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家畜ふん尿による外部不経済とその内部化

　　　　　　　　密産公審の経済学的分析一

　　　　　大　江　靖　雄

北海道火学大学院環境科学研究餐卜農政学講座

　　　（室糠1市胆振支庁経済部農務課）

The　External　Diseconom玉es　Caused　by　Livestock

　　　　　Wastes　and　Their　Internalization

　－Economic　Analysis　of　Livestock　Pollution一

　　　　　　　　　　　　　Yasuo　Ohe

Deparnnent　of　Agricultural　Policies，　Divlsion　of　Social　Environ－

　　　　Inent，　Graduate　School　of　Envlronmental　Science，

　　　　　　Ho1（kaido　University，　SapPoro，　Japan，060

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．　問題提起

　　家畜ふん尿が原凶となって引き起こされる外部不経済は，一般に畜産公害と呼ばれる様に，農業部門が外

部不経済の発生源となる1つの典型的事例である。この畜産公霧の場合，その外部不経済が生産活動に付随し

て生み出される一種の結合生魔物であるという点で，一般的「守門公害」と軌を一にしているわけであるが，

他方で後者との決定的な相異点は，その元凶たる家畜ふん尿が伝統的に耕地へ栂投入されることによって，地

力の維持…向上にポジティブな役害1を果してきたという事突である。つまり負の効用を及ぼすBadsから，正の

効用をもつGoodsへの潜在的変換可能性を捌している点に畜熊田無こおける特殊性が認められるのである。

　　さらにいい換えると，生龍活動に伴って生じた外部不経済を内部化するシステムを，陳理的に農業自身が

内包しているということができる。かかる点にこそ，外部不経済内部化の事例として，辮産公害をとり上げる

ことの意義が認められるのである。

　　しかし，こうした内部化の過程に関する分析ならびに研究は，ふん尿処理という技術的分野では比較的進

んでいるといわれているものの，経済学的視点からのアプローチについては，従来から十分になされてきたと

はいい難い。

　　これについて解明するには，農業がGoods（すなわち農産物）の生塵者であるとする従来の見方に加え

て，Bads（すなわち家畜ふん尿）の発生主体であるという視点が，新たに要求されることになる。非農業部門

の「産業公割に関する分野においては，そうした視点からの分析がいちはやくなされてきたにも関わらず，

農業部門においては，こうした観点からの分析が一歩たち遅れた状況にあることは否定しえない。

　　とりわけ，北海道においてその傾向が著しく，都府県レベルでなされた分析も北海道については，その地
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理的特性ゆえに分析対象から除外されるということが…般的傾向であった。しかし，昨今北海道においても都

府県聞様に都市部への入1コの集中が急速に進み，なかでも130万人を越える人口を帰し6大都市の仲間入りを

した札幌を中心とする都市近郊では，府県と同様に部市田欝の一形態としての齋産公害問題がすでに顕在化し

てきている。

　　このことから，北海道における大都市近郊の畜産公害問題を分析することは，大都市…般の抱えるその闇

題を論じることであるとともに，北海道における家蜜ふん尿問題の特徴を明らかにするという点で，意義ある

ものと考えられる。

　　そこで以下においては，まず都府県との対比から北海道における家畜ふん尿問題の現状と問題点を抱握し

（第2章〉，続いて外部不経済の発生主体である畜産経回と，地域往斑にもっとも密着した行政サービスを提供

する主体である自治体（札幌市）により講ぜられている内部化への対応について，その現状と問題点を分析す

る（第3章〉。そして最後に，これらの分析をもとに内部化政策の今後4）諜題を展望することとする（第4章）。

　　　　　　　　　　　　　　　2．家畜ふん尿による外部不経済の現状

　2，1　畜産公害の主要形態

　　まずはじめに，塚畜ふん尿がもとになって発生する斎産公害の川下的形態について着目してみよう。表1，

は全圏的規模での畜産経営に起因する苦情発生件数の家畜種類別状況を示したものである。発生件数では漸減

傾向にあるものの，第1位の「悪臭関連」と第2位の「水質汚濁関連」でそのほとんどの判合を占めていると

いう趨勢は変化していない。畜種別にみると「豚」によるものが，苦情全体のおよそ5躍を占めている。

　　また，図1は北海道における発生源別の公害苦清の状況を示しもたのである。ここでも食料品＝L場と共に

畜産業が悪臭の主要発源となっている。畜産公害の主要な形態は悪臭と水質汚濁によって代装されるといえ

よう。

　　　　　　　　　　　　　　裏1　畜産環．境汚．染問題の畜種別発生状況

注）！　「水質汚濁関連」とは水質汚濁のみでなく，水質汚濁に水質汚濁以外の環境汚染（悪臭，害虫発

　　　　生等）を併発しているものをも含む。また「悪臭関連」についても同様の趣旨による。従って総
　　　　数には一一致しない。

　　2．農林水産省密産局調べ。
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　　　　　　　　　　　　　　図1　薫要発生源別公害現象の状況（北海道）

　　　　　　　　　　注〉（）内は％を表わす。資料は「北海道における公害剛情の

　　　　　　　　　　　　状況」北海道生活環境部公害対策課，昭和52年。

　　実際我々が1ヨ常の生活の中で悪臭や水質汚濁を公害として知覚するのは，それによって快適な居住環境が

損なわれたり，周辺の生態系のバランスが撹乱されたりすると感ずるからである。この点から畜産公害は，い

わば生活環境破壊型Dの被害をもたらす公害であるといえよう。このことは，三業公害が多くの場合直接人体

に（概して不可逆的）被害をおよぼし，：被害嚢の健康を著しく損なうという，いわば健康破壊型の公害（あるい

は強い公害）2）であるのに比べ，きわだった対照をなしている。

　　ただここで見逃してはならないことは，上記の区分はあくまで相対的なものであって，「生活環境破壊型」

公害が決して「健康破壊型」のそれを伴わないというわけではないし，逆に「健康破壊型」が，生活環境の破

壊を伴わないといった二者択一的なものではないということである。畜産公害の悪臭といっても，悪臭にとく

に敏感な人にとっては，それが健康を損なう契機となるかもしれないし，水質汚濁は一般家庭からの都市廃水

や工揚から排出される産業廃水が加わることによって被害が照照的に拡大し，飲料用水等の汚染に窃与するこ

とも当然考えられる。また産業公害の揚合には，その外部不経済は高接被害考の健康を蝕むぽかりでなく，し

ばしば周辺環鹿へもおよび，二一をより深刻なものとしていることは周知のとおりである。

　　こうした点を考慮した上で，上記の区分を行なうのは巌窟公害との対圭ヒにおいて，畜産公害の特徴を浮き

ぼりにするのに有効であると考えるからに他ならない。

　2．2　都道府県別人畜ふん尿の競合度と畜産公害の類型

　　本節では平しL叢話氏が行なった分析方法3）を用いて，人畜ふん尿の競合度と畜塵公害類型について明らか

にし，家畜ふん尿問題の実態をマクμ的に把握することにする。

　　まず人間と家畜のふん尿の競合関係についてみてみよう。

　　人と家畜の11iii当たりふん尿排泄簸は，人（体重60　kg）のふんがα15　k9，尿0，85　k霧，乳牛（600　k9）は

それぞれ25kg，5k9，肉牛（600　k慕）が25　k9，6k9，豚（80　kg）は3kg，3k9，鶏（1，6　kg）は0・15　kg（ふん

のみ），馬（380kg）は25．3　k9，10　kgである。（中央畜産会「家斎排泄物の処理，利用の手引き」，博：友会「環境

汚染と農業」より。人はM…i玉kgとした）。

　　図2はこれをもとに，都道府県別に人・塚畜別ふん尿の重鍛推計を行なったものである。縦軸にふん尿臼
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　　　図2　都道府県別1日当たり人畜ふん尿量（1978年）

注）1．1頭遇たりふん尿排泄量は乳牛・肉牛・豚・馬・鶏の合計。

　　2，人口・頭羽数は「ポケット農林水産統計」1979年。

量，横軸に家畜ふん尿日蟄をとって各論道府県ごとの値をプμットしたものが図に示されている。それによる

と，大都市部の東京，大阪は縦軸寄りに位置し，それと対照的に鹿児島，宮崎，北海道はその入印こ比べて家

畜ふん尿鐙が多く，横軸寄りに位置している。．なかでも北海道の雪嶺は，人1＝1550万人程度であるにもかかわ

らず，人蕎双方のふん尿量を合計すると，人口3，500万人以上にも匹敵することになる。

　　つぎに人畜ふん尿の過密度を，ふん尿の面穣当たり（km2当たり）の負担によってみてみよう。ここでは

有機物汚染の指標として，重景の他にBOD4＞，　SS5），を用いてみる。両表の負荷量を人および家畜種類別に掲

げたものが表2である。しかし，これらの数字を単に比較しただけでは，その実質汚染度というものは，はっ

きりととらえにくい。そこで，人の値を基準にして家畜種類ごとに比を求めてみた（裟3参照）。だがこれでも

表2　人・家畜別Bα），SS負荷量 （単1～シ：＝　9／豆頁・艮）

∵瞥 BOD魚荷量 SS負荷暴こ

ふ　　　ん 尿 ．（家議豹…壼一尿

乳　　牛

肉　　牛

豚

馬

人

　　計
漁家董旗率）一＿一

i、。。

　　600

i1鷺

i・64

i　2

20

24

15

56

13

620（41）

624（41）

200（13）

！0　（0β7）

220（15＞

15（！）

2，998

2，998

669

　20

5，035

25

30

14

46

識、）（・3・）

醗、）（13・）

700　（30）

　20　　　（0．87）

鳳、）（・・7＞

　23　（！）

注）負荷量は（g／日）篇排泄量（kg／1三1）×汚濁物質濃度（ppm，　Ing／4＞

　　資料は中央畜産会「家畜排泄物の処理利用の手引き」，博友会「環境汚染と農業」。
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　表3　家斎ふん尿の汚染度人間換算 （単位：人分）
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　　図3　都道府県鋼入口密度と家蕎ふん尿量の人問換算人口密度（1978年）

　　　　注）：図2と間じ資料を用いて表3より算ll．i。

Aグループ：高知，秋田，山雲，北海道

Bグループ：福井，和歌山
Cグループ：寓山，石川，新潟，岐阜，島根，描島，長野，育森，腸手，1蛸コ，

　　　　　　　山形，三重，大分，愛媛，岡山，鳥取，広島（全瞬平均）

1）グルーープ：滋賀，奈良，寡都
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まだ，畜種別の体重差というバイアスが除かれていない。そこでさらに，人の平均体重60kgをベースに，畜

種別の体重：60kg当たりの比を求めてみた（蓑3参照〉。表からも明らかなように，畜産公害への嵜与が低い馬

は別として，牛よりも豚，豚よりも鶏といった具合に中小家畜ほどその汚染度がひどくなっていることに注濁

されたい。

　　さて，これらの数字をもとに人畜ふん尿過密度についてみてみよう。図3は，人口密度と家畜ふん尿蟻人

間換箪人口密度との関連について示したものである。

　　図によると，神奈川，大阪，東京と都市圏を抱える都府梨が縦軸に沿って拡がっている。また，埼玉，愛

知，福岡など大都市をようする県では，45度線付近に位置し，これは人畜競含状況にあるということを示して

いる。そこで，これらの点を順に結んでみると，入口の過密化が進んだ都府繋ほど，畜産が退行していく様子

が明らかとなる。したがって，人畜競合状態は畜薦退行への前段階であると考えることができる6＞。さて，北

海道はどこに位置するのだろうか。

　　図2で北海道と共に入口に比べて家畜ふん尿量で高い値を示した鹿児島（入1二11，550万入相嶺），宮崎（入

口1，300万人相当）の各県は図3の人畜ふん尿過密度でも比較的高い値．（約1，700人相当）を示しているのに対

し，北海道は過密度が最：も低いAグループ（500人相当未満）に位置し，その特異性を示している。

　　つぎに図4でBODについて同様の関係をみると，重箪でみた図3の場合よりもさらに高密度となり，

各点が縦軸，横軸に沿って拡散し人畜拮抗の競合状態がみられなくなっている。つまり，東京，大阪などの人
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　　　　　　　　　　　　家毒ふん尿BOD人購撲算人1．．達密度

図4　人P密度と家畜ふん尿BOD墾の人間換算人m密度（都道府県男iD

　　　　　注〉資料は図2と同じ。表3より算出。

　Aグループ：高知，福井，奈良，滋賀，秋田，北海道，山梨，和歌

　　　　　　　山，石川，砥山，山形，島根，長野

　Bグループ：新潟，青森，福島，妓準，山口，広島，岩手，三重，

　　　　　　　愛媛，大分，岡山，栃木，鳥取，京都（全国平均）
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間優勢家畜退行型と，鹿児島，筥綺，浮州などの家畜優勢型という2つのタイプに顕著に分離している7）。　こ

こでもまた，北海道は過密度小・家畜優勢型のAグループ（「1，000人目未満）に入っている。

　　さらに，図5でSSについて計算してみると，過密の状態が一層顕著になる。全般的に点の位置が横軸害

りにシフトしており，家憲優勢型がよりはつきりと示されている。ここでは，人口密度7，000人相当を越える

人間優勢型の東京，大阪と，家畜優勢型の鹿児島，宮崎をはじめ沖縄，千葉が過密度ではほぼ同水準にあるこ

とは興味深い。さて，ここで北海道はといえば，人口密度1，000～2，000人相当の閣にあるBグループに位羅

し，過密度についていえぽ，椥ヨll，由梨，京都，長野などの各府県とほぼ防水鷲にあることが読みとれる。

！人1

5．〔頁｝o
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　　／
　ら　　　　

／
　　　　5，UOO人

　　／
　街⑪00ノ＼

／
3．oorl人

／
2．〔｝0〔，人

蛍．．濁ぐい㌦

●

神奈男i

愛知●

oモ葉

●沖縄

茨城
鹿児髄

●

　●宮騎

型ll

で工 1，‘）Q｛，　　　　　　　　　　2．OOQ　　　　　　　　　　3，00｛｝　　　　　　　　　　4．000　　　　　　　　　　5，000　　　　　　　　　　6∫［00　　　　　　　　　　7，000

　　　　　　　　　蜜畜ふん尿SS人出1換算人口密度

図5　人1：；1密度と家畜ふん尿SS景の入間換算人口密度（都道府県別）

　　　　注）資料は図2と同じ。衷3より算崩。

Aグループ：補井，高知
Bグループ：秋田，山梨，和歌山，滋賀，富山，石川，京都，新潟，北

　　　　　　海道，岐阜
Cグループ1山口，島根，青森，奈良，広島，福島，三重，岩手，大分

8，000　（ノ、分｝

　　以上，3つの指標を用いて人畜ふん尿の競合度および過密度について分析してきたが，これまで明らかに

なったことをまとめてみると，縦軸寄りに位置する東京，大阪，神奈川のような人間優勢（畜産退行）型と横

轍寄りに位置する鹿児島，宮崎，香川といった家畜優勢型の府県におおまかに二分され，副直では過密化した

都市化現象の一形態として，人畜混在競合による外部不経済の発生が起こり，後者では家畜ふん尿そのもの自

体が環境汚染をもたらす外部不経済の発生が懸念されるということである。そこで以後，平山氏にならい，箭

者を「人間優勢（畜産退行〉語誌産公割，後者を「家畜優勢型畜産公害」と呼ぶことにしたい。

　　さて，今までは入口との関連で象畜ふん尿の駅舎度や過密度について虚日してきたが，つぎに家畜ふん尿

の畜種構成についてみてみよう。家畜ふん尿とひとくちにいっても，畜種によりBOD，　SSはそれぞれに大き

く異なることは先述したとおりである。そこで，BOD，　SSについて都道府県別の畜種構成を求めてみたもの

が表4である。
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表4　都道府県別家畜ふん尿BOD，　SS齋種構成

1薩講論翻⊥二ひ＿漁遂挑⊥＿…．Ll⊥1多llll三

熱豚ふ（矯識）：「エi　．一L．…．一焦＿＿i沖縄i　⊥・

壕副⊥「1空輪罎魎Fllllllllllllll

．㌔…．∴．L⊥∬2一一1迦．．．五．∴⊥．…1．L∴．

　注）　資瀞Rよ図2§こ溝］彫，　表2より鱗：鼠t。

　　　（福……東北6県；栃木，長野，滋賀，長矯，熊本，た分

　　　（B）……栃木．と餓を除醐東地方瀬潟，山梨ド糊文，愛媛，融，簡漉鵬
　　　　　　　　ノ　　　　　　　　　　　　　ノ
　　　（C）……新潟，山梨，．畏野を除く中興地方，三重，京都，大阪，岡山，広島，出5i，徳島，香川，禰

　　　　　　岡，．佐賀

　　それによると，表左上に位浮する北海道はBOD，　SS共に牛ふん尿が70劣以上を占めており，やはり畜

種構成においτも特異な信認にあるこどが明らかである。そのほか特異な畜種構成を示すのは，BOD，　SS共

に鶏ふん型を示す和歌山およびBOD，　SS共に豚ふん尿型を示す沖縄がある。また，先に家畜優勢型を示した

宮崎，鹿児島と人間優勢型を示した東京はいずれもBOI），　SS共に牛ふん尿，豚ふん尿，鶏ふん混成型を示し

ている。

　　ここで問題となるのは，牧草をはじめその他自給飼料の栽培を自ら行ない，草地利回と結びついた酪農や，

山林，野草地を利用して行なう放牧等の経営が一般的な牛ふん尿型より為，むしろ中小家畜，なかでもふん

の流通化も遅れており，土地との結びつきが希薄だといわれる豚ふん墨型である8）。しかし，ここで注意しな

けれぽならないのは，ただ単に畜種構成で豚ふん尿のウェイトが高いがらということぽかりでなく，その際に

過密度および人との競合度をも考慮に入れなけれぽならないということである。豚ふん尿の割合が高くなくと

も，家畜ふん尿の絶対量ぽかりでなく，過密度も大きいならば，家畜擾勢型の公害が懸念され，また人口稠密

地域で人との競合度が大きくなれぽ，いわゆる人聞優勢型畜産公害が問題となるのである。

　2．3　家畜ふん尿の処分方法別重量推計

　　ところで，排出された家畜ふん尿は，一体どのように処分されているのだろうか。既存資料からでは直接

に求める数値が得られないため，児島俊弘氏は「都府県」について家畜ふん尿処分方法別の重燈推計を行なっ

ている。その際にまずつぎのような畜産三三による外部不経済内部化のモデルを提示している9）。

　（A）畜産経営からスピルオーバーする外部不経済を畜産経営の費用システムに内部化させる。

　　（a正）個別経営内部で中間生産物（厩肥・飼料として再利用）として再投入する。

　　（a2）無害の素材に変換（浄化処理）して経営外へ撰出する。

　（B）その素材を市場性のある商品に変換し，価格メカニズムを通じて内部化させる（ふんの流通利用など〉。
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表5　家畜規模別ふん尿処分方法割合（乳牛） （圭ii位二　　1，000　t）

規膜方侮R諜蕪一匹磯浄・ヒ魏籔
北 悔 道

1．49810．187「

（相対）．

分布

1～2

10～19

50頭～

M701
（98ユ）…

9．8701

嶽）i

（76．0＞…

0，002iO．022
（o・1）i

O．148i
　　i（1．4）

0．205
　　　（7・1）i

（1・5＞1

α鴛1）l

Qユ8■
（◎3）l

　　　j

0．004
（0．3）

0．371
（3．5）

0．305
（10・6）i

（・・）1（・…）i

10．601
（27．6）

2．881

　（75）

3．985i

（97・1）i

2．223　t

（98．8）

＿1
（㎜）i

（＝）1

（＝）

＿＿＿1勉■醗∫1［lllllll⑱Ll⑱⊥ll［ll㊥可伊吐．釧

注）1．（）内は構成比％。

　　2．　資米斗は表6｝こ同じ。

　　3．紙幅の都合上，階層は主要なもののみ掲載した。

（8）

鴨i
（一〉

　0
　（0）

（一）l

Q．027
（1．2）

0．187

（09）

4．104
（19．7）

2．250
（10．8）

（α2）1（100・0）

表6　都尉県と北海道における家畜ふん尿処分方法男【1重量推定　　（単位：1，000t）
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＼で処券＼＼
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外部不経済の内部化
外靴．雛内費・揚テ…欄・陵臨矯
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癒潜．
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採
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卵
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計

牛

牛

鶏
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α002
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11．072
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α622

2．392
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0891
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0．067
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3349
0，002
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9．800

1．057
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処分方法別割合
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肉

豚
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牛
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3．8
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19．7

17．7
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3．4

5．6
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3α1

26．7
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10α0
100．0
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100．G

！00．0
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13．1

　6．3
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注）1，各欄数字の上段は都雇県，下段は北海道。

　　2．家畜規模別頭羽数ぱ「53年畜産統計」，規模別家密ふん尿処分方法別農家数は乳牛で49年，肉牛

　　　は51年，豚は53年，採卵鶏・ブμイラーは52年の畜産統計による。
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　　児島氏は，つぎにこのモデルに対応する処分方法をつぎの4つに分け，都府県について雄計を行なってい

る。すなわち「耕地還元」，「浄化」，「販売・交換」および「放蹟・廃棄」の4つであるが，前三者は外都不経

済を内部化すると考えられる方法で，それぞれモデルの（a1），（a2），㊨〉に文重陣している。そして残るr放澱・廃

棄jの場合が外部不経済の潜在的要式に該当すると考えられる。

　　児島氏の推計は，すでに数字が古くなっており，北海道は含まれていないので，薪たに都府県と北海道の

それぞれについて推計を試みた。方法は家畜別，頭羽数別のふん尿処分方法別飼育農家数の桐対爪櫛と，口写

種別に規模巨頭羽数の相対分布とを俘成し，畜種別ふん尿を配分した（袈5は乳牛の例である〉。それらを集計

したものが表6である。ただ資料上の制約により，畜種ごとに処分方法の調査年次が異なったものを用いざる

をえなかったために，斉合性を欠いている。また！戸で複数の処分方法を採っている場台，累次的方法は全体

で相殺されると仮定している。さらに頭羽数はすべて成畜とした0）で，推計量は多少，多めに算氏されている。

　　こうした点を考慮の上，大雑把な目安として表6の北海道ど鄙府累を比較してみょう。まず，外部不経済

の内部化を行なう処分方法について着臼してみると，つぎのような傾向が読みとれよう。

　　まず北海道では，乳牛の「耕地還元」の劇合カミ75．4％と際立って高く，このために全体の処分方法八四

では89．7％と，排娼される家畜ふん尿の9罰近くが「隔地還ラ湧　されているのに対して，都府県では66．6％

と全体の3分の2にとどまっている。

　　一方これと対照的に「販売・交換」による処分について，都府県では排出ふん尿の26．6％を占めているの

に対して，北海道はわずか6．8％とその割合は低い。また「浄化」による処分でも数字にぶされている限りで

は，豚以外の畜種では北海道で行われておらず，それも大規模経當でなされているにすぎない。

　　つぎに，外部不経済の潜在的要因となると考えられる問題の「放鶯・廃棄」される解合のふん尿について

みてみよう。「放置・廃棄」される家畜ふん尿量は都府県では1日当たり9，800t，北海道はおよそ！，000tであ

る。その畜種別の構成をみると，都府傑では肉牛41．4％，豚24・4％，ブロイラー13．9努，乳牛！2，0％という順

になり，肉牛と乳牛をあわせて牛がその半数以上を占めている。また北海道では，肉牛5＆9％，つぎに野牛

22．0％，豚1G．1％と牛が合わせて8割を占め，やはり牛の寄与率がきわめて高くなっている。

　　さらに，今度は規模別の家畜頭羽数と廃棄BOD負荷燈とのバランスについてみてみよう。方法として家

畜規模別頭羽数の相対分布をベースにして，廃棄BODシェアの特例係数を求めてみた10）。都早掘と北海道で

肉牛・乳牛・採卵鶏について得られた数値が表7で示されている。この場合特化係数が1より大きくなるほ

ど，頭羽数に比べて廃棄されるBOD量が多くなることを表わし，逆に1より小さくなるほど，頭羽数に比べ

てBODの廃棄星は少なくなるということを示している。

　　そこで，畜種別に都府県と北海道とを比較してみると，まず肉牛ではいずれも中小規模のBODでみた廃

棄量が相対的に少なく，規模が大きくなるほど廃棄最が相対的に多くなる。とくに北海道では50頭以上（階摺

コード⑥）のクラスでそのアンバランスが激しくなる。また豚については，都府県では「豚育豚なし」経営（階

層コード①〉で梢対的に廃棄鍛が多い他は，近年養豚経鴬に対して公害対策が厳しく講じられたため，バラン

スがとれているのか，相対的廃棄最が少なくなっている。　しかし，北海道では100頭以上の規摸（階層コード

⑥〉になるとアンバランスが拡大する。つぎに採卵鶏では都府県でどの規模でもほぼバランスがとれているの

に対し，北海道では10，000羽を越えて規模が拡大する（階層コード⑤）とアンバランスも拡がっている。総じ

て，北海道では家畜規模間での特化係数の差が都府県に比して大きい。つまり，BOD廃棄量の絹ヌず割合は大

規模になるほど大きくなるといえる。

　　さて，これまで都道府県レベルで，人畜ふん尿競合度および過密度，家畜ふん尿の奇遇類型，そして排出

ふん尿の処分方法別割含等について検討してきたわけであるが，ここでその過程で明らかになった；iヒ海道の家

畜ふん尿面からみた特徴を簡単に整理しておくと，およそ以下のようになる。
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表7　廃棄BODシェアの家畜規模別特化係数

特　化　係　数

肉　牛 豚 鶏

　　＊　家悔別規模階層コード

饗騨「乳…r一　　ボ 採　卵　鶏

⑨i

　

家③i

薫④i

模⑤ P
⑥1

　⑦1

0．31

0，05

0．25

0．07

0．70

0．34

L32
0，79

2。08

2B2

i：言巷　　i　　8：量§

0・20 煙¥：雛

0・44 @1：91

0ユ9 @｝：l1

8：至§　　　i　　9：13象

1：lli1・堕

1：ll

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

子畜のみ

～2頭

3～9

10～19

20～49

50～

i　鱈巴育封家なし

ll：：1即

i撫：：

50～300ヨ刃

300～999

1，000～4，999

5；000～9，999

10，000～49，999

50，000～

注）　資米斗は表6に吟じ。

　　上段は都府県，下段は北海道。

　　（イ）家密ふん尿の絶対燈は膨大（人密ふん尿燈で3，500万人以上に相当）だが，その過密度（家畜ふん尿圧）

は低い（人畜ふん尿量人間旧弊入1二1密度で「500人」未満）。

　　（P）家畜優勢型で，かつ口ふん尿型に類型される。

　　（ハ）処分方法では，耕地還元の割合がきわめて高く（およそ9害1），市場メカニズム志向の揚合，すなわち

商品化の割合はわずか（7％に満たない）である。また家膏飼育規模が大きくなるほど，その頭羽数に比して相

対的に廃棄されるふん尿量（BOD貴）が多くなってくる。

　　これらの点は，酪農に特化している北海道の特徴をふん尿面から裏づけたものといえるであろう。また他

方で北海道の酪農が土地基盤に強く依存していることから，蕎産公害の発生にとって空間的，地理的条件の窟

利性を示していると考えることもできるが，それはあくまで相対的有利性であることを忘れてはならない。

　2．4　支庁別入畜ふん尿の競合度と畜産公書の類型

　　前節で明らかになった北海道の家畜ふん尿問題の特徴を踏まえて，本節では道内支庁別に人畜ふん尿の競

合度および過密度と畜産公害類型について，岡三の分暫を行ない，その特徴を明らかにしてみたい。

　　まず，人畜ふん尿の競禽度を図示したものが麟6である。もちろん都道府県レベルよりもスケールは小さ

くなっているが，特徴として縦軸寄りに位鷺する人間優勢型がみられないことがまず指摘できる。また区1にプ

ロットされた14支庁は，つぎの3集団に分類可能である。

　　まず，人畜ふん尿量が入口400万人以上に相当し，横軸にきわめて近づいている道東地域の根室，網走，

釧路，十勝の各支庁で，人闘こ比べ家畜ふん尿燈がきわめて多く，顕著な家畜優勢型を示している。

　　つぎは，人1二；200～40G万人相当の間に位醗し，！4支庁のなかで唯一45度線を越えている石狩支庁であ

る。これは入唐競合型を示している。

　　最後に，入日20G万人棚楽に満たない道南，道北，道央の各支庁である。人畜共にふん尿の絶対i泡ま少な

いが，人のふん尿に対して象畜ふん尿が相対的優位を占めている。

　　この区分はふん尿の過密度についても，ほぼ妥嶺する。図7は人斎ふん尿の過密度についてみたものであ

るが，それによると，全道平均を含めて人口襟度500人媚当以下の道南，道北，道央の各支庁と，45度線を越

える石狩支庁，それに人【二嗜度は低いにもかかわらず，家畜ふん尿量の人喰換算人に1密度では際立っている道
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図7　支庁別人口密度と家憲ふん尿量の人間換算人ri密度（工978年）

　　　温三）資料は図6に同じ。衷3より算嵩。
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東の…卜勝，釧路，根窒の各支庁の3集団である。しかし，いずれの支庁も人に1密度で1，500人相当のレベルを

越えておらず，都道府県での場合と比べて超過密という状態ではない。

　　つぎにBODについて，その過密度をみると，図8のようになる。全体的に横軸方向に点がシフトしてお

り，先に最的には人畜競外型と判定された石狩支庁もBODでみると45度線下にあり，人斎競合関係が平均

的にはまだそれほど熟睡したものでないことを示している。

　　さて，ここで言種の公害類型についてみると，表8のようになる。ほとんどの支庁が牛ふん尿型を示して
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図8　支庁別人【＝1密度と家畜ふん尿BOD量の人間換算人口密度（1978煮1三）

　　　　注）資料は國6に同じ。表3を期いて算鴇。

表8　支庁別家蕾ふん尿BOD，　SS畜丁種構成

SS畜種構成

BOD

SS 1…一……R…ぶ…滞尿’塑
　　　　…蛋9％以よ）

B
O
D
畜

鍾
構

成

牛

ふ
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尿
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酪
％
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よ　ll：エ

　　　　　　　　　：i：

＼　　　　　　1（70％以上）

・・：囎識謝欝

＿一簾濃蟹バ計
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㈱ 渡島 上l11，桧山 3

年ぶん尿；．豚ぶλ∫簾∵

鶏ふん溌成型

…2ト蓋ん型・隊ふん俵・

馬ふん尿混成型
　　（各50％ラ托蓄毒）

後志，胆振　　　珊狩，廃知 4

1

合 計 7 4 2 1 14

注）資料は図6に同じ。表2より算出。
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いるなかで，目高の馬ふん尿型と石狩・空知の牛ふん尿・豚ふん尿・鶏ふん混成型が特徴的である。ここで問

題となるのは，先述したように豚および鶏の中小家畜の密産で，これらは従来から土地基盤への依存性が比較

的弱いいわゆる玄oot－10Qse型の経営が行なわれていることから，人1二1過密化によって畜産公害が発生しやす

い。そこで，入畜競合型で牛豚鶏の3畜種混成型を示す石狩と，3叢種混成型の空知の両支庁について，さら

に詳細な分析が必要と考えられる。以下細節では両生庁内の市lll∫総別かこ同様の分析を行なうことにする。

　2．5　市町村別人畜ふん尿の過密度と畜産公課の類型

　　図9は，石狩・空知支庁管内の各市町村牙摩にkiロ2当たりの入；二1圧と家畜ふん尿圧との関係，つまり過密度

についてみたものである。図によると，人i＝i密度500入相当未満のA・B両グループには爾支庁の［ll丁村部のほ

とんどが入り，人口密度500～1，000人相当の間のクラスには，一部町と市部がいくつか入っている。さらに

「1，000入以上」のレベルでは，縦軸寄りには札幌市，横軸寄りには江別市・広島【II∫と両端にはっきりと分化し

ている。そこで，過密度の比較的高いこの3市町について，基本法擬政が1粥始された昭和36年から4～5年闘

隔で算出した値をプPットし，それらを結んでみると，函のような軌跡がえられた。

　　まず，札幌市（36年，40年は手稲町一42年札1匿肺に編入一を含む）についてみると，都道府県レベルでの

東京都や大阪府のように超過密というわけではないが，軌跡を追ってみると，人畜競倉型から出発して，人闘

優勢型を経て昭和45年頃をピークに，臓の上では明らかに畜産退行へと転換している。

　　一方，家畜優勢型から出発した広島町，江別市については，それぞれに異なる軌跡を描いている。昭和36
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濃：1）人口，薩積は「北海道統計書」36年，40年，45年，50年，53年。

　　頭羽数は「北海道農業基本調査」36年，「北海道畜産統計」40年・

　　45年，「北海道冷町村胴農業統言1・」48～49年，「北海道農林水産統

　　計年報」52～53年。ただし，ブ「コイラーは含まず。

Aグループ；新十津川，雨竜，芦別，沼田，浜益，幌加内，新篠溝，

　　　　　　月形，北竜，厚田，南幌，深川，栗汰，北村，奈井江，

　　　　　　秩父別，浦臼，石狩，

13グルーブニタ張，三三筆，美唄，赤平
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年時点では，人i瀞密度にして500人相盛程度であった広島町（当時は広島村，43年町に昇ll各）は，その後急激に

家畜ふん尿1」三が増加し，昭和45年には入ri蟹度1，000入相漁，49年には「1，500人」，そして53年には「2，000

人」レベルを越えるという際立った伸びをぶしている。また江別市については，人口ll｛三は微増傾向にあるが，

家畜ふん尿圧では年によって増減がみられる。

　　つぎに家畜ふん尿のBOD，　SSについてその過密度をみてみると，ほとんどのlll∫村都（当別，新篠津，厚

田，浜益，夕張，美唄，芦別，赤平，三笠，深川，北村，栗沢，南幌，奈井江，月形，新十津川，雨雌，北竜，

沼田，幌加内）はBODでは入聞換算人口密度r500入」未満，　SSでは「1，000人」乗満の水準にある。また

入口過密化がもっとも進んでいる札幌市では，家畜ふん尿BOD人闇換算人口密度でド500人」未満であり，

石狩町，浦臼町と岡水準になっており興味深い。畜産退行をふん尿面から裏付けるものと考えられる。これに

対して，広島町はBODで人闘換算人口密度「7，40G人」，　SSでは「9，100人」ときわめて高い数値を示し，

斎魔に特化しているといえよう。

　　さらに今度は，市町村ごとにふん尿の畜種構成についてみると園10のようになる。傾向として，左隅へ

点が偏り，牛ふん尿型がやはり大勢を占めていることがわかる。また，いくつかの町村で豚ふん尿型を示して

いるが，これらの町村では家畜ふん尿の絶対量そのものが少なく，かつ過密度も低いため，問題となるほどの

事態に至っていない。ところで，問題の3市町のうち，江男U市は牛ふん原型を示し，人間優勢型と家畜優勢型

という対照的な型を示す札幌了1写と広島町が共に牛・豚1・鶏の3種混戒型を示していることは興味深い。

　　では，こうした家南ふん尿を耕地還元したとすると，耕地10a当たりの負荷はどの程度になるだろうか。

これを地域分布でみたものが園11である。耕地衙積の大きいところが必らずも家畜が多いとは限らない。空

知支庁内の市町村ではどこでも10a嶺たり1tに満たない。10　a当たり1tを閤安にそれ以上の負荷を回忌投

入と考えると11），10a当たり1t以上2t未満の札幌市と江男肺，！0a幽たり2t以上3t未満の千歳市，そし

て10a薮たり3t以上の負荷になる広島町が問題となるが，これらの地域はいずれも静狩支庁内にあり，札幌
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図10　家畜ふん尿の指標別畜腫牢1彦成（眉狩・室知支庁1978年）
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　　　　注）資料は図9に同じQ表2より算出。

市近郊の“了町部に偏在していることがわかる。

　　そこで，石狩支庁内の市町村に焦点を焦り，人および畜種別のふん尿量，BOD，　SSの3指標について，

昭和36年をベースに53年との比較でその変化を算鐵し12），（表9は札幌市の例），それをもとに，石狩支庁全

体について市町村刷の寄与率を3指標ごとに算出したものが表10である。支庁全休でみると，家畜ふん尿の

量で412％，BODで183．2％，　SSで26．6％の増加となっている。〒脚f村別では，千歳市がもっとも寄与率が
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嚢9　家畜別ふん尿螢，BOD，　SSの変化（札幌市）
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注）資瀞トは図9と同じ。衰2より算出。

高く，広島町がそれについでいる。その内訳はいず

れも中小家畜の増加によるものである。また，逆に

札幌布，石狩町，当別町および村部では，マイナス

の寄与率を示している。そして，恵庭市，江別市で

はめだった変化はない。

　　ここで浦島率がマイナスを示した市町村のうち

嶺別町および村部では，過疎化の進展により，一方

札幌市の場合は人口過密化による畜産退行によるも

のと思われる。また，寄与率の高い千歳市，広島町

については，札幌市の人q集積と畜産退行に伴い札

幌がしだいに需要消費地としての性格を強めていく

なかで，それに呼搭するかたちで千歳市，広島町等

の周辺地域が生産・供給地として特化してきた結果

の，いわぽ地域的分業化の進展によるものと考えら

れる。

　　さらに，こうした地域的分業の進展によって，

各地域の畜産業が発生させる外部不経済の形態も異

なってくることに波湿する必要がある。すなわち，

入間優勢逆産退行型の札幌市では家畜ふん尿の絶対

最よりも（人間の排鎖する絶対量の方が多く，

表10　市町村別家畜ふん尿量，BOD，

　　　SS寄与率（石狩：支庁）

寄　　与　　率

、il出癖・・D SS

札　　幌　　市

千　　歳　　市

江　　　　　　男ij　　　　　　τ』1了

恵　　庭　　市

広　　島　　囲1’

贋　　狩　　田」’

轟　　別　　町

村　　　　部
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44．2

23．1
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注）資料は図9と同じ。＊印は（家畜＋人〉の増

　　糎率に対する家畜と人の寄与率。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふん尿の処理については人間の方が問題となる）むしろ，人口

過密化のなかで人畜混在によって引き起こされる悪臭・蝿の発生等の都市公害的性格が強く現われるのに対し

て，家畜優勢型を示す供給・生斜地として広島町，千歳市では人口が未だ過密化しておらず，しかし耕地の家

畜ふん尿圧が高いことから，ふん尿がそのまま河川等に投棄・排出された場合など，河川や湖沼の水質汚染や

富栄養化をもたらすことになり，ここでは家畜ふん尿の絶対鐙そのものが問題となる。
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　　ただこうした区男ilは，あくまで相対的なものであって，今後札幌を中心とする都田關の外延的拡大による

周辺市町村への市街化の進展が，過密型の踏肥公霧を現在の家畜優勢型の地域へ波及させる可能性は十分に考

えられる。したがって，それぞれの地域で公讐の形態に悠じた対策が必要とされることはいうまでもないが，

それはあくまでもその地域的特性を．卜分に把握したうえでなされなければならないといえよう。

　　　　　　　　　　　　　　3，家畜ふん尿外部不経済内部化の現状と対策

　3，1　経営主体と畜産公害

　　前章では既存統計資料を用いて，畜産ふん尿の現状についてマクロ的な把握を行なってきたが，それは一

行政区域内の平均的傾向を示しているにすぎない。現実の公害現象は決して平均的に発生分布しているわけで

はなく，むしろある地域に偏在する場合が一般的である。実際の外部不経済は生産者が生産活動を行なう場で

発生するという当り前の事実がマクμ的な分析では，しばしぼ見落されがちである。

　　そこで本節では，実際の生産活動の担い手である畜産経鴬に焦点を当てて，畜薦公審と経鴬野体側の対応

との関係について明らかにしたい。

　　従来から，都市畜産経営は無秩序，無計瀟な者肺化の進展による犠牲者であるということがしばしば議論

されるが，畜産公害に関する限り一一の真理を語っているといえる。なぜなら，畜産公害の場合，しばしぼそ

の経営が発生させる外部経済と外部不経済との錯綜関係がみられるとともに，第4節で述べるとおり，周辺往

民と経営側との交渉力（bargalning　position）に無視しえないギャップが存在するからである。まず，前考の

錯綜関係について，筆者が行なった聞き取り調査から具体的な事側を拾ってみよう。

　　札幌市内で養豚業を営んでいたA氏は，A氏所有の豚舎周辺に住宅が進1二1二1してきたので，15年程前に豚

舎を当時まだ郊外であった市内の地区へ移転した。当時その地区にはまだ竃灯線が引かれていなかったため，

A氏は自己負担で電灯線を豚舎に引いた。しかし，その結果皮肉なことに，その電灯線を頼りに住宅が再び豚

舎周辺に進出するという嘉態が生じ，おかげで今やA氏は，新参者の湖辺住民から畜産公害の発生者と目さ

れ，公害対策を迫られる破目になっている。

　　この場合，移転当時，A氏が自己負損で引いた電灯線は，周辺地域に技術的外都経済をもたらしたと考え

られるが，A氏はその代価について住民から支払いを受けることなく，つまり内部化がなされないまま，時代

　　　　　　　　　　　　　　　　のの推移によって一転して技術的外部不経済の発生者ということになってしまった訳である。すなわち，この場

合では都市化の進展によって，この畜産経営は過去に周辺地域におよぼした外部経済について測収することが

できずに，現在の外部不経済については，代価を支払わされていることになる。つまり，都市化の進展によっ

て，当人は過去の外部経済の分だけ損失を蒙っているわけである。このことから，「犠牲煮」という表現も，一

面では事実を語っているということが理解できょう。

　　しかし，問題は単にこうした経済学的評価のみで片づけることはできない。都衛翻の畜産経當が生産活動

を行なう過程で発生する外部不経済は，現爽に周辺猛民との問にテンションを引き起こし，現代都市公害の一

項煕こ数え上げられるまでの事態になっているのである。したがって，ただいたずらに都甫化の犠牲者である

といった側面のみを強調することは，事実認識を誤らせるばかりでなく，畜産公害に対する適切な対応策の実

施を妨げることになるといわざるをえない。

　　でば，実際の畜産経鴬はこの問題にどのような対応のパターンを示しているのであろうか。適切な態策を

実施するためには，まずこの現状と問題点を明らかにする必要がある。

　　そこで，まずはじめに認識しなけれぽならないことは，郊外の畜産経鴬と都市翻の市街地に位置する畜産

経i営とでは，その対応が根本的に異なったものであるということである。

　　なぜなら，前章までの分析で明らかなように，後者は入間優勢型の密農公害すなわち人；二i過密化現象のも
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とで，外部不経済を発生させているのに対し，前者は家畜優勢型のふん尿問題に直醸しているといえるからで

ある。以下においては，両考の対応のパターンを対比させることによって，lii賭が示す内部化の現状と問題点

を明らかにしてみたい。

　3．2　布街地の畜産経営による外部不経済内部化への対応と問題点

　　まず，市街鯉3＞の畜藍経鴬の概かれた状況を素描してみよう。

　　ここで，一概に都布面の波に巻き込まれた蕎産経営といっても，その密種によって異なる対応を示したこ

とを見逃してはならない。

　　まず，北海道的酪農経鴬はその成立基盤が土地と結びついているいわゆるfoot－tight型の畜産である

ことから，立地上の制約を受けやすい。このため都市化の進展にも比較的早くから対応し，後に述べる中小家

畜の場合と較べてより大きな摩擦を伴わずに，往宅用地の供給者としての地位に転換することができた。

　　しかし，中小家畜である豚や鶏の場合については少々慕情が異なっている。従来，都市残菜に飼料を依存

することで成立していた養豚業や，狭少な蝶形を利用して成立していた養鶏業などの畜産経営は，いわば都市

機能に順悠，依存した経営形態であったといえる。とくに養豚業は都市残菜のリサイクルシステムの一環とし

て機i饗していたということができる。しかし，このことがかえって周辺に住宅が進出した場合に対応の遅れを

もたらし，やがて飛び地のように住宅地域に孤立化することによって，生活環境破壊型の外部不経済の発生者

へと転化したといえる。そして，そこでは畜産経営側の先｛主権はもはや問題とされず，むしろ周辺住民の環脆

意識が優先し，斎産経営側は周辺住民や苦情を受けた行政当局から対応策を追られることになる。

　　しかし，その場合にこうした対応の大半が一一般に申小規模の資金力の弱い個別経営によって行なわれ，純

粋競争的な畜産物販売の性格から，生藍価格にそのコストを転嫁できず，まして周辺往艮の環境意識が高まる

なかで，当地で経営規模を拡大してコストを吸収するという対応をとることなどは不可能であり，このため畜

産経営側が負担する公害対策のコストは個別経営を大きく圧迫し，孤立感および後継者不足等と相まって，そ

れが概して中・高齢化した経営者の経営意欲の減退へとつながり，やがては移転，大半の場金は転廃業という

結末をむかえることになる。つまり，ここで畜産経営はi書己の所得分配の状態をしだいに悪化さぜっつ内部化

に対1芯しているといえよう。だが，経営サイドでいくら対策を講じても（この場合ク）対策としては，ふん尿の

耕地還元をはじめとして換気扇，塀等の設澱および殺虫剤や防臭剤の散布など），生産活動を市街地内で続ける

限り，外部不経済の発生を完金に除去することができず，根本的解決にはいたらないのである。

　　経鴬意欲のある経営者にとっては，畜産公害を嗣避して合理的経當を志向するならば，郊外へ最適な経営

環境を求めて移転する他に解決の道はないといえる。

　　さて，ここで市街地の早産経営の薩面する上記の状況を一般均衡論的フレームワークのもとで再構成して

みよう。図12－Aは市街化が進展する以荊の都市畜産藤岡を示している。縦軸にBadsすなわち，負の効用を

もたらす副静物としての家畜ふん尿，横軸にGoodsすなわち，主藍物である畜産物をとれば，曲線瓦恥は

Bads
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ある畜産経営の生産可能性曲線を示している。この生産可能性曲線については，通常経済学のテキストで寛か

ける右下がりのものと形状を異にし，右上がりになっていることに特徴があるが，これについては若干の説明

を要しよう。

　　図に示された生産可能性曲線は，つぎの4点から通常の結合生単物のそれに改良を茄え，一方がBadsで

ある結合生鷹物の場合について考えたものである14）。まず，1）通常の生産可能性曲線では，無限の転形可能性

を仮定している（つまり生産可能性曲線の両端が両軸と交わるように描かれている〉が，現実には転形可能性は

決して無限といえず，明らかに限界がある。つぎに2）通常の生産可能性曲線では，一方の生産鑑を増やせば，

他方の生産量は減少するという仮定にもとづいている（つまり限界転形をマイナスと仮定している）が，現実

にはある水準まで結合生産物の一方の生産量が増えるにしたがい，他方の生産量も増加する場合が一般的であ

る。上記の例では，畜産物の生産が増力l／iするのに応じて，Badsである家畜ふん尿：量も増加すると考えること

はきわめて常識的な判断である。そして，3）Badsに飛三の価格が成立するとは考えられないから，　Goods－Bads

の傭格直線が通常の場合のように右下がりの傾斜で，生産可能性曲線に接する部分は問題とはならない。つま

り，生産可能性曲線の上半分（爵12－AではF1点から上の部分）については考慮する必要がないということで

ある。最後に，4）所与の条件で生産者が効率的な生産活動を追求するならば，フロンティア上の組劃せを選択

することになるので，生産可能領域は曲線の近傍部分について考慮すれば十分である（図12－Aでは実線と破

線にはさまれた部分が実際の生産可能領域となる）。

　　以上の4点を考慮して麩iに示すと，図12－Aに描かれたF1現のような形状をもつ生産可能性曲線と

なる15）。

　　さて，つぎに図の11，12は都市住昆の社会的無差別曲線を示している。過密化現象が未だ問題とならない

間は，住民の環境意識も低い水準にあり，したがってこの時期には住民の効用関数（岡一の効用関数を仮定す

る）はGoodsの量のみに反応するか，あるいはBadsに反応するにしてもわずかにしかすぎないであろう。

図12－Aでは論旨を明確にするため，社会的無差別曲線∫，、はGooclsのみの関数とすれば，　ZπはGoodsの

増加に応じて右方向へ水平にシフトすることになる（また，Badsにわずかに反応するとすれぽ石はわずかに

左上方に凸の霞線となるだろう）。この場合，生産者にとってはGoodsと結合生産されるBadsを無視して，

Goodsのみを最大化する点君で生産を行なうことがもっとも効率的である。図によると，点画で無差別曲

線11と生産可能性曲線が接し，バレーi・最適点であることを示している。この時Goodsはom，　Bad師よoa

単位だけ生産されるが，（生産者，住民双方にとって）Badsの存在は無視しうるのでBadsに価格は成立しな

い，つまり価格ゼロとなる。したがって，BadsとGOQdsの価格渣線ゐは横軸に垂直となる。

　　やがて，畜産経営も経営規模を拡大する一方で，都市化現象が進み，入口集中が急激な宅地化を招来す

る。図1かBはいわゆる人畜競合状態を図に示したものである。すなわち，都市化が進んだ状況に置かれた畜

産経営の生産関数および周辺儒民の社会酌無差別曲線を示している。図12－AとBを比較すると，規模拡大つ

まり飼育頭羽数の拡大で生産関数F｛瑠は以前より右上方にシフトし，その形状も大きくなっている。すなわ

ち，同一経営内で生蜜されるGoodsの量とともにBadsの発生量も増加することになる。

　　そして，ここではBadsに対して行政当局により排出許容慕準が設けられ，その水準は・t単位以下に抑

えられている。つまり斜線部分の生産可能領域は放棄されることになる16）。さらに，人口過密化によって都市

住民の環境意識が高まり，住畏の効用はGoodsのほかに，わずかなBadsにもきわめて緻感に反応するよう

になっているため，墨蹟的無差別曲線疏は右に傾余1する度合が大きくなってきている。いい換えれば，都市

住民にとって，生活環境がしだいに上級財として自覚されて来たことを示している。すなわち，効用関数が変

化しているのである。

　　こうした状況のなかで，生産者は住民からの若購や自治体からの要請に応じて対策を迫られることになる
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が，それはあくまで対症療法的昌昌であって，生産関数自体を低公害に変換させるものではない。また，それ

を可能にする経懲環境はすでに市街地では失なわれてしまっているのである。

　　図12－Bでは価格薩線〃が右上がりになっているが，これはBadsにマイナスの価格が成立していること

を示している。つまり，発生した外部効果への対策を講じるために経鴬が支払うコストと考えられる。

　　さらに過密化が進み，周辺住民の所得が向上すると，譜住環境の快適性（アメニティー）への欲求がより明

確に自覚されるようになり，Babsに対する反応がより強まるので，無差別曲線瑞は右上がりの度合が緩やか

になり左上方ド弓に凸になっていく。それに応じて，成立する価格直線ゐ1も傾きがより緩やかになって来る。

つまり，Babsの価格のマイナス値が大きくなり，相対価格が変化している。このことは，高まる周辺の住民

からの羅力によって内部化への対策に，より多くの負担を経営側が強いられていることを示している。

　　こうして，パレート最適点は，同一生産関数靖窮曲線上を左下へと移動していくことになるが，これは

増大するBadsの価格，すなわち内部化のコストを経営内部で十分吸収しきれず，しだいにその経営の所得分

配状態が悪化（worse　oH）していく様子を表わしている。しかし，この過程はもちろん際限なく進行する訳で

はない。こうした状況がある程度進み，やがてR点に達すると生産者は生塵活動を放棄する。沢点はその管

弦者にとって，他の職業との機会費用を考慮した転・廃業点である。したがって，この点以下では生慶活動は

行なわれなくなる。

　　以上が市街地における畜産退行の過程である。

　3．3　郊外の畜産経営による外部不経済内部化への対応と問題点

　　さて，ここで郊外17）の畜麗経営に閉を転じてみよう。先述した市街地での「ふんづまり」畜産経営とは対

照的に，郊外では家畜ふん尿による外部不経済もまだ逼迫化しておらず，市街地でみられたような規模聖火に

対する諸々の制約もなく，さらに市街地からいち早く移転した経鴬意欲に富む人々によって，経営が揮われて

いる場合が多く，養豚などでは，都市耳菜に依存した従来の休質から脱却した合理的経営のもとで大規模化が

進んでいる。

　　そこでは，外部不経済の元凶となる家畜ふん尿をスケールメットを坐かして浄化処理する余裕もあり，ふ

んの商品化も一般的に大規模経鴬ほど進んでいる。すなわち，ここでは経鴬の合理化，効率化によって内部化

に対処しているといえるだろう。つぎにこれを前節と同様のモデルを用いて図に表わしてみよう。

　　図13－Aに示されているのが，郊外の畜産経営とそれをとり巻く経営環境である。図12の場合と同様に

五んはある畜産例外の生産可能性曲線，∫1，12は郊外住民の社会的無差別曲線をそれぞれに示している。人口

密度が低く，住宅の密集化および畜産経営との混住化もまだ進んでおらず，そのため住民の生活環境の阻害要

因に対する意識感受性は，過密化した都市部に比べて低い水準にあると考えられる。そこで州民の効用関数は，

Goodsのみに反応すると仮定すると，図13に示されているようになる。
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　　また，Badsの排出規制は行政当局によってすでに設定されており，公害対策を積極的に経営自身が講じ

ていかなけれぽ図！3－Aのように排出規制に妨げられ，効率的合理的経鴬の実規を望みえない。そこで，経営

者側は，尿の浄化施設やふんの流通化のための火力乾燥施設などの設置等によって公害対策を積極的に進める

ことになるが，もちろん当初にこうした固定設備を設置するための灘ストは，個別経営自身がすべてを負担す

るにはあまりにも莫大であり，一部は国や自治体からの補助融資を受けることになる。こうした点にもかかわ

らず，基本的にはこれら個別経営が何戸が集団で団地形態をとること等の方法によってマーシャル流の外部効

果を生み出し，スケールメジットを生かした経営努力によってコストを吸収していくことが可能である。つま

り，ここでは生産関数自体が低公害型に変換されていることを示している。それを示したものが図1かBであ

る。同一のGoodsをoP単位だけ生産しても図！3－Aと比較すると，図13－BではBadsの量が低水準に抑

えられている。

　　ところで，図12－Aと図13－Bとを比較すると一見似かよっていることに気づくが，図12－Aでは，Badsの

排出に対して経営サイドから，何らかの積極的対策が講ぜられることもなく，周鶴の経営環境から，いわぽ劇変

外からBadsの餌格がゼロと与えられているのに対して，闘13－Bでは経営サイドの積極的な経鴬努力によっ

て内部化のコストが吸収され，その結果Badsの価格がゼロとなっていることに浅意を喚起しておきたい。

　　以上これまでの分析の結果，市街地に孤立化した畜産経営と，郊外の大規模化した畜産経営ではlllj者は小

農的経営状況にあり，後者はいわば企業化した経営がなされていることから，経営状況が異なるぽかりでなく，

それによって家畜ふん尿問題に対しても，前者が受動的対応を示しているのに比し，後者が積極的対応を講じ

ていることが明らかになった。

　　ただここで断っておかねぽならないのは，上記の類型はあくまで相対的なものであって，時代の推移から，

経営をとり巻く環境が変化することによって，郊外の畜産経営も市街地のそれと同様の運命をたどる可能性が

あるということである。実際，筆者がふん尿処理の聞き取り調査中にも，都市化の波に追われ何度も移転をく

り返したという養豚業者の話を耳にしたことがある。

　　このことは，各経営主体がいくら市場メカニズムに依って，低公害生産技術を採用し，そのコストを経営

内で吸収するよう努力しても，BadsがGoodsとの結合生産物である以上，生産過程から完全にBadsを排

除することはできないという技術的限界に加えて，否それ以上に，周辺住民のアメニティーへの要求の高まり

から，その効用関数が質的に変化し，外部不経済の発生が深刻化するという事実を物語っている。つまり，経

営内部ぽかりでなく，経営外からの要因も絡み合って外部不経済の発生が引き起こされ，深刻化するというこ

とである。

　　裏返していえぽ，外部不経済の発生を防止するには，経営内，すなわち生産者側からの努力ぽかりでなく，

経営外からの努力が必要不可欠であるということができる。

　　ここに，市場機構を越えて，公共的観点から異なる活動主体の利益を保障するための政策主体として行政

当局の役割が求められる所以がある。そこで，次節では脅治体（札幌市〉による斎産公害対策について検討を

行ない，続いて今後の政策的課題を展望してみたい。

　3．4　行政当局による対応　一札幌市の場合一一

　　外部不経済に関係する主体は，直接的には発生者とその被害者の二者であることから，当尋者醗志にトラ

ブルの処理を委ね解決策を見い照すことがまず第1に考えられる。この当事者間交渉では，コーズの定理18）か

ら発生者である畜産経営が被害者である周辺住罠に蒙った負の便益分だけ補償を支払っても，あるいは逆に，

被害者である周辺住民が畜産経営側の先住権を認めて，畜産経鴬が一定水準に外部不経済の発生を抑えること

によって失う便益に対して補償を行なっても，資源配分上の効果はまったく変らないということが明らかにさ

れている19）。



家畜ふん尿による外部不経済とその内部化 143

　　しかし，こうした結論が引き繊される下】鉱提には等しい交渉力，完全：情報，取引・交渉費用ゼロという社会

が理論的に仮定されており，この定理がただちに現実の畜産公害についても妥当すると考えることは早計に失

する恐れがあるといわざるをえない。

　　なぜなら，自動車や家屋の破損など，その被害が比較的箪定しゃすい物財の場合はともかく，畜産公害の

ような生活環境破壊型の公害では，その被害の算定が著しく困難であり，また先に述べたように，正負の外部

効果が錯綜する場合には，現時点から過去にまでさかのぼって算定しなけれぽ，公正を欠く結果になるからで

ある。つまり，実際には凹凹摺報という条件はなかなか満されがたいということである。

　　またかりに当事者間交渉が，かたちの上で成立したとしても，多勢に無勢，結局交渉力の弱い畜産経営側

が過去におよぼした外部経済について遡収することはできず，またBadsの排出水準についても，とかく必要

以上をこ減少させられることになりがちである。つまり，先に図12心でみたようなパレート最：適点での解決は

必らずしも保証されえないということである。ふたたび図12－Bに戻ろう。

　　一際の交渉では，住民側はその交渉力にものをいわせて，パレート最適点以下にBadsの量を減らす様要

求することになるので，住民側の要求する拶1拙水準は，パレート最適水準ob単位どころか，転・廃業水準を

も下まわるod単位となる。この時，　Goodsの生塵量はoy単位となるが，すでに転・廃業点以下の水霧とな

っているため，生産老は転・廃業への道を選択せざるをえない20）。

　　したがって，小農的経常のもとにある市街地の畜産経鴬に対して単純に汚染者負担原剰（P・P．P．）を適用

することには，社会的公正の観点ぽかりか，資源配分上の観点からも難点があるといわざるをえないのである。

　　ここに，実際的困難が大きい当事者間交渉のデメリットを社会的公正の観点から補正し，さらに進んで積

極的な政策を実施する主体として，行政一局の役翻が期待されることになるわけである。

　　いま，通常の二者間の交渉関係に，外部不経済の発生と政策主体としての行政当局を考慮に入れた場合の

三者関係を図式化してみると図14のようになろう2D。この図はまた，外部不経済のフィードバックの環を表

わしたものと解釈することもできる22）。図に示されているとおり，行政当局脇治体）により講ぜられる対策

は発生者と被害者に対して二様に行なわれるが，ここでは本論の目的に沿って前者すなわち畜産経営に対する

政策に焦点を当ててみよう。

　　既述したように，札幌を中心とする地域への人1二1日中と，それによる都市圏の拡大に伴い，周辺地域との

間で，地域的機能分化が進展し，その結果，札幌は1大需要消費地として三門的に特化し，周辺地域は供給産

地として相対的に特化したといえるが，畜産公害対策においても，札幌市のぼあいは，畜産退行型の消費都市

的性格が濃厚に反映されている。臭体的内容に入ろう。
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図14　外部不経済のフィードバック
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　　札幌市では昭和47年に市独霞の公害行政のプリンシプルとして「札幌市公害防止条働を制短し，あわ

せて同年畜産公害の排除を目的とした「札幌市蕾産業転業費等貸付要綱」を定め，都市計画法にもとつく市街

化区域およびその隣接区域の畜産業老の転業・移転を奨励している。この貸倖掻は苔産業者の転業・移転に際

し，最高限度800万円まで（集団移転の場合は1，000万円まで〉を利率年2．5％（ただし長協が申言同者に転貸す

る利率は3．0％），返済期間10年以内（ただし据匠期間2年を含む）という条件で，虚協を通じて申請者に貸付

けることとなっている。

　　その貸付実績の内訳については，表11で示されているが，それによると，転業後の職業としてはアパー

ト等の経営がもっとも多い。これは，周辺の宅地化が進み，また転業者が一般に中高齢化していることを考え

ると，納得できるものである。

　　この貸付金制度は，直接に外部不経済そのものを内部化しようとするものではなく，基本的に一般住宅地

域から，異種の活動主体である畜産業者を漏地域外へ分離させるか，あるいは同種の活動主体へと転換させる

という方法をもって，外部不経済の原悶を間接的に除去しようと，意図しているわけである。

　　つまり，この易合，あくまでも主眼は市民にとっての生活環境の保全にあり，退行過程にある同地域内の

畜産業に対してはその過程促進のインセンティブとして貸刈金の役害1が期待されているのである。この点で，

地域の動態的変化に対応したかたちで畜産公害対東が行なわれているということができよう。しかし，嶺の転

廃業を強いられている畜産経営潜にとって，800万Fjという貸付限度額は必らずしも十分な額とはいえないよ

うである。

　　　　　　　　　　　　　　表11　札幌市畜庄業転裳等貸付内｝訳

蔑協岬i
　　　　’＼1
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注）1．資料は札幌市農務部農産課畜産係。

　　2．アパー1・等とは，アパート，マンション，ハイツ，共岡住宅，仏家である。
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　　以上を総括してみると，札幌市の採用する畜産公害対策は，都市計画型の分離政策の一種として位遣づけ

ることが可能である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　4。　要約と今後の政策的諜題

　　これまでの考察で明らかになったことはつぎのとおりである。

　　まず，市街地と郊外とでは畜産経営の経鴬状況および畜産公害のパターンが対照的な相違をみせること。

そして，畜産公害の発生は畜産経鴬による家畜ふん尿の排禺が薩接の原園となっていることはもちろんである

が，それに蜘えて，都衛化の進展で都市住民の効用関数が変化することによって，その発生を促進するという

ことであった。

　　したがって，直接の原困たるふん尿の処理をそれぞれ畜盤経営に遽ることは当然であるが，その場合経営

が漁面する内外の事情からP．P．P．を単純に適隠することは無理があるといわざるを得ない。基本的には同一

立地内の種々の主体の混在によって引き起こされる不利益を除去することを意図した政策が，解決策として求

められねぽならない。さきにみた札幌市の採用する分離政策はこの点で評価に値しよう。

　　しかし，この種の分離政策も単に無計画に郊外への移転を奨励するだけでは，いたずらに外部不経済の拡

散化をもたらすだけであって，やがて都市周辺部でも1司様の問題が発生することになる。

　　そこで，こうした事態を凹避するには，齋擁経鴬をはじめとする異なる経済主体の活動を保障すると瑚時

に，住民に対しても，快適な生活環境を保障することを1…酌としたより整含的広域西土地利用計画，すなわち

ゾーニング（Zoning）が必要となろう。このことを図13－Bを用いて示せば，郊外の畜塵経営にとっては，

低公害型の生産関数のもとで，その禽理器質魔活動の維持を町能にし，住民にあっては，外部不経済をこうむ

ることのない快適な生活環境の享受を可能にし，双方の熱熱の極大化23）をはかろうとするものである。

　　つまり，生活環境が悪化して住民の社会的無差別曲線が左上方に凸の形状に変化（すなわち効用関数が変

化〉することによって，Badsにマイナスの価格が成立することのないよう保障する政策ということができる。

なぜなら，Badsに負の価格が成立することによって，いずれか（あるいは双方〉の補祉が損なわれることにな

るからである。

　　こうした観点から，市街地に孤立化した蕎巌経営に対しては，よりその流動化をはかり，ゾーニングのFl

滑の実施を促進するために，転業移転貸付金の条件緩利ならびに限度額の拡大等の描遣を行ない，転廃業に伴

うコスト負担を軽減させる必要があろう。また付随的には，配余飼料の普及と残菜養豚の衰退は，都市居住世

帯の増加とともに，残菜一生ゴミの処理の聞題を顕在化させる恐れもあり，あわせてゴミ対策の充実が望まれ

ることになろう。

　　一方，郊外においては，単に札幌市という一行政区管内にとどまらず，地域的分業化の進展を考慮に入れ，

泥別甫，広島町など札幌市の近隣市町村をも含めた広域的ソ㌧ニングを行なっていく必要があろう。その際に，

法的規制や補助金，制度融資，代替地の提供等4）描鷺と適切に組み余されるならば，単に公害対策にとどまら

ず，地域的農業政策2のとしても有効な施策となりうると考えられる。具体的には，市内からの移転畜産経営の

統合を行ない，燈影化を進めることなどは，規模の経済性を実現するという経鴬的観点からも要請されよう。

　　とりわけ，北海道においては，土地の供給が比較的弾力性に寓んでいることから，その有効性を十分発揮

できる素地があるといえよう。
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                                      Summary

   This paper presents economic analysis of livestock pollution in Hokkaido and attempts to

show both generality and regional characteristics of this problem in comparison with that of

other regions.

   The externa} diseconomies caused by livestock wastes, generally termed as livestock po}lution,

have a certain unique aspect in cornparison with the pollution caused by the industrial sector.

That can be characterized by the potential possibility of transformation from "bads", or negatively-

valued goods and $ervices in the more orthodox sense which are equivalent to the muck of domes-

tic animals in this ease, to "goods", or pesitively-valued ones which in this case have been tradi-

tionally playing a positive role in maintaining and improving the soil fertility by thrown it into

arable field as a mamure. In other words, it can be said that the agricultural sector within itself

originally contains the system of internalizing external diseconomies accompamied by the activity,

which provides us with one of typical examples of internaiization.

   In Hokkaido where livestocl< poilutlon has been said to cause relatively ]ess serious troubles

than other regions, but the situation around it there has begun changing because of intensifying

congestion in urban areas.

   Main points discussed in this paper are as follows:

   1. Livestock pollution can be reiatively classified into tviro types: the one is "man-dominant

pollution" in urban areas and the other is "livestock-dominant pollution" in rural and suburban areas.

   2. Although livestoclcpollution of Hokkaido belongs to 'the latter type of the po}lution at

prefectural level, that of Sapporo city at municipal level belongs to the former.

   3. The internalizing performance taken by the management is considered to show relatively

different patterns corresponding to two types discrlbed above.


