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シンポジウム論文

環境科学会誌23(5) : 381-393 (2010) 

デポジツ卜制度がリユースペットボトルの

需要に及ぼす影響

沼田 大輔*.r・馬奈木俊介**

摘要

ペットボトルは，高い回収率であれば，リユースがワンウェイよりも環境負荷を減らし

うることが示唆されている。このため，昨今の日本では，ペットボトルのリユースをおこ

なう場合の回収率を高める方策の検討が求められている。この回収率を高める方策として

デポジット制度の活用が考えられる。しかしデポジット制度は購入時にデポジット分だ

けリユースペットボトル入り製品の価格を上昇させるため，リユースペットボトル入り製

品の需要が減少する懸念がある。本稿では，デポジット制度が組み込まれた環境省リユー

スペットボトル実証実験において，消費者にアンケートをおこない，デポジット制度がリ

ユースペットボトル入り製品の需要に及ぼす影響について，実証分析をおこなった。その

結果，宅配販売のリユースペットボトル入り製品が， 4本入り l箱の単位で販売され， 1 

本あたり 20円のデポジットが適用されることで，その製品が値上がりしたと感じる消費

者については， リユースペットボトル入り製品の需要を減らすという示唆を得た。また，

デポジット額に対する感想は，リユースペットボトル入り製品の需要に影響を与えないと

いう示唆も得た。

キーワード:デポジット制度，需要への影響，リユースペットボ、トル，アンケート，実証

実験
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1.はじめに
ンクの回収率が90%から 100%になっていることを

指摘している。

ペットボトルは，高い回収率であれば，中身を

消費後，洗って再度，水などを充填するリユースが，

l回使用すれば処理・処分されるワンウェイよりも

環境負荷を減らしうることが示唆されている1)。こ

のため，昨今の日本では，ペットボトルのリユース

をおこなう場合の回収率を高める方策の検討が求

められている。この回収率を高める方策として，デ

ポジット制度の活用が考えられる。デポジット制度

とは，製品購入時に余分にある額を支払い(デポ

ジット)，使用済みの製品を所定の場所に返却すれ

ば，購入時に余分に支払った額の全部もしくは一部

を受け取ることができる(リファンド)制度である。

例えば， OECD (2001) 2)は， OECD諸国における

デポジット制度の導入によるビールやソフトドリ

2010年1月18日受付， 2010年3月12日受理

しかしながら，デポジット制度が導入されると，

販売価格がデポジット分だけ上昇するため，対象と

なった財の需要が減少するのではないかという懸

念があり，このことは，柴田 (2002)3)におけるデ

ポジット制度に関する理論的説明からも示唆され

ていS。この懸念について，沼田 (2006)4)は，ア

メリカのビール消費量の州別，容器別データを用い

て，アメリカにおけるビールのデポジット制度は，

ピール全体の消費量に負の影響を与えていること，

缶によるビール消費を減少させ，リターナブル瓶に

よるビール消費を増加させていること，飲食庖など

の大口需要者の財の需要には影響を与えていると

はいえないことを示している。また，経済企画庁経

済研究所 (1996)5)は，東京都内および神奈川県内
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のスーパー庖頭において消費者にアンケートをお

こない，そのデータをもとに，デポジット制度が

ペットボトルの販売に与える影響を検討している。

しかしながら，これらの研究は，ペットボトルのリ

ユースを念頭に置いたものでは必ずしもなく，リ

ユースペットボトル(以下，リユースボトルと書く)

を容器として用いた財の需要に対する，デポジット

制度の導入の影響については明らかではない。パル

システム生活協同組合連合会 (2007)6)は，ペット

ボトルのリユースシステムの構築について，実証実

験を実施し，事業の概要を詳細に述べている。ま

た，その実証実験をもとに，様々な角度から，ペッ

トボトルのリユースシステムについて検討してい

る。その中には，実証実験をおこなった庖において，

リユースボトルに対する消費者の意識について，ア

ンケートをおこない，ペットボトルのリユースに日

本で取り組むことは，環境に優しいのでよいことだ

が，洗浄が充分であるかなど不安があるという意見

が消費者にはあることを示している。しかしそ

こでは， リユースボトルの購入者のみに質問して

おり，また，リユースボトルの購入か非購入かを分

ける要因として，デポジット制度の有無が有意に影

響しているかどうかについて，統計的に十分に分析

されているわけではない。また，パルシステム生活

協同組合連合会 (2008)7)は，実証実験を再度実施

し，より詳細に，ペットボトルのリユースシステム

について検討している。その中においても，実証実

験をおこなった庖などにおいて，消費者の意識につ

いてのアンケートをおこない，そこではリユースボ

トルを購入しなかった人に対してもアンケートを

おこなっている。しかし，リユースボトルの購入か

非購入かを分ける要因について，デポジット制度の

有無，および，社会経済的属性を踏まえた統計的に

十分な分析はなされていない。

一方，この検討に示唆を与えているものに，環境

省が2008年度に実施し，デポジット制度が組み込

まれたリユースボトル入り水の実証実験がある。幸

運にも，筆者らはこの実証実験において消費者にア

ンケートをおこなう機会を得た。このため， リユー

スボトル入り水を購入する人および購入しない人

に対してアンケートをおこなった。そして，本稿で

は，このアンケートの回答をもとに，デポジット制

度をリユースボトル入り水に適用した場合の，リ

ユースボトル入り水の需要に与える影響について，

デポジット制度の有無，および，社会経済的属性

を踏まえた分析をおこない，詳細に検討した。なお，

この検討についての速報は，環境省 (2009b)8)に

まとめたが，そこでは，本稿で示す検討が十分にお

こなわれているわけではない。本稿では，リユース

ボトル入り水の需要に与える影響に焦点をあて，よ

り詳細に検討している。

本稿で得られた示唆は次の通りである。第一に，

日本におけるリユースボトル入り水へのデポジッ

ト制度の適用は，宅配販売において. 4本入り l箱

の単位で販売され. 1本あたり 20円のデポジット

が適用されることで，そのリユースボトル入り水が

値上がりしたと感じる消費者については，リユース

ボトル入り水の需要を減らす。第二に，今回のデポ

ジット額を高いと思うかどうかというデポジット

額に対する感想は，リユースボトル入り水の需要に

影響を与えない。

本稿の構成は次のとおりである。まず. 2節で

は，環境省による実証実験のうち，デポジット制度

がリユースボトル入り水の需要に与える影響に関

連する箇所に焦点をあて，その概要を示す。 3節で

は，この実証実験において筆者らがおこなったアン

ケートおよび回答者の属性について確認する。そし

て. 4節において，本稿における実証分析の内容お

よび結果を示す。最後に. 5節において，本稿の結

論と今後の課題を示す。

2.リユースペットボトル実証実験の仕組み

実証実験は，横浜および千葉の庖頭販売3庖(こ

こでは，それぞれをA庖.B庖.C居と書く)と，

千葉の宅配販売 1庖において. 2008年8月末から

をl期. 2009年 l月末からを 2期としておこなわ

れた。庖頭3庖における，リユースボトル入り水の

購入時の形態は概ね同じである。図 1は，庖頭販売

における実証実験の仕組みを示したものである。点

線はお金の流れ，実線はリユースボトルの流れを示

す。リユースボトルには水(ミネラルウォーター)

が入れられ，富士山麗「忍野村の天然水」という商

品名で，特設販売コーナーが設置され，そこに陳列

された。なお，通常の水販売コーナーには，リユー

スボトル入り水は設置きれなかった。 1期. 2期い

ずれにおいても，消費者は，リユースボトル入り

水の購入時に. 1本あたり，製品価格 (130円)に

加えて，デポジット (A底.B庖では 10円. c屈

では 20円)を，レジ、で支払った。そして，消費後，

空のリユースボトルを返却すると，返却本数に応

じて. 1本あたり .A庖.B庖では 10円.C庖で

は20円を受け取ることができた(リファンド)。た

だし.C庖については，リファンドは C庖の系列

庖において利用することができるポイントとして

支払われた。このデポジット・リファンドのことは，

庖頭に表記された。空のリユースボトルの回収は，
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販売された時期が1期か2期かを間わず， 1期の販

売開始後から 2009年3月末までおこなわれた(環

境省 2009c)凡なお，経済産業省 (2006)10)において，

r720mlびん，または 900mlびんの保証金はいくら

が適切か」という聞に対して， 10円という回答が

多く，次に 5円という回答が多かったことが示され

ていること，今回の実証実験では， 1.5リットルの

容器が用いられたことから，経済産業省 (2006)10) 

における内容物の容量を約2倍にした容器について，

保証金の額を約2倍にした場合を，本実験では試し

たものと捉えられるであろう。なお，庖頭において

は，購入・返却ともに， 1本単位でおこなわれた。

一方，図2は，宅配販売における実証実験の仕組

みを示したものである。宅配販売では，消費者は商

品配達の 2週間前に商品のカタログが配布され，配

達の 1週間前に注文することで，当日商品を受け取

れる。 l期，2期いずれにおいても，消費者は，リユー

スボトル入り水の購入時に，製品価格に加えて，デ

ポジット (1本あたり 20円)が，宅配の契約をし

ている口座から月単位で引き落とされた。リユース

ボトルにデポジットが上乗せされていることは，カ

リユ スボトル入りホ

(購入時)

庖

頭

(返却時) I 卜 空のリユースボトル

リファンド

一一一一一歩お金の流れ

一一一一一一歩リユースボトルの流れ

図1 白頭販売での実証実験の仕組み

(購入時)

(返却時)

宅

く配達の2週間前〉カタログ配布

く配達の1週間前〉注文受付

く配達日〉リユースボトノレ入り水

契約口座から、製品価格+デポジット
配ー一一一一一一一一一一一一一一

〈配達後〉空のリユースボトノレ

契約口座から、リファンド

一一一一歩 お金の流れ

一一一一一+ リユースボトルの流れ

---歩 情報の流れ

図2 宅配販売での実証実験の仕組み

タログ・チラシに表示された。そして，消費後，次

回以降の宅配の際に，空のリユースボトルを購入時

の箱に詰めて配達員に渡すと，後日，購入時に支

fムったデポジットを，宅配の契約をしている口座を

通じて受け取ることができた(リファンド)。なお，

宅配においては，購入・返却ともに，箱単位 (1箱

4本入り)でおこなわれた。

3.アンケートの概要および回答者の属性

3.1. アンケートの概要

2節で確認した実証実験において，筆者らは，消

費者にアンケートをおこなった。実施期間は，庖

頭3庖については 1期と 2期に，宅配 l庖につい

ては 2期にのみおこなった。庖頭では，リユースボ

トル入り水の特設販売コーナーで調査員がインタ

ピュ一方式でアンケートをおこなった(なお， 2期

のB庖では， レジを出てすぐの場所にリユースボ

トル入り水の販売コーナーを増設しそこでアン

ケートをおこなった)。庖頭3庖におけるアンケー

トの内容はいずれも基本的に共通であるが，各庖

頭における実証実験のシステムに応じて，アンケー

ト項目を調整した。一方，宅配については，商品の

宅配時にアンケートを配布し，アンケートに記入の

上，添付の封筒で返送をお願いした。なお， 1期の

応頭におけるアンケートは，本稿で主な検討対象と

しているデポジット制度がリユースボトルの需要

に及ぼす影響に関する設問について，回答者に趣

旨が適切に理解されなかったことがインタビュ一

時における回答者からの問い合わせにおいて伺わ

れたため，本稿では用いない。表 lは，本稿で検

討するアンケートの回収状況を示したものである。

3.2. 回答者の属性

図3，図4は，アンケート回答者の年齢を，庖頭，

宅配についてそれぞれ示したものである。いずれ

も，様々な年齢層から回答を得たが，年齢層は比較

的高めである。図 5，図6は，回答者の所得を，庖頭，

宅配についてそれぞ、れ示したものである。いずれも

様々な所得層から回答を得た。図 7，図 8は，回答

者の環境意識を，庖頭，宅配についてそれぞ、れ示し

たものである(択一回答)。なお，ここでの環境意

識とは， rあなたは毎日の生活で，ごみを減らすこ

とに， と守の程度気を使っていますか」に対する回答

のことである。

4.デポジット制度がリユースペットボトルの需要に

与える影響

庖頭・宅配いずれでおこなったアンケートにおい

ても，冒頭と末尾に， リユースボ、トルの購入の有
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無を問う設聞を設けた。末尾に再度リユースボトル

の購入の有無を問う設聞を設けた理由は，アンケー

トに答えているうちにリユースボトルのことを知り，

アンケート回答後に，アンケート冒頭でのリユース

ボトルの購入の有無に関する回答とは異なる行動を

とる回答者がいることが， 1期におけるアンケート

において，調査員の話から明らかになったためであ

る。このため，アンケートの冒頭におけるリユース

ボトル入り水の購入の有無に関する設問の回答に加

表 1 本稿で検討するアンケートの回収枚数

実施居 回収枚数(枚)

A庖 292 

庖 B庖 201 

頭 C庖 203 

言十 696 

宅~ 

宅配 l庖 884 
西日

無回答2%10-19歳 20-29歳 3%

80-89歳 3%
30-39歳 11%

70-79歳 20%
40-49歳 14%

60-69歳22%
50-59歳 23%

図3 白頭回答者の年齢構成 (n= 696) 

100万円未満4%
100万円以上

無回答 r200万円未満4%
不明回答 18%

1000万円以上
15帖

900万円以上
1000万円未満

4% 

800万円以上
900万円未満

5% 

300万円以上
400万円未満
11% 

万円以上
500万円未満 8%

600万円以上¥____500万円以上
700万円以上J7OO万円未満 600万円未満 7%

800万円未満 9% 6% 

図5 届頭回答者の所得構成 (n= 696) 

えて，アンケート末尾におけるそれについても検討

する。リユースボトルの購入に関する設問は，それ

ぞれの販売形態に合わせた。

本節では，まず， 3節で確認した消費者のうち， 4.1 

節では，今回の実証実験におけるリユースボトル

の購入状況を見る。 4.2節では，回答者のデポジッ

ト制度に対する感想、を確認する。そして， 4.3節で

は，リユースボトル入り水の購入理由について確認

し 4.4-4.7節において，リユースボトル入り水の

購入要因について回帰分析をおこない，デポジット

制度がリユースボトルの需要に与える影響について

検討する。

4.1. リユースボトル入り水の購入希望状況

3.1節で確認したように， A庖と C庖においては，

庖頭アンケートは，リユースボトル入り水の特設販

売コーナーにおいておこなわれ，その場所はレジを

通過する前であり，アンケートで回答した形での購

入を最終的に回答者がおこなったか否かは不明であ

るため，リユースボトル入り水の購入希望の有無を

無回答・
不明回答 1%

20-29歳 5%
70-79歳 6%

歳 26%
60-69歳 19%

50-59歳 21% 40-49歳 20%

図4 宅配回答者の年齢構成 (n= 884) 

無回答-
不明回答7%

100万円以上
200万円未満 2%

1000万円以上 12% 200万円以上
300万円未満 9%

900万円以上
1000万円未満 6% 300万円以上

400万円未満 11%

800万円以上
900万円未満 7% 400万円以上

500万円未満 13%

700万円以上
800万円未満 8%

4 

600万円以上
700万円未満 11%

図6 宅配回答者の所得構成 (n= 884) 
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尋ねた。すなわち，購入意思については， rあなた

は，このアンケートをお受け取りになった際のお買

いものにおいて，リユースペットボトルに入った水

を購入しようと思いますか。」に対する回答であり，

「購入しようと思うJか「購入しようとは思わない」

のいずれか一つ該当するものにOをつけてもらっ

た。一方， B庖については， レジを終えた消費者が

回答者であったため， rリユースボ、トル入り水を購

入したか否か」を聞くべきであったが，アンケート

実施場所が事前に把握できず，リユースボトル入り

水の購入希望の有無を尋ねた。このため，以下では，

B庖のサンプルは分析の対象としない。

図9は，庖頭販売においておこなったアンケート

の冒頭において，回答者に占めるリユースボトル入

り水の購入意思を有する者の割合を示したもので

ある(択一回答)。なお，リユースボトル入り水は，

特設販売コーナーで販売され，そこでアンケートが

とられたことから，購入しようと思うという回答が

多めに出ている可能性がある。図 10は，庖頭販売

においておこなったアンケートの末尾において，リ

ユースボトル入り水を購入しようと思うか否かを

再度尋ねた回答をまとめたものである。図 9と比較

すると， r購入しようと思う」とする回答の割合が

気を使っていない 4%

少し気を使っている
22% 

気を使っている
41% 

無回答2%

かなり気を使っ
ている 30%

図7 届頭回答者の環境意識 (n= 696) 

ここでの環境意識とは， rあなたは毎日の生活で，ご
みを減らすことに，どの程度気を使っていますかJに
対する回答のことである。

無回答 1%

J 河""""'- 購入しようと
メ..日:時，思う 20%

購入しようと町民--------ジ
恩わない 79% 、:::::::::::::::::;/

図9 后頭回答者のリユースボトル入り水購入希望

(n = 495，アンケート冒頭)

若干増えている。図 11は，宅配販売においておこ

なったアンケートの冒頭において，今回の買い物で

リユースボトル入り水を購入したか否かを尋ねた

回答をまとめたものである。今回の買い物において

リユースボトル入り水を購入した回答者はほとん

どいないことが伺われる。図 12は，宅配販売にお

いておこなったアンケートの末尾において，次回の

買い物においてリユースボトル入り水を購入しよ

うと思うか否かを尋ねた回答をまとめたものであ

る。これを見ると， r購入しようと思う」とした回

答者は全体の 35%であり，図 11におけるリユース

ボトル入り水を購入した回答者の割合を大きく上

回っている。

4.2.デ?ポジッ卜制度について

(1)デポジ、ツ卜制度による購入時価格の値上がり感

デポジット制度においては，使用済み製品を所定

の場所に返却すれば，購入の際に余分に支払うデポ

ジットを返却してもらえる(リファンド)が，購

入時に製品価格に加えてデポジットを支払う必要

がある。このため，デポジット制度による購入時

価格の値上がり感について尋ねた。図 13から図 15

は，その結果を円グラフにまとめたものである。デ

ポジット額が 10円か 20円かで回答が異なる可能性

無回答 1%

少し気を使っている
37% 

かなり気を使っ
ている 14%

図8 宅配回答者の環境意識 (n= 884) 
ここでの環境意識とは， rあなたは毎日の生活で，ご
みを減らすことに，どの程度気を使っていますか」に
対する回答のことである。

r購入しようと思う 24%
無回答9%一一---::<'"1茸t...1

購入しようと 日:::::::::::::::::::::::;1
恩わない 67%¥¥ミ::::::::::::::::::;;y-

図10庖頭回答者のリユースボトル入り水購入希望

(n = 495，アンケー卜末尾)
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があるため，デポジット額によって分けて示してお

り，図 13はデポジット額が 10円の庖頭，図 14は

デポジット額が20円のj苫頭，図 15は宅配について

の結果を示している。これらの図より，デポジット

制度により価格が上昇するという感覚を持つ回答

者は全体の l割強であることが分かる。

(2)デポジ、ット額の感想

今回のデポジット額に対する感想、をまとめたの

が，図 16から図 18である。(1)と同様に，庖頭に

おける回答については，デポジット額が 10円か 20

円かで2つの円グラフを示している。

これらの図より，今回のデポジット額を多くの人

が「適切」であると判断している。ただしデポジッ

ト額20円の庖では，デポジット額 10円の庖に比べ

図.11 宅配回答者のリユースボトル入り水購入

(n = 884，アンケー卜冒頭)

はい 10%

いいえ 75%

どちらともいえ
ない 15%

図13デポジツト額 10円の屈でのデポジツトによる価

格上昇の感覚(盾頭， n = 292) 

無回答・ 一一一一千九』はい 12%
不明回答2% ム沼E区¥

協努多発;::::;:;:;:;J どちらとも
府予~ぇ::::::ザいえない 27%

いいえ 59% 、~努::;;:>;::;;; . ~.~ 

図15 デポジッ卜による価格上昇の感覚

(宅配， n = 884) 

て，デポジット額を高いとしている回答者の割合が

多く，適切としている回答者の割合が少ない。この

ことはデポジット額の差が影響していると思われ

る。なお，デポジット額20円の庖頭販売ではポイ

ントでリファンドを支払い，デポジット額 10円の

庖頭販売では現金でリファンドを支払う形になっ

ていたことも影響している可能性がある。

4.3.リユースボトル入り水の購入希望理由

アンケートでは，リユースボトル入り水の購入者

にその購入理由について尋ねた(複数回答可)。ア

ンケート末尾でのリユースボトル入り水の購入希

望理由については，回答してもらっていない。また，

購入理由の選択肢として. ['値段が安かったから」

を入れたが，この値段にデポジットを含むと考えた

、司ノ
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図12 宅配回答者のリユースボトル入り水購入希望

(n = 884，アンケー卜末尾)

~Iまい 14%

防:888多乏:::::::::::jどちらともいえない
'0死三~::::7 20%
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図14デポジツト額 20円の庖でのデポジツ卜による価

格上昇の感覚(居頭， n = 203) 
いくらでも
構わない 6%

無回答3%

安い 5%

適切 80%

図16デポジッ卜額 10円の屈でのデfポジット額の感想

(庖頭， n = 292) 
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回答者もいると思われるので，庖頭については，デ

ポジット額 10円唐 (A庖)と，デポジット額20円

庖 (C庖)を分けて示している。図 19，図 20はそ

れらを整理したものである。なお，宅配 l屈につい

ては，図 11に示したとおり，リユースボトル入り

水を購入した人が非常に少ないことからここでは

省略した。図の縦軸はそれぞれの屈におけるリユー

スボトル入り水の購入希望者に占める各理由の回

答割合である。ここから，リユースボトルの購入理

由として， I環境にやさしい容器と思ったからjが

相対的に多いことが伺われる。また，図 19と図 20

を比較すると，デポジット額の差による「値段が安

かったから」をあげる回答者の割合への影響はあま

りないように見受けられる。

4.4.届頭アンケートの冒頭におけるリユースボトル入

り水の購入希望要因

次に，リユースボトル入り水の購入要因について

検討する。ここでは，庖頭アンケートの冒頭におけ

る，消費者によるリユースボトル入り水の購入希望

の要因を分析する。なお，リユースボトルの購入希

望要因に焦点をあてるため，そもそも水を購入しよ

うと思わない人をサンプルから排除したい。しかし

いくらでも構わない 17%
¥ 高い 13%

安い 7%~多訟矧骸....ヒ

\~:;::::::::::::沙グ適切 63%

図17デポジツト額20円の后でのデポジツ卜額の感想

(盾頭， n = 203) 
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図19 A庖でのリユースボトル入り水の購入希望理由

(n=72) 

ながら，リユースボトル入り水を購入しようと思わ

ない人に，その理由はそもそも水を購入しようと思

わないからか否かを聞いていないため，そのような

サンプルを排除できない。このため，本稿では，リ

ユースボトル入り水を購入しようと思うか否かを

見ることで分析した。分析対象のサンプルはA庖，

C庖のアンケート回答すべてである。設定した回帰

式は次のとおりである。

(リユースボトル入り水の購入希望の有無)= 

a+s1X (デポジット制度の値上がり感)

+ s 2 X (デポジット額に対する感想、)

+ s 3 X (容器の傷や汚れに関する気質)

+ s 4 X (リユース認識)

+ム X (環境意識) +s6X (性別)

+ s 7 X (家族人数) +ん X (年齢)

+ s 9 X (所得) +sIOX (庖舗ダミー)

被説明変数である「リユースボトル入り水の購入

希望の有無」は，図 9で示したもののうち無回答を

除くものが該当し， Iリユースボトル入り水を購入

しようと思う」は 1，Iリユースボトル入り水を購

いくらでも構わない 10%

高い 24%
安い 3%

図18 デポジツト額20円の感想、(宅配， n=884) 

環
境
に
や
さ
し
い
容
器

と
思
っ
た
か
ら

値
段
が
普
通
も
し
く
は

安
か
っ
た
か
ら

購
入
し
た
水
が
欲
し

か
っ
た
か
ら

特
に
理
由
は
な
い

そ
の
他

図20 C屈でのリユースボトル入り水の購入希望理由
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388 沼田-馬奈木

入しようと思わない」は Oであるとして，プロピッ

ト分析をおこなった。なお.rリユースボトル入り

水を購入しようと思わない」には，水を購入しよう

と思わない人も含まれている。

次に説明変数について見る。日は定額項である。

「デポジット制度の値上がり感」は.rデポジット制

度により，製品の値段がデポジット額分だけ高く

なると感じますか (1つ選択)Jに対する回答であり，

図 13と図 14が対応する。とりうる値は.rはい」
の場合は 1.rいいえ」の場合は一1.rどちらともい

えない」の場合は Oとした。「デポジット額に対す

る感想、」は. r余分に支払う必要のある金額をどう

思いますか (1つ選択)Jに対する回答であり，図

16と図 17が対応する。とりうる値は.r高いと思う」

にOをつけている場合は 1.そうでない場合はOと

した。「デポジット制度の値上がり感」および「デ

ポジット額に対する感想」の有意性および係数の符

号を見ることが，本稿の主な目的である。その他に

リユースボトルに関する説明変数として. r容器の

傷や汚れに関する気質Jrリユース認識jを入れた。

「容器の傷や汚れに関する気質」は.rあなたは商品

を購入するにあたって，容器の傷や汚れはどれくら

い気になりますか」に対する回答である。とりうる

値は.r気にならない」の場合はo.r少し気になる」

の場合は1， r気になる」の場合は 2.rとても気に

なる」の場合は 3とした(択一回答)。環境省 (2008)

11)に.r衛生面，製品品質面への不安や，ボトルの

傷などの外観から，敏感な日本の消費者がリユース

ボトルを受け入れない可能性があるのではないか」

という意見があるため，この説明変数を設けた。「リ

ユース認識」は「リユースによる環境負荷低減の認

識」のことであり.r分別収集で資源ごみとしてペッ

トボトルを収集して再資源化するよりも，ペットボ

トルを洗浄して飲料を充填して繰り返し利用する

(リユースと言われています)方が，環境に良いこ

とが言われています。あなたはこのことを知ってい

ましたか。」について.rはい」を選んで、いる場合は 1.
「いいえ」を選んでいる場合は Oとした(択一回答)。

環境省 (2008)11)に.rリユースによる環境負荷低

減の可能性に関する情報を消費者に十分に伝える

ことにより，消費者の意識改革を進めることが不可

欠」という意見があるため，この説明変数を設けた。

なお，この設問に対して.rその他Jを選んでいる

サンプルについては，分析対象から省いた。

その他は回答者の社会経済的属性である。「環境

意識」は.rあなたは毎日の生活で.rごみを減らす

表 2 届頭アンケー卜冒頭でのリユースボトル入り水の購入希望についての変数の基本統計量

リユースボト デポジットデポジット容器の傷や 1 

ル入り水の購 制度の値上額に対する汚れγ」関すスj認ユ識ー 環境菅哉性別家族人数年齢所得， 庖舗
入希望の有無 がり感 感想1 る気質

平均 0.17 0.60 0.10 1.04 0.41 4.04 0.22 2.73 6.44 6.42 0.55 

標準偏差 0.38 0.70 0.30 1.08 0.49 0.83 0.42 1.21 1.47 3.21 0.50 

最小 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 1.00 0.00 

最大 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 5.00 1.00 7.00 10.00 11.00 1.00 

表 3 白頭アンケート冒頭でのリユースボトル入り水の購入希望要因

説明変数 係数 標準誤差 限界効果

定数項 -2.55 * * * 0.62 0.60 

デポジット制度の値上がり感 0.02 0.12 0.00 

デポジット額に対する感想、 0.32 0.26 0.08 

容器の傷や汚れに関する気質 -0.06 0.08 一0.01

リユース認識 0.37 * * 0.16 0.09 

環境意識 0.27 *キ 0.11 0.06 

性別 0.44 * * 0.19 0.10 

家族人数 0.05 0.07 0.01 

年齢 0.01 0.06 0.00 

所得 0.00 0.03 0.00 

庖舗ダミー 0.28 0.18 0.07 
***は 1%有意，刊は 5%有意
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こと」に，と守の程度気を使っていますか。 (1つ選択)J

に対する回答である。とりうる値は， 1かなり気を

f吏っている」は 5，1気を使っている」は 4，1少し

気を使っている」は 3.1気を使っていない」は 2.1全

く気を使っていない」は 1とした。「性別」は，男

性の場合は1，女性の場合はOとした。「家族人数」は，

回答者も含めて，回答者と同居している家族の人数

を記入してもらい，その数値とした。「年齢」のと

りうる値は， 10-9歳」を選んでいる場合は 1，110 

19歳」を選んでいる場合は 2とし，以降 10歳刻みで，

1100歳以上jは11とした(択一回答)0 1所得」は，

1100万円未満」を選んでいる場合は 1，1100万円

以上 200万円未満」は 2とし以降 100万円刻みで，

11000万円以上」は 11とした(択一回答)01庖舗ダ

ミー」は， A庖であれば1，そうでなければOを意

味するダミー変数である。

欠損値のあるサンプルを除いた結果，サンプル数

は369である。なお，そのうちリユースボトル入り

水の購入希望のサンプル数は 64である。表2は各

変数の基本統計量を示したものである。また，説明

変数聞に高い相関は見られなかった。以上をもとに

回帰分析をおこない得た結果をまとめたのが表3で

ある。なお，マクファーデンの R2は0.079であった。

分析の結果， 1デポジット制度の値上がり感」は，

リユースボトル入り水の購入には有意な影響は見

られなかった。すなわち，デポジット制度により，

購入時にデポジット分だけリユースボトル入り水

の値段が高くなると思ったとしても，リユースボト

ル入り水を購入しないとはならない。また， 1デポ

ジット額に対する感想、」もリユースボトル入り水の

購入に有意な影響は見られなかった。 4.3節におい

て，デポジット額の差による「値段が安かったか

ら」をあげる回答者の割合への影響はあまりないこ

とを確認したが，ここでも，そのことは伺える。以

上のことは，柴田 (2002)3)における，製品の購入

時点におけるデポジット制度の説明は必ずしも妥

当しないことを示唆している。一方， 1リユース認

識」はリユースボトル入り水の購入に正の影響があ

ることを 5%有意で観察した。すなわち， 1リユー

スによる環境負荷低減の可能性に関する情報を消

費者に十分に伝えることJは，リユースボトル入り

水の購入を促す効果があることが見受けられる注10

「環境意識」は，正に 5%有意で効いていることから，

毎日の生活で， 1ごみを減らすこと」に気を使って

いる人ほど，リユースボトル入り水の購入を希望し

たことが分かつた。「性別」は正に 5%有意で効い

ていることから，男性はリユースボトル入り水の購

入を希望する傾向が見受けられる。「所得」は有意

に効かなかった。すなわち，収入の差によるリユー

スボトル入り水の購買意欲への違いはないと見ら

れる注2。

なお，宅配アンケートの冒頭におけるリユースボ

トル入り水の購入要因については，図 11で見たよ

うに，購入したとするサンプルが非常に少ないこと

から本稿では省略する。

4.5.届頭アンケー卜末尾でのリユースボトル入り水

の購入希望要因

次に，庖頭アンケート末尾におけるリユースボト

ル入り水の購入希望について，前節と同様の要因分

析をおこなう。説明変数は，前節と同じである。欠

損値のあるサンプルを除いた結果，サンプル数は

336である。なお，そのっちリユースボトル入り水

の購入希望のサンプル数は 83である。表4は各変

数の基本統計量を示したものである。説明変数間に

高い相関は見られなかった。以上をもとに，回帰分

析をおこない得た結果をまとめたのが表5である。

なお，マクファーデンの R2は0.096であった。

分析の結果， 4.4節と同様， 1デポジット制度の値

表 4 届頭アンケー卜末尾でのリユースボトル入り水の購入についての変数の基本統計量

リユースボト デポジット デポジット容器の傷や 1 

ル入り水の有の購無 制度の値上 額γ』対する汚れド」関す スjユ認識一 環境曹三"最 性別家族人数年齢所得庖、舗
入希望 がり感 感想 る気質

平均 0.25 -0.60 0.11 1.03 0.40 4.01 0.21 2.78 6.35 6.46 0.51 

標準偏差 0.43 0.70 0.31 1.08 0.49 0.84 0.41 1.23 1.47 3.21 0.50 

最小 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 1.00 0.00 

最大 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 5.00 1.00 7.00 10.00 11.00 1.00 

注 l 日経エコロジー (2009)12)の「リユースは環境負荷の低減になると認識している人はリユースペットボトル

入り飲料を買う傾向」という記述に対応している o

注2 日経エコロジー (2009)12)の「所得による大きな差も見られなかった」という記述に対応している。
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上がり感Jiデポジット額に対する感想」は，リユー

スボトル入り水の購入には有意な影響を与えてい

ない。また， iリユース認識」は， リユースボトル

入り水の購入を促す効果があることが見受けられ

る。また， i性別」は正に有意に効いていることか

ら，男性はリユースボトル入り水の購入を希望する

傾向が見受けられる。

一方，前節と異なり， i容器の傷や汚れに関する

気質」が 10%有意で、負に効いていること，すなわち，

容器の傷や汚れを気にする人ほど， リユースボト

ル入り水の購入を希望しないという結果が得られ

た。また， A庖ほど，リユースボトル入り水を購入

する傾向が 1%有意で、見受けられた。この要因のー

っとして， C庖では，デポジット額は 20円で，リ

ファンドはポイントとして支給されたこと， A屈で

は，デポジット額は 10円で，現金で支給されたこ

とを回答者がアンケートに回答する中で認知した

ことが影響していることが考えられる。

4.6.宅配アンケー卜末尾での次回のリユースボトル

入り水の購入希望要因

宅配アンケート末尾における次回のリユースボ

トル入り水の購入希望要因として設定した回帰式

の説明変数は，前節から「庖舗ダミー」を除いたも

のである。欠損値のあるサンプルを除いた結果，サ

ンプル数は 614である。なお，そのうちリユースボ

トル入り水の購入希望サンプル数は 249である O 表

6は各変数の基本統計量を示したものである O 説明

変数間に高い相関は見られなかった。以上をもとに

回帰分析をおこない得た結果をまとめたのが表7で

ある。なお，マクファーデンの R2は0.018であった。

4.4節， 4.5節と異なり， iデポジット制度の値上

がり感」は，次回のリユースボ、トル入り水の購入希

望にマイナスに 1%有意で効いている。その一方で、'

「デポジット額に対する感想」は前節までと同じく，

有意には効いていない。「リユース認識Ji環境意識」

「性別」は有意に効かなくなり， i容器の傷や汚れに

関する気質」が 10%有意で負に効いている O

表 5 居頭アンケート末尾でのリユースボトル入り水の購入希望要因

説明変数 係数 標準誤差 限界効果

定数項 1.73 * * * 0.56 -0.49 

デポジット制度の値上がり感 -0.10 0.12 0.03 

デポジット額に対する感想、 0.23 0.25 0.07 

容器の傷や汚れに関する気質 0.15 * 0.08 -0.04 

リユース認識 0.39 * * 0.16 0.11 

環境意識 0.06 0.10 0.02 

性別 0.31 * 0.19 0.09 

家族人数 0.11 0.07 0.03 

年齢 0.02 0.06 0.00 

所得 0.01 0.03 0.00 

庖舗ダミー 0.64 * * * 0.17 0.18 

*ネネは 1%有意**は 5%有意は 10%有意

表 6 宅配アンケー卜末尾での次回のリユースボトル入り水の購入についての変数の基本統計量

リユースボトル
入り水の購入希デポジッ卜制度デポジッ卜額L 容器の傷や汚れ jユース E国言及立意識性別 家族人数年齢所得
望の有無 の値上がり感 対する感想 に関する気質 認識

平均 0.41 -0.49 0.25 1.62 0.46 3.71 0.02 3.28 5.37 6.77 

標準偏差 0.49 0.70 0.43 0.81 0.50 0.73 0.13 1.19 1.40 2.68 

最小 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 3.00 1.00 

最大 1.00 1.00 l∞ 3.00 1.00 5.00 1.00 11.00 10.00 11.00 
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4.7. リユースボトル入り水の購入要因

4.4-4.6節をもとに， リユースボトル入り水の購

入要因について考察する。すなわち，表 3，表 5，

表7の共通点・相違点を確認し考察する。

表3と表5はいずれも，庖頭においておこなわれ

たアンケートであるが，リユースボトルの購入に関

する回答が，アンケートの冒頭に問うたものか，末

尾に問うたものかで異なる。 2つの表を比較するこ

とで，リユースボトル，デポジット制度に関する知

識の増加が， リユースボトルの購入に関する回答

に与えた影響を検討することができる。「デポジッ

ト制度の値上がり感Jrデポジット額に対する感

想」は，表3，表5いずれも有意ではない。すなわ

ち，デポジット制度に関する知識の増加が，リユー

スボトルの購入の有無に関する回答に与える影響

は見られない。一方， r庖舗ダミー」は，表3では

有意で、なかったのに対し，表5では正に有意になっ

ている。すなわち，アンケートの冒頭では， A屈に

おけるリユースボトルの購入に関する回答と C庖

におけるそれは違いが見られなかったのに対し，ア

ンケートの末尾では， A屈の方がC庖よりもリユー

スボトルを購入すると回答している傾向が見られ

る。 A庖は，デポジット額が 10円で，リファンド

は現金で支給されたのに対し， C屈は，デポジット

額が 20円で， リファンドは C庖の系列庖で利用で

きるポイントで支給された。このデポジット制度の

認知が，リユースボトルの購入の有無に関する回答

に影響を与えた可能性がある。なお， r容器の傷や

汚れに関する気質」は，表3では有意でなかったの

に対し，表5では負に有意になり， r環境意識」は，

表3では正に有意であったのに対し，表5では有意

でなくなっている。すなわち，リユースボトルのこ

とを知ることで，環境意識よりも，容器の傷や汚れ

を気にするようになった可能性が伺われる。

表5と表7はいずれも，アンケートの末尾におけ

る，リユースボトルの購入に関する回答の要因を分

析したものであるが，アンケートの対象が，庖頭か

宅配かで異なる。 2つの表を比較することで，底頭

か宅配かという販売形態の相異が，リユースボトル

の購入に関する回答に与えた影響を検討すること

ができる。表5では， rデポジット制度の値上がり感」

は有意でないのに対し，表7では負に有意になって

いる。庖頭では，購入・返却ともに， 1本単位でお

こなわれたのに対し，宅配では，購入・返却ともに，

箱単位(1箱4本入り)でおこなわれた。すなわち，

宅配の場合，デポジット額を支払う単位が，庖頭に

おけるそれの 4倍であることが，この結果に表れて

いる可能性がある。そして，表7で示されているよ

うに， rデポジット制度の値上がり感」は，宅配に

おけるリユースボトルの購入に対して 1%水準で負

に有意で、あり，この強い影響により，表5で有意と

なっていた「リユース認識Jr性別」は有意に効か

なくなっている可能性がある。「容器の傷や汚れに

関する気質Jは，表 5，表7いずれも負に有意で、あ

り，リユースボトルの知識が増えることで，容器の

傷や汚れを気にするようになることが，庖頭だけで

なく，宅配においても伺われる。

5.結論と今後の課題

本稿では，デポジット制度が組み込まれた環境

省リユースボトル入り水の実証実験において消費

者にアンケートをおこない，デポジット制度がリ

表 7 宅配アンケー卜末尾での次回のリユースボトル入り水の購入希望要因

説明変数 係数 標準誤差 限界効果

定数項 0，53 0.40 0.20 

デポジット制度の値上がり感 0.21 * * * 0.08 0.08 

デポジット額に対する感想、 ー0.01 0.13 0.00 

容器の傷や汚れに関する気質 -0.12 * 0.07 -0.05 

リユース認識 0.05 0.11 0.02 

環境意識 0.08 0.08 0.03 

性別 0.07 0.41 0.03 

家族人数 0.01 0.05 0.00 

年齢 0.00 0.04 0.00 

所得 0.01 0.02 0.00 

***は 1%有意*は 10%有意
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ユースボトルの需要に与える影響を，詳細に検討し

た。得られた結論は次の通りである。宅配販売にお

いて，リユースボ、トル入り製品が. 4本入り 1箱の

単位で販売され，それに 1本あたり 20円のデポジツ

トが適用されることで，その製品が値上がりしたと

感じる消費者は，リユースボトル入り製品の需要を

減らす。また，デポジット額に対する感想、は，リユー

スボトル入り製品の需要に影響を与えない。すなわ

ち，全体として，デポジット制度はリユースボトル

入り製品の需要を減らすことが伺われる。このた

め，リユースボトル入り製品へのデポジット制度の

適用は，売上の減少という側面で生産者の負担を増

加させることが伺われ，リユースボトル入り製品に

デポジット制度を適用する場合には，生産者の負担

を緩和する方法についての検討が合わせて求めら

れるであろう。

なお，本稿では. 4.4節で示したとおり，そもそ

も水を購入する意思のない人も，やむをえず分析に

含めている。次に同様の実証実験がおこなわれる際

には，それらの人々を除外した分析が可能なアン

ケート設計にした上で同様の分析をおこなうこと

が今後の課題である。また，特設販売コーナーを設

置したことの影響，および，ペットボトルの中で大

きな割合を占めている 500mlのペットボトル入り

製品については，本稿で検討した1.5リットルの水

の購入者とは異なる属性を有している可能性も考

えられる。さらに，かさぼるペットボトルを回収す

ることに異議を唱える販売者もいるであろう。それ

らの点の検討も今後の課題である。
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Studying the Effect of Deposit-Refund Systems on Demand for 

Reusable PET Bo抗lesthrough Consumer Surveys 
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Abs仕act

Reusing PET bo仕lescan decrease the burden on the environment when compared 

to one-way use if the rate of collecting reusable bo仕Iesis high. In ]apan， certain policies 

have been considered for attaining a high collection rate. One such policy employs 

deposit-refund systems. However， the addition of the deposit amount entails an increase 

in the price of the products contained in the reusable bo仕Ies，thereby raising concerns 

regarding a decrease in the demand for such products. This paper analyzes these 

concerns by studying a demonstration experiment of reusable PET bo仕les，which uses 

出edeposit-refund system and was conducted by the Ministry of the Environment， ]apan. 

We administered ques世onnairesto consumers in the experiment， and based on the data 

acquired from the questionnaires， we empirically analyzed the effect of deposit-refund 

systems on the demand for the products contained in reusable PET bottles.τbe results 

carried two implications. First， in home delivery services， the bo仕leswere sold in units 

of four bo坑lesper box， and仕ledeposit per bo仕lewas 20 yen. Under this service， when 

deposit-refund systems were applied to the sale of the products contained in reusable PET 

bo仕les，the demand of these products decreases if consumers felt that the prices of出e

products became high by the deposit-refund systems. Second， despite the consumers' 

notion that the deposit amount was high， the demand remained steady. 

Key Words: Deposit-refund systems， effect on demand， reusable PET bottles， 

questionnaires， demons仕ationexperiment 
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