対策か未然防止措置か、あるいは直接的手段か間接的手段かの選択、他のステークホルダ

ーとの政策執行上の連携・協力を通して、政府・国民・企業の行動変化を促していくこと

が求められる。これらの特徴を理解したうえで、検査対象と検査視点を設定することが求

められる、と言えるのではないか。 
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用語集 
 

＜各国共通の概念・原則＞ 

■汚染者負担原則（Polluter-Pays Principle） 

 公害防止のために必要な対策を取ったり、汚された環境を元に戻すための費用は、汚染

物質を出している者が負担すべきという考え方。経済協力開発機構（OECD）が 1972

年に提唱し、世界各国で環境政策における責任分担の考え方の基礎となった。もともと

は、企業に厳しい公害対策を求める国とそうでない国があると公正な貿易ができなくな

るので、こうした事態を避けるために作られた原則。なお、2000 年閣議決定の環境基

本計画では、環境政策の基本的考え方についての指針として、汚染者負担の原則、環境

効率性、予防的な方策、環境リスクの 4 つをあげて整理している。  ～EIC ネット環

境用語集 

http://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=302 

 

■カーボンオフセット（Carbon Offset）   

 カーボンニュートラルと似たような考え方である。日常生活による二酸化炭素の排出を

相殺するために植林や自然エネルギーの利用をしようというものである。2005 年 7 月

にイギリスのモーレイ大臣による飛行機旅行におけるカーボンオフセットを考えてみ

るようという呼びかけをはじめ、イギリスのエアライン、ブリティッシュ・エアウェイ

ズが 9 月にカーボンオフセットが実施し始めた。つまり、航空機の運航にともなう二酸

化炭素排出量を相殺するために、二酸化炭素の削減の対策費の一部を、航空機の搭乗者

たちが自ら負担する仕組みである。日本でも 近カーボンオフセット募金がはじまった。

1000 円一口（3 本のヒノキを 1 年間育てる）と 5000 円一口（16 本のヒノキを 1 年

間育てる）の 2 種類である。  ～EIC ネット環境用語集 

http://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=3671 

 

■キャップ＆トレード（Cap and Trade） 

 排出量取引制度において、個々の主体（国、自治体、企業など）に割り当てられた排出

枠の上限を指す。これに基づいて、キャップの一部を移転、または獲得する排出量取引

の方式をキャップ＆トレードと呼ぶ。  ～EIC ネット環境用語集 

http://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=3808 

 

■クリーン開発メカニズム（Clean Development Mechanism：CDM） 

 先進国と途上国が共同で温室効果ガス削減プロジェクトを途上国において実施し、そこ

で生じた削減分の一部を先進国がクレジットとして得て、自国の削減に充当できる仕組

み。なお、このとき先進国が得られる削減相当量を「認証排出削減量（CERs）」という。
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具体的なルール作りが難航したが、2001 年 11 月にモロッコのマラケシュで開催され

た COP7 で、運用に関するルールが決められた（マラケシュ合意）。  ～EIC ネット

環境用語集より一部転載 

http://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=685 

 

■持続可能な開発（Sustainable Development） 

 環境と開発は不可分の関係にあり、開発は環境や資源という土台の上に成り立つもので

あって、持続的な発展のためには、環境の保全が必要不可欠であるとする考え方を示す

もの。1980 年に国際自然保護連盟（IUCN）、国連環境計画（UNEP）などが取りまと

めた「世界保全戦略」に初出した概念。「持続可能な発展」とも訳される。1992 年のリ

オ会議では中心的な考え方として、「環境と開発に関するリオ宣言」や「アジェンダ 21」

に具体化されるなど、今日の地球環境問題に関する世界的な取り組みに大きな影響を与

えるものとなった。日本の環境基本法の第 4 条等における循環型社会の考え方の基礎と

なっている。  ～EIC ネット環境用語集より一部転載 

http://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=1124 

 

■未然防止（Preventive Action） 

 因果関係が科学的に証明されるリスクに関して、環境汚染や被害が起こる前に規制を行

うこと。なお、我が国の法令においては、未然防止を意味して「予防」という用語が用

いられることが多い。  ～環境省「環境政策における「予防的な方策」の考え方の位

置付けについて」（平成 17 年 11 月）を要約 

http://www.env.go.jp/council/02policy/y020-31/mat03.pdf 

 

■モーダルシフト（Modal Shift） 

 輸送手段を変更するという意味合いの言葉であるが、交通に関連する環境保全対策の分

野では、より環境負荷の小さい手段に切替える対策を総称してこのように呼んでいる。

運輸部門の二酸化炭素発生量の大半は自動車によるため、狭義には二酸化炭素発生量の

削減を目的とした、トラックによる貨物輸送から、鉄道や船舶に転換することをさすこ

ともある。  ～EIC ネット環境用語集より一部転載 

http://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=2556 

 

■予防原則（Precautionary Principle） 

 欧米を中心に取り入れられてきている概念で、化学物質や遺伝子組換えなどの新技術な

どに対して、人の健康や環境に重大かつ不可逆的な影響を及ぼす恐れがある場合、科学

的に因果関係が十分証明されない状況でも、規制措置を可能にする制度や考え方のこと。

この概念は、因果関係が科学的に証明されるリスクに関して、被害を避けるために未然
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に規制を行なうという「未然防止（Prevention Principle）」とは意味的に異なると解釈

される。  ～EIC ネット環境用語集より一部転載 

http://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=2635 

 

 

＜米国＞ 

■環境影響評価制度（Environmental Impact Assessment：EIA） 

 道路、ダム事業など、環境に著しい影響を及ぼす恐れのある行為について、事前に環境

への影響を十分調査、予測、評価して、その結果を公表して地域住民等の関係者の意見

を聞き、環境配慮を行う手続の総称。1969 年にアメリカにおいて法制化された NEPA

（国家環境政策法）に環境アセスメントの沿革が求められ、環境配慮のための民主的意

思決定、科学的判断形成方法として考案されたのが、もともとの意味での環境アセスメ

ントである。米国においては複数の代替案から 適案を選出する手続が 大の特徴にな

っているが、わが国の環境アセスメントにおいては代替案の比較検討を必須要件とせず、

環境基準等の環境保全目標をクリアしているか、環境影響を低減させるための 大の努

力を図ったかで評価することとしている。  ～EIC ネット環境用語集より一部転載 

http://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=470 

 

■スーパーファンド法（Comprehensive Environmental Response， Compensation 

and Liability Act (CERLA) & Superfund Amendments and Reauthorization Act    

(SARA)） 

 米国で 1978 年に起きた「ラブカナル事件」を契機に制定した「包括的環境対策・補償・

責任法（CERCLA）」（1980）と「スーパーファンド修正および再授権法（SARA）」（1986）

の 2 つの法律を合わせた通称。汚染の調査や浄化は米国環境保護庁が行い、汚染責任者

を特定するまでの間、浄化費用は石油税などで創設した信託基金（スーパーファンド）

から支出する。浄化の費用負担を有害物質に関与した全ての潜在的責任当事者

（Potential Responsible Parties：以下 PRP）が負うという責任範囲の広範さが特徴

的。PRP には、現在の施設所有・管理者だけでなく、有害物質が処分された当時の所有・

管理者、有害物質の発生者、有害物質の輸送業者や融資金融機関を含む。これにより汚

染の発生防止に寄与する一方で、資金が直接の浄化事業よりも裁判や調査費用につぎ込

まれ浄化が進まない原因とも指摘される。  ～EIC ネット環境用語集 

http://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=1399 

 

■プログラム評価採点ツール（Program Assessment Rating Tool：PART） 

 大統領予算の作成に活用するために、2004 年度の予算編成時から行政管理予算庁

（OMB）により導入された連邦政府共通のプログラム評価の手法。プログラムに共通
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する設問への回答結果に応じてスコア化されて、 終的に 100 点満点での評価がなさ

れるが、適切な成果指標が設定されていないと OMB が判断した場合には、スコアに関

係なく「成果は示されず（results not demonstrated）」と評価される。  ～米国

OMB ホームページを要約 

http://www.whitehouse.gov/omb/rewrite/budget/fy2005/part.html 

 

■有害化学物質排出目録（Toxic Release Inventory：TRI） 

 「緊急対処計画および地域住民の知る権利法（Emergency Planning and Community 

Right-to-know Act；EPCRA，以下「地域住民の知る権利法」）」の第 313 条として規

定されているもので、1986 年より実施されている。地域住民の知る権利法は、有害化

学物質の漏出事故に対応するために1986年のスーパーファンド法修正及び再授権法の

第３部として制定され、第 313 条では、対象化学物質を製造、加工、その他の方法で

使用する施設の所有者・管理者に、対象化学物質の年間排出・移動量等のデータを EPA

と州当局へ提出することを求めている。施設から報告されたデータは EPA でまとめら

れ、一般に公開される。  ～経済産業省ホームページを要約 

http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/03kanri/f2.htm 

 

 

＜EU＞ 

■欧州連合排出量取引制度（The European Union Greenhouse Gas Emission Trading 

Scheme：EU ETS） 

 2005 年 1 月にスタートした、世界初の温室効果ガス排出に関わる国際的な取引システ

ム。京都議定書で定められた温暖化ガス削減目標を達成する手段のひとつとして、EU

が独自に行うもの。経済成長等への影響を 小限に抑えつつ、EU 域内の温室効果ガス

削減を効率的に進めていこうというもので、2003 年 7 月に採択された EU 温室効果ガ

ス排出取引指令に基づく。第 1 段階のコミットメント期間は 2005～2007 年の 5 年間

（対象となる温室効果ガスは CO2）、第 2 段階は 2008～2012 年の 5 年間（メタンや

フロンなど他の温室効果ガスも対象とする）、さらに 5 年間ごとの期間で実施される。

排出枠取引のスキームにおいては、2004 年秋までに EU 加盟国が登録簿を用意するよ

う義務付けられ、割り当てられた排出許容量を達成できた企業と未達成の企業間で排出

権を売買できる。EU25 カ国内の燃焼プラント、精油所、コークス炉、鉄および製鋼所、

およびセメント、グラス、石灰、レンガ、セラミックス、パルプおよび紙を作る工場よ

り合計 12,000 を越える発生源をカバーする見込み。  ～EIC ネット環境用語集 

http://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=2829 
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■総合的汚染防止管理（IPCC）指令（Council Directive 96/61/EC of 24 September 1996 

Concerning Integrated Pollution Prevention and Control） 

 1996 年 9 月に採択された EU の指令。英語名より IPPC 指令とも呼ばれる。本指令は

事業の操業許可制度を設け、EU 域内にある汚染源からの汚染を 小化することを目的

としている。本指令は産業活動を行う新規又は既存の設備による空気、水質、土壌に対

する排出を統合的に扱うものであり、1999 年 10 月以降は附属書 1 に定められた産業

活動（エネルギー産業、金属業、鉱業、化学工業、廃棄物業ほか）につき、全ての新規

設備及び大きな変更を行う予定の既存設備に適用される。これ以外の既存設備について

は 2007 年 10 月まで移行猶予期間が与えられている。本指令の対象となる設備は操業

許可が必要となり、継続的な監査及び許可条件の更新の対象になる。本指令に基づく操

業許可には「利用可能な 善の技術（Best Available Technique：BAT）」を基にした

排出基準および操業条件が用いられる。その他、エネルギー使用、廃棄物及び事故防止

に関する条項が定められている。  ～EIC ネット環境用語集 

http://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=1865 

 

 

＜英国＞ 

■公共サービス合意（Public Service Agreement：PSA） 

 省庁毎に達成目標を明確化する枠組。各府省は３年間に達成すべき任務、目的、業績達

成目標を定める。また、四半期ごとに財務大臣が委員長を務める PSX（公共サービス及

び公共支出に関する閣僚委員会）と呼ばれる会議において報告が義務づけられており、

毎年度の年次業績報告書において報告を行うものとされている。  ～財団法人行政管

理研究センター（2005）『政策評価の基礎用語』より要約 

 

■再生可能エネルギー使用義務制度（Renewable Obligation：RO） 

 イングランド・ウェールズ地域内のすべての電力小売供給者に対して販売電力量のある

一定の割合を規則で定められた再生可能エネルギー源により発電された電力から調達

することを義務付けたもの。英国の法体系上 RO 制度はイングランド・ウェールズ地域

にのみ適用されるが、スコットランドでもほぼ同様の Scottish Renewable Obligation

（SRO）が導入されている。  ～NEDO 海外レポート No.927（2004. 3. 17） 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/927/927.pdf 

 

■「統合的汚染管理」（Integrated Pollution Control：IPC） 

 従来、大気、水、土壌など環境媒体ごとに規制されていたものを、一元的に規制するこ

と。大気、水質、廃棄物などを規制していたさまざまな環境関係法令を統合するため、

1990 年に制定された環境保護法により示された概念であり、これに基づいて、特定の
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産業工程に対する許認可制度が導入されている。許認可に当たっては、「過大なコスト

負担無く、利用可能な 善の技術（Best Available Technique Not Entailing Excessive 

Cost: BANTNEEC）」を利用することが事業者に義務付けられている。  ～EIC ネッ

ト環境用語集より要約 

http://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=544 

 

■特別科学重要地域制度（Site of Special Scientific Interest：SSSI） 

 動植物が多数存在するヒース 、湿地、林地を自然遺産保護の観点から指定する制度で

あり、全英で 4,114 箇所 39,000 ヘクタールが存在する。元々は 1949 年に制度が導入

された。SSSI の地域指定は、Defra の監督の下、NDPB（Non-Departmental Public 

Body）である Natural England が行い、土地所有者に通知される。土地所有者は、

Natural England との合意の下、SSSI を良好な状態で保全する義務を負い、リスト化

された業務活動を行う際には、Natural England との合意が必要となる。なお、土地

所有者は、SSSI 内の動植物、林地、草地、水等を保全するに際して、Natural England

と相談したり助言を受けたりすることが出きる他、環境管理制度（Environmental 

Stewardship）等 4 つのプログラムから財政的インセンティブ を 10 年間まで受ける

ことができる。  ～英国 Natural England のホームページを要約。 

http://www.naturalengland.org.uk/ourwork/conservation/

designatedareas/sssi/default.aspx 

 

 

＜ドイツ＞ 

■ドイツ排水賦課金法（Abwasserabgabengesetz） 

 ドイツの排水賦課金は、排水の水質改善のインセンティブを与えることを目的として

1976 年（(昭和 51 年）に導入された。連邦により賦課金制度が営まれ、賦課金の対象

となるのは、COD や重金属である。企業が排出源において基準を満たすものであるこ

とを証明した際には、賦課金の料率が 大 75%まで引き下げられる。  ～『環境白

書』平成 6 年版 

 

 

＜フランス＞ 

■Eco-Emballages 社 

 我が国の財団法人日本容器包装リサイクル協会に相当するフランスの組織で、家庭から

排出される容器包装を対象とした回収・再生システム全体の運営を担うことを目的に、

1992 年 11 月容器包装メーカー、中身メーカー、流通メーカーが共同で設立した。リ

サイクル義務のある事業者にポアンヴェールというリサイクルマークの使用を許可し、
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そのライセンス料でリサイクルを実施する。  ～財団法人日本容器包装リサイクル協

会ホームページより一部転載 

http://www.jcpra.or.jp/words/ei008.html 

 

■予算組織法（La loi organique relative aux lois de finances：LOLF） 

 2001 年 8 月 1 日に成立した国家予算の編成や執行の基本に関する組織法。フランスに

おける組織法とは、憲法に基づいて公権力の編成について規定するもので、通常の法律

の上位に位置するとされる。またフランスでは、国家予算は法律として国会での審議、

可決を要するが、その予算法の基本原則を定めている。  ～新日本監査法人（2008）

「フランスの公会計・予算改革と会計検査院の役割に関する調査研究」（平成 19 年度会

計検査院委託研究） 

http://www.jbaudit.go.jp/effort/study/pdf/itaku_h20_2.pdf 
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