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経 済 学 研 究 42-2

北 海 道 大 学 1992.9 

廃棄物の処理と再資源化の諸問題

小林好宏

はじめに

産業廃棄物が増大する中で，廃棄物の処理，

およびその再資源化をめぐって，法改正あるい

は新法の制定をはじめ，各地域ごとの資源リサ

イクルをめぐる運動等が盛んになっている。産

業廃棄物，一般廃棄物を含めて，この問題処理

の基本方向は，廃棄物の減量化と再資源化であ

る。減量化のためには，廃棄物処理コストを内

部化させることはもちろん，その価格を引き上

げることが有効であろう。他方，再資源化のた

めには，再資源化のコストが低下することが望

ましい。そして再資源利用のコストが新資源(あ

るいは処女資源)利用のコストを下回ることが

必要である。この二つを同時に達成することは

むずかしい。減量化のためには廃棄物処理コス

トを適正に評価し，それを排出者に負担させる

ことが望まれるが，それは再資源化費用にもは

ねかえるかもしれない。

新資源の不足が顕在化するならば，新資源価

格が上昇し，再資源化へのインセンティブがい

っそう強く働くであろう。新資源利用のコスト

を再資源利用コストが下回るということが発生

しうる。しかし，現在，わが国で生じている事

態は，廃棄物の最終処分場の確保難からくる処

理コストの高騰と，環境への悪影響であり，新

資源不足が顕在化する以前の段階で，再資源化

を推進することが叫ばれているのである。そこ

で問題は，新資源価格が低い段階で，再資源化

を進めることの経済的意味なり，条件なりを明

らかにすることである。

本稿は，廃棄物処理を最も効率的に達成する

条件，価格システムを考察することを目的とし

ている。第 1節では，廃棄物処理法と再資源化

促進法の内容や，これら法改正あるいは新法制

定に至る背景について述べる。第 2節では，廃

棄物の排出から再利用あるいは最終処分に至る

流れの中で，廃棄物の減量化と再資源化に影響

する価格体系にとって，どこに問題があるかを

検討する。第 3節では廃棄物処理と再資源化の

経済的側面を明らかにする。第4節は，再資源

化のコスト，リサイクル製品の需要，再資源化

による社会的コストの節約について考察する。

1.廃棄物処理法と再資源化促進法の背景

廃棄物処理に関して一つの法律の改正ともう

一つの新法の制定が行われた。一つは厚生省を

主務官庁とする廃棄物の処理及び清掃に関する

法律の改正であり，もう一つは，再生資源の利

用の促進に関する法律である九この法律の背景

1 )廃棄物の処理は，昭和45年に制定された「廃棄物の

処理及び清掃に関する法律」にもとづいて行われて

いる。平成 3年 3月，政府は廃棄物問題に対応する

ために「廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃

棄物処理施設整備緊急措霞法の 1部を改正する法律

案」を国会へ提出した。主要な修正点は，事業者が

「あらかじめその製品，容器などが廃棄物となった

場合における処理の困難性について自ら評価し，適

正な処理が困難とならないような製品，容器などの

開発を行うことJf適正な処理の方法についての情報

を提供すること」を彊っていること，国が「廃棄物

に関する情報の収集，整理及び、活用」をすること等，

廃棄物処理に関して事業者や国の責任をいっそう強
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は，ゴミが金、織するとともに，ゴミの質が多様

化してきたこと，それにともなって経連施設が

不足しているという事情がある o Jぎに，このこ

とと平行して，底流には，資源・エネルギーの

棋給制約が表面生してはいないまでも，第 1次

石油説者葉以来の省エネ，省資諜の必要J性の認識

がある。

廃棄物の最終処分場の残余容量は， 1990年に

おいて，…般廃棄物でs年分，産業廃棄物で1.

5年と計算されており，最終処分場の確保難が…

層深務先する中で，蕗棄物経現問題は，罷の施

も重要な事項のーっとなっている。こう

もとに，平或2年12月には，

造審議会の廃棄物議理・開資源北部会の

の廃棄物主主穂・再資源化対築のあり方 1につい

ての答申， 「今後の欝棄物対

策の寵り方について」の答申がおされている。

また，藤議庁の環境保全のための櫨環翠社会シ

ステム検討会による報告欝「環境{保全のための

循環塑社会の実現に向ザてJ が，平成2年11月

に出されている九

の答申は，

あるという基本認識にた払

-再資源北部会

再資源、fとが必要で

よる補完，撞カのあり方についても，

具体的方向性〈ガイドライン〉を提示すること

とって劫果的であるとしている。

一般廃棄物対策としては，減主義化，再資源化

を実現する社会システムの議築が必要であるこ

とを示し，各段階の業者，消費者の協力，エネ

ノレギー自殺手当用の保護，生還を設潜での廃棄物議

く預っているぷにある。
「手厚生資緩め約f!.lの促よ援に関する法律j も，同じく

王子足立 3年 2凡閣議決定会経て国会に提出，制定さ
れた。これがいわゆるリサイクル法である。

2)産業構法審議会，燦棄物処線・再霊安滋化部会 r今後

の廃棄物処理・再資源fじ対策のあり方J 平成2年・12
n 
魚沼環境護手議会「今後の廃棄物対策の在り方につい

て d 不足立2年11月

玉議機iT 事費削家会のための循環型社会システム検討

会報僚機「環淡{系金のための循環製社会の災現に向

けてj 平成 2年11月

量化，再資源1t，処理の容易北のための事前対

を述べている。そ

14品目につい

いる。題みにそ

アルミ缶，ガラスぴん，

して

スプリング入りマットレス，プラスチック，自

動車，乾電地，カセットボンベ，及びヱアゾー

ノレ缶である。

また，綾業廃棄物については，

麗化対策，議接処分場の計閥的確保対策，

処期の促進について述べ，主襲業麓10業犠につ

いてガイドラインを示している。

は， まずま見状と問題点

として，使い捨て文化のはん濫，人口，

都市集中による爵棄物問組，廃棄物の排出畿の

と賓の多様化，滅量住，資源化及び再生利

用の不徹底，不法投棄等の不漉IE嬉理，中間処

理雄投や最終処分場の不足，生活排水による水

を?話機している。そして，今後の施

策の方向として，意識改箪，嘉棄物の減量1t，

資源北及び再生利用の促進，廃棄物の遥正な組

理の確保，経棄物処理施設の計画的整備，広域

的対誌と公共関与の推進，廃棄物処理のコスト

負担を挙げている O そして，これらを謹選する

ための具体的方策も示している。

これらの答申をふまえて，廃棄物蕗還の改正

と開資譲先促進法の制定が持われたのである。

改正接棄物処理法は，議棄物の計画的主主理，

棄物の減量生，再生，隣棄物の溝正な処理の護

保を柱としており，謀議北の方策としては，露

棄物減量:等推進審議会の設績や滅議推進員の委

嘱そ揚げている。また，適切な弛理手数料の顎

i払際棄物平等生事業者の登録制度の設置を謡っ

ている。更に，鹿棄物処理センターの設闘につ

いて財政上の優通話欝そ与えることを述べてい

る。改正法の基本にあるのは，以上のように(イ)

(ロ)適正処環， (ハ)処理施設の薙保，

である O

また再生資源の和舟必促進に関する

8章28条から成るが，そこでは，製品について
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再生利用を図る上で特に必要なものとして，政

令で定める製品を第 1種指定製品，分別回収を

するための表示をすることが再生利用を図る上

で必要なものとして政令で定めるものを第 2種

指定製品とし，第 1種指定製品については，製

造，加工，修理又は販売を行う事業者に，再生

資源の利用促進に関する判断の基準となる事項

を定める，としている。また第 2種指定製品の

製造販売の事業者には分別回収に必要な表示事

項を遵守させることを示している。また，事業

者，消費者それぞれの責務を述べ，再生品につ

いては，国や地方公共団体が積極的に調達すべ

きことを謡っている。

再生資源の利用は，資源のリサイクノレを促進

することによって，省資源，省エネルギーの効

果を発揮するという目的に適うものである。と

ころで，改正廃棄物処理法にせよ， リサイクノレ

法にせよ，廃棄物の減量化，省資源という観点

のみを強調すれば，それは経済活動水準の過大

な拡張を抑制すること，あるいは極端に言えば

成長率の低下や経済規模の縮小をも甘受するな

らば，ある程度その目的は一時的に満たされる

かもしれない。しかし，それをやってすら，将

来資源不足と環境の悪化をもたらすであろうと

いう認識がある。もし，生産の縮小による環境

の保全や資源の保護を達成しようとするなら，

それは著しい混乱を引き起こすであろう。大事

な点は，単純な省資源や廃棄物の減量化ではな

く，持続的な成長と両立するリサイクルや廃棄

物対策である。それを図式的にとらえたものと

して，環境庁「環境保全のための循環型社会シ

ステム検討会」による報告がある。

報告書は21世紀に向けての社会形成の方向と

して，循環型社会を提示したものである。これ

は環境保全の観点から必要であることを強調し

ており，そのために家庭で使われる商品の循環

のための各主体の役割の見取り図を示している。

また循環型社会のための施策の柱として，五つ

の柱を提言している。その五つとは次の如くで

ある。

(1) 人づくり(地域や学校における環境教育)

(2) 行動の拠り所となる基準づくり(商品規

格，表示，循環利用を促進する目印付け(エ

コマークなど)) 

(3) 各主体の努力をつなぐネットワークづく

り，ルールづくり， (協議会)

(4) 自発的な取り組みを進める経済的誘因づ

くり(ごみ有料化，一定の商品に係るデポ

ジット，環境保全費用の公平な負担など)

(5) 長期的な視野に立った計画づくり(国・

地方公共団体での計画的対応)

これらの施策を行うためには法制度の整備が

必要であることを提言している。

本稿式会、とりあげるリサイクル問題の基本視点

は，上記5本の柱のうちの(4)，すなわち，自発

的な取り組みを進める経済的誘因づくりである。

もちろん， リサイクルが経済的合理性を持って

いるならば，市場メカニズムにゆだねているだ

けでリサイクルは自然に成り立つであろう。し

かし，長期的には合理性を持ちえても，短期的

には新資源を利用した方が合理的であるからこ

そリサイクルは進まない。だが，短期的な合理

性にしたがっていては，長期的にみて取り返し

がつかなくなるかもしれない。その意味で，リ

サイクル問題は市場の欠陥を補整する問題とも

いえる。

報告書では，循環型システムが日本社会の伝

統に根づいていたことを指摘し，例として一升

びんの利用を挙げている。すなわち，特級酒→

二級酒→酢・醤油→ソース・食用油というかた

ちでのー升びんの再循環である。また，紙や古

着や鉄くずの回収・再生などは，古くからリサ

イクルを行っていた。このような再利用システ

ムが形成されたことはそれなりの合理的根拠が

あった筈である。おそらくそれが最も低コスト

での資源利用であったと思われる。しかし低廉

な新資源が容易に入手しうるようになると，こ

のシステムはくずれるかもしれない。

長期的に合理的な循環型システムを形成する

には，ある程度人為的な経済的誘因の導入が必



4 (82) 経済学研究 42-2 

署長 1 マテリアルバランス試算結果 (1987年度)

:トン 一人一隠さまり

1，227，058 37.76 

(幸子材の供給会除いた場合 440，058 9.93 

輸入資源投入議 606，761 13.70 

干写生原料投入蚤 161，430 3.64 

(産業隊築物起源 127，272 2.87 

1をま畿務費量

事会出向け生産数

園内藤E資生産雪量
{骨材の害警要を除いた場合)

{建設関係の需主空会!徐いた場合)

隊全利用去最

(厚長業廃棄物起源)

〈その他起源)

産業廃棄物排出重量{除く子等生分)

80，817 

84，1吉8

1，064，577 

277，577 

176.123 

161，430 

127，272 

127，272 

226，583 

466 

0.77 

1.82 

1.90 
24.0:3 

6.27 

3.98 

3.64 

2.87 

2.87 

5.11 

1.05 

資料出所:潔境保~のための後意義型社会システム後討会事長?号室寄 付属資料 1

平成2匁1lfヲ

要になるだろう。これをどの}尋問で，どのよう

なかたちで導入するかが問題である。

報告書では1987年のわが爵のマテリアル・パ

ランスについて試算を行っている。この結果は

第 1茨に示している。この表が示すとおり， 1987

年震においてわが毘では，園内から12態 3千万

トン，国外から 6轍トンの資源を投入している。

このうちコンクリート等の鶏設関係とし

されたものがき寵9千万トン，その地の製品と

して溜内に蓄積されたちの 1儲 8千万トン，海

外への輸出品として 1僚 8千万トン，食糠とし

て消費されたもの 8千万トン，惑いられている。

またこれらの生産活動のためのエネルギーとし

トン消賢し，これら活動に付臨し

として 2鐘3千万トン，

物として 4千万トンを排出している。したがっ

て国舟にエネルギー諮費を含め 6億トン{の賂棄

物を誹出していることになる。再生利用

している資源は 1憾6千万トンである。したが

って，約20億トンの投入資源に対し， 6 j意トン

がエネルギーとして消殺されるか，廃饗物とし

て窪棄されることになる。

簡単に示すと次のようになる。

投入 差益出

櫛トにスツ
単佼トン

8t滋9千万トン

1億8'1'-万トン

8千万~

8千万トン

3億3千万トン 1 

2億3千万九 同僚トン

4千万トシ j 

これは一年間についての資額投入と産出及び

燐出のパランスそみたものである。したがって，

ここでいう寵棄物は，新投入資擦が生産活動に

入って産品物を生み出すi量殺で排出される襲安

示している。しかし，蓄積されたストックが老

朽化い薮辞され廃棄されたり，酎久財が廃棄

されたりする量がどれくらいかは示されていな

い。耐久財や資本ストックむ寵換

すると，蕗棄物量はいっそう増大するものと

えられる。

蕗濯物のもたらす環境負荷は，最終処分場の

というかたちで表面化している土地へ
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の負荷，廃水，廃ガスによる環境汚染等であり，

これらの絶対量を減らすことが望まれる。排出

物のうち，現在の技術のもとで循環利用の対象

となりうるものは，次の如くである。

家庭より回収されている再生資源は，紙，缶，

びん，古繊維であり，また耐久消費財も一部回

収され，解体，資源化されているし，さらに厨

芥類がコンポスト化(堆肥化)されている場合

もある。

産業廃棄物についてみると，排出量で多いの

は，汚泥，家畜ふん尿，建設廃材，鉱さいで85

%を占めている。汚泥は，有機汚泥と無機汚泥

に分けられる。前者は都市下水道，紙パルプ産

業，食品製造業が発生源であり，無機汚泥はめ

っきに伴う汚泥が代表的なものである。有機汚

泥は，肥料，燃料，無機汚泥は回収再生が可能

である。

建設廃材は，コンクリート，アスフアルト等

に用いられうる。木質系の廃材は木くずに分類

される。廃アスフアルトはアスフアルトに再生

利用される場合と砕石や砂利に代用される場合

があり，木くずは建設用材に再生利用されたり，

チップにされる場合がある。以上の再生利用率

を主にまとめたのが，表 2- 1，表 2-2であ

表 2-1 主要廃棄物についての再生利用率

産業廃棄物 再生利用率(%) 産業廃 棄物 再生利用率(%)

汚 で し〉 9 燃えがら 7 
家 畜 ふ ん 尿 90 良氏 ず 61 
建 設 廃 材 22 廃ア ル カリ 77 

鉱 さ しミ 63 動 植物 残澄 82 
廃 酸 42 家畜死体 15 
廃 油 37 ゴムくず 14 
タ明 ス ト 類 49 繊維くず 49 
廃プラスチック類 27 金属くず 93 
ガラス器くずず
及び陶磁 く

22 そ の 他 2 

木 ず 51 言十 41 

資料:厚生省調べ，前出システム検討会報告書18ページ

表 2-2 家庭，オフィス起源の廃棄物再生利用率

製 品 85年 86年 87年 88年 89年

古 紙 49.6 49.6 49.8 49.4 50.3 
アルミ缶 40.6 41.2 41.5 41. 7 42.5 
スチール缶 37.9 37.2 37.1 40.2 43.5 
カ レッ ト
(ガラスくず)

47.2 55.2 54.4 49.2 47.6 

資料:アルミ缶リサイクル協会，あき缶処理対策協会，日本

ガラスびん協会，前出システム検討会報告書18ページ

る。これによると再生利用率が高いのは，金属

くずの93%，家畜ふん尿の90%，動植物性残誼

82%，廃アルカリの77%である。家庭，オフィ

スから発生する一般廃棄物では，古紙が50%に

達している。

2.廃棄物の発生と処理

本節では，産業廃棄物が発生し，その一部は

再利用され，他は最終的に処分される。その全

体の流れをまず示し，現状においてそれがどの

ような構成になっているか，問題となるのはど

の段階かを示そう。まず廃棄物は産業廃棄物と

一般廃棄物に分けられ，一般廃棄物は，更に家庭

のゴミと，オフィスや百貨店，ホテル等から排

出される事業系一般廃棄物とに分けられている3)

3 )産業廃棄物は広く定義すれば無数にあるが，有毒物
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ので，これらの分譲にしたがっ ら最

終処分に張るまでの流れを晃ょう。ま

ついてみると，次のような流れに

なってい

まず，製造工業の生産過翠で熊棄物が発生す

るOその中に有鏑物がある割合は含まれており，

ぞれは館企業，イ塩産業に売られる。それそ除い

たものが狭義の隣棄物である。しかしこの排出

された廃棄物のー畿は有効利用されうる。ぞれ

を除いたものが最終処分されるのであろうが，

工場で中間処潜されるものと未処理のまま残る

ものがある。中間処理は，懇かく砕いたり，汚

を乾燥させるというケースが多い。その結呆，

有効利揺されない廃棄物は，一部減驚化され，

最r終的?こ残ったものが最経品分される。最終感

分は諮己処分の場合と熟開業者十こ委託処理され

るものとに分かれる。議終処分は実費的に壊立

てである。

リサイクルは，畿初に排出される経棄物の中

まれる有価物じそれを除いた廃棄物のfわ

から斑に中関処理の過緯で有効利用されるもの

と，持方を含む。有{臨物は原材料の属性と製品

の麗性によって投欝的に決まってくる。この有

側物と，再生利用おれる部分とをできるだけ増

せるこ e，そして最経処分される仇還を減少

させることが詩的である。

謀議選棄物の処理状況を， について示し

たのが図 1である。

昭和総年のデータを舟いている。これによる

と排出量の33%が湾生科期され，中題処理が44

%，最接強分されるものがおおであるが，

れたものが30克極量化合れ，

は4，400万トンとなり，そのう包む半分以、りま再

生越議され，ぞれ以外は最終処分される。した

がって，排出量のうち， TI支援再生明用されるも

のと中需給療を経た後再生科用されるもの

図1 E主霊長廃棄物の処現体系 (ω年金溜}

要望を含むもの，医療系の廃繁華お，放射性物質等は制

緩いになっており，ニこでとり
ぞれらを除いたお緩類に限られる。

一般廃棄物iふ通常の家庭ゴミと同種のものである
が，家業所から排出されるものを務業系一般療薬物
と呼んでいる。これについては，

あるという意絞で鐙業廃委主物と定義すべきだ，とい
う考え;々 もある O 現在の定義は，廃幾物の属伎で分
ける考えプヲと，発主主の段階で分ける考え方とがミッ

クスされたものとみることができる。すなわち， E義

援燦棄物はさ主厚長過程で発生し，一般廃棄物は流通，

消淡の過程で多量生しているとぎえる G
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わせて41%が再生利用され， 30%は乾燥，粉砕

等によって減量化され，最終処分の割合は29%

となる。

べての事業所にかかわるもの13種類，特定の事

業所にかかわるものが6種類に分けられる。こ

れは表 3に示している。

産業廃棄物は19種類に分けられ，そのうちす 産業廃棄物の処理事業者は，収集運搬と処理

表3 産業廃棄物の種類

区分 種 類 |村 ι?(; 

1.燃 え カf ら 石炭がら，焼却炉の残灰，その他の焼却炉

2. 汚 で ~， 排水処理後のでい状のもの，各種製造業の製造工程ででるでい状のもの，活性汚

泥法による余剰汚でい，ビルピット汚でい，カーノfイトかす，ベントナイト汚で

い，洗車場汚でいなど。

3. 廃 油 鉱物性j由，動植物油，潤滑油，絶縁油，洗浄用油，切削油，溶剤，タールピッチ
あ
ら

など

ゆ 4. 廃 酸 写真定着廃液，廃硫酸，廃塩酸，各種の有機廃酸類など，すべての酸性廃液
る

5. 廃アルカリ 写真現像廃液，廃ソーダ液など，すべてのアルカリ性廃液

活動事業 6 廃プラスチック類 合成樹脂くず，合成繊維くず，合成ゴムくず(廃タイヤを含む。)など，固形状液

状のすべての合成高分子系化合物
に

7 ゴ ム く ず 天然ゴムくず伴
う 8 金属 く ず 空かん，鉄鋼，非鉄金属の研磨くず，切削くずなど
も
の 9. ガラスくず及び ガラスくず，耐火レンガくず，陶磁器くず，石膏ボードなど

陶磁器くず

10. 鉱 さ ~， 鋳物廃砂，高炉，平炉，電気炉など溶解炉のかす，不良鉱石など

11.建設 廃 材 耕作物の除去にともなって生ずるコンクリートの破片，レンガの破片その他のこ

れに類する不要物

12. ダ ス ト 類 大気汚染防止法に定める煙発生施設または産業廃棄物の焼却施設において発生す

るばいじんであって，集じん施設によって集められたもの

13. 紙 ず パルプ製造業，紙製造業，紙加工品製造業，新開業，出版業，製本業，印刷物加

工業から生ずる紙，板紙のくずなど

特定 14. 木 ず 建設業(工作物の除去に伴って生じたものに限る。)木材又は木製品製造業(家具

の 製造業を含む。)パルプ製造業，輸入木材卸売業から生ずる木材片，おがくず，バ

事業活動

ーク類など

15. 繊 維 く ず 衣類その他の繊維製品製造業以外の繊維工場から生ずる，木綿くず，羊毛くず等

の天然繊維くず

16. 動植物性残透 食料品製造業，医薬品製造業，香料製造業から生ずる，野菜・果物のくず，のり{半
つ かす，醸造かす，発酵かす，魚，獣のあらなど
も

17. 動物のふん尿 畜産農家から排出される牛・馬・豚・めん羊・山羊・にわとりなどのふん尿の

18. 動物の死体 畜産農家から排出される牛・馬・豚・めん羊・山羊・にわとりなどの死体

19 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので，上記の産業廃棄物に該当しないもの

処分を共に行う事業者，収集運搬のみの事業者，

処理処分の事業者とある。これら事業者の許可

件数についてみると，収集運搬のみが平成2年

度について91.3%，中間処理を行うもの 4.2%，

収集運搬と最終処分を行うもの 2.1%，すべて行

うものが0.7%である。それに対して処理処分事

業者は少ない。

今日，大都市圏で問題になっているのは，中

間処理施設と最終処分場の確保である。中間処

理は自己処理によるものと委託処理とがあるが，
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自己処理は工場の敷地内で行われる場合が，当

閣は関壊になっていないけれども用地不足が表

部北してくると，処理、三義務に委託されることに

なるだろう。結局，最終搭分壌の磯保が大きな

となる。

次に一殻議棄物の流れについてみておこう。

力主

紙・開1i'ゐG.紙、缶など)

一綾蕗業物の種規どしては，古紙，ピン，

厨芥等が主である。時生利用怒れるものの多く

は，紙，空きぴん，き缶等である。般の療

饗物は組め立てられる もあるが，清濁工場

で焼却されるものも多い。その場合の熱i，r科思

して地域の給湯や駿擦に利用する場合もあるし，

発言誌に用いている例J(札幌高〉もある。一般殿

棄物については，処理費用の負担のあり方が，

各自治体ごとで欝々異なっている。

3. リサイクルの経済的側簡

議棄物のリサイクルは，これまでもさまざま

なかたちで行われてきた。くず、鉄のリサイクノレ

は典型的な例であり，吉紙も，製紙業の第料と

して用いられる。恕きびん，缶も リサイク

lレが定着しているか，又は，定着しつつある。

これに対して，そのf患の産業蕗棄物の再生利用

は，多様な形態がある。排出事業者と

生産者あるいは監禁物を際料として和男ずる事

業者がj理一心場合もあるし，異なる場合もある。

最も典型的なリサイクルは，排出業者とリサイ

クル製品の生護者がi均一の場合であり，古くか

らリサイクルが定着していた分野は，そのよう

している分野である。

リサイクルのルートは，基本的に次の五つのタ

イプに分けることがで渓る。

第 1は，新製品の生産者がリサイクル製品の

生産者にもなるケースであり，吉紙，空きびん

のリサイクノレがこれにあたる。ただ，この場合，

製品の生産者と霧棄物の排出事業者とは同一で、

はない。携と記者は家躍であったりオフィスであ

ったりする。紙，びん等は製品O)i騒環であって，

製造過韓で発生する廃棄物ではない。

2は， くず鉄のように同一産業内の徳環で

はあるが，察棄物のもとの生護者は鉄鋼業全体

であるが， くず鉄を再生するのは電炉メ←カ

や平炉メーカーという，鉄観畿の中の…部であ

る。この場合払製品の再生利用という性格が

く，製造工翠で発生する廃葉物の再生とは性

格が異なる。

3は，排出事業者とリサイク

が異なるケースである。

こり他に，これら 3つのケースの盤み合せ文

は混合したケースもある 4)。これらのそれぞれに

して， 1崩格形成やリサイクルの維持性におい

て理論上さまざまに奥なる問購が生じうる。次

に，鰭環のノレートにじて， リサイクノレが経済

的に成り立つ可能性を中心に，問題点な探って

みよう。製品及び原料に隠して次の呼称そ用い

ることにしよう。新憲料，新製品，再生皇室料，

新長室料は新資源(あるいは処女資源と

もいう)を際料として患いる場合を誘う。これ

に対して廃棄物を話醸して原料として用いる場

合を手写生類料と呼ぴ，ぞれを患いて生産された

を再生品と呼ぶことにする。

ケース l

4)産業廃棄物という場合，狭く笈えば製滋工程で発生

ナる廃棄物告と産業廃策物と呼ぶことがで怒る。他方，

製品が使別'dれた後も廃棄物になる。これはどちら

かといえば，流通過程や家庭，あるいはオフィスか



1992.9 廃棄物の処理と再資源化の諸問題小林 9 (87) 

ケース 1は，製品が使用されてから廃棄され，

それが再生原料として用いられるケースである。

ここでの問題は，再生原料の価格がどう決まる

か，新製品市場と再生製品市場が同一市場かど

うか，新製品と再生品の価格がどう決まるかで

ある。

古紙については，古紙回収業者の手で集めら

れた古紙が製紙業に買いとられる。回収コスト

は，製紙業の負担となっている。したがって再

生原料価格は，回収コストに回収業者の利益を

加えたものである。

古紙のリサイクルが経済のメカニズムの中で

有効に機能するためには，回収コストと古紙を

再生する加工コストを加えたものが，新原料価

格と製造工程での加工コストよりも安価である

こと，再生品が新製品にくらべて品質上いちじ

るしく劣らないか，又は劣るとしてもその分だ

け安価に供給できることである。製造加工コス

トは，新原料を用いる場合と再生原料を用いる

場合とで異なるが，これは財の種類によっても

異なる。空きびんのように製品の再循環ともい

うべきものは，製造加工コストをほとんど要し

ない。だからこそ，すでにリサイクルが定着し

ていたと言える。古紙の場合は，ぴんとは異な

り，原料として製造工程に投入される九いま新

製品価格をPn，再生品価格をPr，新製品の製造

コストをCn，再生品の製造コストをCrとする。

再生品が品質上，すぐれてはいないまでもい

ちじるしく劣っていないとすれば，再生品の需

要が存在する条件はPr豆Pnである。いま，一般

管理費，資本費，人件費等が，新製品と再生品

で変わらないとすれば， PnとPrの差は， CnとCr

の差に依存する。 CnとCrは，原料費に主として

依存する。 Cnは新原料価格に， Crは廃棄物の収

集運搬処理コストによって決まる。もし，収集

運搬処理コストをすべて生産者が負担するとす

ら排出される場合が多いので，一般廃棄物にあたる

ものが多いが，通常，粗大ゴミと言われるものもあ

るし，解体され再生されるものもある。

5 )びんの循環は，廃棄物の循環ということにはならない。

れば，PrはPnを上回ることになるかもしれない。

重要なポイントは，廃棄物の収集のコストを誰

が負担するかという点にある。

ケース 2

くず鉄などにみられるケースであり，これも

リサイクルではあるが，すでにリサイクノレ原料

を使用する産業として確立している。すなわち

製銑を行なわず銑鉄ゃくず鉄を主原料とする非

一貫メーカーと呼ばれるものがある。くず鉄の

循環lレートは次のように示すことができる。

この場合はケース 1と同じく，製造工程で排

出される廃棄物が循環するのではなく，製品が

使用され，くず鉄，廃品となってそれが原料とし

て再生される。ここでの問題は，主として製品

の市況に左右される点にある。循環システム自

体は技術的に確立しているが，鉄鋼製品に対す

る需要が低迷している場合は，再生原料を利用

するメーカーによりいっそう影響があらわれる。

ケース 3

産業廃棄物をリサイクルし，原料として活用

するケースであり，リサイクルのルートがこれ

まで定着していなかった分野である。
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これらの問題点に対する対応環を考えてみよケース 3は 1，2のケース以外を単純化し

たものである O 製造工稼で排出される

再生原料として用いられ，再生品後生産するケ

スであり，新製品と再生品は部な製品である。

を原料として利用する場合，際棄物の

収集運搬，怒翠の費用そ誰の魚握とするかが開

題である。CrくCnがリサイクル成立の条件であ

ることに変わりはない。ケース 1で述べたよう

に，叡集運鞭費用と製造工鞍でのコストを加え

たものが， Crの構成要素とすると，もし製造過

程でかかるコストがいずれの場合も変わりない

とすれば，問贈は新顔flの価格と屠棄物の~文集

運搬費用との辻較になる。

リサイクルが成り立つための問題点、を兜挙し

よう o

①:再生品の品質が新製品のそれにくらべて劣る

ため，市場を嬢保することがむずかしい。

@市浪の変動によって製品の諮繋が変わるのに

対し，賦料たるべき寵棄物は，市法とは期に発

る。燐棄物処理そ市況に合わせて行うな

廃薬物が一部塊め立て等の最終処分に思らざる

をえなくなる Q

窃イ反に寵棄物の再生越惑を覆允するとすれば，

市況が感化している場合には，

りストックそ大量にかかえこむことになる。ー

は，麗楽物排出者とは異な

るO 不況の

ると考えら

るため， 〉〕

場合，再生品にしわょせがま

れる。

ケース 1と2においては，これらの開題への

対応は相対的に容易であるかもしれない。不況

期には，寂議選搬業者にしわょせが行しその

結果，廃棄物処理業者が影響を受けるが，メー

カーは，不況の悪影響そ思避しうる。ケース 3

は，そのようなしわょせが不可能である。

物の再生事業がケ…ス 3のかたちで民間ベース

るかどうかはむずかしい。公的支援があ

るとした場合，支援を棋拠づける議環が必要で

あるO

42-2 

フ。

舎については技街道歩による再生品り改良が

どこまで濃むかに依存する。技宇野進歩，

メ…ジの改擦による擦要認諾が基本問題露である。

もし技備条件を与えられたとするなら，市場を

安定的に確保することが必要になる。そのため

に，世界中どこでも共還に提唱されているのは，

公的機関による手写生品の銀先的使用である。

生紙などの利用については，これは辻較的容器

るが，その場合，高舗格であっ

ては行設の効率的運営という日的にま民蝕する。

{};I;品質で抵鍛格という場合には，行致機関の優

先的穫期tこなじみやすい。怒品質再生品を{i&鍾

格に保つことができるかどうかが開題である。

@および窃について言えば，市況の変動とか

かわりなしに廃棄物を誕理ずることが嘉、要であ

る以上， して行われねばならな

い。銭親量は排出塁に比務jずるのに対し，再生

品の需主主はnJ況に影響される。誹よ己最と新拠品

および帯主主品の需擦との慢には，タイムラグが

ある O そこで発生ずる排出物の過親分は，

物のストックの増大か再生品のストッグの増大

となる。環境問題を重視するなら再生品のか

たちでストックをかかえているほうが望まじい。

ぞれのみならず議庫選穀は，価格に影響を及ぼ

し，幾分かは短絡抵下に吸収される可能性があ

る。

もちろん，市況の変動にともなう嘉棄物のス

トックと再生品のストックの謁撃手段はf釦こも

られる。市誕が器迷している

物の一部を再生利用し，残りを最終処分にふり

むけるという方法もありうる。しかし蕗棄物給

理を傑先して考えるなら，できるだけ持生利用

にふりなけることが望ましい。処分場の護保難，

ぞれにともなう処分コストの増大を考患にいれ

ると，再生科用が合理的であるという根拠が生

まれる可能性がある。

ゅについては次のことが考えられる。新製品

と再生品の生議者との問に競合関イ系が
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あるならば，これの調整が問題になる。一つの

解決方法として，新製品の生産者，したがって

究極の排出者がリサイクル事業になんらかのか

たちでかかわることである。極端な場合は合併

であるが，もし， リサイクル事業が第 3セクタ

一方式等で行われるならば，究極の排出者が第

3セクターの株主になるなど，色々な参加形態

がありうる。

上述の 3つのケースは単純化したものであり，

ケース 1とケース 2は，すでにリサイクルが定

着している。ケース 3は，一つの例であり，実

際には廃棄物の排出者が，再生品を製造するケ

ースもあるし，製品の廃棄物を再生品として再

生するケースもある。また，廃棄物が他の製品

に再生されるケースもある。

一般廃棄物については，これまで再資源化が

かなり進んでいる。一般廃棄物の種類別に再資

源化される例を示すと次の如くである。

建設廃材 骨材，地盤造成材

木 く ず チップ，炭化，燃料化

紙，廃プラスチック 油化，燃料化

ピン， 缶 ガラス，金属の回収

厨 芥 堆肥化

廃 油 油化，燃料化

現在，比較的再生資源として活用されている

例としては，建設廃材を骨材として再生したり

地盤造成材として用いるものが多心木くずは

チップ化したり，燃料として用いる例がみられ

る。骨材，地盤造成材への再生は，排出事業者

が一部は再生品の利用者でもあり，リサイクル

を成立しやすい。

4.最適価格

産業廃棄物処理をめぐる問題は，省資源ある

いは資源の有効利用の問題と，環境保全の問題

の2つが重なり合っている。前者はすでに第 1

次石油危機の頃からとりあげられはじめた。後

者は特にわが国においては，処分場の確保難と

いう事態を背景に急速に重視されはじめている。

いずれの視点においても価格メカニズムが作用

していれば，否応なしに廃棄物の減量化と再資

源化をもたらすはずである。省資源の問題は，

実際，資源不足が表面化すれば資源価格が高騰

し，省資源化が進むであろうし，再資源化も促

進される。再資源化された原料が新資源より相

対的に安価になれば，再生品が新製品に対して

競争力を持ちうる。

しかし，資源価格は，地球規模での環境問題

の深刻化にもかかわらず，短期的な需給関係で

動いており，企業が短期的適合を行っている以

上，長期的な資源問題に対応するようになって

いない九資源問題は長期の問題であるのに対し，

価格形成は短期的である。省資源は長期を見越

しての方策であって，短期の価格メカニズムと

直ちには整合しない。そこに資源政策の介入す

る必要性がある。

同じことは，環境保全の立場からの廃棄物処

理問題にもあてはまる。首都圏のような混雑地

域では，処分場確保の困難や交通混雑のため，

廃棄物の収集運搬処理費用が高騰しており，再

資源化の有利な条件が形成されつつあるのに対

し，北海道のように広域処理を行えば充分に低

コストで最終処分を行うことができるところで

は，再生資源利用の有利性は相対的に乏しい7)。

このような条件のもとで，なお，再資源化を可

6 )価格形成が短期の問題であるという意味は，言いか

えれば，価格メカニズムが私企業の私的コストを反

映するのみで，社会的便益や費用を反映していない

ということでもある。資源寿命を延ばすこと，資源

の延命をもたらすことは，明らかに社会的便益ある

いは逆に言えば社会的費用の節約であるが，資源価

格は社会的費用を反映していない。

7)廃棄物の排出者が，工場内で廃棄物を再資源化する

ことが技術的に可能であるとすれば，混雑地域にお

いて再資源化が有利になる可能性が生ずる。なぜな

ら，廃棄物の処理が排出者の責任であれば，混雑地

域では廃棄物の収集運搬処理コストが膨大になり，

自己処理による再資源化が相対的に有利になるから

である。
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能にする根拠がありうるか，あるいは，どうい

う条件が充されたなら，再資源化が経済合理性

に適うか，それがここでの問題である。

前節で列挙したような問題点をクリヤーし，

リサイクルが経済的に成り立つような条件，価

格体系を検討してみよう。再生品は新製品より

品質上劣るが，少なくともすぐれてはいない，

という前提をおいて考えよう。

ところで，われわれがリサイクルを望ましい

と考える理由は，資源問題や環境問題が重要で

あり，それへの対処が必要と考えるからである

が，それにもかかわらず充分リサイクルが進展

しないのは，将来の資源制約が現在の価格に反

映されていないこと，環境への負荷が私企業の

コストに内部化されていないことによる。もし

これらがすべて内部化されているならば，再生

品が相対的に有利になることは充分にありうる。

リサイクルの優位性は，社会的便益と社会的

費用の比較によって容易に想像しうる(厳密な

測定はむずかしいが)。これに対して現実には私

的な経済計算にもとづく経済活動が行われてい

るのであり，私的経済計算にもとづいても，い

くつかの分野においては，リサイクルが実現し

ている。

このように考えてくると，循環型社会を実現

するために検討すべきこととして次のことが必

要になる。まず第 1に，社会的便益や社会的費

用を考慮した場合の，新製品と再生品の優位性

の比較を行うことである。第2に，これらを考

慮、しない現実の市場経済のもとでの新製品と再

生品の価格差あるいは費用格差を検討し，この

格差がどのような状況で生まれるか，又，どの

ような条件で縮まるかを検討することである。

第 3に，現行の社会システムのもとで，社会的

便益や社会的費用をどこまで内部化しうるか，

また，そのための政策措置は何か，負担の根拠

は何か，等を検討することである。

まず，社会的費用と社会的便益を考慮、してリ

サイクル活動の最適水準を考えてみよう。植田

和弘氏は，リサイクル活動の社会的便益と社会

的費用の内容として次のものを挙げる。社会的

便益としては，①資源寿命の伸張，②環境汚染

の減少，③埋立地の需要減，④廃棄物処理，処

分費用の減少，⑤資源輸入量の削減による貿易

収支の改善，⑥失業率が高い場合には，雇用創

出事業としての雇用効果，等を挙げ，社会的費

用としては，リサイクルプロセスから生ずる環

境汚染を挙げている 8)。

これらのうち，⑤の貿易収支の改善は，一般

的に社会的便益とは必ずしも言えない。貿易収

支が赤字という短期的局面においては，輸入量

の削減は社会的便益の増大となるが，一般論と

しては，貿易収支は均衡していることが最も望

ましいのであり，貿易黒字は国民経済的に厚生

上の損失である。また，雇用効果も，短期的に，

失業率が高い場合にはその効果を評価しうるが，

長期的に，資源の完全利用を前提とした議論を

する場合には，新規事業としてのリサイクル事

業の雇用効果を評価することにはならないので

ある。したがって一般的に言えば， リサイクル

活動による社会的便益は，①から④までである。

⑤，⑥は，短期の局面においては生じうる社会

的便益である。

植田氏は，費用最小化アプローチにしたがっ

て，新資源利用とリサイクルとの最適バランス

を求めている。すなわち総費用を最小にするよ

うな新資源とリサイクル資源の利用の割合を求

めるのである 9)。私企業的立場からみると，それ

は次のようになる。

Cp =Cn (Q) +CR (Q) 

Cpは，総費用，Cn (Q)は新資源利用の総費用， CR 

は，再生資源利用の総費用である。 Cpが最小に

なるのは

8 )植田和弘「廃棄物とリサイクルの経済学」有斐閣

1992， 136ページ

9 )植田同上137-140ページ
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C~ (Q) =C~ (Q) 

である。

これに対して社会的便益，社会的費用の観点

からは次のようになる。

Cs=Cn (Q) +CR (Q) + ECp・E(Q) + ECp.n (Q) 

+ ECp. R (Q) -BERL (Q) -L (Q) (2) 

ここでCsは，資源利用の総社会的費用，ECp，E 

は，資源採取産業の総外部費用， ECp，nfま新資源

の利用に伴う環境汚染の総外部費用， ECp，Rはリ

サイクルプロセスからの環境汚染の総外部費用，

BERLは資源寿命の伸張による利得の現在価値，

Lは埋立地の需要減による利得の現在価値であ

る。

(2)式は，社会的費用が上述の各要素から成る

ことを示しているが，この場合，社会的費用と

は，総費用から社会的便益を差しヲ|いたものを

指しており，このような社会的費用が最小にな

るようなリサイクノレ率を求める， という問題を

解こうとしている川。植田氏の問題のたて方の特

徴は次の点にある。

生産される財Qは，同一で，新資源によっても，

再生資源によっても生産されうる，と暗黙のう

ちに前提しており，私的観点からみて，総費用

を最小化するリサイクル率(再生資源利用の割

合)がどこで決まるか，また，社会的費用と便

益を考慮した場合の，社会的費用を最小化する

リサイクノレ率がどこで決まるか，両者のずれを

決める要因は何かを示そうとしたものである。

植田氏は，総便益を与えられたものとし，リサ

イクル率によっては変化しないと仮定した上で，

最小費用をもたらすリサイクル率を求めるとい

うやり方をとっている。私的観点からみた最適

リサイクル率と社会的視点からみた最適リサイ

クル率とのずれは，資源寿命の伸張による利得

や埋立地の需要減による利得を無視すると，結

10)向上， 137ページの (1)，(2)式参照。

局，新資源の利用にともなう汚染等の外部費用

と再生資源の利用による汚染等の外部費用のい

ずれが大きいかという問題に帰着する。それは

結局のところケース・パイ・ケースである，と

いうことになる。

植田氏の議論は，これ自体としては，仮定を

認めるならば妥当な議論である。しかし，実際

に問題になるのは新資源を利用した新製品と再

生資源を利用した再生品が同一ではなしそれ

ぞれの製品に対する需要の状態が異なるという

ことである。氏の分析は，費用最小化を解こう

としており，需要関数は明示されていない。通

常の経済学でいう厚生最大化をもたらす生産水

準，リサイクル率を求めると，もう少し違った

解になるであろう 11)。

また，費用最小化だけを問題にするとして，

この分析方法で議論しでも，実際に問題なのは

資源問題と環境問題であり，資源寿命の伸張の

利得が評価されているからこそ，リサイクル資

源の利用が叫ばれているのであり，また処分場

の不足が問題だからこそ，再資源化が重視され

ている。だから最終処分地の需要の減少効果は

きわめて大きい。最も重要な問題は，再生資源

の利用による再生品の生産が私企業的に成り立

ちうるかどうかであり，その場合，決め手にな

るのは新製品の価格と再生品の価格である。そ

れを決める要因として重要なのは，再生資源の

利用のコストであり，それは廃棄物の収集運搬

費用と処理(あるいは資源化)費用，それに再

生資源を原料としたときの加工費用が，新資源

利用のコストにくらべて高いか低いかにある。

植田氏が示したような費用最小アプローチを，

もう少し現実に適合させて考えてみよう。アウ

トプットの質は変わらないと仮定して，いいか

えれば，いずれの資源を利用しでも同ーの生産

11) もちろん，この議論は 1つの単純化であり，新製品

生産と再生品生産との社会的費用の大小比較こそが

中心問題とされている。しかし，私企業レベルで再

生品を生産する場合の重要な問題の 1つは，再生品

への需要の存在であり，したがって又，再生品価格

の問題である。
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物を生産する，と仮定して，再生資源が利用さ

れる場合を考えてみよう。

いま，再生資源を利用するほうがコスト高に

なるとしたならば，同一企業が 2つの資源を組

み合せて最適な生産を行うということは考えに

くい。理論上は総費用を最小化するのはC~(Q)二

C;(Q)の場合である。もし，費用曲線が同じよう

なかたちであれば，どの生産水準においても，

たえずC~(Q) <C~ (Q)となる可能性が強い。しか

し，工場規模が異なっている場合には，次のこ

とが生じうる。

図2 新製品生産と再生品生産の共存

D， D2 

D2 

D， 

Q， Q 

A社は新資源を利用して新製品を生産し， B社は

再生資源を利用して再生品を生産する。A社の工

場規模が大きく平均費用曲線はACn(Q)で示

される。B社は工場規模が小さく平均費用曲線は

ACr(Q)で示される。どの生産水準でも， A社の

平均費用が低い。このような場合B社は事業的

にほとんど成り立たない。しかし，もし価格が

P，で与えられているが，しかもその価格は短期

的な経済変動によっては変化しないと仮定する

と，たまたま需要が増大して需要曲線が図D，か

らD2へシフトした場合，B社が需要の超過分を

充たすように事業展開を行う可能性が出てく

る。ACr(Q)は，生産水準Q，を原点として，そこか

ら生産を行った場合のB社の平均費用曲線を

示している。

もちろん，この場合， A社にとっては価格が限

界費用を上回っており，社会的最適とは言えな

いし，全体として総費用を最小化しているわけ

でもない。費用曲線が異なる 2社が共存しうる

のは，何らかの理由で市場を分け合っている場

合であり，その場合，相対的に優位にある企業

では価格が限界費用を上回っている。

C~ (Q) = C; ( Q) 

で丁度生産が行われるというのは，その生産量

を吸収するだけの需要が丁度存在する場合であ

ることはいうまでもない。

さて，市場を分け合うケースは現実に存在す

るだろうか。それは次のような状況下では考え

うる。イ)新資源の供給に制約があり，短期的

な需要の変動に即応できない場合。ロ)生産技

術の違いから，費用曲線に大きな違いがあり，

ある生産水準までは劣位の企業の限界費用が低

い場合。

ロ)の場合は，一般的にいって規模に大きな

格差があり，劣位企業がマーケットのほんの一

部を受け持つ場合である。そしてイ)のケース

も，ほぽその状態に近い。

しかしながら，A，B両者の費用格差が縮小し，

他方新原料供給の非弾力性がある場合は，再生

原料を利用する余地はいっそう増大するであろ

フ。

新原料の供給制約がないものとして，再生品

が競争力を持ちうる条件を考えてみよう。新製

品価格Pm再生品価格Pn新製品生産量をQm

再生品生産量をQn としよう。生産費はそれぞ

れCn，Crとする。

再生品が新製品にくらべて品質的に劣るか又

は少くともすぐれてはいないとすれば，価格に

ついてはPn>Prが成り立たなければならない。

そのためにはCn(Qn) >Cr(Qr)でなければなら

ない。生産技術，製造工程に差がないとすれば，
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費用条件の差は原料費の差である。原料価格を

それぞれPnnPrrとする。再生原料の価格Prrは，

廃棄物を原料として処理するまでのコストに依

存する。

ここで再び産業廃棄物の発生から処分に至る

流れを思い起こしてみよう。製造工程で発生し

た廃棄物は工場内で適当に処理され，自己処分

をするか，処理業者に委託するなどして，最終

処分へ至る。したがって製造工程で発生する産

業廃棄物の収集，運搬，処理費用は，基本的に

排出者負担である。

他方，製品が使用され，消費されて廃棄され

る場合，それは多くは一般廃棄物と定義されて

いる。それらはオフィスやホテル等，事業者か

ら排出される場合，収集運搬処理業者によって

処理され，そのコストは排出者負担である。こ

れに対して家庭から排出される場合は，自治体

が無料でサービスを提供している場合が多い。

もちろん，収集，運搬，処理事業を，公営で行

っている場合もあるし，民間業者に委託してい

る場合もある。

ここまでの段階については基本的に排出者負

担である。しかしながら，古紙，空き缶，くず

鉄等，リサイクルが行われているものについて

みると，廃棄物の回収業者が回収したこれら廃

棄物を，製紙業，鉄鋼業が，いわば原料として

買いとっている。すなわち，最終製品の使用済

みになったものであるが，最終的な排出者が費

用負担をしているのではなし廃棄物の段階で

製造業者が(聞に回収業者をはさんで)原料と

して買いとっている，ということになる。これ

は原料として容易に利用できたことからして当

然ではあるが，もしこれらについても，排出者

負担の原則がつらぬかれているならば，再生原

料の優位性はいっそう高まるはずである。

このようにみてくると，リサイクルは個々の

ケースによってその実現可能性に違いが出てく

ることがわかる。

いま製造工程で発生する産業廃棄物の再生利

用について考えてみよう。実際問題としてこの

種の産業廃棄物のうち，有価物はすでに利用さ

れている場合が多く，現在，最終処分されてい

るもののうち，再資源化できるものは，そう多

くはない。しかし，建設廃材などは，製造業の

廃棄物ではないが，産業廃棄物と定義されてお

り，属性として再資源化しやすい。

さて， Cn (Qn)よりもCr(Qr)が安くなる可能性

があるかどうかが問題である。その場合，決め

手になるのは新原料価格と再生原料価格の比較

である。再生原料価格Prrが何によって決まるか

が問題である。もし，廃棄物の収集運搬費用及

び従来，最終処分場において処分されてきた，

この処分費用までを排出者が負担するとすれば，

Prrはそこから先の費用，すなわち，再資源化費

用である。再資源化すなわち再原料化する場合

と，ただちに製品化に至る場合とで区別がつき

にくい場合も多い。多くの場合，廃棄物を各種

用途に分解するプロセスがあるであろう。その

プロセスでの費用がPrrの多くを占めると考えら

れる。

収集された廃棄物を処分する工程が比較的大

規模で，規模の経済効果が発揮できるならば，

P 

は，自治体単位で再資源化工場を(民営であれ公

営であれ，第 3セクター方式であれ)を所有し，

それに廃棄物を集中的に集め処理する方式であ

る。もし，従来最終処分に至るまでの費用を排

出者が負担していたとすれば(現実にそのとお

りであるが)，資源化工場で一般的に収集，処理

することにより，資源化費用の一部まで廃棄物

の排出者が負担しでもよいかもしれない。その

結果，再生資源利用者の買とり価格Prrは， Pnrを

大幅に下回ることが可能になるかもしれない。

そこでの重要なポイントは，廃棄物の収集運搬

再資源化が，規模の経済性、運搬コストの削減

化をともなって可能かどうかという点にある。

もし，民間レベルでそれが難しいとしても，

リサイクルがもたらす便益がリサイクルの社会

的費用を上回っている限り，ある程度の公共負

担は正当化されうる。
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問題は再資源化にともなう環境汚染等の社会

的費用の存在である。これがいちじるしく大き

いならば，リサイクルの社会的便益にくらべて

社会的費用が大きくなることは理論上ありうる。

しかし，一元的管理は，こうした社会的費用を

削減することを可能にする。

社会的便益と社会的費用の大小の問題は，地

域内経済循環の体系の中では比較的考えやすしユ。

資源が地元で採掘され，それが地元の企業で加

工され，最終製品に至るケースを考えよう。た

とえば採石業や砂利採集業が資源供給者であり，

土木，建設業がそれら資源の利用者であるとす

る。この場合は，コンクリートの破砕された廃

棄物(いわゆるコンクリートがら)などが再生

利用される。この場合，再生利用を行うよりは

新資源を用いた場合の社会的費用には，環境の

悪化，たとえば地域の周辺の山から砕石するこ

とによって景観を損うことなど，その地域にと

っての社会的損失がある。更に，廃棄物の最終

処分に際して多くの用地を必要とするのがこの

分野の特徴である。したがって最終処分場の確

保難，用地不足は大きな社会的費用となる。こ

れに対して，再生資源を利用する場合，採石等

を抑制することによ環境維持の便益は大きい。

又，再生利用による最終処分場の節約効果もき

わめて大きい。再生資源利用のコストが多少か

かったにしても，そのコストは自治体が負担す

るに値する。なぜなら環境保全の視点からすれ

ば住民に大きな便益を与えていることになるか

らである。

更に，再生資源として利用する事業体と，採

石業者や砂利採取業者とは同一ではないが，関

連事業である。その点で，循環システムが成立

しやすい。採石業，砂利採取業と建造物の解体

事業，更に建設業がなんらかの提携をするなら

ば，理論上，新資源と再生資源の最適な組み合

せが可能になると思われる。こうした問題につ

いては，次の機会にとりあげることとする。


