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はじめに

英国の政策評価体系については，当センターにおいて既に累次の調査が行われている。

今回の調査は，英国が事前評価（英国ではアプレイザルと呼ばれている）に関するガイダ

ンス（グリーンブック）を出している数少ない国であり，その内容と利用の仕方を把握す

ること，また，事前評価との関連で，新しい政策（施策）が，どのように形成されるかのプロ

セスを把握することを目的とした。

このため，グリーンブックを作成している財務省を訪問するとともに，政策担当省であ

る環境食料農村地域省（以下，本書では略称により「DEFRA」と呼ぶ。）において，その

実際の利用の実態，新たな政策を形成するプロセスについて，調査することにした。なお，

その関連で，コンサルテーション制度の運用の実態を聞くため，全国農民連盟 (NFU)で

もヒヤリングを行っている。

以上のために面会に応じていただいた方々は以下のとおりであり，ここに名を記して，

感謝の意を表したい。勿論，事前事後のメールのやり取りを含めてである。

財務省公共サービス局上級政策アナリスト

DEFRA農村資源経済局エコノミスト

同

同保全管理局丘陵地農業政策課

全国農民連盟畜産アドバイザー

Jeremy Skinner氏

David Cawley氏

Stringfellow氏

Sue Adams氏

Dave Hemingway氏

なお，現地での調査は，当センター調査局次長の後藤が担当した。
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第 1章 グリーンブックのアプレイザルの考えと問題

1. グリーンブックにおけるアプレイザル

1)具体的な内容に入る前に，財務省 (HMT)が発行している「グリーンブック (THE

GREEN BOOK)」について，その性格を若干説明しておく。

グリーンブックは， 1930年ごろから作成されたというが，「Appraisaland Evaluation in 

Central Government」としてのハンドブックとしては第 1版が 1991年，第 2版が 97

年に出され，今回の 2003年 1月版は，第 3版ということになる。これに関しては，今回面

会したスキナー氏の仲介により特別の許可を得て，当センターの政策情報レポート 068「事

前評価と期中・事後評価」というタイトルで翻訳•印刷している。ここでは，事前評価と

事後評価に共通の評価手法が述べられているが，内容的には，圧倒的に「事前評価」が意識

されている。なお， evaluationは，ここでは，実施中のものもあろうので，翻訳に際し，

あえて「期中」という語を加えて，「期中・事後評価」とした。

期中・事後評価の場合と異なって，事前評価に関するガイドブックは非常に少なく，我々

が見る限りでは多くの加盟国を抱える EUによるものを別にすればこれも当センター

で許可を得て翻訳• 印刷しているオランダ財務省の「オランダ中央政府に係る業績データ

及びエバルエーション規則」（解説版）の中で取り上げられている＜らいであり，英国のグリ

ーンブックは，はなはだ貴重な文書といえよう。

2)グリーンブックにおける事前評価の記述は，かなり高度な技術的な解説を含んでいる。

これは，このガイドブックが，実際に事前評価を実施する各政策担当者に対し，彼らが一

番苦労する点，つまり技術的な評価手法，特に費用・便益分析法等にウェイトをおいてい

るため，と説明されている。しかし，同時に，事前評価のやり方，つまり手続きに関して

も参考となる点が多い。

詳しくは，当センターの印刷物を見ていただきたいが，おおよそ，どんなことが書かれ

ているかについては，第 1章の最後に、（参考）としてその要旨を載せている。

本稿で問題点として特に取り上げたいのは，英国財務省が考えている次の諸点である。

ア）アプレイザルの実施時期と期間

イ）アプレイザルの実施者

ウ）アプレイザルのチェック（誰がどう審査するのか）

エ）アプレイザルとコンサルテーション（協議ないしは意見聴取）
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2. アプレイザルの実施時期と期間

1) この文書（グリーンブック）全体は，かなり網羅的であり，かつ技術的な内容を多く

含むので，我々の関心は，むしろ，事前評価の実施手続きの方にある。その第 1が，アプ

レイザルの期間の問題である。

グリーンブックには，次のように書かれている。

「 2. 4 提案を実行に移す前に，事前評価が何度も繰り返し行われる。 」

つまり，ここでの事前評価は，かなり長期間をかけることが前提となっているようであ

る。これは，事前評価の対象とする政策（あるいは施策，事業）がかなり大きなものを念

頭に隊いているかのようである。

この疑問に対する先方の答えは，① 出来るだけ早い時期から，政策立案構想を作るべ

きこと，② スペンディングレビューの制度に見られるように現在の傾向としては，予

算を長期的に捉える傾向にあることから，このような情勢を反映して書いている，とのこ

とであった。英国の予算システムは，現在は PSA(公共サービス協定）とは直接関係がな

いが，先方の話では， 5年先ぐらいには，いまの resource(財源）中心から， performance

（業績）中心の仕組みへの転換が考えられている，という。

ただ，グリーンブックで述べられている事前評価の手法は，原則として各省内で行われ

るものであり，かつ，手法もかなり高度であるから，これは“理念”であって，現実には，

事柄に応じて，弾力的に実行すべきものであろう。正直のところ，今回の第 3版では，中

長期の考えを盛り込んでいるが，単年度との両方の考え方で進めるようにというのが実

際のところ，財務省のグリーンブック担当者の考え方である。

2) なお，事前評価を始める時期については，問題が生じ，ないしは課題が明らかとな

れば，出来るだけ早期に開始すべきものである。事前評価の開始時期は，少なくとも，新

しい政策についての選択肢に関する選択の余地がある時期でなければならない。口蹄疫の

ようなケースにおいては仕方がないとしても，財務省の立場からは，拙速に事前評価を行

うことはやらないで欲しい，という趣旨である。

3. アプレイザルの実施者

1) 前項で， 「事前評価は，原則として各省内で行われる。」と書いたが，グリーンブッ

クの 1.4及び 1. 5では，次のように書かれている。
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「1. 4 本書は，政府のすべての省及び執行機関を対象に，ベストプラクティスを記した

ガイドブックで，あらゆる種類及び規模のプロジェクトを網羅している。政府機関

における事前評価プロセスの一貫性と透明性を高めることを目的としている。

1. 5 更に詳しい分析が必要な場合には，本文中にも断わりがあるように，専門的助言

に関する説明を参照されたい。この説明では，技術・経済分野の専門家のニーズに

応えるべく事前評価と期中・事後評価について一歩踏み込んだ問題を取り上げてい

る。」

この文章だけでは分かり難いかもしれないが，先方の事前評価の実施者についてたずね

たところ，「事前評価については省内でやることを勧めているが，通常，外部のコンサルタ

ントを使っている。ただし，全部を委託することはない。」ということであったので，原則

は，省内において行うべき評価といえよう。特に，各省全体には， 2000人のエコノミスト

や会計士がいるので，これを活用すべきという点を強調していた。したがって，このよう

な内部に能力のある者を養成するとともに，それでも不十分な場合や分野については，外

部の専門家を活用する，というのが財務省の考え方である。しかし，現実的には，殆どの

場合に外部のコンサルタントが使われている実態は，財務省でも承知している。

2) 先方が強調したのは，いずれにしろ，喧要なのは "evidence"(信頼できる根拠）であ

って，これがない事前評価は，財務省としては承認することが出来ない。信頻できる根拠

が提供できないものについては出来ない理由を明らかにしなければならない，というこ

とであった。

4. アプレイザルのチェック

1) 財務省の説明では，グリーンブックは，“バインディング・ガイダンス,,(通常の指

針ではなく，拘束力のあるガイダンス）というべきものであり，これに各省は従わなけれ

ばならないし，もし従っていないときは，何故従わないかについて説明しなければならな

いということである。ただし，財務省では組織が小さいために，全部のアプレイザルにつ

いて内容のチェックをカバーするわけにはいかないという。アプレイザルのガイドライン

に従っているかどうかは，議会の "publicaccount committee" (公共会計委員会）がチェ

ックしている。また，会計検査院もチェックして，問題があれば，公共会計委員会に報告

する義務がある。要するに，事後チェックであるが，問題があるとなれば，管理者は辞め

なければならない，という。
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2) このような手続きを見ると，アプレイザルのチェックは事後のチェックであり，アプ

レイザルの出来いかんが，新しい政策そのものの予算について議会で影響が出るというこ

とはないようである（先方の表現によれば，予算に対してアプレイザルが関係するかと問

われれば， "potentiallyyes"であるという。直接的ではないが，間接的に関係する，とい

う意味であろう。）。つまり，議会で問題とされるのは政策自体の良し悪しである。予算に

ついて，通常の枠の外で，特別な“リングフェンス”といわれる予算枠があるというが，

これについては，事前の評価の優れたものという場合と，政策内容の評価によるものと，

両方があるようである（この点については実体にあたることは出来なかった。というのは，

面会した相手が，予算の専門家ではなく，評価の専門家であったためと思われる。新しい

政策に関する評価内容と予算との関係については，改めて調査する必要がある。しかし，

議論の全体からすると，政策の内容の方にウェイトがあるようである。）

3) このグリーンブックで示されるアプレイザルの内容は，かなり裔度，かつ専門的で

ある。これがどの程度，実際上の拘束力があるかという問題は，実際にアプレイザルを行

う，各政策省における理解や実行能力に関する関係が重要である。つまり，いくら財務省

が高度な，厳格な理論を提供しても，各省において，同じような考え方や手法で実施でき

なければ，グリーンブックは現実に生きてこないし，実行されない。この点に関する財務

省の説明は，グリーンブックは，基本的なルールを提示しているので，各省は，独自のガ

イダンス用意している，というものであった。また，このことは，グリーンブックにも，「各

省庁は，それぞれのマニュアルやガイドラインが本書に記載される原則と合致するように

し，特定分野に係る補足的ガイドを作成すべきである。」と規定されている。

しかし， DEFRAで聞いた限りにおいては，グリーンブックは，事前評価で取り上げるべ

き種々の視点の内，経済的側面について述べたもの，との理解であり，グリーンブックに

薗接結びついたものとしては， DEFRAにおいて特別なガイドラインは作成していないとい

うことであった。むしろ，内閣府が提示する規制インパクト評価の手法を敷術した考え方

に基づいた指導書を作成しており，これで対応しているようであり，財務省の説明とは，

必ずしも一致しているようには思われなかった。（この点については，後で，英国の新たな

政策の立案のルールに係る DEFRAの対応として章を改めて具体的に述べたい。）

5. アプレイザルとコンサルテーション

1) グリーンブックでは， 2つの段階で，コンサルテーション（協議ないしは意向調査）の

実施を勧めている。それは，

① いくつかの選択肢について事前評価を実施した後，最良の選択肢を精緻化して解決

策を導く段階でのコンサルテーション（協議）（邦訳グリーンブックの 7ページ）
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② 最善の選択肢を具体化するための改良を加えるために，他の選択肢の良いところを

取り込むために行うコンサルテーション（協議）（邦訳の 47ページ）

③ 広い範囲に影響を及ぼす計画案等について，早い段階で多くの選択肢や代替案を対

象として行うコンサルテーション（意向調査）（邦訳 47ページ）

である。順序としては，③, ①，②ということになろう。というのは，③は，計画案につ

いて，早い段階で多くの選択肢や代替案について関係者，さらには国民一般の意向を把握

するためのもので，意向調査というべきものである。これと比べ，①や②は，最良の選択

肢を精緻化したり，改良したりするもので，専門家や直接の関係者の意見を取り込む具体

的な作業である。これは，協議，ないしは意見の聴取というべきものである。英語では，

どれもコンサルテーションであるが，各段階で，その意味合いは異なるものと理解される。

グリーンブックでは，コンサルテーションを“勧めて,,はいるが，義務付けてはいない。

しかし，重要な位置付けを与えていることは，間違いがないようである。

2) ここで何故コンサルテーションを取り上げるかというと，英国には，文書によるコ

ンサルテーションという特別な制度があるためである。専門家など少数の者と行われる内

部協議からは，事前評価の実際は知ることが出来ない。しかし，文書によるコンサルテー

ションを見ることにより，事前評価における分析内容が，どこまで一般に明らかにされて

いるのかを知ることができる。つまり，英国には独特のコンサルテーション制度があり，

これは，文書によるもので，内閣府から出されている“文書によるコンサルテーションの

実践規範"(Code of practice on written consultation) に基づき，専門家や，利害関係者，

更には，一般国民までを対象として行われている。上記の番号でいえば③によるコンサ

ルテーションは，広く，利杏関係者や，更には一般国民の意向が求められるが（文書によ

るコンサルテーションは，一般にインタネットで行われるので，国民の誰もがそれを読み，

意見を述べることができる），①，②の協議助言の聴取は，一般に内容ややり取りを知る

ことが難しい。つまり，我々のような外部の調査者にとって，文暑によるコンサルテーシ

ョンのプロセスを通してしか事前評価の実態を知る手段はないので，どのような実態であ

るかを知る数少ない手がかりと考えられたのである。このコンサルテーションの例として，

「丘陵地農業補償金(HillFarming Allowance)」を紹介してもらったので，これについて概

要を見ることとしたい。

3)丘陵地農業補償金 (HFA) に係るコンサルテーションは，初期の意向調査であるが，

その概要は，次のようなものである。
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ア）コンサルテーションの提示

この丘陵地農業補償金 (HFA)は， EUの支援を受けて行われているイングランド地域

農村開発プログラムのメニューの一つとして，実施されているもので，この HFAについて

は， 2003年にレビューを行うことが約束されている。そこで， "HFAの手法及び措搬につ

いてなし得る改善を明らかにし，どのようにしたら農業環境保全制度の考えを含むその他

の方法に適合させることができるかを検証する”ためのものである。つまり，イングラン

ドの条件不利地域でのしっかりした農業（畜産が中心となる）を維持するために政府が将

来とるべき方向について調べるもので，その意味では， このコンサルテーションは，第 1

章で分類した①から③の 3つの分類で言えば，アプレイザルの中でも初期段階の③のレベ

ル，つまり，「広い範囲に影響を及ぼす計画案等について，早い段階で多くの選択肢や代替

案を対象として行うコンサルテーション」に該当するものといえよう。

DEFRAは，コンサルテーションの文書を， 2003年 4月に発出し， 7月末を回答期限

としている。回答を求めた相手(consultee)は，約 120団体に上っている。これらには，文

書により送付されたが，ウェブサイトにも同時に掲載し，一般の関心ある国民からの意見

も受け付けている。

イ） DEFRAのコンサルテーションの構成

DEFRAのコンサルタント文書は，次ページのような構成となっている。

このうち，第 1部から第 3部までは，今回のコンサルテーションの趣旨，注意事項など

であり，質問の本体は第 4部のセクション B及びセクション Cである。

セクション Bでは，高地及び条件不利地域での粗放的農業を維持することを目的とした

理論的根拠，丘陵地農業に関する政策意図及び目的といった基本的な質問が出されている。

この質問は， 7問あるが，この中には，丘陵地農業の今後の方向に関し， DEFRAにおいて

整理した 4つの選択肢を問うものが含まれているのが注目される。

セクション C は，原則的に現在の丘陵地農業補償金制度が維持されるという前提のもと

で，より具体的な事項に関して問いかけている。

このコンサルテーションの文書を見ると，背景説明に加え，付属資料が多数付されてお

り，非常に親切である。それでも，多くの相手先には，理解できない点が多いだろうとい

うのが，全国農民連盟 (NFU)の感想であった。
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第 1部概観：本コンサルテーションが対象とする問題の範囲

1. はじめに

2. 政策状況及び質間事項

第2部コンサルテーションの取り進め方

I. 回答期限

2. 問合せ

3. 回答の公表

4. 書面によるコンサルテーションの実施基準

5. 苦情申し立て

第3部どのように答えれば良いか

第4部関係制度の概要及び質間事項

§A : 本レビューを巡る背景説明

§B : 制度全般に係る質問事項

I. 条件不利地域(LFA)に対する補償支払いの合理的根拠及び基本的考え方

2. 丘陵地農業助成制度の政策意図及び目的

3. 今後の条件不利地域支援制度に関する提案

4. 地域区分

5. 上地分級

§C : 具体的政策手法及び制度運営に関する質問

I. 制度運営

2. 丘陵地農業助成制度の具体的運営手法

ウ）質問の例

意向調査として，どのような質問が出されているか，全体の 22問の中からいくつかを

拾ってみてみたい。

（問 I) 丘陵地での農業経営は，どのような環境的，社会的，経済的公益をもたらして

いると思いますか。それらの中で，もっとも大切なのはどれですか。その理由は？

（問 2) 丘陵地農業助成について，政府は条件不利地域内の肉牛経営及び牧羊経営以

外の経営も対象とすべきか？ そうなら，どのような経営を対象とすべきか？ その

理由は？

（問 3) 丘陵地農業助成の意図及び目的は現在なお意味があるか。ないとすれば，ど
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う見直すべきか？

（問 5) 我々は HFAの今後の展開方向を，次の 4つの選択肢に整理した。これらにつ

いての意見は？

選択肢 1 変更なし。場合により，仕組みや運営のマイナーな変更はありうる。

選択肢 2 内容を更に厳密化する。基本助成金と，特定の社会的又は環境的便益に絞

り，上積み助成する。（上積み助成の財源の問題がある）

選択肢 3 HFA助成金は，一定の基準及び“良き農法の実践”の遵守を条件とした基

本部分のみとし，上乗せはしない。（ばら撒き助成となる恐れがある）

選択肢4 HFAを「初歩的農業一環境計画」と統合する。（公益が単一制度で統一され

るが，管理運営が複雑になるのと， EC規則との整合性の問題がある）

（問 6) イングランド全域で一律とするか，助成率格差など地域性を加味するべきか。

これらに加え，執行条件や運営方法などの問いが並んでいる。問いのすべてに解説がつ

いており，親切なものとはなっているが，それでも， 100を超す諸団体で，どれだけ理解し，

判断できるかは疑問である。

エ）回答のまとめと分析

DEFRAの保全管理課丘陵地農業政策班では， 11月末に締め切った公開コンサルテー

ションの結果の取りまとめと分析を行い，調査相手に送付している。最終的に全部で， 3 

9団体の回答が得られたという。これによると，

① HFAの目的，目標はまだ適当であるというのが一般的な意見である。

② 過度又は過少な放牧から来る環境問題は，既に認識されている。他方で，高地農

業が持つ文化的アイデンティティ，高地コミュニティの価値観，伝統的技術への貢

献は認められている。

といった整理がされているが，我々が興味深かった「選択肢」への意見については， HFAの

変更に役立つ，明確な意見はなかったという。つまり， 4分の 1以上の回答は，どの選択肢

にもはっきり賛同の意見が述べられなかった，と整理している一方で，

③ 老齢化，高地農業の自立，コミュニティの維持といった社会的，経済的問題への

関心が高かった，

④ 予算の削減が，農家の最大の心配である，

⑤ 高地は，「美しい景観，動植物の最も重要な生息地，最も価値のある観光地」とい

う広範な合意がある，

といったことが浮かび上がったようである。
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4) HFAに関するコンサルテーションの結果は，以上のようなものであった。しかし，こ

の段階・レベルでの“意向調査,,が，どのように「新しい政策」につながっていくかは，さ

らにフォローしなければ想像がつかない。

5) 他方，コンサルテーションの技術的面を見ると，このように多くの組織を相手とした

「文書によるコンサルテーション制度」が可能なのは，何よりもインタネットの力による

といわざるを得ない。それでも，これに要する諸資源は，相当なものであろう。

6) 最後に，アプレイザルにおけるコンサルテーションと，そこにおける分析内容の開示

について，調査で知りえたポイントを簡単に整理しておきたい。

① まず，選択肢が絞られてからの協議ないしは意見聴取のレベルでは，その実態は区々

であり，しかも内部作業であるので，不明である。アプレイザルが，本質的に，政策

部内で行われるということに由来するし，その理由となっているとも見られる。

② 初期段階では，まだ分析が十分でなく，意向調査にとどまる。上の「丘陵地農業補償

金」の場合がその例である。この場合は，常づね担当部局と意見交換を行ってきたとい

う全国農民連盟 (NFU)の担当者も，仕組みの変更が，丘陵地の畜産農家にどのよう

に経済的な変化を及ぼすか，それが知りたいと述べていた。つまり，政策担当者との

関係の密接さとは別である。

③ DEFRAで事前評価，特に規制インパクト評価を担当している面会者に，分析結果を

含むコンサルテーションの例を現地で一覧表に基づいて聞いてみたが，見つけられな

かった。分析結果が公表されることは極めて稀であるとの印象しか持ち得なかった。
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（参考）

Green Book : Appraisal and Evaluation in Central Government 

Treasury Guidance (要旨仮訳）

（訳注：原本を参照し易いよう，番号は原本のままとしている。）

第 1章：序論と背景

1. 歳人，支出，規制等に関する新しい政策やプログラム，プロジェクトは，全て公共の利

益を最大にするため，出来る限り包括的で適切な評価を行う必要がある。ここでは，実

施上の考慮事項や方法を提示する。

以下の質問に答えがないものは承認されない。

＊ この目標を達成するのに，もっとよい方法はないか。

＊ この資源のもっと良い使い道はないか。

2. 本書の目的は，政策を効率的に策定し，政府内での資源配分を促進すること。

3. このため，①選択肢の設定，②案のあらゆる影響を出来るだけ金銭価値に換算，③選択

肢の費用便益分析を実施。（事前評価，中間・事後評価をあわせて "assessment"という。

本書は，このいずれにも適用できる。）

6. 各省は，そのマニュアルやガイドラインが本書記載の原則と合致するようにし，特定分

野に関する補足的ガイドを作成する。

第 2章：事前評価と評価の概要

2. 事前評価と通常評価は， ROAMEFポリシーサイクルの一部を構成する。

Rationale=原理的説明—-Objectives=目標-Appraisal=事前評価

-Monitoring=監視—-Evaluation=通常評価-Feedback=フィードバック

3. 事前評価では，①提案の費用便益の分析，②政府介入の正当化，③目標の設定，④選択

肢の設定・再検討などを行う。

（注）費用便益分析；提案に関して出来るだけ多くの費用と便益を金銭的に定星化す

る分析手法。市場が経済価値を十分測定できないものも含む。

費用効果分析：同一あるいは同様のアウトプットを導く代替手法について，そ

のコストを比較する方法。

4. 事前評価は，提案を実行に移す前に，繰り返し行われる。

6. 第 1ステップ（概要調査）：明確に特定されたニーズがあること。どの施策案も，コス

トに見合う価値を有すること。

7. 第 2ステップ（目標の設定）：望ましいアウトカムや政策の実施目標を明確に規定する。
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実行可能なあらゆる選択肢を特定。

8. 第3ステップ（事前評価）：最も重要な部分。“最小限での実施”という選択肢を必ず入

れる。

10. 第4ステップ（コンサルテーション）：最良の選択肢を選定する段階で，協議（コンサ

ルテーション）を行うことが重要。

13. 意思決定者や重要なステークホルダーに，結論や提言を提示することが重要。透明性

が不可欠。

14. 報告書には，十分な裏づけ証拠を示し，読めば計算や証拠，仮説を確認できるようにす

る。また，後日実施する通常評価を支える十分な情報を盛り込んでおく。

＊経済的な事前評価

実務的事例

規制インパクト評価

健康インパクト評価

環境事前評価

健康及び安全インパクト事前調査

消費者インパクト評価

総合的政策事前評価 (IPA)

評価と監査報告

（注） IPAとは，事前評価のあらゆる側面を対象として取り上げる政策手段のこと。

気候変動，大気の質，景観，土地利用，廃棄物，水，生物多様性，騒音などの

問題に関し質問のチェックリストを設けている。

16. 各省から，事前評価の最優良事例の雛型が発行されている。

19. 事前評価に当たって最初に考慮すべきことは，

＊必要と見込まれる予算，専門家のコスト

＊大学の専門家や行政担当者の品質保証の必要性

＊評価結果の伝達方法（公表，ウエブサイトヘの掲載など）

＊研究が進むまで，提案を延期する可能性

＊評価の事業計画の作成（予算，人材，作業手順等）

22. 規制インパクト評価 (RIA); 政府の方針として，全ての省庁は，法的権限の行使や規

制の策定が，企業や慈善団体，ボランティア組織に影響を及ぼす可能性がある場合，

費用，便益，リスクの観点から影響を評価することになっている。

25. 事前評価でチェックすべき点：

＊戦略的インパクト； 新提案が組織の戦略に対して及ぼす影響

＊経済的妥当性； 費用便益分析（第 5章）

＊財政的妥当性；

＊達成可能性；

財政的に適正（第 6章）

（第 6章）
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＊商業協定と提携協定； （第 6章）

＊規制インンパクト； （第 2章）

＊法案； 関連する法律（人権法，データ保護法，情報公開法等）

＊情報の管理と規制； 後日の評価で必要となるデータなど

＊環境への影響；

＊農村地域の問題； 政府は，全ての政策において特定の農村地域の状況を考慮す

ると明言している。 (DEFRA)

＊平等性： 社会の様々な団体に対する影響（第 5章）

＊健康，健康と安全，消費者軍視，地域的観点， EU, 設計の質など

第 3章介入行動の正当性

1. 基本的質問；① 介入の明確な論理的根拠，② 効果的か（便益がコストを上回るか）

2. 介入の論理的根拠は，通常，市場の失敗又は政府が分配し充足すべき目的がはっきりし

ている場合。市場の失敗とは，市場がそれ自体としては，効率的なアウトカムを実現す

ることもそれを見通すこともできないということ。

3. 介入によって，かえってコストが高くつくことがあることに注意。

4. 「第一段階」：課題の範囲，政府行動の根拠を確定すること。調査のカバー範囲；

① 何も変わらないか，変わる程度がごくわずかな場合の結果

② 市場の状況（例，市場の失敗の原因，雇用水準）

③ 現状，将来予測値，公表済みの将来見通し

④ 潜在的受益者（及び社会的弱者）

⑤ 技術進歩

⑥ 課題の範囲，重要性が将来変化するか，効果が世代を超えて累積するか。

「BOX4」 政府介入を正当化する例一職業訓練の拡充の例

第 4章 目的の設定

1. 提起されている政策目的の明確な説明。全ての選択肢にも同じ。

2. 「目的 (objectives)」：達成方法の検討のためには，一般的な用語で説明すること。

政府方針，省の目的，公共サービス協定 (PSA), マクロ経済目的等と適合すべき。

3. 「アウトカム」：社会の最終便益，「アウトプット」：明確に測定可能な行動結果。

4. 達成目標(Target)が備えるべき要素：

* Specific 明確性

* Measurable 
* Achievable 

測定可能性

達成可能性
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* Relevant 
* Time-bound 

社会的妥当性

時間的限定

「BOX5」 目的，達成目標の設定のための質問

何を達成しようとするか。目的は何か。成功といえるアウトカムは？

他の方法で同じ目的が設定されていないか。

・ 省の戦略的狙いに合致しているか。

目的が，他のプロジェクトのアウトプットから反射的に得られないか。

目的，アウトカムはどう測定されるか。

実現への過程をモニターできるか。

目的実現の決定的なファクターは何か。

SMARTに即した達成目標は何か。

「BOX6」 アウトプット，アウトカムの例

「BOX7」 “職業訓練の拡充”の例

第 5章選択肢のアプレイザル

3. 「選択肢の設定」：リストには，最低限政府が行う必要のある行為(dominimum option) 

を含める。これにより“干渉主義”の論拠を判断できる。

4. 初期段階で専門家の意見を聞くと，いくつかの適切な選択肢が見出せることがある。

5. 他の政策との関係もあわせてアプレイザルを行う。

6. リストからもれたものの理由を記録しておく。

「BOX8」 選択肢の設定方法は，試行過程にある。ここにはヒントをあげる。

「BOX9」 選択肢の例：時期・規模の変更。借り上げ• 新築・買い上げの選択。初期投

資とその都度支出の比率。改造・新規調達。他部局との協力。民間委託。規制・検査な

どの仕組み。期限の設定。など

8. 「選択肢ごとの費用・便益評価」： 全ての選択肢につき，費用と便益の差（純費用，純

便益）を計算する。意思決定者の判断のために，重要である。

12. 社会的，環境的費用又は便益のように，金額を定めにくいことがあるが，無視しては

ならない。

13. 人件費予算についても，注意が必要である。第 6章参照

14. 「経費の見積もり」： 費用は関連する機会費用で示さなくてはならない。

16. 固定費用，可変費用，準可変費用，段階費用の違いは，明確にしておく。ただし，分

類の変更は，柔軟であるべき。この分類は，「感応分析」に有益。
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21. 減価償却費と資本費について。残存価値について。予期せざる支出について。

24. 「便益価額の見積もり」： 明らかに不可能な場合以外は，便益は金額評価しなければ

ならないというのが，共通ルールである。

25. 経済の他分野での経費（たとえば，環境対策費）も考慮する。市場価格が使えない場

合もある（例，農用地市場への EU補助金）。

27. 既になされた検討結果を用いる（便益移転法）ときは，事情の変化を考慮に入れる。

28. 明確な金額がないときに新たに調杏を行うかの検討は， Annex2を参照。最大，最小

の中間値を出すことは，「感応分析（決定に当たり便益評価額が必ずしも不可欠なもので

はないということを示すために行われる）」に取り入れる。

「BOX10」 評価額算定手法 （主観的，非市場的な，環境的，社会的，健康上の効果）

＊ 支払意思法 (Willingness to pay) 

＊ ヘドニック法（顕示選好法， Revealedpreference) 

＊ 表明選好法 (Stated preference) 消費者の負担の意思

＊ 受容意思法 (Willingness to accept) 消費者が見返りとして求める額

32. 「費用及び便益評価額の調整」： 明確かつ系統的な統計表で。

33. 「分配的分析」：追加費用の限界効用の低減（所得）のほか，年齢，性，民族など。

36. しかし，基本は，所得であろう。

42. 「相対価格の変化に対する調整」：価格は，今日の一般価格で示す。デフレータの使用。

48. 「割引」：費用の発生と便益の発現に差があるときに比較する方法。時間選好法（将来

より，今入手したいと考えると仮定）による。現在価格に換算。

「BOX11」 現在価格の算定

55. 「選択肢間の税金格差の調整」

57. 「リスクと不確実性の導入」： アプレイザルでは，各選択肢が抱える想定されるリス

クの評価額とその将来の不確実性を検討する必要がある。逆に，回避• 緩和する手立て

を検討しておく必要がある。

59. 「リスク管理」： 政策の実施期間中に生じるリスクを特定し，評価し，それを管理す

る体系的手法。その内容は，

＊リスクの特定，しかるべき手立ての設定。

＊リスクの観察，情報の入手。

＊具体化しそうなときは，バランスの取れた管理。

＊リスク分析とリスク評価の枠組みによる意思決定。
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61. 「偏りとリスクの調整」：

「楽観的偏り」： プロジェクトのアプレイザルについては，過度に楽観的過ぎるとい

う明らかな傾向がある。これは，プロジェクトが民間・公共の部門を問わず，共通した

現象。アプレイザルでは，便益は過大，時間と費用は過小評価をしがち。

62. この傾向を正すため，感応分析の手法で運営コストと想定便益の仮定を検証してみる

ことが必要。調整は過去の経験に基づき，例えばここ又は進行中のデータを用いて行う。

" Review of Large Public Procurement in the UK"を参照。 Annex4を参照

「BOX12: 楽観的偏りの例」

65. 「リスクの金額評価」： 度を過ぎた楽観主義を調整するため， リスク評価額は上積み

されるが，アプレイザルが進むとリスクが明確になり上積み金額は滅少する。リスクの

評価額の算定に，‘‘想定評価額 expectedvalue, (EV)"がある。

「BOX13: 便益の想定評価額の計算例」

「BOX14: 意思決定体系図の例」

68. 「不確実性の評価」：

「感応分析」；これは，アプレイザルにとって基本的なことで，ある選択肢が避けがた

い将来の不確実性に対し，どの程度脆いかを測るための方法。これにより，費用の増大，

便益の減少を測定し，選択肢の採否が決まる。

「BOX15: 感応分析の例」

72. 「シナリオ」：将来の不確実性を計るのに，シナリオ分析も有効。シナリオの中で感応

分析を行うこともある。

「BOX16: シナリオの例」

73. 「モンテカルロ分析」：様々なリスクについて範囲と金額を一体的に把握するリスク・

モデリングの方法。 Annex 4参照

74. 「リスク及び不確実性の予防と軽減」： 不確実性の評価に続き，リスクと不確実性の

予防・軽減の戦略を調べる。留意点は 9項目（略）。 Annex 4 参照

76. 「金額評価の難しい費用及び便益の検討」： アプレイザルでは，可能で意味がある限

り数量化しなければならない。金額評価に代わる，最善の数量化を検討しなければなら
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ない。 (BOX1 7) Annex 2参照

「BOX17: 非金額的定量化の例：設計の質に関する指標(DQI)」

78. 非金額的評価の費用と便益を比較する手法で最も一般的なのは，「加重評点法

(weighting and scoring)」あるいは「多基準分析(multi・criteriaanalysis)」の方法である。

加重評点法では，まず各基準項目に加重するウェイトを割り振り，ついでこの基準項目

に各選択肢がどのくらい達しているか評点をつける。選択肢ごとに評点を合計し，その

結果で順番をつける。もっとも簡便な方法として達成すべき基準項目（必須達成要素）

をリストアップして選択肢ごとにこれを満たすか否かで評価する方法もある。ウェイト

について，利害関係者や意思決定者の判断が強く働くのを避けるため，金がかかること

に反対の人を最低一人含めることが必要。

「BOX18 加重評点法の例」ここでは具体的に研修プログラムでの実施方法の例が示され

ている。

第 6章解決策の策定と実行

61. 最善の選択肢の選定を行うには，透明性を確保することが重要。つまり，専門家のコ

ンサルテーションを行う。さらに実行のため，民間セクターの関わり，調達手続き，

進行管理などを検討する。

63. 「最善の選択肢の選定」

「決定のためのガイドライン」：費用・便益分析が完全なら，純現在価が最も高いもの

が最適。

「BOX19: プロジェクト選定の例」

65. リスクが重要な意味を持つなら，‘‘最大収益 (maximum・return)基準”つまり，最悪

のケースでマイナスを最小限にする選択肢。

「BOX20: 最大収益基準の例」

66. 評価結果が金額で示されない場合，加重評点法と費用・便益分析を併用する。金額評

価と非金額評価の効果の優劣の判定には，利害関係者の全面参加を求める。
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「BOX21: 最良選択肢の選定の例」

67. 投資回収期間や内部収益率 (internalrate of return) は，決定基準としては不適。

610. 「財政負担力，資金確保，キャッシュフロー」 アプレイザルには，次の計算曹を添

付する。

＊財政計算書(budgetstatement) 

＊キャッシュフロー計算書(cash-flowstatement) 

＊資金調達計算書(fundingstatement) 

「BOX22: 諸費用間の差異の例」

612. 「解決策の開発」：他の選択肢の良い点を，ベストの選択肢に取り込むことも必要。

613. 「専門家等とのコンサルテーション」：この段階で，なるべく早く，公式，非公式を問

わず，外部の専門家や影響を受ける者とのコンサルテーションを行うことが極めて大切

である。影響が大きい政策では，より多くの選択肢を示して行う。内閣官房による“最

善の実施指針”がある。（以下は抜粋）

＊もっとも適切な方法で。書面調査より，関心団体との会議等の方法がある。

＊電子的方法等，容易に回答できる方法で。

＊十分な時間をとる。このため，計画策定当初に組み込む。

＊資料は，明瞭，簡潔，焦点を絞り込んで。

＊コンサルテーションの経過が，関係者に分るように。

＊結果・決定理由は必ず説明する。

616. 「民間セクターとの関わり」：民間セクターとの，最も効率的な関係を見出す。

「BOX23:民間セクターによる供給の検討；民間に委ねるケース，委ねないケース」

617. 「取引契約」

621. 「調達プロセス」

623. 「実施」：アプレイザル終了後，実施計両を十分に練る。実施期間の履行過程をトレー

スし，データを記録することで，後日行われる通常の評価に大きなプラスとなる。

624. 「プログラム及びプロジェクトの管理」

627. 「実績の管理と測定」：実績管理は財政管理とデータ管理からなる。モニタリングを適

切に行うには，当初計画に組み込まれているべき。

631. 「財政報告」

633. 「便益実現管理」
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「BOX24 便益のカテゴリー」

636. 「契約管理」

第 7章 評価 (Evaluation)

（省略）

ANNEX 1 政府介入

1. 政府介入の論理的根拠は，つぎのとおり。

＊市場及び制度運営における非効率に対処した経済的目的の達成

＊地方・地域の再生というような公平性に関する目的の達成

2. 「経済的目的」：効率性は，資源の最適配分及び最適利用により経済好況を増進する。市

場の失敗とは，何らかの理由で市場メカニズムのみでは効率性を実現できない状況をい

う。

3. 「公益(publicgoods)」：市場は公益をもたらせない。公益は，非競合的(non-rival)で，非

排除的(non-excludable)なもの。

＊非競合的；ある人が財を消費しても他の人の消費を妨げない。例，きれいな空気

＊非排除的：ある人が入手可能なとき他の人も入手できる。例，国土防衛

4. 非排除的の問題は，“ただ乗り”。つまり，公益を受けながら，他の人が対価を支払うと

考え，支払わないこと。全体で負担を期待すると，不足する。

5. 「外部効果(externality)」：ある特定の活動の結果，他の活動にとって市場ではその額が

直ちに決められない便益又は費用をもたらすこと。例，研究開発の溢出効果，環境汚染

の環境への影響。

6. 「不完全情報」：市場では，情報は，売り手，買い手に平等でなければならない。情報の

非対称性(asymmetryof information)の下では，市場の失敗が生じる。

8. 「市場支配力」

9. 「公平性」：公平性目的は，政府介入の重要な要素。 Annex 5参照

12. 「追加効果」：政府介入で設定した達成目標領域でのアウトプット又は雇用の増大に関す

る成功は，通常，‘‘追加効果,,という表現で評価される。これは介入がなければ生じたで

あろう状態との差し引き結果の影響（グロスではない）の大きさを示す。追加効果は，‘‘供

給サイド”あるいは“構造的”効果といわれ，経済の生産能力を変えることによって生じ

る。例，市場機能や経済関連諸制度の改善，能力強化，労働参加人口の増大。期待するに

足りる効果がなければ，民間支出の減少を招く (crowdingout)。これいかんで，‘‘放置策(do

nothing)"つまり，政府介入がなかったら生じたであろう状態に委ねる。

＊漏出効果(leakage); 期待した外の地域又は集団で生じる効果
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＊死甫効果(deadweight); 介入なしでも生じたであろう効果

＊置換え効果(displacement), 代替効果(substitution); 介入の便益が他で減少させる

19. 政府介入の純便益額は，介入が無ければ実現したであろう純便益額（置換効果を含む）

を控除し，これに乗数効果を加えたものに等しい。乗数効果については， "English

Partnerships, Regional Development Agencies"を参照

22. 「地域再生」：以下を明確に。便益享受者，メカニズム，構造的便益，手段。アウトカ

ムとして；犯罪の減少，地域社会組織の能力向上，地域の所得・雇用の増大。また，パ

ートナーシップに関する記述を含むべき。

24. 「雇用効果と再生」

25. 「国の援助」： EUなどの規程と整合していること。

（ 以上 ） 
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第 2章 DEFRAの方法；「より良い規制・規則」

1. DEFRAの「より良い規制・規則」の内容の特徴

1) 第 1章のアプレイザルの説明で述べたように，グリーンブックの手法は，原則とし

て各省内で行われるものである。これは，財務省によれば，‘‘拘束的なガイドライン”であ

るとされるが，他方では，これは一つの“理念としての手法”を示したもので，現実には，

各省が，その特性に応じて，具体的なやり方を定めるべきものとされている。そこで，農

林水産分野を担当する DEFRAでは，アプレイザルをどのような考え方，手法で行ってい

るかを実際に見ることが重要になる。このための具体的な文書の例が， DEFRAにおける「よ

りよき規則・規制：原則と実践」というガイドブック（指導書）である。

我々として，特に関心があったのは，農林水産分野で多く用いられる“奨励的な”政策

に関するアプレイザルの手法，手続きが， DEFRAにおいてどのように用いられているかで

あった。というのは，“規制的な”手法に関しては， 1998年以来，内閣府から，規制インパ

クト評価に関する手法や手続きに関するガイドラインがでているからである。

しかし， DEFRAにおけるアプレイザルの担当責任者として我々に示してくれたものは，“よ

り良き規制・規則”というものであり，奨励的手法に関するというより，どちらかといえ

ば，規制的手法に関する内容の指導書であった。（以上の点については，英国を訪れる準備

段階で，かなりのやりとりがあったところである。つまり，当方が，奨励的政策にも適用

できるアプレイザルの運用実態について聴取することを希望したが，先方は， RIA手法を

基礎にして説明することに拘った。）

2) DEFRAによる事前評価に関するガイドライン（手引書）は，グリーンブックが特定分野

に関するものとして，グリーンブックに準拠して作成を勧めているものとは異なり，どち

らかといえば，内閣府が出している「より良い政策立案：規制インパクト評価へのガイド」

を踏まえているようである。

内閣府の規制インパクト評価 (RIA)のガイドブックについては，当センターの「総合評

価等に関する調査研究（中間報告）」（平成 15年 3月）の 61ページ以降で 2000年版に基づ

いて紹介しているが， DEFRAのガイドラインを説明する参考として若干触れておきたい。

2. 内閣府のガイドライン「より良い政策の立案」の考え方

1) 内閣府のガイドラインは，「良い政策の立案：規制インパクト評価へのガイド」という

タイトルで， 2000年に公表された。規制の導入に際し，ビジネス，慈善団体，ボランティ

ア組織に及ぼす影響（インパクト）の評価を行うことを指示したものである。これが，昨

年 1月に「より良い政策の立案：規制インパクト評価へのガイド」というタイトルで改訂
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版が出された。

まず， この改訂版の作成の趣旨を知るため，改訂版に寄せたブレア首相の序文を紹介し

ておきたい。

「より良い政策の立案；規制インパクト評価へのガイド」 内閣府

2003年 1月版へのブレア首相の前書き

1998年 8月，私は，“いかなる大臣も規制インパクト評価なくして，ビジネス，慈善また

はボランタリー組織に対して影響を持つ規制の提案を行うべきではない”と述べた。

私は内閣府に対し，各省が規制インパクト評価に完全に準拠する形でより良い規則を作成

するよう促した。規制・規則(regulations)や代替措置(alternativemeasures)が導入される

ところでは，提案の明確なコストと便益の詳細ばかりでなく，広範にわたる経済的，社会

的あるいは環境面での影響をも記述している，完全な規制インパクト評価を基により良い

規制・規則の策定が可能なはずである。新しい規制・規則は，まず他の選択肢が検討され，

否定されたのち，便益がコストを正当化する場合にのみ導入される。（以下省略）

2) 改訂版においてはどこが変わったのであろうか。

このブレア首相の言葉を注意してみると，話しているテーマは規制インパクト評価 (RIA)

に関することであるが，たとえば，‘‘規制・規則 (regulation)や代替措置 (alternative

measures)が導入されるところでは，．．．．．．．新しい規制・規則は，まず他の選択肢が検討

され，否定された後，便益がコストを正当化する場合にのみ，導入される。”といったくだ

りは，アプレイザルであっても規制インパクト評価であっても，いずれにも通じる考え方

である

もとより，規制インパクト評価も，政策の決定前に行う事前評価の一種であるから，こ

のことは何もおかしなことではなく，むしろ当然であるといえよう。ただ，財務省のグリ

ーンブックと内閣府のガイドラインが並立しているために，各政策省としては，混乱が生

じる可能性がある。

例えば， DEFRAの見方では，内閣府のガイドラインは， 2000年のものと基本的な違い

はないが，次の 3点で変わっていると指摘している。

1)改訂版では，政策検討の当初から，初期の RIAに向けて準備することの重要性が強

調されている。
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2)法令に限定せず，戦略文書や任意的取り決めといった民間部門に何らかの影響を及

ぼす政策手法のすべてについて， RIAが必要であるとしている。

3) 政策提案について，経済的，社会的，環境的な主要な影響のすべてを含め，適切な

コスト便益分析を行うことが，政府の持続可能な発展という約束の履行に不可欠であ

るとしている。

つまり，上記 2)に見られるような，①対象とする政策手法の拡大， 3)に見られるような，

②経済，社会，環境面での評価，という考え方が重要である。①は，グリーンブックの範

疇と璽なるものであり，②は，経済面にウェイトをおいたグリーンブックのスタンスより，

ひろい視点にたっているといえそうである。これらの点は， DEFRAの指導書に反映されて

いる。

また， DEFRAで面会した専門官（常日頃，内閣府と連絡を取り合っているという。）に

よれば，

ア）内閣府のガイダンスは，奨励施策を含むすべての政策を対象にしている。「“規制”

インパクト評価 (RegulatoryIA)」というより，「“政策”インパクト評価 (PolicyIA)」

と呼ぶべきである。

イ）影響する範囲は経済，社会，環境であり，ブレア首相の言う“ビジネス"は，（個人

も含んだ）“エコノミー”と考えて欲しい。競争の制限を防止したり新しい中小企業の

参入を容易にするなどといった概念より，もっと広いものをめざしている。

と述べていた。

これらからみると，政策担当省においては， この二つのガイドをどうこなしていくか，

かなり微妙な問題を抱えているようである。

3. DEFRAの「より良い規制・規則：原則と実践」の内容

1) 話を戻して， DEFRAの事前評価の指導書である「より良い規制・規則：原則と実践」

のポイントを見ておきたい。なお，「規制・規則」と標記しているのは，原題は"Better 

Regulationであるが，「regulation」には，規制という意味と規則という意味があるためで

ある。これは，日本語の語感から言うと，大きな差異があるが， DEFRAでの議論による限

り，英国では余り区別していないようである。

この手引き書は，次のような書き出しで始まる。

「本書は，環境・食料・農村地域省 (DEFRA)の政策立案関係者向けに，より良き規則・
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規制 <BetterRegulation) に関する内閣府作成の解説の主要点について簡潔な手引きとし

て作成されたものである。ある政策についてその必要性やその妥当性を明らかにし，リス

ク，代わるべき選択肢，便益及び費用といった点について政府のより良き政策策定及び持

続可能な発展に対する公約に従って全て国民に明らかにするためには，政策立案の早い段

階で規制に伴う影響評価 (RegulatoryImpact Assessment。RIA)を行うことが重要である

ということを改めて強調したい。

なお本書は，より詳細な内閣府作成の手引きと併せて利用されたい。

内閣府作成の詳細な手引書は DEFRAのより良き規制班(BetterRegulation Unit。BRU)

のホームページを通じて入手可能である。

‘より良き規則’とは何か？そんなことどうでもいいではないか。

1. • より良き規則（規制）＇とは，次のような意味を持つものである。 (i)あらゆる新政策

や提案のもたらす影響を早い段階で体系的に評価することにより，その政策なり提案が，

社会や国民経済，環境のみでなく，企業，ボランティア組織さらには個人に及ぼしかねな

い影響をより幅広く認識することが出来ること， (ii)常に，法令の見直し，行政手続の簡素

化あるいはよりソフトな規制への転換といったような現行政策についての手面しが必要か

ということに常に目配りすること。よりよき規則が重要な理由は次の 3点に集約される。

> それが通常の良き政策立案慣行の一部であること。

> 政府全体の公共サービス取極め (PublicService Agreement。PSA)目標に盛り込まれ

た政府の方針となっていること。及び，

＞ 外部関係者及び首相官邸が大きな関心を寄せていること，さらに，我が省は沢山の規

則を持った官庁の 1つであり，我々がどう対応するか注目を集めており，よりよき規則／

規制に取組むということは我が省が正当な評価を得るために極めて重要なことである。

2) ここで注意したいのは 1の(I)で見るように，「あらゆる新政策や提案のもたらす

影響を早い段階で体系的に評価することにより」と表現されており，この“あらゆる新政策

や提案”という表現は， DEFRAのガイドブックが，いわゆる規制インパクト評価 (RIA)

だけを対象とするのではなく，すべての政策に当てはまるということを述べている。

DEFRAを訪問した際の先方の説明においても，“あらゆる新政策”という概念が，非常に

幅広いものであることが強調されたことは既に述べた。

さらに，その文言のあとで，「その政策なり提案が，社会や国民経済，環境のみでなく，

企業，ボランティア組織更には個人に及ぼしかねない影響」と続いており，政策なり提案

なりが影響を及ぼす分野についても，影響を及ぼす対象（企業，ボランティア組織さらに
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は個人）についても，かなり広範な表現をしているのが注目される。

つまり， DEFRAの評価の視点は，

① 「“あらゆる新政策や提案”にもたらす影響」を問題にしていること。

② 影響の範囲の及ぶ範囲を「企業，ボランティア組織“更には個人”」と，全般に広げ

ていること。

③ 「社会や国民経済，環境」という範囲で問題にしていること。

という特徴が見られる。

更に DEFRAのガイドブックの続きを見てみたい

「何故このような新たな手引きが必要なのか？

政策担当者が行うべきことについての詳細かつ正式な解説は付属資料 1にあげた内閣

府作成の手引きに載っている。これは最近改定されたばかりで， DEFRAの政策関係部局全

てに配布したところである。本書は政策立案担当者が記憾に留めておくべき内閣府作成の

手引きのキーポイントを要約したものである。

内閣府作成手引き（改訂版）は以前のものと基本的な違いはない。しかし，改訂版で

は政策検討の当初から初期 RIAに向けて準備することの厘要性が強調されている。また，

法令に限定せずに戦略文書や任意取極めといったような民間部門に何らかの影響を及ぼす

政策手法の全てについて RIAが必要であるとしている。そして，政策提案について経済的，

社会的，環境的な主要な影響全てを含めて適切な費用・便益分析を行うことが政府の持続

可能な発展に対する約束履行に不可欠であると強調している。

RIAをどう統合的政策アプレイザルと適合させればよいか

>統合的政策アプレイザル(integratedPolicy Appraisal "IPA")手法は，例えば地域活性化と

環境アプレイザルといった問題について統合的手法で地域活性化と環境問題をリンクさ

せるといったように政策立案者が政策アプレイザルに対する様々な要請に応えるのを

支援するために開発されてきた。 DEFRAの省としての持続可能な発展戦略“将来のため

の礎(Foundationfor the Future)"では，意思決定者を支援するために IPAを活用する

ことを勧めている。

ー ある政策なり事業が及ぼし得る様々な影響を網羅的に検討する；

ー ある政策なり事業のインパクト及びその想定される大きさを明らかにするために，

系統的に証拠を収集する；
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ー 要すれば，より詳細に分析したり，専門家の指導を受ける。

上に見たように， RIAについての内閣府の改訂版手引きでは持続可能な発展及び社会

的，経済的，環境的な影響についてあらゆる面から検討することの必要性が強調されて

いる。 IPAのスクリーニング方法はこれを行うための枠組みもたらすものであり，その政

策の主要な影響を特定することによって，より詳細なアプレイザルが必要な分野はどこ

かを浮かび上がらせ，詳細なアプレイザルのために手助けとなる補足的手引きへのリン

クを張っている。その結果は初期 RIAの関連箇所に取り込まれことになろう。

> IPAは現在，注目を集めているいくつかの ‘スポットライトプロジェクト’ 及び‘ワ

ンストップショップ’計画で実験的に行われている。

> 我々が通常業務を遂行するに当たって適切な政策アプレイザルを行うことは必須であ

るが，政策立案部局がアプレイザルのために必要な人員や専門的知見を準備することは

容易でないことは明らかである。局長会議の合意に基づき，経済・統計部及び環境保護

経済課によって， 2003年を通じてワンストップショップ (OneStep Shop)と呼ばれるパ

イロット事業が進められている。これは様々な DEFRA内の政策担当部局に対し， RIA

手引きや IPAに対応した統合的政策アプレイザル実施に当たって必要となる実践的支援

やアドバイスを 1箇所で提供しようという試みである。このパイロット事業で得られた

成果は， 2003年度以降に業務遂行機関に対する助言・勧告や統合的政策アプレイザルに

当たっての人員配置に活用され予定である。

規制に伴う影響評価(RIA)

RIAはアウトカムに集約される確固とし柔軟性に富みかつ幅広い情報を踏まえた政策を

発展させる上で役立ち，必ずしも明確に捉えきれない様々な問題について検討する際役立

つ思考の枠組みを提供してくれよう。 RIAにより，ある政策が必要であるか，その妥当性

やリスク，他に代わるべき選択肢はないか，それによる便益と費用はどうかといった点に

ついて完全に解明したか否かを確認することが出来る。したがって， RIAは新たな政策の

正当性を利害関係者のみならず政府部内で説明するに当たっての有益な手法であり，さら

には EUとのブラッセルでの協議に備えて政策展開を発展させるためにも有益である。

内閣府の手引きで強調されている点について正しく理解するためのキーポイントは以下

のとおりである。

＞ 政策提案に当たり，それが立法を伴うものか否かに関係なく，その政策案が企業，慈善

団体，ボランティア組織あるいは地方当局等幅広い公共部門の負担に関係する（賦課ある

いは軽減）場合， RIAを行うことが求められる。その政策案が緊急問題であるとか微妙な

問題に係るものの場合には RIAは必要とされていない。これらの問題以外で RIAが要求

されないのは，その政策案による負担の増減がない場合，あるいはインフレ率等予め定め
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られた算式に従って引き上げられる公共料金の場合である。たとえその政策案による影響

が無視できる程度のものだと考えられたとしても，初期 RIAを行うことが望ましい。何

故なら，ある政策が様々な方面にどの程度の影響を及ぼすかということがいつでもはっき

りしているとは限らないからである。

＞ 関係閣僚委員会の承認を得るのに必要な厘要事項は全て RIAに網羅されており， RIA

は政策案に係る影響を他省庁所管大臣に理解して貰ううえで役立つ。

＞ 政策立案の早い段階で初期 RIAを準備することにより，大臣にいくつかの選択肢につ

いてそのリスク，便益及び費用を説明できる。

> その提案に係る便益の全体像を示すことが出来る。このことは，あらゆる場合に便益

は費用を超えるとは云えないことから， RIAの最も重要な点である。

＞ 中間 RIAについて正式なコンサルティング（意見聴取・協議）を行う。政策検討の様々

な段階での中間 RIAの詳細については内閣府の手引きを参照されたい。

> コンサルティングは適切なときに，内閣府の書面コンサルテーション実施規準に則っ

て最低 12週間の回答期間を設けて行う。

＞ 所期の目的達成のために考えられるあらゆる選択肢について，「何もしない」あるいは

規制によらない方法といったことをも含めて検討する。特に規則／規制によらない方法と

いう選択肢について明確にすること及び提案の便益をはっきりさせることが重要である。

＞ 早い段階で，小規模企業庁 (SmallBusiness Service)との協議を持つ。小規模企業庁

は政策案について小企業に与える影響について様々な助言をしたり，場合によってはさ

らに明確にすることを求めることがあろう。

> 公正取引委員会 (Officeof Fair Trading "OFT")のガイダンスに従って，競争につい

てのアセスメントを実施する。

＞ もし EU指令により課される法的義務等その内容に疑問がある場合は，疑問点毎に自

らの見解，費用及び便益及びリスク評価を添付して大臣に提出する。その際， リスクの

最も少ない選択肢だけを提出するのではなく，全ての選択肢を提出しなくてはならない。

> 付属資料 1に示されたより良き規制の 5原則に従う。

＞ 大臣に対し“想定される便益は費用を超える”という文言が盛り込まれた最終 RIA

(final RIA)に対し署名を求める。（なお，最終 RIAを議会に提出するに当たっては法定

文書類あるいは関連する法律を添付し，同時に DEFRAのWebサイトに掲載しなくては

ならない。これ等については“より良き規制班 (BRU)"が手配する。）

> 企業に対し規則案の内容を簡潔にまとめた手引き及び規則案に対する簡単かつ公正な

意見提出方法を示す。政府は全ての法令について施行 12週間前に意見提出の手引きを公
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にする旨決定している。小規模企業庁は，適切な時期に関係企業向けに意見提出案内を

公表しており，これに従うことが必要である。小規模企業庁の公表内容は BRUのウェブ

サイトに掲出されている。

もし意見提出期間 12週間を短縮せざるを得ないときはその理由について説明が求めら

れることになっているが， これについても BRUは相談を受けることとしている。

RIAはいつ行わなくてはならないか

初期 RIAは，その政策案についての大臣の感触を聴いたり，ブラッセルでの協議に向

けた準備に取りかかる早い段階で行うことが必要である。規則案の公表あるいは意見公募

が発表されるときあるいは規則案の内容が説明覚書(ExplanatoryMemorandum)として

官報掲載されるときには，可能な限り初期 RIAの全体を示すことが求められる。もっとも

この段階では RIAは不完全なものであり，これを完全な形にするためのコメントを求める

ことができることになっている。もしその規則案が各省大臣の合意を必要とするものであ

れば，内閣府は閣議合意を求める大臣書簡に中間 RIAを添付することを担当省庁に要求す

る。

RIAの結果は規制による影響を明らかにした規則案とともに公表しなくてはならない。

（ 以下，省略 ） 

3) 以上のように， DEFRAのガイダンスは，基本的に内閣府のガイダンスを踏嬰してお

り，その具体的な説明，実行方法の形をとっている。また，アプレイザル，規制インパク

卜評価に加えて，「統合的政策アプレイザル (IPA)」という新たな手法も登場している。結

局，これら全体を進めていくことが，余りに複雑化して難しくなったため，「ワン・ストッ

プ・ショップ」という問合せ組織を DEFRA内に設けたことが説明されている。

なお，財務省のグリーンブックにも，規制インパクト評価に関する記述がある。これ

も紹介しておかなければ，バランスを欠くであろう。

「 グリーンブックの抜粋

規制インパクト評価

2.22 規制インパクト評価 (RIA)とは，企業や慈善団体，ボランティア組織に影響を及

ぼす可能性のある規制案について，費用，便益，リスクの観点からその影響を評価する
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政策手段である。政府の方針として，すべての省庁は，法的権限の行使や規制の策定が

全体的な影響を及ぼすと考えられる場合， RIAを実施することになっている。また，英

国の企業や公共部門，慈善団体，ボランティア組織などに影響を及ぼす欧州法案につい

ても， RIAを実施するよう求められている。

2.23 RIAの実施は，ビジネスや慈善団体，ボランティア組織に影響を及ぼす可能性の

ある法案をその契機とするが， RIA自体は，このガイドの方法論に従って，幅広く経済，

社会，環境面の影響を対象に行われるべきである。

4) ここでは，規制インパクト評価 (RIA)も，財務省が示すグリーンブックのアプレ

イザルの手法によって，行われるべきだ，と述べているようである。つまり，グリーンブ

ックは，より汎用性が高い文書であるという主張であろう。

DEFRAの“より良い規制・規則”の特徴としてあげた三つの点のうち，経済，社会，環

境面については，グリーンブックは「このガイドの方法論にしたがって，幅広く経済，社

会，環境面の影響を対象に行なわれるべき」としている。しかし，グリーンブックの全体

の記述内容をみると，圧倒的に経済面での分析手法に傾いているように思われる。つまり，

基本的に，すべてを金銭に換算する費用便益分析の方法論に多くのページを割いているた

めであろう。この点に関しては， DEFRAにおいても，グリーンブックは，主に経済的側面

での評価手法を提示しているもの，と理解しているようであった。

他の 2点についてみると，例えばグリーンブックは「企業や慈善団体，ボランティア組

織に影響を及ぼす可能性のある規制案について，」と明確に述べている。つまり，グリーン

ブックの理解では，内閣府がRIAについて対象とするのは，‘‘規制案”であって，それ以外

ではないことを明確にしている。また，グリーンブックが，内閣府の「規制インパクト評

価」において影響が及ぶ対象として認識しているのは，「ビジネス，慈善団体，ボランティ

ア組織」であり，その意味で，「個人」まで含めている DEFRAの考え方より限定的である。

4. 複雑な体系を分かり易くしようという動き

1) 以上述べてきたように，財務省のアプレイザルのガイダンス，適用範囲を広げつつあ

る内閣府の規制インパクト評価，更に影響を全体で捉えようとする総合的インパクト評

価といったシステムが，英国政府内でそれぞれ展開している。

2) これに対し，政策省の現場では，これらを上手く組み合わせつつ，分かり易い解説と

参照を示した独自のガイドを作成したり，あるいは，一箇所に尋ねればすべて分かるよ

うにする「ワンストップショップ」を組織したりして，政策部局への実務的な対応が行

われているのが現状である。
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3)財務省と内閣府とでは，“インパクトアセスメント”という統一概念で，これらを統合

しようとした動きもあったようであったが，結局成功しなかったという。

ごく最近，内閣府の戦略班(strategyunit)が中心となって，政策評価全般の理論的な整

理が行われつつあり，徐々にウェブサイトで公表が開始されている。これは，「アジェン

タ（深紅色）ブック」と呼ばれ，一連のガイダンスノートとされているが，その中では，

英国における政策評価の概念，手法の集大成が予定されており，また，その後半では，

アプレイザルに関してもやがて記述される予定となっている。現在までに明らかになっ

ているのは，全体の 2割程度であるが，全体の構成を見ると，やや，アカデミックな文

書という感がある。しかし，我々としては，実務的な面でも，英国の諸制度の整理がな

されることを期待したい。

- 29 -



第 3章 政策のサイクルと新政策の立案

1. DEFRAのポリシー評価を軸とするサイクル

(1) DEFRAのポリシー評価から生まれる新たな政策

1) DEFRAのポリシー評価に関する政策サイクルの図(Policycycle diagram)は，通常，

次のように描かれ，実際，現地でも先方がペーパーに書いてくれた。

政策のデザインl

二拠
政策レビュー］

I政策の実行 I
〔予プ戸諷視
期中評価 〕

Iポリシー評価I
［アウトカムの評価

勧告 ］ 

アプレイザルの観点からは，これはどのように位置付けられるか，というのがこの項での

テーマである。

我々の理解では，ポリシー評価の成果として，いくつかの提案ないしは勧告がなされ，

これを踏まえて担当部局の指名された責任者が，対応策としての「行動計画」を作成し，そ

こから「新たな政策」が打ち出されるというものである。そこに，アプレイザルの過程が

入ってくるはずであると想定された。

2) 上記の図は，先方が言うとおり，極めて簡略化されている。というのは，財務省のグ

リーンブックのスタンスとは異なり，ポリシー評価では，分かり易い理解を旨としてい

るからだという。上記の図を先方の言に従って簡単に説明すると，
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ア）政策デザイン，これはつまりアプレイザルである。市場状況が急に悪化したり，所

得の減少が起きた時などに，政策の変更を行う。その際，どういう結果が見込まれる

かを，証拠をもとに考慮しつつ政策をデザインする段階である。

イ）次に，政策の実行，モニターである。政策が成果を生み出しているかを指標を設

定してモニターしつつ，判断する。

ウ）政策の評価をする，つまりエバルエーションの段階である。ここでは，

① 政策が有効で，今後も必要か，

② 成果はどうか。効果的に得られたか。

③ コストは，どうか。効率的であったか。

④ 予期しないサイドイフェクト（副作用）はなかったか，が評価される。

2. 「行動計画 (actionplan)」の実態

1) そこで，ポリシー評価の結果と政策のデザイン，つまり，新たな政策とを結ぶのが，

ポリシー評価で得られた勧告を次の政策へつなげる「行動計画」である。

そこで，行動計画をどのように作るべきか，そのガイドラインが問題となる。しかし，

先方の話では，評価の勧告にどう対応すべきかについては，拘束すべきではないので，そ

のようなガイドラインは特にないという。しかし，一般的に，行動計画による政策の変更

は，「多少の変更• 修正」が基本だ，ということであったことは注目される。中には，もと

もと制度の廃止が予定されていたので，勧告はあったものの，行動計画を作らない，とい

うこともあったという（養豚産業再編スキーム。ただし，今後，これについて同種のスキ

ームを作る場合は，勧告を考慮することになっている。）。

2) しかし，エバルエーションのところであげた 4つの項目が，著しく悪ければ，「新し

い政策」を打ち出すということもある。これは，犯罪問題など，社会的な圧力が大きい場

合に考えられる（農業分野でも， りんごとナシの調査協議会と園芸開発協議会について，

合併の勧告が出たときは，コンサルテーションまでやったことがあるという。）

しかし，一般的に，大きな問題をはらんだ課題は，まず，内部での検討が先行するも

のと見られる。それをしないで，全面的な外部委託であるポリシー評価に次の政策方向を

ゆだねるということは，はなはだ無責任ということになる。

3) 評価するコンサルタントは事情をよく知っているので，拒否されるような勧告は

あまり出すことはない。（このことが，行動計画から，新たな政策が出てこない理由であ

るようにも受け取られた。恐らくは，コンサルタントの選定にあたっては，全体の事情を

よく理解していることが大事な要件であり，これに十分な配慮がなされるのであろう。）
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3. ポリシーサイクルと新しい政策の参入

1) これらを総括した DEFRAの評価責任者の説明は，次のとおりである。

すなわち，

「 ① ポリシー評価の完了に続いて作成される「行動計画」に関しては，大多数の場合，

その目標に適合させるように改善をするために，計画・実行された政策のかなり小さな

修正を導くものであり，全く新しい政策を作ることにはならない。

② ポリシー評価が，ある政策が完全にスクラップされるべきだと勧告するような極端

な状況においては（私はこのような例は思いつかないが），その結果は，実施中の政策は，

単に，出来るだけ早い時期に放棄されるということだろう。

③ 勧告が作られる一つのありうる理由は，政策がこれ以上存在すべきとの理論的根拠

がもはや存在しなくなった時だが， この場合，それを新しい政策で骰き換えることを捜

し求めるということはまず起こりえない（理論的根拠なき新しい政策はない）。

④ しかし，理論的根拠が残り，完全に異なる政策のためのニーズに気づいた時は，ア

プレイザル，コンサルテーション，規制インパクト評価 (RIA)などが，新しい政策に関

わってくる。

というものであった。

2) ここで，先方は何を言おうとしているのか。次の点が重要だと思われる。

① ポリシー評価から，大きな政策変更の提案，勧告は出てこない（図では，ポリシー評

価に勧告が伴うように書かれているが，その勧告は小さなものが想定されていると思

われる。）。それは，ポリシー評価の理論的根拠(rationale)が，評価者に正しく把握さ

れているためであろう。

② 理論的根拠が失われた事項について，ポリシー評価は行わない。だから，「行動計画」

は，政策の微修正にとどまる。

③ 理論的根拠が改まれば，ポリシー評価ではなく，アプレイザルに始まる手続きを始

めることとなる。これは，新しく，ポリシーサイクルに入り込むことになる。

要するに，これらを総合してみると，先方がもっとも大事にしている事柄は，政策の「理

論的根拠」であるといえるようである。一般的な言葉で言えば，「ニーズ」であり，「課題」

ということになろう。理論的根拠が失われた政策についてポリシー評価を行わないのは，

ある意味で当然である。結論として，我々が関心を持っていた，「新しい政策」は，図で示

されたポリシーサイクルに理論的根拠，アプレイザルというプロセスを経て，新たに参

入してくる政策ということになる。
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3)ポリシー評価による勧告に対する DEFRAの対応が，上記の説明を示すものとしての

良い例として，「蜜蜂の健康プログラム」のポリシー評価を受けたDEFRAの「行動計画」が，

どのようなものであったかの例を頂いたので，参考資料として載せておく。通常は，行動

計画は公表されないので，貴重な資料となろう。

4)なお， DEFRAの評価担当者によれば，グリーンブックは，あえて皆が悩む，難しい方

式に焦点を当てているが，ポリシー評価では，ハンドブックにあるように実践性を重ん

じている，との説明であった。

また，グリーンブックの中では，はっきりと，「各省は，そのマニュアルやガイドライン

が，本書（グリーンブック）記載の原則と合致するようにし，特定分野に関する“補足的

ガイド”を作成する。」と記述されている。 DEFRAに関する補足的ガイドについては作成

されていないということであった。この問題は，後の第 3章で述べることとする。
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（参考資料）

ポリシー評価に基づく「行動計画」の例

DEFRA, 「蜜蜂の健康プログラム」に対する経済評価

困初めに

1. 2000年 11月， DEFRAは，経済政策評価の定期評価の一環として「蜜蜂の健康プロ

グラム」の一部を ADASコンサルティング社に委託した。

2. 委託した調査事項は，プログラムの論理的根拠と達成目標，目標に対しての有効性，予

算を割くに値するのか (Valuefor Money) を検討し，その上で政府の適切な役割，提供の

手段，業績指標，手段の適切な組合せ(AppropriateMix)について勧告を行なうというもの

であった。今回の評価はイングランドだけに焦点を置いている。調査の結果である ADAS

の報告書と勧告は， 2001年 7月にをまとめられ，報告書は DEFRAのウェブサイトで見る

ことができる。

函所見

3. ADAS評価担当者の所見は，蜜蜂は，商業作物，家庭園芸，野生植物などの受粉を通し

社会に恩恵を与えているというものであり，蜜蜂の健康は，社会一般に重要な関わりがあ

るというものであった。その恩恵は，蜂蜜や他の製品の形で養蜂家が受ける個人的恩恵よ

りもはるかに大きいとしている。また， ADASは，この事とイングランドの非常に細分化

された養蜂活動の構造を考慮した上で，公共セクターには蜜蜂の健康衛生維持に関する活

動に対し継続的な関心があると結論付けている。

4. また報告書は，評価担当者が効率的に管理，割り当てられていると判断した「蜜蜂の

健康プログラム」の全体に対する実質的な費用・便益率，及びリソースを記載している。

函勧告

5. こうした背景に対し，報告書は次のような勧告を行なっている。（この報告書の中で

「MAFF」は「DEFRA」に置き換えられている。）

(i) DEFRAは，蜜蜂の健康に関する法令を改正，整備する必要がある。
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(ii) 蜜蜂の健康プログラムの目標と実施プランは，きちんと文書化する必要がある。リ

ソースが少ない「蜜蜂の健康プログラム」では内容の簡略化はやむを得ないが，植物

の健康プログラム(PlantHealth Programme)のために DEFRAが策定したプランが良

いモデルになると思われる。

(iii) 登録する養蜂家の割合を増やすための措附をとる必要がある。これらの措置を取る

に当たっては，全国養蜂課 (NationalBee Unit) に対し以下を奨励するべく中央科学

研究所(CentralScience Laboratory)との覚書を活用するべきである。ビーベース（蜜

蜂の健康データベース）により多くの養蜂家を登録させる。養蜂家の電話番号を登録

させることにより人工的なコロニーの識別を可能にする法律の導入。また登録を行な

う利点，登録方法についての情報提供の改善。

(iv) 定期的にでも，イングランドにいる養蜂家の数とコロニーの数をより正確に見積も

る方法にも十分な検討が必要とされる。指標は生産高をベースにし，作業計画に組込

むべきである。

(v) 輸入された蜂蜜関連製品の保存，処理の仕方については実施規定を策定し，奨励し

ていく必要がある。

(vi) 評価担当チームは，蜜蜂の輸入に対して過去 20数年間イングランドがとってきた

慎順なアプローチを是認するとした上で，蜜蜂の輸入に関する決定を支持する根拠付

けとして，より科学的な経済的リスク評価が必要であるとしている。

(vii) イングランドは第三国からの蜜蜂輸入に関する条件を一致させるべく欧州委員会

及び他の EU諸国と共同で作業を進めるべきである。

(viii) DEFRAは，ヨーロッパ腐岨病 (EFB)や政策関連のリサーチニーズにより多くを

使うべく，リサーチ支出のバランスに変更を加えるべきか検討する必要がある。

(ix) 全国養蜂課は，訓練，情報，普及を網羅する戦略書類を準備し，そこから簡略で測

定及び達成可能な目標を設定し全国養蜂課の覚書 (MoU) に組込むものとする。

(x) 評価担当チームは，「蜜蜂の健康プログラム」の資金が公的資金から充当される現行

の措置を継続するべきだと考える。

(xi) 公共支出を削減するための全般的な試み（サラミ・スライスと呼ばれている）から，
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この種の小さなバイオ・セキュリティ・プログラムを守る手段を何か講じる必要があ

る。プログラム支出に対する程度は低いが抜本的な見直しが適切な手段であると考え

られる。

m DEFRAの対応

6. ADASの勧告に対する DEFRAの回答は下記に示される「行動計画」中に記載されて

いる。
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ADAS社の勧告と DEFRAの回答：行動計画

履
DEFRAは，蜜蜂の健康に関する法令を改正，整備する必要がある。

!DEFRAの回答I
承諾。関連しているのは特に 1982年の養蜂病害対策規則(TheBee Disease Control Order)。

10月 1日に開かれた園芸・馬鈴薯課 (HRP)のDavidJones氏が議長を務めた会議には園

芸・馬鈴薯課，中央科学研究所 (CSL)の全国養蜂課(NBU), 及び DEFRA法務部から各

代表が参加した。見直しが必要と思われる項目の暫定的リストが， 11月 8日及びそれ以降

の全国養蜂課の代表との協議のため準備された。これに関連して DEFRAは，否認決議

(negative resolution)である“規則 (StatutoryInstrument)"の用意のため，法務部に対

し指示書を策定する。その際必要であれば分離政府＊の農業担当部門，養蜂家協会及び他の

利害関係者とコンサルテーションを行なう。 S.I.の目標期日は 2002年 6月となる予定。

＊英国のスコットランド，ウエールズ，北アイルランドは大幅な自治権を持つ（この文章での

イングランドは，“いわゆる英国”からこれらの 3地域を除いた地域）

極
蜜蜂の健康プログラムの目標と実施プランは，きちんと文書化する必要がある。リソース

が少ない「蜜蜂の健康プログラム」では内容の簡略化はやむを得ないが，植物の健康プロ

グラム(PlantHealth Programme)のために DEFRAが策定したプランが良いモデルになる

と思われる。

jDEFRAの回答I
承諾。目標は，園芸・馬鈴薯課の 2002/03年の分割ビジネスプランの中でより詳細に論じ

られる。

厘
登録する養蜂家の割合を増やすための措置をとる必要がある。これらの措置は全国養蜂課

(National Bee Unit) に対し以下を奨励するべく中央科学研究所(CentralScience 

Laboratory)との覚書を活用するべきである。ビーベース（蜜蜂の健康データベース）によ

り多くの養蜂家を登録させる。養蜂家の電話番号を登録させることにより人工的なコロニ

ーの識別を可能にする法律の導入。また登録を行なう利点，登録方法についての情報提供

の改善。
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IDEFRAの回答I

部分的に承諾。報告書が認めるように（養蜂家の）強制的な登録は，その運営にかかるコ

ストに見合う十分な利点がないと思われる。しかし，より総合的なデータベースが病害対

策の努力を向上させるのは確かであり，園芸・馬鈴薯課は全国養蜂課，及び養蜂家協会と

共にこの目標を達成するため可能な手段と誘因を模索していく。完成への目標期日は 2002

年の夏である。

匝
定期的にでも，イングランドにいる養蜂家の数とコロニーの数をより正確に見積もる方法

にも十分な検討が必要とされる。指標は生産高をベースにし，作業計画に組込むべきであ

る。

jDEFRAの回答I

承諾。イングランドに約 23万の養蜂コロニーがあるという ADASによる見積りを受け入れ

る。コロニーの数の見積り改善には，部分的ではあるが勧告 3の結果によって左右される。

必要であれば養蜂家協会にも相談しつつ，園芸・馬鈴薯課と全国養蜂課はより広範囲の定

期的な調査が実現可能かどうか協議する。もし改正があった場合，改正は今後のビジネス

プランと英国国家蜂蜜プログラムに反映される。完成目標期日は 2002年の夏である。

邑
輸入された蜂蜜関連製品の保存，処理の仕方については実施規定を策定し，奨励していく

必要がある。

!DEFRAの回答I

承諾。この勧告を全国養蜂課と共に，上記勧告 1との関連もあり検討してきた。実施規程

は準備され， 2002年秋には普及される。

亘
評価担当チームは，蜜蜂の輸入に対して過去 20数年間イングランドがとってきた慎重なア

プローチを是認するとした上で，蜜蜂の輸入に関する決定を支持する根拠付けとして，よ

り科学的な経済的リスク評価が必要であるとしている。

!DEFRAの回答I

承諾。現在に至るまでこの政策を是認している。ニュージーランド及びオーストラリア議

会からの要請に対する我々の回答からも明らかなように，我々の養蜂輸入政策には，科学

的，経済的リスク評価が不可欠である事は十分に承知している。（長期間でみれば，リソー
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ス（資金）にもよるが，そのような評価においては全国養蜂課による BeeRAMの開発が病気

蔓延時のモデルツールとして有効であると思われる。

匝
イングランドは，第三国からの蜜蜂輸入に関する条件を一致させるべく欧州委員会及び他

のEU諸国と共同で作業を進めるべきである。

!DEFRAの回答I

大筋では承諾。しかし，現在の法的な立場は，動物コミュニティー，精子と卵子及び胚子の

取引と輸入に適用される動物の健康衛生条件を定めている EU理事会指令 92/65/EEC(the

Balai Directive)にあり， EU委員会指令 90/425/EECの添付A(l)で定めている特定コミュ

ニティー規定の中にある動物健康衛生条件の対象にはならない。輸入蜜蜂の EU間の移動に

は，積荷（蜜蜂）がアメリカ腐岨病(AFB)の発生に関係がある禁止令の対象外地域から輸入さ

れており，アメリカ腐岨病に罹っていないという衛生証明書の添付が条件となっている。

いずれにせよ，進展に関して楽観的とはいえないが，来年の国際獣疫局 (OIE)常設獣医

学会と EU蜂蜜プログラム管理委員会フォーラムを通して EUとの調和の見通しを図って

いく。

巨
DEFRAは，ヨーロッパ腐岨病(EFB)や政策関連のリサーチニーズにより多くを使うべく，

リサーチ支出のバランスに変更を加えるべきか検討する必要がある。

血EFRAの回答I
承諾。収支は，バロア＊は別として，限られた資金内での競争もあり見頂しが済んでいる。

DEFRAの研究開発の収支及び性質については今後も引き続き見直しが行われる。

（訳注）＊蜂蜜に寄生し，衰弱させる微小のダニ

厘
全国養蜂課は，訓練，情報，普及を網羅する戦略書類を準備し，そこから簡略で測定及び

達成可能な目標を設定し全国養蜂課の覚書 (MoU) に組込むものとする。

皿EFRAの回答I
承諾。事実この見直しの前にも養蜂健康衛生審議会が設立されるなど相当な進展があった。

全国養蜂課は，適切な達成目標が 2002/03年の覚書及び英国国家蜂蜜プログラムに組込ま

れるよう 2002年末までに戦略書類を準備する。
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匝
評価担当チームは，「蜜蜂の健康プログラム」の資金が公的資金から充当される現行の措置

を継続するべきだと考える。

血EFRAの回答I
承諾。但し，「蜜蜂の健康プログラム」は， DEFRAにとって優先順位にある他の業務と資

金獲得のため，競合関係にあるという事実も認識してもらいたい。

琶
公共支出を削滅するための全般的な試み（サラミ・スライスと呼ばれている）から，この

種の小さなバイオ・セキュリティ・プログラムを守る手段を何か講じる必要がある。プロ

グラム支出に対する程度は低いが抜本的な見直しが適切な手段であると考えられる。

畑FRAの回答I
大筋で承諾。予算は，この外部評価の所見から見て削減されることはないだろう。

いずれにせよ，「蜜蜂の健康プログラム」の支出は，必然的に他の DEFRAのビジネス優先

事項と資金獲得のため競合することになる。注目に値するのは， 1993年以降の概して停滞

気味の水準に対し，全国養蜂課は効率面でかなりの進歩を遂げていることである。又，養

蜂家自身も求められる養蜂業への方向へと徐々に大きな責任を負うようになっている。こ

の｛頃向は養蜂の健康衛生と納税者の両方にとって建設的なものである。

困結論

7. 園芸・馬鈴薯課は，詳細な評価と勧告を歓迎する。園芸・馬鈴薯課は，全国養蜂課，

分離議会，養蜂家協会及び他の利害関係組織とコンサルテーションを行い上記の「行動計

画」の進展に努力する。進展に関しての実績評価は，来年中 3ヶ月ほどの間隔毎に実施した

し）。
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（附属参考資料）

DEFRA 「“より良き規制／規則”： 原則と実践」

（訳注；収録に当り，先方との約束に基づき細部について一部省略している）

本書は，環境・食料・農村地域省 (DEFRA)の政策立案関係者向けに，より良き規則・

規制 (BetterRegulation) に関する内閣府作成の解説の主要点について簡潔な手引きとし

て作成されたものである。ある政策についてその必要性やその妥当性を明らかにし， リス

ク，代わるべき選択肢，便益及び費用といった点について政府のより良き政策策定及び持

続可能な発展に対する公約に従って全て国民に明らかにするためには，政策立案の早い段

階で規制に伴う影響評価(RegulatoryImpact Assessment。RIA)を行うことが重要であると

いうことを改めて強調したい。

なお本書は，より詳細な内閣府作成の手引き（内閣府；「より良き政策の立案」）と併せ

て利用されたい。

内閣府作成の詳細な手引書は DEFRAのより良き規制班(BetterRegulation Unit。BRU)

のホームページを通じて入手可能である。

‘より良き規則’とは何か？そんなことどうでもいいではないか。

1. • より良き規則（規制）＇とは次のような意味を持つものである。 (i)あらゆる新政策や

提案のもたらす影響を早い段階で体系的に評価することにより，その政策なり提案が社会

や国民経済，環境のみでなく，企業，ボランティア組織さらには個人に及ぼしかねない影

響をより幅広く認識することが出来ること， (ii)常に，法令の見直し，行政手続の簡素化あ

るいはよりソフトな規制への転換といったような現行政策について手直しが必要かという

こと常に目配りすること。よりよき規則が重要な理由は次の 3点に集約される。

＞ それが通常の良き政策立案慣行の一部であること。

> 政府全体の公共サービス取極め (PublicService Agreement。PSA)目標(※1)に盛り込ま

れた政府の方針(※2)となっていること。及び，

> 外部関係者及び首相官邸が大きな関心を寄せていること，さらに我が省は沢山の規則

を持った官庁の 1つであり，我々がどう対応するか注目を集めており，よりよき規則／規

制に取組むということは我が省が正当な評価を得るために極めて重要なことである。

(※ 1) 内閣府は「各省庁が①RIA手順を遵守し，②2005年度目標規制改革行動計画

(Regulatory Reform Action Plan by 2005)に約束を明記することにより，より良き規

則の実現を確実にする」ことを目標としている。

(※2) 2001年総選挙の労働党マニフェストは「規制緩和が必要な場合はこれを緩和し，規

制が必要な場合は可能な限りソフトな手法による」としている。

何故このような新たな手引きが必要なのか？
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3. 政策担当者が行うべきことについての詳細かつ正式な解説は，内閣府作成の手引き

に載っている。これは最近改定されたばかりで， DEFRAの政策関係部局全てに配布したと

ころである。本書は政策立案担当者が記憶に留めておくべき内閣府作成の手引きのキーポ

イントを要約したものである。

4. 内閣府作成手引き（改訂版）は以前のものと基本的な違いはない。しかし，改訂版

では政策検討の当初から初期 RIAに向けて準備することの重要性が強調されている。また，

法令に限定せずに戦略文暑や任意取極めといったような民間部門に何らかの影響を及ぼす

政策手法の全てについて RIAが必要であるとしている。そして，政策提案について経済的，

社会的，環境的な主要な影響全てを含めて適切な費用・便益分析を行うことが政府の持続

可能な発展に対する約束履行に不可欠であると強調している。

RIAをどう統合的政策アプレイザルと適合させればよいか

＞ 統合的政策アプレイザル(integratedPolicy Appraisal。IPA)手法は，例えば地域活性化と

環境アプレイザルといった問題について統合的手法で地域活性化と環境問題をリンクさ

せるといったように政策立案者が政策アプレイザルに対する様々な要請に応えるのを

支援するために開発されてきた。 DEFRAの省としての持続可能な発展戦略“将来のため

の礎(Foundationfor the Future)"では，意思決定者を支援するために IPAを活用する

ことを勧めている。

ー ある政策なり事業が及ぼし得る様々な影響を網羅的に検討する：

ー ある政策なり事業のインパクト及びその想定される大きさを明らかにするために，

系統的に証拠を収集する：

ー 要すれば，より詳細に分析したり，専門家の指導を受ける。

上に見たように， RIAについての内閣府の改訂版手引きでは持続可能な発展及び社会

的，経済的，環境的な影響についてあらゆる面から検討することの必要性が強調されて

いる。 IPAのスクリーニング方法はこれを行うための枠組みもたらすものであり，その政

策の主要な影響を特定することによって，より詳細なアプレイザルが必要な分野はどこ

かを浮かび上がらせ，詳細なアプレイザルのために手助けとなる補足的手引きへのリン

クを張っている。その結果は初期 RIAの関連箇所に取り込まれことになろう。

≫- IPAは現在，注目を集めているいくつかの‘スポットライトプロジェクト’及び‘ワンストップショ

ップ’計画で実験的に行われている。なお， IPAに関する詳細情報は Defraのサイト

(htt ://internet/sustainable/cam ai n/i a/i a index.as)で入手できる。

> 我々が通常業務を遂行するに当たって適切な政策アプレイザルを行うことは必須で

あるが，政策立案部局がアプレイザルのために必要な人員や専門的知見を準備すること

は容易でないことは明らかである。 DEFRA局長会議の合意に基づき，経済・統計部 (Ee
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及び環境保護経済課によって， 2003年を通じてワンストップショップ(OneStep Shop) 

と呼ばれるパイロット事業が進められている。これは様々な DEFRA内の政策担当部局

に対し， RIA手引きや IPAに対応した統合的政策アプレイザル実施に当たって必要とな

る実践的支援やアドバイスを 1箇所で提供しようという試みである。このパイロット事

業で得られた成果は， 2003年度以降に業務遂行機関に対する助言・勧告や統合的政策ア

プレイザルに当たっての人員配附に活用され予定である。

規制に伴う影響評価(RIA)

5. RIAはアウトカムに集約される確固とし柔軟性に富みかつ幅広い情報を踏まえた政

策を発展させる上で役立ち，必ずしも明確に捉えきれない様々な問題について検討する際

役立つ思考の枠組みを提供してくれよう。 RIAにより，ある政策が必要であるか，その妥

当性やリスク，他に代わるべき選択肢はないか，それによる便益と費用はどうかといった

点について完全に解明したか否かを確認することが出来る。したがって， RIAは新たな政

策の正当性を利害関係者のみならず政府部内で説明するに当たっての有益な手法であり，

さらにはEUとのブラッセルでの協議に備えて政策展開を発展させるためにも有益である。

6. 内閣府の手引きで強調されている点について正しく理解するためのキーポイントは以

下のとおりである。

> 政策提案に当たり，それが立法を伴うものか否かに関係なく，その政策案が企業，慈善

団体，ボランティア組織あるいは地方当局等幅広い公共部門の負担に関係する（賦課ある

いは軽減）場合， RIAを行うことが求められる。その政策案が緊急問題であるとか微妙な

問題に係るものの場合には RIAは必要とされていない。これらの問題以外で RIAが要求

されないのはその政策案による負担の増減がない場合，あるいはインフレ率等予め定め

られた算式に従って引き上げられる公共料金の場合である。具体的なケースで疑問が生じ

た場合は， DEFRAのより良き規制班(BetterRegulation Unit。BRU)に相談ありたい。

たとえその政策案による影響が無視できる程度のものだと考えられたとしても，初期 RIA

を行うことが望ましい。何故なら，ある政策が様々な方面にどの程度の影響を及ぼすかと

いうことがいつでもはっきりしているとは限らないからである。

＞ 関係閣僚委員会の承認を得るのに必要な重要事項は全て RIAに網羅されており， RIA

は政策案に係る影響を他省庁所管大臣に理解して貰ううえで役立つ。

＞ 政策立案の早い段階で初期 RIAを準備することにより，大臣にいくつかの選択肢につ

いてそのリスク，便益及び費用を説明できる。

> その提案に係る便益の全体像を示すことが出来る。このことは，あらゆる場合に便益

は費用を超えるとはいえないことから， RIAの最も重要な点である。
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> 中間 RIAについて正式なコンサルティング（、意見聴取・協議）を行う。政策検討の様々

な段階での中間 RIAの詳細については内閣府の手引きを参照されたい。

＞ コンサルティングは適切なときに，内閣府の書面コンサルテーション実施規準に則っ

て最低 12週間の回答期間を設けて行う。もし回答期限を 12週間より短縮しようという

ときは DEFRAの共通支援部 (CorporateSupport Division) に相談ありたい。

> 所期の目的達成のために考えられるあらゆる選択肢について，「何もしない」あるいは

規制によらない方法といったことをも含めて検討する。特に規則／規制によらない方法と

いう選択肢について明確にすること及び提案の便益をはっきりさせることが重要である。

> 早い段階で，小規模企業庁 (SmallBusiness Service)との協議を持つ。小規模企業庁

は政策案について小企業に与える影響について様々な助言をしたり，場合によってはさ

らに明確にすることを求めることがあろう。

> 公正取引委員会 (Officeof Fair Trading。OFT)のガイダンスに従って，競争について

のアセスメントを実施する。

> もし EU指令により課される法的義務等その内容に疑問がある場合は，疑問点毎に自

らの見解，費用及び便益及びリスク評価を添付して大臣に提出する。その際， リスクの

最も少ない選択肢だけを提出するのではなく，全ての選択肢を提出しなくてはならない。

＞ 付属資料 1に示されたより良き規制の 5原則に従う。

＞ 大臣に対し“想定される便益は費用を超える”という文言が盛り込まれた最終 RIA

(final RIA)に対し署名を求める。（なお，最終 RIAを議会に提出するに当たっては法定文

書類あるいは関連する法律を添付し，同時に DEFRAのウェブサイトに掲載しなくては

ならない。これ等については BRUが手配する。）

> 企業に対し規則案の内容を簡潔にまとめた手引き及び規則案に対する簡単かつ公正な

意見提出方法を示す。政府は全ての法令について施行 12週間前に意見提出の手引きを公

にする旨決定している。小規模企業庁は，適切な時期に関係企業向けに意見提出案内を

公表しており，これに従うことが必要である。小規模企業庁の公表内容は BRUのウェブ

サイトに掲出されている。

もし意見提出期間 12週間を短縮せざるを得ないときはその理由について説明が求めら

れることになっているが，これについても BRUは相談を受けることとしている。

RIAはいつ行わなくてはならないか

7. 初期 RIAは，その政策案についての大臣の感触を聴いたり，ブラッセルでの協議に

向けた準備に取りかかる早い段階で行うことが必要である。規則案の公表あるいは意見公

募が発表されるとき，あるいは規則案の内容が説明覚書 (ExplanatoryMemorandum)とし
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て官報掲載されるときには，可能な限り初期 RIAの全体を示すことが求められる。もっと

もこの段階では RIAは不完全なものであり，これを完全な形にするためのコメントを求め

ることができることになっている。もしその規則案が各省大臣の合意を必要とするもので

あれば，内閣府は閣議合意を求める大臣書簡に中間 RIAを添付することを担当省庁に要求

する（パラ 13-16参照）。

8. RIAの結果は規制による影響を明らかにした規則案とともに公表しなくてはならな

い。 EC規則に係るものの場合，規則案を審査のために議会に提出する際に説明覚曹をつけ

て公表しなくてはならないことになっている。ここで公表すべきものには，基本となる法令

及び副次的法令の他に実施規準，戦略説明資料，国際的取極め等が含まれる。法令として大

臣に署名を求めるときには，法律文書等とともに大臣宣言のための大臣署名欄を備えた最終

RIAが添付されていなくてはならないことになっている。

会計検査院による審査

9 各部局は，内閣の‘より良き規制のためのタスクフォース＇が関係部局に照会した

RIAを会計検査院検杏院がサンプルとして精杏していることに留意しなくてはならない。

会計検査院は，適切なアセスメントがなされたか， RIAは綿密になされたかという点につ

いてチェックしているのである。会計検査院は毎年，検査結果を取りまとめた報告書を公表

しており，そこでは良く出来た例及び不十分な例を明示している。

RIAについての支援及び助言機関

10. RIAの内容及び様式の要約には RIA中費用及び便益に関する部分について統合的

アプレイザル (IPA)の手法をどう通用するかということも含まれている。詳細は内閣府手

引き（特に第 2章）を参照されたい。

RIAには，初期，中間最終の 3段階のものがあるが，実施段階毎にその早い時期に，

RIA原案のコピーをより Defraの良き規制班 (BRU) に届けられたい。 BRUは5日以内に

コメントを提出する。 RIAの内容の質及び手続きを遵守しているかという点は RIA実施す

る政策担当部局の責任であるが， BRUは可能な限り手順及び実施方法についてコメントす

ることとしている。

11 . 内閣府の規制影響班(CabinetOffice Re ulator Im act Unit。CORIU)は各省庁

の行う RIAの質を高めるための中心組織である。各政策担当部局，特に国民の関心を集め

ている問題，微妙な問題あるいは多額の費用が想定される問題を抱えている部局は，早い

段階から CORIUとコンタクトをとることが必要である（パラ 15参照）。その際 CORIUは

5日間のコメント期間を必要としている。 CORIUを可能な限り RIA実施の早い時期から

取り込むことが望ましい。もし早期コンタクトに失敗したとすると，ホワイトホール（ロン

ドンの官庁街の呼称。英国の＇霞ヶ関')の各省庁にまたがる大臣合意を得る段階で困難を
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来たすこととなりかねない。

12. DEFRAのFarmFocus Divisionは農業者の負債問題について責任を負っている。

したがって，農業経営に影響を及ぼす可能性が想定されるあるあらゆる政策案について検

討の早い段階から参画すべきであり， RIAに対しコメントする機会を与えられるべきであ

る。 EnvironmentAgency Sponsorship Divisionは環境関連規則の見直しに責任があり，

新たな環境政策の検討の早い段階から参画すべきである。 DEFRAの経済関係各課は政策担

当部局に対し， RIAの実施において費用及び便益について可能な限り理論的にしっかりと

し関係事項を広範に取り込んだ数量化を行えるよう支援と助言を行える。もし， DEFRA内

の誰に相談したらよいか分からないときは，ワンストップショップチームにコンタクトす

れば，どこへ行けば適切な経済専門家の意見を得られるかといっだ情報を得られるだろう。

さらに，統合的政策アプレイザルに関する情報も入手できよう。土地利用・農村地域局長

は DEFRA各局を通じて規制がどのように扱われているかをレヴューするために設けられ

た新‘規制タスクホース＇を主導して来， 2003年秋に報告を取りまとめることになってい

る。

規制案に対するホワイトホールの承認

13. 関係閣僚委員会，首相官邸あるいはその他関係大臣の同意を得ようとする規制案に

はすべからく，中間 RIAが添付されていなくてはならない。このような規制案にはその年

の立法化を考えているものとか， EU法令案に対する英国の態度や方針に関し同意を得るこ

とが必要なものが含まれる。

14. さらに，企業あるいはボランティア組織にかなりの規制的負担を強いる可能性のあ

る規制案について，閣議書簡・文書等いかなる形であれ閣議の同意を得ようとするときは，

内閣府規制影響班(CORID)の同意取得済みという文言が盛り込まれていなくてはならない

ことになっている。これが＇規制の影響に関する言明 (Reulato Im act Statement)' と

呼ばれているものである。規制の影響に関する言明が求められた場合，その言明には何故

この問題が重要なのか，この政策案はどのようにより良き規制の 5原則に適応し，大臣が

考慮に入れる必要のある微妙な問題についてどのように対応しているかということを盛り

込まれていなくてはならない。

15. 'かなりの規制的負担 (significantregulatory burden)'には相当な経済的負担と

いうことのみでなく微妙な問題や相手が負担と感ずるということも含まれる。この点につ

いて CORIDは次のような 4つの基準を設けている。

i. RIA原案がその規制による負担額を 2,000万ポンド超としているか？

ii. その問題は，例えば全国的メディアにより大々的に報道される可能性がある等極め

て優れて今日的関心事あるいは微妙な問題であるか？
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iii. その問題は，より良き規制タスクフォースが取り上げた，あるいは目下考究中の問題

か？

iv. 提起されている規則案は特定の集団にバランスを欠いた影響なり負担を与えないか

（小規模企業部門は過大な影響を受けるケースが多い）？

16. もしその案が上記基準のひとつにでも該当している場合，あるいは該当しているか

否かはっきりしないときは CORIDにコンタクトを取るべきである。

EU規則についての交渉及びその適用

17. 近年，英国で始まったRIA及び持続的開発の原則はEC委員会にまで浸透している。

2002年 6月に採択された ECのより良き規制への行動計画において， EC委員会は以下の

基本方策をはっきりと打ち出している。

政策提案の経済的，社会的及び環境的影響について 2段階にわたる影響評価を導入す

る。これらは 2003年度に導入を開始し， 2004/05年度に全面的に導入する予定であ

る。影響評価は毎年度の政策展開戦略(AnnualPolicy Strategy)あるいは事業計画

(Work Programme)にリストアップされた政策提案全てについて行う予定である。全て

の政策案は予備評価の対象とされ，その内のいくつかを選んで全面的評価を行うことと

している。

2003年度から ECコンサルテーション期間に関し最低基準を確立し，これを確保する

ことを約束する（現在は‘最低 8週間’となっている）。

18. EC委員会の全総局長が EC委員会の行動計画にサインするよう求められた。しか

し，このような取組みはこれまでに例のない新しいことであり， EC委員会の実際の業務運

営の中に定着するには時間がかかるだろう。したがって，この EC委員会の取組が促進され，

成果を生み出すためには英国の関係部局の協力が不可欠であり，英国としては特に次の点

に重点を置くこととしている。

: EC委員会は 2004年度から全ての新規政策案について事前評価を行う旨公表してい

る。しかし，我々としては早く習熟するために 2003年度に採択された施策全てについ

て影響評価を行うよう EC委員会に働きかけることが必要だろう。

: 2003年度事業計画で重要事項とされたものについて，事業計画が公表されたならば

全面評価がなされていることを確認する必要がある。

もし EC委員会から要請があれば，その政策案の想定し得る影響に関する英国のデ

ータを提供できるよう予め準備しておく必要があろう。必要な資料は既にわが国独自

のRIAで取りまとめられているはずである。

： 政策案についてのコンサルテーションが少なくとも EC委員会が定めた最低基準に

則って行われたかをチェックする。そして，協議結果が政策案に添付される説明資料
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に取り込まれているかをチェックする必要がある。

： 他の EU加盟国や外部利害関係者に対し， EC委員会に実効性あるコンサルテーショ

ンの結果を踏まえてよく吟味された政策案をまとめるよう働きかけるよう呼びかける。

19. 上記の諸点は， ECの提案との関連で従来からのわが国独自の RIA作成義務になん

ら変更を加えるものではない。より良き規制の原則を様々な段階の EU規則にどう適用す

るかということについては内閣府手引きに詳しく説明されている。基本的にはバラ 6で見

たところと変わりはないが，次のような若干追加的な事項がある。

> EC政策案に対する英国のポジションに関する意思決定については，当初から大臣が参

画すること。

> EC閣僚理事会への対処方針あるいは英国の実行計画に関する交渉方針について閣僚

委員会の承認を求める書簡には，規制にともなう負担に関する説明及び他の選択肢に関

するしっかりとしたアセスメントの結果を予め RIAの形で CORIUの同意を得た上で添

付しなくてはならない。

> もしある部局がEC規則の定める最低限度を超えて('gold-plate'aregulation)施行しよ

うとする場合は内閣府に通報しなくてはならない。 EC最低限度を上回る規制は行わない

というのが政府の方針である。例外的に gold-plate(最低基準を超える規制）をする必要が

あると考える場合は， DEFRAの規制改革担当大臣の承認を受けなくてはならない。それ

と同時に内閣府規制影響班(CORIU)と緊密な接触をとることが重要である。

規制改革行動計画

20. 政府の規制改革行動計画(RegulatoryReform Action Plan)は2002年2月総理大臣

によって発表された。この計画には企業，ボランティア組織，公共部門，個人に対する国

の規制を緩和するための提案 260項目が盛り込まれている。このうち DEFRA関係では 59

項目が盛り込まれている。その内容は，現在（注： 2003年夏）議会に提出されている水関連

の法を集約した水法(WaterBill)から， EC共通農業政策の現地運用や環境行政実施部局の

業務運営についてはもっと受益者に分かり易い仕組みの導入をといったことまで多岐にわたって

いる。これらに対する DEFRAの対応策のうち7項目は規制改革令(RegulatoryReform Order) 

の対象となっている。政府の規制改革行動計画及びこれに対する DEFRAの対応状況について

はDefraBRUのホームページに掲載されている。

21. 政府は昔ながらの伝統的規制方法に加えて，現在なお効力を持っている基本的法令

に盛り込まれている時代遅れあるいは煩雑極まりない規制を見腹すために，規制改革令

(Regulatory Reform Order "RRO") を最近導入した。この規制改革令の根拠は 2001年規

制改革法(RegulatoryReform Act 2001)である。これにより基本的法令について，様々な条

件に応じて定められている全ての規制規定を単一の RROで容易に改正できることになり，
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一定の条件の下でではあるが，通常新たな基本的法令を制定するのに平均して約 10ヵ月半

を要したのに比べ，短期間で規制緩和が可能となったのである。さらに RROのメリットは

議会閉会中であっても時宜を失することなく対応が可能になったということである。もち

ろん，議会閉会中になされた RROは次の会期に議会に提出されることになっている。 RRO

に関する詳細な手引きは内閣府によって作成されている（付属資料 l参照）。

22. 規制改革行動計画のキーポイントは次のとおりである。

> これは比較的新たに導入されたもので，その実施状況は 6ヶ月毎に首相に報告するこ

とになっており詳しくモニターされている。これは，この行動計画が常に見直されるロ

ーリング計画であり，各省庁は常に実施中のものに加えて追加すべき新たな事項を明ら

かにするよう期待されているためである。

＞ 首相は，企業やボランティア組織のメリットとなるよう積極的に規制改革を進めるた

めに，政府は可能な限り新たな RROを策定すべしとしている。

::..-- BRUとしては定期的に，政策担当部局に対し新たな規制改革事項を見出すよう働きか

けることとしている。これは必ずしも法令改正を必要とするものでなくても差し支えな

いが，例えば環境行政部局がインターネットを利用した NetReg(パソコンを利用した手

続き方法）により書類作成の煩わしさを解消したといったような行政手続きを簡略化す

るものでなくてはならない。つまり，我々が求められているのはより良き政策立案の追

求であり，もっと消費者重視の立場に立った政策実施をということなのである。

規制措置の見通し

23. 2000年に，政府は国民に負担かけている規制について，それが国内的なものか EU

規則によるものかの区別なく戦略的に調べるべしと決定した。これを受けて 3年後にどの

ような規制措置が講じられているかという見通しを取りまとめることとされた。各政策案

の要約及び現状に関するデーターベースが構築されている。これにより今後想定される規

制の影響について，各省庁毎あるいは全省庁横断的にチェックすることが出来る。この狙

いは，実施が困難なあるいは矛盾した法令，あるいは時期外れで企業に過大な負担を課す

ような法令をなくすことことにある。最新のデーターベースは， KnowledgeNetwork経由

あるいは GovernmentSecure Internetから入手できる。 DEFRA関係では 200項目以上が

含まれている。この規制措置の将来見通しに関するデーターベースは，将来生じ得る規制

に係る問題の早期警報システムの役目と同時に，現在では公共サービス取極め(PSA)目標達

成のために RIA手順をキチンと遵守しているかを判定するために利用されている。したが

って，ある政策案が現在どのような段階にあるのか， RIAの段階は適切であるかといった

点に関して BRUとして常に情報を持っていることが極めて重要である。各部局は，それぞ

れが自らの関係する政策案の状況を随時的確に把握し，データーベースに新たな事項を追
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加していく責任を負っていることを十分承知しているものとされていることを認識しなく

てはならない。

この点に関する手引き，説明書及び研修の詳細は後ほど配布する予定である。

より良き規制のためのタスクフォース

24. 内閣府の‘より良き規制タスクフォース＇は，政府に対し過剰規制とか個人の自由

判断に委ねるべきことを国が権力的に規制している点等バランスを失していると考えられ

る規制を具体的に上げて手直しするよう勧告する権限を持っている。タスクフォースは付

属資料 lに見られる 5項目の原則によって政府の諸規制の適否を判定している。

より良き規制の実践に向けたセミナー

25. CORIU(内閣府規制影響班）と DefraBRU(環境・食料・農村地域省より良き規制班）

は随時省内の政策立案担当者を対象にして，より良き規制とは何か，具体的にどうすれば

良いのかといった点についての理解を深めるためのセミナーをアレンジしている。また，

BRUは省内各部局／局長が企画するより良き規制問題に関する委員会やセミナーに，可能な

限り講師あるいは委員として派遣することとしている。 CORIU/DefraBRU主催のセミナ

ーヘの参加を希望し，あるいは自らが企画する会議やセミナーに講師なり委員として BRU

スタッフの派遣を希望する個人又は組織は，連絡ありたい。

ワンストップショップパイロットプロジェクト（省略）

規制タスクフォース（省略）

持続可能な発展班 (SustainableDevelopment Unit。統合的政策評価(IPA)担当）

農村地域対策課（各種証明担当）

共通支援部 (CorporateSupport Division) 

内閣府規制影響班

小規模企業庁
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付属資料 1

基本的注意事項

この手引書は以下の内閣府，小規模企業庁及び公正取引委員会の諸刊行資料と合わせ

て読まれたい。

良き規制の5原則(The5 principles of good regulation) : より良き規制タスクフォースが策定し，

政府として正式に決定したよき規制 5原則は次のとおりである。

＊ バランスが取れていること：規制当局は必要なときに限り介入すべし。規制により国民

に強いるリスクに見合った適切な救済措置が用意されていなくてはならない。そして

規制に伴う費用を明示するとともにその最小化に努めなくてはならない。

＊ 説明責任：規制当局は規制の正当性をキチンと説明できなくてはならず，また公的

な場での精査の対象とされる。

＊ 整合性の確保：政府の諸規則，基準に合致していなくてはならず，その適用は公正

に行われなくてはならない。

＊ 透明性の確保：規制当局は関係規則等を公表するとともに，規制は簡潔かつ対象者が

容易に理解し対応できるものでなくてはならない。

＊対象の明確化：規制は規制しようとする事項に焦点を絞ったものでなくてはならず，

その副次的影響を極小化したものでなくてはならない。

より良き政策立案：規制による影響評価の手引き(2003年1月刊）(Guide to Regulatory Impact 

Assessment(1 /2003)): RIA実施に当たり RIAの各段階に応じて実例を参考にすることは有

益である。この手引きは規則案の検討に際して，規制的手段を講じるかあるいは他の方法

を取るかの判断，規則原案作成方法，コンサルテーションの持ち方， EU規則との関係，具

体的適用方法，規制遵守の確保，規制の見直しや実施状況のモニター等について各段階で

の具体的方法を数多くの実例をあげて解説した極めて有益な資料である。政策立案担当者

必読の基本的な手引きである。

htt ://www.cabinet-office. ov.uk/re ulation/scrutin /ria-uidance. df 

次にあげる資料は，特定領域についてさらに詳しく説明したもので，その領域に関係す

る部局にとって参考になるものである。

・ 適用期間に関する手引き(Guidanceon Implementation Periods) : 小規模企業庁から刊行さ

れたもの。

国内適用留意説明書(TranspositionNote Guidance) : EC規則に関し各国に具体的にEC
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委員会より指令として指示された事項について国内制度として実施するための法令案を

議会に提出する際， EC指令の主要事項をどのように英国国内法に取り込むかを示した国

内適用留意説明書を添付しなくてはならない。

RIAにおける競争条件評価(CompetitionAssessments within the RIA process)。初期 RIA,

中間 RIAの2段階で，競争条件に影響を及ぼしかねない事項について検討することにな

っているが，これに関する資料が公正取引委員会から刊行されている。

2001年規制改革法(RegulationReform Act 2001): 規制改革令制定権(RegulatoryReform 

Order-Making Power): 公務員向け手引書(GuidanceNote for Officials) RROに関する議会

審査は他の 2次法令に対するそれよりはるかに煩雑である。これは RROが第 1次法令を

修正するものであるためである。この RRO手続きは最近導入された新しい手法であるだ

けに，内閣府作成の手引きを遵守することが特に重要である。
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付属資料2

付属2の内容如何？

環境・食料・農村地域省における初期／中間

規制影響評価実施方法に関する手引き

この付属資料 2は，規制にともなう影響評価 (RIA) について初期ないしは中間 RIAも

実施に関して， DEFRAの政策立案担当チーム向けにステップバイステップ的手引きとして

取りまとめたもので，基本的には内閣府作成の手引きを踏まえ，本手引き利用者に身近な

実例や情報を盛り込んで整理したものである。便益及びコストに関する説明に当たっては，

統合的政策評価 (IntegratedPolicy Appraisal。IPA)手法の対応部分を引用して説明して

いる。この IPA手法は DEFRAを含め省庁横断的に，様々な分野で求められている政策評

価や影轡評価の統合や合理化を目指して引続き開発が続けられている。

何故 RIAやIPAが必要なのか？

RIAのそもそもの目的は，企業や慈善団体，ボランティア組織に影響を及ぼす可能性の

ある新規政策についてその便益とコストの評価額を明らかにすることである。しかし，最

新版の内閣府作成の RIA手引書では政策立案者に対し，便益・コストの評価額のみでなく，

政府公約である持続可能な発展に即したものであることを示すためにその政策の実施にと

もなって予想される社会的・環境的影響についてもコスト及び便益といった形で評価する

よう求めている。このようなコスト及び便益を評価するための方法論なり手引きについて

は，環境影響評価，健康影響評価といった様々な評価手法を動員しなくてはならない。政

策立案部局は閣僚委員会の同意を必要とする政策については，このような様々な手法を動

員して社会的・環境的影臀評価を行わなくてはならないのである。 IPA導入の狙いは， RIA

とIPAの重複実施を回避して 2度手間を省き，出来れば単一の方法で両方を満たそうとい

うところにある。

実際 RIAとPIAの手順は良く似ている。どちらの方法もその実施に当たって経済的，環

境的そして社会的影響の全般を考慮に入れることが必要である。両者の主要な相違点は何

に焦点を当て力点を置くかという点にある。 RIAでは企業への影響評価に焦点を合わせる

のに対し， IPAでは経済的，社会的，環境的影響について同程度の重要性を持つものとして

等しく焦点を合わせるのである。その実施に当たっては，経済的影響，社会的影響，環境

的影響それぞれについて異なった評価手法を援用するのであるが，この付属資料 2の説明

に則して取組めば， RIA及びPIA両方の効果を利用することが出来，そしてより良き規制，

政策評価及び持続可能な発展に関する政府公約に則した形で初期RIAあるいは中間RIAを

展開出来よう。
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IPAを単独のものとして行う必要があるのか？

IPAを用いて入手した情報を RIAに取り込むとしても，完全なる IPAの要約は別の政策

評価の結果として取りまとめられるべきものである。このことは IPAの要約の作成が RIA

の一部をなすものとして作成が要求されるということではない。しかし IPAを取りまとめ

ることにより，今後生じうる重要な直接的あるいは間接的な影響について，それが肯定的

あるいは否定的いずれであれ，極めて有益な情報・資料を手にすることが出来，また政策

案に添付する大臣への提出資料や閣僚協議の資料として利用することが出来よう。さらに，

持続可能な発展に関する DEFRAの公約を遵守している明確な証ともなる。

したがって，政策立案部局においては RIAとは別の物として IPAの要約を作成するよう

強く勧告する。

I. DEFRAにおける初期／中間 RIA実施の詳細手引き

1 政策案／規則案のタイトル

全て正式名称を記人する。 EU指令を含め引用文書についても全て正式名称をする。“規

則(Regulation)"とは，企業，慈善団体あるいはボランティア組織に影響を与える，ある

いは最終的に規制的効果を招来するであろう政府により発表された政策案あるいは一連の

選択肢を指すもので，例えば議会提出法案，法定文書，実施基準，規制改革令，免許，賦

課金等々で，判断に迷ったときは内閣府の規制影響班(RIU)に確認されたい。

2 目的及び期待する効果

(i) 目的

規則案が目的とするところをはっきりと記述する。維を対象にしているのか，どのよう

な紺果が想定されるか？：例えば，製菓業者に対し00に関する EUの新規則を適用する

ために・・・，モントリオール議定書の定めるところに従って大気へのxxの放出量を削減す

るために…，詐欺事件の検挙率向上のために△△の機構を簡略化する等々。

適用範囲

見直しの適用範囲について連合王国 (UK。イングランド，ウェールズ，スコットランド

及び北アイルランド），グレートブリテン（イングランド，ウェールズ及びスコットランド），

あるいはイングランドのみとはっきり記述する。場合によっては 1あるいは2以上の権限

委譲先機関に関係し，協議が必要になる。例えば，スコットランドについてはスコットラ

ンド議会の議決等独自の法令手続きが必要であるが，ウェールズについてはウェールズ国
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民議会(NationalAssembly for Whales)と合同協議で同時に取り進めることになっている。

（注：ウェールズ，スコットランド，北アイルランドは連合王国政府や議会とは別に独自の議会，政府を

持っており，外交，防衛等以外の事項についてはロンドン(UK)で制定された法令も改めてそれぞれ

の議会で議決され各自治政府により施行される。）

(ii)背景説明

● 問題点滉状，現紆法令の施行状況及び何故改正が必要かということを簡潔に記述する。例

えば，

祝在製パン裳者は ]99X年の諸製粉親'Jiffによって親例されているが，製臭梃者はこれらの

硯別の対象外となっている。これら諸親'Jiffは，梓殊な炭気装置を導入することにより製粉工

楊で発生する粉鹿の大気中への放出眉を卯測することをH的に剃定されたものである。当蒔

は製菓築者が使fffする待殊な小麦粉が製パンの場合と周様な閥題を生じている証抱は見出

されなかった。しかし，最近になり新たな•••

■ もし，改正提案が与党マニフェストでの公約，持続可能な発展•健康面での不公平の削減と

いった幅広い政府の政策， EU及びその他の国際取決めを満たすためのもの，あるいは特定の

裁判事案なり事件に対応するためのものである場合は，その旨を強調的に記述すること。

(iii)リスク評価

● 多くの場合，新たな規則の導入は環境や消費者あるいは労働者の健康や安全性へのリスクに

対処するためになされている。ここでいうリスクとは必ずしも物理的なものだけでなく，法令

の裏をかいたり法令に違反するということも含まれる。

■ リスク評価では，危害を引き起こしているあるいは今後引き起こされかねない状況を特定し

なくてはならない。確固としたデーターがあれば一番良いが，それがなかったとしても，問

題の大きさ及びその規則案がそのようなリスクをどのように削減しようとするのか，さらに

はその規則案がリスクや危害にどの程度の効果を期待されるか（例えば，事故を 50%減らす

とか，死亡者数を 10%削滅する），をキチンと示すことが出来れば良いだろう。

〔一般的分析の例〕

1990年代初め，製パン工場従薬員の端息権柄率は全国平坊の 3倍に上るごとが明らか

になった。科学的調査僅本的調査は脚注で参照出来る）の紺果，これは製パン原料の強力

粉に含まれているグルテン 123の剌激性物費によって引き起こされることが明らかにな

った。一連の 199x年製粉規則は製パンエ楊における貞空脆気設備の設巖義務を親定したもの

乞それ以来製パンエ楊従哭員の端息発生率は半減した。製菓業者は当初，製パンの場合とは

異なった小麦粉を使fffしていて，この小麦粉からはグルテン 123か検出されなかったために一

連の製粉規別の適用から除外されていたのである。しかし，製菓工楊での端息罹病率は依然と

して高いままでつい般近になって00大学のxx教授による調査の緒果，その屎因物質はft!J

の例か待定の物質にというより，小麦粉粉鹿に含まれている剌激性物質によるものであること

カゞ 明らかになった。
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本現則（案）はこれを受けて，炭気設備の導入義務を小麦粉取り扱っている全職楊に対

し適用拡大しようとするものである。

〔確固たるデーターの例〕

1988年，イングランドには 53,000の製パン従算者がおり，毎年 530人の新たな喘息

患者が発生していた（罹病率]%)。真空倹気装閥導入 4年後，従築貨数 54,000人に対し

年閲端息患者発生数は270人と半減し，罹荊率は 0.5%にまで低下した。

現在製莫工楊の従築員数は 40,000人で，毎年の端息患者新親発生数は過去 5ヵ年の平

均で 405人となっている。製菓工楊に換気装置設閻義務を拡大することにより，製粉工

場の楊合と伺様の効采が期袴され，新たな端息但者発生数を 200人にまで削減出来るも

のと考える。

● これに続く費用／便益分析は，リスク，すなわちどの程度危杏が発生し得るかという

ことと関連してなされなくてはならない。もしそのリスクの発生する可能性が極めて低

ければ，講じようとしている措置はコストに見合ったものかが示されなくてはならない。

これは，確固としたデーターがキチンと整理されたとしても，想定される便益をどう認

識するかにかかってくる問題である。例えば核基地の安全性確保について，国民はもし

失敗したときの悲惨な結果を知っているから，たとえ僅かな安全措樅の改良に巨額の費

用がかかるとしてもこれを許容するだろ。また鉄道旅行は自動車旅行より 10倍も安全だ

といっても，国民は依然として自動車による旅行を好むだろう。その理由はいろいろの

要因が関係しているが，自動車の運転中に感ずる自ら安全性をコントロールしていると

言う心地好さも便益のひとつとして捉えられよう。

3 選択肢

これは目的達成のための様々な方法を列挙することである。この段階では列挙するだけ

に留め，各選択肢についてコメントすることは差し控えなくてはならない。 RIAに関しよ

く見られる 2つの間違いは，これ以外に他に代わるべき方法はないと断言することと，自

らが好ましいと感ずる選択肢以外の選択肢について詳しく説明もしないでいとも簡単に否

定し去ることである。次にいくつかの選択肢の例を示す。

選択肢 1: 何もしない

選択肢 2: 産業界に自主的な実施基準なり自己規制を行わせる

選択肢 3: 産業界全体に対し同一基準を課す

選択肢4:小企業については課する義務の一部又は全てを免除する

選択肢 5: ある物の使用を全面的に禁ずる
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4便益

ここでは，全ての選択肢についてそれぞれ政策目標をどの程度達成し得るか（及びどのよ

うにして目的達成が図られるか）ということと，それによって得られる便益を評価する。

● 何もしないという選択肢：この「何もしない」という選択肢は，他の選択肢検討に当たって

の基準ラインともなるものであるから必ず含まれていなくてはならない。

■ 影響を受ける産業部門：どの産業部門が直接あるいは間接に影響を受けることになるか

という点について，幅広く検討する。影響を受けるのはどの産業部門か／どの位の数の

企業が影響を受けるか／どの位の規模の企業が影響を受けるのか／どのような製品なり

サービスが影響を受けることになるのか。

● 企業にとっての便益：企業に対する便益を検討する際には，どのような新規事業が生み

出されるかということを考えることが必要である。例えば，その政策を実施することに

より，対応するための新技術の提供とか新しい機器や新しい形のサービス提供事業とい

ったものが生まれるといったこと。もしそのようなものが想定されたら，それが雇用情

勢の改善にどう影響するか／新事業の産出規模はどのくらいと見られるか／産業界がそ

のような新規需要に対応するためにはどの位の期間が必要か／既存設備能力はどの位あ

り，もし新規設備が必要としたら設備投資資金の手当は容易に出来るか／提案にかかる

政策によって直接的に影響を受ける産業部門において，企業によるより効率的投資を助

長するための方策なりその産業部門全体としての生産性向上や競争力強化のために投入

資源の効率的使用を助長させるための方策は何か。

● 想定される全便益の明確化： RIUの手引きでは政策を“その政策によって生ずると思わ

れる経済的，環境的，社会的影響に照らして，適切な方法でその便益と費用を評価する

ことは，政府の持続可能な発展という公約を果たすために重要なことである。”としてい

る (BetterPolicy Making : A Guide to Regulatory Impact Assessment (内閣府規制影

響班 CORID。2003年 1月刊）p.16)。したがって，便益を検討する際には幅広い見地か

ら行うことが必要である。想定される様々な便益を組織的に評価する方法については，

統合的政策評価 (IPA)の手法が有効である。 IPAの関連部分の見積もり様式を用いて作

業することにより，その政策がこれらの領域で大きな影響を及ぼすことになるか否かを

判定出来る。もしかなりの影響を及ぼすだろうという判定結果が出たならば， IPA見積も

り様式から補足的手引きにリンクして，さらに必要となる量的及び／又は質的評価の実

施に関する情報を得ることが出来る。このようにして行った詳細評価の結果は，初期／

中間 RIAの該当箇所を完成するのに利用出来る。

● 公平性・公正さ及び分配に係る問題：その政策案が現存の不平等性を正そうとするもの

なのか（例えば，製菓業者と製パン業者の間の扱いの違い），あるいは正当と思われる新

たな不平等性を導入しようとするものであるか（例えば，牛に関する法令が酪農経営に
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コスト負担を強いるのに，耕種農業経営は適用除外とする（負担を免れる），あるいは耕

種農業経営に対しては結果として中立的であるといった場合）を検討することが必要で

ある。もっと広くは，その便益は所得階層，年齢，性，障害の有無，人種等の違いに照

らして不均ーでないか，さらに農村地域，地方あるいは所在地の違いにより差がないか

ということについての考慮が必要である。

■ リスク及び仮定条件：推定を行う場合，必ずその根底にある仮定条件を詳細に説明す

る。

小麦粉粉塵の例：納税者は，端息患者の確定及び診断に係る国民健康保険(NHS)の推

討所要額端息患者を他の仕算に転換させるための職契調練に要する費用，端息患者

に代わる労働者の雇い入れ及び彼らに対する職業調練に要する雇Jfj主負担費JfJ, 端息

患者の身体的・精神的苦しみを補償するための標準的諄価額を合討した額に， JO年聞

にわたり想定される毎年の新患者数の減少数を乗じて痔られる金額を筋約できるとい

う便益を褐られることになる。

■ 以上を要約すると， RIAの便益に関する部分では次の点について考慮することが必

要である。

i. 公共部門の便益

ii. 消費者の便益

iii. 企業の便益

iv. 気候変動への影響の軽減，大気浄化，生物多様性の増進，天然資源消費の減少，騒音

の低減当を内容とする環境的便益

V. 国民の健康及び安全性，犯罪の減少，地域社会の発展，教育等を内容とする社会的便

益

vi. 公平性，公正さ及び分配問題

vii. 便益明確化に際して援用したリスク／仮定

● 重要性の低い影響：もし事前評価の結果，特定分野に関し重要と思われる影響がな

いと判断された場合には，それ以上の分析は不要である。

● 便益の数量化：便益がかなりある場合，便益を数量化する必要がある。出来れば金額

で示されることが望ましい。もっとも，社会的あるいは環境的便益の評価については，

特に RIA実施の初期段階では，質的評価しか出来ないことがあることは広く認識されて

いる。一般に費用と便益が最も均衡がとれている選択肢が好まれる。しかし， リスクの

大きさ及び国民のそのリスクに対する認識によっては，非常に費用のかかる選択肢が正

当化される場合もあり得る。例えば，暴力行為の記録のある者が弱者との関わることを

確実に禁止したり，あるいは核関連施設の爆発の危険性を極小化するための措置等で，

評価にはそれによって国民を安心させるという役割も果たしている面もある。各部局の
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経済専門家は，例えば採卵鶏の飼育環境の改良により想定される便益を，消費者がバタ

リー鶏舎で飼育した鶏の卵より放し飼いの鶏の卵にどの位余計支出しても良いと考える

かということを考慮して評価するといったように，便益評価の実施方法について助言を

与えてくれるだろう。

■ 標準的評価額：生命の価値あるいは病気や事故により個人的に苛まれる苦痛といった

ことに対する標準的な評価額というものがある。ある種の環境的便益についてそれを金

額的に示すことも可能である。環境的サービス受益に対し国民がどの位まで費用を負担

する意思があるかという負担意思調査その他各種調査結果を活用して，市場価格のない

財なりサービスの評価額を算定するのである。このような所謂非市場的価値の評価方法

については，財務省刊 "Treasury'sGreen Book"の付属資料 2を参考にされたい。

このようにして得られる評価額というのは，当然のことながら正確な値ではなく近似

値であるが，首尾一貫したデーターを提供することにより RIAに際して有効なものであ

る。範囲や数値が判然としない領域については推計値や推定域を利用するしかない。便

益額は 1年当たりという形で算定することが必要である。もっと詳しくは，各部局の経

済専門家に照会されたい。

■ 規則実施期間を通ずる便益額：ある規則の影響が将来にわたって続くと想定されるとき

は，通常先行き 10年間について毎年の便益額を算定する。もし 10年間でなく違った期

間を取ることが適切な場合は，その期間を対象としても良い。将来生じるであろう便益

の評価額は，現在価に換算して示さなくてはならない。この点についても，経済専門家

に相談されたい。

5 コスト

コストといったとき大きく分けて 2つの意味がある。ひとつはその規則の目的達成のた

めに企業や規制当局が負担することになる不可欠な費用（政策コスト）であり，もうひとつは

もっと幅広い観点からのもので，経済，社会，環境に係るもの（施行コスト）である。これら

2種類のコストについてはそれぞれの選択肢について検討することが必要である。 RIAに

おいてこれが必要な部分は次のとおりである。

i. 企業にとって規則遵守に要するコスト

a 政策コスト(Policycost) 

b. 施行コスト(implementationcost) 

ii. その他のコスト

a. 消費者にとってのコスト

b. 公共部門にとってのコスト

C. 想定される環境的社会的コスト

iii. 分配問題を含む公平性及び公正さに関する問題点
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(i) 規則施行に係るコスト

選択肢 1
選択肢 2

選択肢 3

選択肢4

■ 分析は政策コストと施行コストの両方を織り込んだものでなくてはならない。

■ 政策コストというのは，政策目標を達成するために法令に基づき義務付けられたことを

履行するために必要となる費用，所謂＇赤紐負担 (red・tapeburden)'米で，例えば，

自動車の排気ガスによる大気汚染の低減という政策目標を達成するために触媒式コン

バーター導入を義務付けた場合に必要となるコンバーター購入費や取付けエ賃等，作業

現場での死亡事故防止のためのヘルメット購人費用等といったものである。ある政策に

よって対象と考えた部門以外に影響を受ける部門に対しどのような新たな措置が必要

になるか，どの位の期間を要するか，雇用との関係，訓練や設備導入の費用といった点

について考慮することも必要である。さらに生産，投資，技術革新といった面から市

場動向にどのような影臀を与えるかということも考慮する必要がある。

米昔イングランドでは公文書を赤い紐で括っていたことを踏まえた表現。

■ 施行コストは規則に定められた検査なり監視を行うための費用や規則について周知を

図ったり，規則遵守を助長するための運営改善等に必要な費用である。

■ 共通的方法：これら様々なコストを出来る限り正確に見積もるために経済専門家の意

見を聞くことが璽要である。それと同時に，見積もりについて他省庁の行っている見積も

り方法と共通的な方法で行うことが必要である。コスト見積もりは年度ベースで行い，見

積もりに当たって設定した仮定条件ははっきりと記述しなくてはならない。もしはっきり

とした額が見積もれない場合は，概数で差し支えない。

■ 違反： EU指令の内容を英国内法令に移し変える際，‘何もしない＇ということは違法

行為で罰金が課される。何もしないということのコストには，経費節約，便益あるいは

対外貿易拡大の可能性といったような新たな機会の喪失を含む。しかし，これらを菫複

計算することがないよう注意が必要である。

■ 長期的コスト：規則なり政策の影響が将来にわたって継続すると考えられる場合，それ

にかかるコストは年度ベースで先行き 10年を対象期間として見積もるのが一般的である。

もっとも， 10年間でなく他に適切な期間があれば，その期間を対象に算定することとし

て差し支えない。先行きの年度について見積もられたコストは現在価として示さなくて

はならず，この点については経済専門家に相談されたい。

■ 仮定条件：コスト見積もりに際して設定した仮定条件は，常にキチンと説明しなくて

tまならない。
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● 早目の協議：政策案について検討するに当たり，早い段階で利害関係者と意見交換す

ることは，検討している規則なり政策が多くの企業にどの程度の影響を及ぼすことにな

るかということをイメージする上で有益である。

■ 典型的企業にとってのコスト：可能ならば，典型的な企業 1社（もしその政策案が様々な

性格の企業を対象としようとする場合は複数社）を選んで，その政策案が実施されたとし

た場合に企業として実施義務を課される事項を説明した上で，企業が実際に行う事項が

どの位の数に上り，それに要するコストはどの位になるかという点について定量化して

みることが望ましい。こうすることによって，その政策が実施されたときの影響の大き

さを把握することが可能となる。コストはまずその産業界全体でどの位になるか計算し，

影響を受ける企業数で除して 1社当たりのコストを算定する。

この結果は説明に当たって実例として用いることが出来る。例えば，利害関係者との

意見交戻の給栗を路まえて，小企薬にとって新しい設備を導入するのに£250要し，さら

に所定の咸検とペーパーワークで年閉£150を必要となるが，これは小企築にとって初年

度利益の 2%に棺当する額であるといったようにである。大企芙は新設備導入に£2,500

要し，点検及びペーパーワーク経費として年聞ポンド 1,500の迫加経費が必要となるとい

うかもしれないが， これは大企業の初年度仮益の借か 0.03%に過ぎないだろう。この算

例の場合，新設備導入という 1回殿りの費ff!をその供ffj朗閉例えば10年開に分捌叶上し

年率6%で例引くと， 1年当たりコストはそれぞれ£170, £1,700となる。

(ii) その他のコスト

a. 消費者にとってのコスト

b. 公共部門にとってのコスト

C. 想定される環境的，社会的コスト

● 政府公約である持続可能な発展は，政策立案者に対しその政策なり規則が企業，慈善

団体，ボランティア組織に与える影響を超えて引き起こすと見込まれるより幅広い経済

的，社会的，環境的な結果を特定させ，はっきり説明することを要求する。 IPAの手法

は便益評価の関連でこのような問題の分析に当たって有効だったと同様，コスト評価に

ついても有効である。

(iii) 公平性及び公正さの問題

● 公平性，公正さ，農村地域ないし地域性の問題を念頭に置いて，分配コストも見積も

ることが必要である。ここでも IPAの手法がこれらの問題を便益との関連で組織的に

分析し，そのコストを評価する上で有効である。

6 小企業との協議：‘小企業影響テスト'

(1) 小企業及びその団体との話し合い
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(2)小企業庁 (SBS) との協議

(3) SBSは照会に対し，もし小企業（従業員 50人未満）への影響がない場合，極めて迅速

な回答をくれる。もし小企業にのみ関係する場合， SBSは零細企業（従業員数 10人未

満）に対しバランスを欠いた影臀がないかの検討を行う。

(4) もし零細企業にバランスを欠いた影響がある場合，小企業に対する影臀を検討する

パネルに諮ることになるが， SBSは適切なパネル設置について協力してくれる。

(5) もし SBSとの協議が行われなかった場合， SBSは RIAや閣僚会議での合意を拒否

することを含め独自の見解を表明する権限を持っていることに留意しなくてはならな

し¥o

7. 競争条件の評価

● 提案に係る規則改正が関連市場での競争条件に何らかの歪み／影響を与えるだろう

か？競争条件を判定するための 9項目の質問が用意されており，これらの質問への回答

如何で競争条件に関し RIAに9項目の回答を書き込むだけで済むか，あるいは競争条件

に関する詳細評価を行いその結果を RIAに書き込む必要があるか否かが決まる。

● 9項目の判定質問に対する回答では影臀を受ける市場を特定し，これらの市場の特性

を判定質問に対する回答を踏まえて簡潔に説明する。さらに，競争条件にプラスあるい

はマイナスの影響があり得るか，あるとすればどのようなことかをはっきりと記述し，

そのように判断した理由を説明することが必要である。

● もし自らの知識あるいは業界関係者との非公式協議のみでは適切な情報を十分でない

場合，あるいは何らかの助言なり協力が必要な場合には，各部局の経済専門家及び／又

は公正取引委員会に相談されたい。

■ 競争条件に関する詳細評価には影響を受ける市場についての詳細な分析が不可欠であ

る。この分析はかなり入り組んだもので，市場競争に関する理解がなくては容易になせ

るものでない。その場合は， DRIU,各部局の経済専門家にコンタクトし，公正取引委員

会の助言を求められたい。

8. 施行及び罰則

● 政策案なり規則案はどのように施行されるのか？

● 誰がこの法令を実施するのか？彼らと協議は持ったか？彼らは実施の任を受ける気が

あるか？実施に伴い必要となる検査担当者達の研修，制度説明用のリーフレットの準備，

広報用資料の作成等に要する経費は彼らに負担させるのか？もしその規則が，例えば健

康や安全問題担当組織や取引基準監視組織等他の組織に経費負担を強いる場合，財務省

の新規負担協定に従い，要負担額がいくらになるか明示しなくてはならず，規則制定省
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庁の予算から実施に当たる組織へ必要額を移すことになろう。

■ 規則に従わない場合，刑事罰を課すことになるのか？もし然りとするならば，どの程

度の刑罰か？大法官事務所は承知しているか？（大法官事務所は裁判所運営の任にあり，

違反事件関連の令状に下級裁判所の裁判官の署名が必要とされることから訴訟手続きが

遅れることを望んでいない。）

9. 監視及び見直し

規則の実効性をどのような方法で，いつ測定するのか?2001年総選挙のマニフェストで

は，全ての新規法令は施行後 3年以内にレヴューすることとしている。

10. 協議

i) 政府内での協議

政策案作成に当たって協議を行った政府機関／省庁を記載する。

ii)公開協議

● RIAの初期段階ではどのようにコンサルテーション（協議，意見聴取）を企画し．どの

ような組織と行ったかを記載する。内閣府のコンサルテーションに関する要綱では，コ

ンサルテーション期間は通常最低 12週間とするとしている。もし 12週間と異なる期間

とする場合は，その理由を記述する。

● 最終 RIAでは，公開コンサルテーションでの反応を，次に例示するように簡潔にまと

めて盛り込むことが必要である。すなわち，肱議資料 400那を発出した。また本件に閑

しインターネットで我が省のウェブサイトに 1,500件のヒットがあった。全体で23件の

回答があり，その内訳は 40%が広い意味で賛成， 40%が広い意味で反対， 20%がどっち

でも良いあるいはもっと諒明が欲しいというものであった。このような場合，回答内容

をはっきり区分できる集団毎に要約することが有益である。例：回答あった教員阿体は

広い意味で賛戒であるが，両親のグループには賛否はっきりしないものもあった。実築

界は総じて賛成であるが，環境閻題専門宗遼は対策は不十分だと考えている。法曹界や

全図医療審議念(GeneralMedical Council)は抱案にかかる手法について見解抜きでコメ

ントを寄せた。

11 . 要約及び勧告

次のような表にまとめると分かりやすい。

選択肢 年当たり総コスト 年当たり総便益

ー
＿

2
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ほ
● どの選択肢が適切と考えるかを簡潔な文章(1, 2パラグラフ）で記述する。記述振りを

考えるに当たって，「ある政策の便益は所要コストを正当化する」という内閣の決定を念

頭に骰かなくてはならない。この内閣決定の意味するところは， 50%のコストで 90%の

便益をもたらす選択肢の方が， 100%の便益をもたらすがコストはそれ以上にかかる選択

肢より好ましいということである。要約には RIA等その政策検討に関係する文書のどこ

にも書かれていない新しい考えを初めて盛り込むべきではないということに留意された

し)0

既に見た小麦粉粉塵の例に即して言えば：

選択肢 1(; 河もしない）： 製菜業者になんらのコスト負担を課さないが，製パン築と製巣業

という類似那門聞に不均衡な扱いを残し，また従災員の健成問題に閃し課題を残す。

選択肢2(苗主親鱈： 端息思者の減少に役立つだろうが，笑効性は閃係業界閲体に芙界全

体に自主親剃遵守させるだけの力があるか否かに併かっているが，本件の楊合はっき

りしない。

選択肢3(i周様の親剖を業界全体に課す）： コストはかかるが，端息患者の発生を卯えるこ

とが出来，全薗的実庖機閲による検査を遥じて全国一斉に実行出来る。

選択肢4(.小企業を適用除外とする）： 新たな朦息患者の発生は若干減少するだろうが，製

菓薬者のほとんどが住届兼用建物で製造している小企業であり，従業員が暖されてい

るリスクは企癸規模とは閑係がない。

選択肢5(1£因物貧の使用禁止）： 祝在柑いられている小麦粉に代わり痔る物がなく，非現

実的である。パンやケーキのような小麦粉製品は眉要兌品であり，栄養バランスの取

れた食生活にとって不可欠な経済的な度品である

以Lから，この政策H標遠成の方法として，選択股3(周様の親剃を繋界全体に課す）

を採択することが適当であると判断する。

意思決定の場に本項冒頭の要約表とともに，その政策案で想定される主要なプラス・マ

イナス両面の影響を定性的，定量的にはっきり示す IPAによる最終見積もりを提出するこ

とも可能である。

12. 宣言

規制に伴う影響評価を読み，便益はコストを正当化するとものと確信する

署名襴は法令案が議会に提出されるまでは空欄としておく。議会提出をもって RIAは最終

RIAとなる。
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日付

大臣名

肩書き

所轄省庁

連絡先

影響評価及び法令案の内容に関する照会等に応えられる担当者の氏名，住所，電話番号

及びE・mailアドレスを記入。

I -1. Defraにおける初期／中間 RIA実施の手引き：総括表

別紙の表は，第 1節で概要を見た規制影響評価 (RIA)の構成をマトリックスに整理し，

RIAと統合的政策評価(IPA)の相関関係を簡単に分かるようにしたものである。

表側に RIAの構成項目が，表頭には IPA手法の概念項目が並んでいる。両者がともに関

連する欄は明示されている。作業を行うに当たって， IPAを実施した後にその結果を用いて

RIAの該当項目を記入することも出来るし， IRAの関係箇所に言及しながら RIAを完成す

ることも出来る。

IRAの関係箇所に触れつつ RIAを完成しようとするならば， RIA中の政策案の便益に関

する部分については，想定される経済的，社会的，環境的影響に関係する項目の IPA手法

を参考にすることが出来よう。IPAの各概念項目には簡潔な即答式質問事項がリストアップ

されていて，これを用いることにより検討中の政策案が，その政策案の主要部分で詳細な

検討を要する分野で大きな影響を及ぼすかどうかをはっきりさせることが出来る。

もし，かなり大きな影響があると考えられたならば，さらに詳しい分析を行う必要があ

ろう。IPAの判定手法は具体的にどうすれば良いかを解説した補足的手引きとリンクされて

いる。もし，大した影響は無いと考えられたならば，それ以上の分析は不要である。

例えば， IPA判定手法の大気の変化という項目では次のような即答式費閻が肪んでいる。

● その政策なりプロジェクトにより， 6種類の温室効果ガス（例えば化石燃料の使柑に

よるもの）の大気への放出に変化をもたらすか？

● それは，洪水等予捌される状況の発生頻度に影響するか，あるいは影響されるか？

もしこれらの質問のいずれかあるいは両方に対する答が 'YES'ならば，さらに詳しい

分析が必要である。 IPA手法では次に取るべき方法についてのリンクが張られていて，
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容易に攻のステップに進めるようになっている。例えば，影響を受ける分野についてよ

り詳しい況明，現在ある手引きのI所在に閑する情報， さらに詳細分析を行うに当たって

詳しい情報や助げを褐るための DEFRA内外のコンタクト先についてである。

参照し易いように，マトリックスでは田園地域f『の農村地域耐性チェックリストヘのリ

ンク，企業関連の事項については RIAの関係ページを示しておいた。

IPAに関する詳しい説明はワンストップショップ (OSS)チームから入手できる。コン

タクト先については本手引き本文の最後を見られたい。
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総台政策評1曲項日 1)

規制影響評価項目 経済的影響 社会的影響 環境的影響 横断的影響 分布影響 リスク
内閣府2003年1月発行 公会計及び 公衆衛生 主要なコミュニTイ天候の 大気 土地利用 生物の 器村 地域と

「より良い政策立案：規制影響評価」より 公益事業 消黄者 ビジネス と安全 犯罪 及び教育分野 変化 環境 地勢 廃棄物と水 多様性 騒音 地域 地方

11提案件名

2目的と意図する影響
i目標(objectives)

ii 背景(background)

iii リスク評価ー政策か取組もうとしている

問題は何か？そのリスクは

3選択肢
i 何もしない（基準）

ii 
iii 

4 (基準と比較して）各選択肢の利点（影響）

i 公共部門 鵬
ii 消貧者が受ける利点 裟蕊疇

iii 影響を受けるピジネス分野
a分野の概要

b. 利点

iv 予想される環境的及び社会的利点 碑 詑心‘ 、、．‘ ‘‘ヽ、 蒸盤蒸蒸窯蒸§ 淡蕊婆淡淡激総鵬

v 分布問題を含む公平さ及ひ公正さ
．・~ 窯蒸‘

vi 認識される利点に関連するリスク／仮定

5各選択肢にかかるコスト（基準と比較して）

一
i ヒジネスヘの適正コスト（政策と実施）

ii 他のコスト
a消吾者にかかるコスト ... ヽ

b. 公共部門にかかるコスト

C. 予想される環境的コストと社会的コスト ~ 囀~ふー＝、巡崎叶ふ:ZillllilliW、ニ・·翌．蕊一ー．ゞ•・鱈雪..  恣={、「-攣順OOillW鵬さ疇｀｀．｀囀鴫瓢 盪瓢
iii 分布問題を含む公平さ及び公正さ ~ …•…••• ‘r‘ 、ヽ «,iが公~,:

中小企業の

6中小企業とのコンサルテーション 影響審査(3)

71競争評価 競争フィルター(4)

8強制と制裁 R!A(5) RIA(5) 

9モータリンクと見直し RIA(6) RIA(6) 

＃コンサル丁ーション
1. 政府内

2. 公開コンサル丁ーション RIA(7) 

＃総括と勧告

1. 
2. 

3. 
＃通知

窓口

注）
(1)これらは全てIPAスクリーニンクツールから抜粋したもの

(http:/ /intranet/ sustainable/ campaign/ipa/ screeningdoc2. 
(2) Rural Proffing Cheklist (http:/ /intranet/ruralproofing/index.asp) 

(3)内閣i、の2003年1月発行RIAカイダンス21頁参照
(4)内閣l`の2003年1月発行RIA付展3参照
(5)内閣｝ の`2003年1月発行RIAガイダンス28/29頁参照
(6)内閣l、の2003年1月発行RIAカイダンス29/30頁参照
(7)内閣9、の2003年1月発行RIAカイダンス31/34頁参照




