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はしがき 

 

 
 本報告書は、北海道大学文学部・地域科学演習 I「地域調査基礎」（1997 年度後期。2, 3 年生対

象）において行った、古紙リサイクルについての調査結果をまとめたものである。 

 

 古紙のリサイクルは、ここ数年、危機に瀕したままで、事態は悪くなる一方である。現在の札幌

の古紙相場は「新聞でキロ当たり 5、6 円、段ボール 3、4 円、雑誌はゼロか 0.5 円。2 年半の半値

に下落している」が、「回収コストは 6 円から 10 円かかる」（『朝日新聞』1998.3.19 札幌版）。

要するに古紙を回収してもまったくもうからないどころか、損をしてしまうのである。リサイクル

が叫ばれてから少なからぬ年月が経つにもかかわらず、これが現実である。これは、いったいどう

いうことなのか？ 

 1997 年度後期のゼミで、私はこの古紙問題（あるいは古紙リサイクル問題）を取り上げた。そ

れほど明確な意図があったわけではない。（1）紙という比較的身近な対象であり、問題意識をも

ちやすいということ（問題意識なくして調査は成り立たない）、（2）問題はそれほど簡単なもの

ではないだろうという予想があったこと、などが、この問題を取り上げてみようと考えた理由だっ

た。 

 私は、いくらか資料を集めて、学生に提示し、それを出発点に、学生たち自身の調査をうながし

た。予想外と言っては失礼だが、学生たちはがんばった。行政、製紙会社、回収業者などへの聞き

取り、消費者へのアンケート調査、資料収集などに学生たちは走った。私がしたことは、学生たち

自身が問題を発見し、さらなる調査を進めていくようにお膳立てをし、鼓舞することだけだった。 

 それにしても、「問題」は複雑だった。いったい「古紙問題」とは何なのか？ それを解決する

とは、何をどう解決するということなのか？ 古紙回収業者や古紙問屋にとっては、まさに古紙回

収でもうからないということが「古紙問題」だった。行政にとっては、「古紙問題」とはゴミ問題

だった。製紙会社にとっては？ この問題は、立場によって見え方が違う。 

 この問題を調査するにあたり、いくつか私たちがこだわったポイントがある。一つは、まさに古

紙問題とは何なのか、ということだった。それを、いろいろな立場から、なるべく正確に見据えて

みようと考えた。古紙のだぶつきが問題と一口に言っても、問題なのはいわゆる「裾物」（新聞・

雑誌の古紙）のだぶつきであり、いくら上物（OA 用紙など）のリサイクルを行っても、根本的な

解決にならないということなど、「常識」とは違ういくつかのことがわかってきた。別のポイント

は、なるべく具体的な解決策を考えてみることだった。中でも、「行政による古紙回収業者への助

成金は是か非か」という論点についていろいろな側面から考察を加えてみた。古紙価格の下落で危

機に瀕している古紙回収業者への助成金は、自治体によって、行っているところ（たとえば小樽市

や江別市）と行っていないところ（たとえば札幌市）がある。どちらの選択が正しいのか、検討を

加えてみた。私たちのとりあえずの結論は、古紙回収業者への助成金は、長期的な解決策ではない

が、短期的には必要な措置だというものである。 

 調査しきれなかったことも多い。いや、むしろ調査しきれなかったことだらけだ。古紙回収、リ
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サイクル、ということに焦点を合わせたが、そもそもの問題である紙の大量消費という問題には踏

み込めなかった。また、紙の消費の向こう側にある森林伐採ということについてもほとんど調査は

及ばなかった。紙の大量消費がどれほどの持続不可能な森林伐採をともなっているのか（あるいは

ともなっていないのか）ということこそが、いちばんの大きな問題のはずだが、そこにはほとんど

触れることができなった。 

 半年という短い調査期間でわかったことはそれほど多くないし、つめの甘いところも多々残って

いる。この程度のものを報告書にするのは正直気が引けるところであるが、調査にご協力いただい

た方々に、ここまではわかったという成果をお見せすることが、 低限の礼儀だと考え、ここにこ

の報告書を上梓する次第である。各方面からのご批判をいただきたい。 
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1  古紙業者から見た古紙問題 

 

   
1-1  古紙流通と流通業者の現状 

   

武藤菜穂子 

 

  古紙の価格が低迷している現在､古紙回収業者の採算が悪化し､回収業者が転廃業して回収機構

が崩壊しつつある｡古紙は、ほかの商品と比べて特殊な流通システムを持っているが、そのことが

古紙問題の原因の一つといえるのではないだろうか。ここでは問題の原因を古紙流通の面から捉え

てみたい。         

 
1-1-1  古紙回収ルートの概況 

  

 古紙はどのようにして回収されているのだろうか。図 1はおおまかな古紙の回収ルートを表した

ものである。古紙の回収方法は発生源によって多様であり、家庭から新聞や雑誌を回収するちり紙

交換のほか、町内会などの各種団体による集団回収、印刷所、製本所など古紙が大量に発生する場

所（坪と呼ばれる）から回収する坪上業者、スーパーなど小売店から主として段ボールを回収する

専門買出人などが回収を行っている。集められた古紙は直納業者を通して製紙メーカーに納入され

る｡また､直納業者が直接古紙を集める場合もある｡ 

 

 

図 1 古紙回収ルート 

資料： 古紙再生促進センター（1996:27）を参考に作成 
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1-1-2  古紙直納業者の現状 

 

 直納業者(直納問屋･古紙卸売業者とも呼ばれる)は､家庭や大口事業所などから集まってくる古

紙を選別し､禁忌品1などを排除して製紙メーカーに供給する役割を果たしている｡｢直納｣とは､｢製

紙メーカーに直接古紙を納める資格(直納権)を持っている｣という意味で､製紙メーカーに対して

は常に安定した品質と量を提供し､坪上業者や末端回収業者に対しては､古紙を適正な価格で引き

取ることが求められる｡また､古紙が発生しやすい人口密集地にヤード(古紙の集荷･選別･梱包セン

ター)を開設し(土地代がかかる)､集まって来た古紙を現金で買い入れ､自社の口銭を含めた代金を

製紙メーカーからは手形で受け取るという資金力が必要である｡ 

  問屋の機能には､①在庫､②配送､③金融､④情報､などがあるが､古紙問屋には他の商品と大きく

異なる性格がある｡通常の商品の場合､商品が余り気味になれば生産をストップすることができる

が､古紙は余り気味になっても供給が直ちに止まるわけではない｡ 

  古紙が過剰気味になると、まず問屋は仕入れ価格を引き下げようとする｡これにより､末端回収業

者の集荷意欲を減退させ､古紙の集まり過ぎを抑制しようとする｡反対に､古紙が不足気味の時は､

仕入れ価格を引き上げて回収の意欲を高めて集荷量を増やそうとする｡この場合､仕入価格の変動

に応じてメーカーへの納入価格も変わってくる｡ この需給調整策には即効性に欠けるという問題

点がある｡｢対策｣を打ち出してからその｢効果｣が現れるまで時間がかかるのだ｡ 

 表 1から分かるように2、古紙卸売業者数は全国的に減少傾向にあるといえる。平成３年から平

成６年にかけては全国で 17.1%、北海道でも 2%、札幌市では 25.5%もの減少率である。 

次に、販売額の推移を見ていく（表 2）。全国的には、これも減少傾向にある。表 3の商店当た

り販売額と比べてみると、販売額の減少率よりも一商店あたり販売額の減少率の方が小さい。この

ことは、販売額の小さな零細商店が廃業したからではないか。表 4の従業者規模別商店数の推移を

みると、規模が小さい商店の減少が目立つ。このあたりに流通業界の力関係があるようだ。 

  古紙を仕入れる方法は､直納業者自らが仕入れる場合と､回収業者などから仕入れる場合がある｡

直納者自らが発生先から仕入れるのは印刷所･製本所などからの品質のよい｢上物古紙｣3であり､雑

誌･新聞などの｢裾物古紙｣4は回収業者からの仕入れがほとんどである｡ 

                                                           
1 製紙の際混入すると重大な障害を生ずるもの。石、ガラス、プラスチックなどの紙原料とは無縁なもののほ

か、ビニールなどのコーティング、ラミネート紙、カーボン紙や感熱紙など。 
2 ここで使った通産省の『商業統計表』は、古紙卸売業者として直納問屋、代納問屋、回収業者は一括されているた

め、それぞれの現状を示すことはできない。しかも、札幌市のところを見ると、実際存在すると言われている回収業者と

問屋の数よりもはるかに少ない(問屋数 31、回収業者数約３００という)。このことから正確な調査がなされていたか疑問

が残るが､古紙卸売業者全体の傾向を捉えることはできると思い、資料として用いることにした。 
3 印刷・製本過程で発生する、裁落紙や損紙などの良質な再生紙原 
4ダンボール・雑誌・新聞紙（裾物三品）など、低品質の古紙 
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 実数 増加率 

 Ｓ60年 S63年 Ｈ3年 Ｈ６年 S60～63年 S63年～H3年 H3年～6年

全国 3，680 3，860 3，702 3，070 4.9 -4.1 -17.1

北海道 123 151 152 149 18.5 0.7 -2

札幌市 35 44 51 38 25.7 15.9 -25.5

表 1 商店数の推移（単位：店､％） 

資料：通産省『商業統計表』第２巻 

 

 

 

     実数  増加率 

 Ｓ60年 S63年 Ｈ3年 Ｈ６年 S60～63年 S63年～H3年 H3年～6年

全国 430，085 428，809 467，584 350，412 -0.3 9 -25.1

北海道 12，659 20，847 15，281 17，711 64.7 -26.7 15.9

札幌市 6，622 7，147 9，615 10，201 7.9 34.5 6.1

表 2 販売額の推移（単位：百万円、％） 
資料：表 1に同じ 

 

 

 

     実数  増加率 

 Ｓ60年 S63年 Ｈ3年 Ｈ６年 ６０年～６３年 ６３年～３年 ３年～６年

全国 117 111 126 114 5.2 -12 10.7

北海道 103 85 101 119 -17.5 18.8 17.8

札幌市 189 162 189 268 -14.1 16.1 42.4

表 3  商店あたり販売額（単位：百万円、％） 

資料：表 1に同じ 
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 従業者数   計 1～2 3～４ ５～９ １０～１９ ２０～２９ ３０～４９ ５０～９９ １００以上

全国 S60年   3，680 1，450 906 803 407 64 28 19 3

 S63年 3，860 1，502 958 863 414 76 36 9 2

 H3年 3，702 1，524 862 829 368 79 30 9 1

 H6年 3，070 1，168 698 723 362 80 27 11 1

北海道 S60年 123 57 21 19 20 4 2 0 0

 S63年 151 71 32 22 20 2 3 2 0

 H3年 152 65 37 25 16 7 2 0 0

 H6年 149 77 23 26 19 3 1 0 0

札幌市 Ｓ６０年 35 16 2 4 9 2 2 0 0

 Ｓ６３年 44 16 7 5 12 1 3 0 0

 Ｈ３年 51 17 14 7 5 6 2 0 0

 Ｈ６年 38 16 7 9 9 2 1 0 0

表 4 従業者規模別商店数の推移（単位：店） 

資料：表 1に同じ 

 

 
1-1-3  古紙回収業者の現状 

 

 多様な回収方法があることについては回収ルートの概況で取り上げた。ちり紙交換は､かつては

ちり紙交換基地の所有する車で回収し､その基地に古紙を納入する形態が多かったが､やがて独立

して自己所有の車で回収し直接直納業者へ持ち込む業者が多くなった｡ちり紙交換は各家庭から回

収した古紙を直納業者や中間業者に納入して代金を受け取り､その中から車両に関わる費用や労賃

などすべてのコストを出している｡ 

  集団回収は､地域の自治会や学校､子供会など各種団体の協力や奉仕と､自治体の助成や PR 活動

によって短時間に各種資源を大量に回収することが可能である｡回収方法･システムは各団体･自治

体により異なるが､一般的には､決められた回収地･回収時間に住民が分別ゴミをを指定された容器

に入れ､これを回収業者が車で引き取りに回るというものである｡札幌市における古紙回収の中で

20~30%を占めているという｡  

札幌市では､ごみ減量の観点から､集団回収を行う団体を登録して､集団回収で集められた古紙に

対して 3 円/キロの集団資源回収奨励金を出している｡札幌市では､古紙の集団回収時に出されるご

みは､事業系廃棄物として回収業者の費用負担で処理されているので､古紙価格が低迷する現在､回

収業者にとってこの負担は重いものである｡ 近では古紙の市況が悪く､一つの業態だけでは経営

が維持できないのでいくつかの業態を兼ねて対応している業者が多いという｡ 
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1-1-4  古紙流通における力関係 

 

1-1-2 で取り上げたように､紙･パルプ資本は直納業者に対して､過去の納入実績等から｢直納権｣を

与え､年間操業計画に応じて毎月古紙納入量を割り当てている｡一製紙工場から 10 数社の直納業者

に対して直納権が与えられ､コストや選別度合いなどの品質面で競合している｡直納業者はどこの

メーカーとも取引できるわけではなく､決まった製紙メーカーにしか古紙を納入できない｡同じよ

うに､回収業者もどこの直納業者とも自由に取引ができるわけではなく､回収業者が古紙を納入す

る直納業者は決まっていて､その他の直納業者と取引することはできない｡ 

  古紙の唯一の需給調整策が即効性に欠けることは前にも述べたが､それにより､古紙の価格は暴

騰･暴落を繰り返してきた｡その流れが変わったのは､製紙メーカーが古紙対策の主導権を握り始め

てからである｡それは､国内製紙メーカーが輸入紙との競争に打ち勝つため､古紙の混入率を高める

必要があったからであった｡1980 年代に入って利用率が 40%を越え､古紙の価格が乱高下するのは

メーカーの収益上大きなマイナス要因となる｡こうしたことから､メーカー自身による①自社によ

る古紙備蓄の強化､②問屋の系列化による安定供給ルートの確保､③輸入古紙の活用を通じた国内

古紙価格の安定化 といった対策が重視されてきた｡ 

  これにより､問屋の機能の一部をメーカーが代行することになり､問屋の力を弱めることになっ

た｡表 3を見れば分かるように､古紙卸売業者は小規模経営のところが多く､年間売上高 1,000 億円

以上の大企業である製紙メーカーとでは規模が違いすぎる｡これでは問屋が古紙の備蓄や在庫放出

による需給安定を図ろうとしても難しい｡これに対し､ 近の問屋は組合を通じた共同事業として

古紙の備蓄を行ったり赤字輸出に取り組むなど､国内の需給調整に努めている｡ 

  回収業者はもっと弱い立場におかれている｡問屋の需給調整策による価格変動の影響をもろに受

けることになるからだ｡回収業者はすべてのコストや労賃を､回収した古紙の価格と直納業者へ販

売した古紙の価格から捻出している｡したがって､古紙価格が低迷すると､より大量の古紙を扱うこ

とによって経営を維持しなければならず､長時間労働によって古紙回収コストを賄っているのだ｡ 

 

 

  図 2 古紙流通における「直納権」のしくみ 
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  現在の古紙流通システムは、末端にいくほどに立場が弱くなり、負担が増えるようになっている

ようである。しかし、その責任をメーカーばかりに押し付けても問題の解決にはならないだろう。

古紙の問題は複雑なので、ここで結論を出すことはできない。問題の原因をいろいろな面から検証

し、システムの見直しをしなければならないと思う。 

 

 

参考文献 

（財）古紙再生促進センター，1996，『紙リサイクルⅡ』古紙再生促進センター 

（株）紙業タイムス社 , 1992 ,『街の資源  古紙』紙業タイムス社 

 通産省,  昭和６０年，昭和６３年，平成３年，平成６年, 『商業統計表』第２巻  

 野嵜 直 ,1997 , 「紙・パルプ資本による古紙消費の構造と古紙回収業者の実態」『林業経済学会』

44(1):99-104.   

 福岡市資料 

  



14 

1-2  古紙リサイクルの現状と問題点 

 

矢野結子 ・ 鶴田京子 

                                                            

日本における「古紙リサイクル」の歴史は長く、8 世紀ごろの“漉き返し”た和紙が「再生紙」

の起源と言われている。資源の乏しい日本では、古くから回収業が発達しており、時代とともにそ

の様相を大きく変化させながら、現在に至っている。 

 そんな中、近年における「リサイクル」は、ごみ問題や環境問題と関連して、社会的に大きな意

義を持つものとしてとらえられるようになり、現在、各方面からの取り組みがなされつつある。し

かし日本におけるリサイクルは、制度として充分に確立してはおらず、構造上、多くの矛盾を抱え

ているため、現在、様々な点で行き詰まりを見せているといえる。 

 そこで、私たちは、古紙リサイクルの歴史的経緯の中から、現在のリサイクルの位置づけを改め

て確認した上で、現在の古紙リサイクルの取り組みにおけるいくつかの問題点を、回収業という視

点を中心に、特に、現在の「リサイクル」の主眼の一つともいえるごみ問題と関連して明らかにし

たい。 

 
1-2-1  古紙リサイクルの歴史的経緯 

 

平安時代以来の｢古紙リサイクル｣は、和紙使用の全盛期であるの江戸時代には、古紙専門の業者

によって非常に活発に行われるようになる。また、明治時代に入ると、近代工業の勃興に伴って、

様々なものが再生資源として回収されるようになり、今日の業態に近い流通機構が生まれたといわ

れている。ちょうどこの頃、和紙にかわって、今日我々が一般に使用している “洋紙”の生産が

始まった。当初はボロ布などが原料として用いられていたが、20 世紀初め頃、木材パルプが使用

されるようになった。そして第一次世界大戦後には、日本は世界屈指の製紙国となり、海外に輸出

するほどの生産量を誇っていた。 
第二次世界大戦後、パルプの輸入が困難になったのを背景に、それまでは使われてこなかった広

葉樹や古紙などが原料として注目されるようになる。このような流れの中、1950 年代前半に、洋

紙における古紙の利用が本格化し始めるのである。その後古紙の利用は順調な伸びを見せた。1960

年代から 70 年代にかけては、高度成長により古紙が大量発生し、また、“包装革命”（包装の主流

が、従来の木箱から段ボール箱へと変化した）による板紙需要の高まりから、古紙価格が大幅に上

昇したこともあって、いわゆるちり紙交換業者が日本全国に普及するようになった。その後、80

年代前半に至るまで、古紙価格は高騰し続け、ちり紙交換業は全盛期を迎える。この頃“古紙リサ

イクル”が活発に行われた背景には、オイルショックと貿易自由化があると考えられる。オイルシ

ョック以降、省エネという観点から古紙利用が活発化し、また、貿易自由化による安価な輸入紙に

対抗するために、より安価な原料である古紙の利用が増加していったのである。 

 しかし、1980 年代に入って、“リサイクル”に新しい流れが生まれた。地球環境問題への関心の

高まりにより、社会的なリサイクル推進気運の盛り上がりが見られると同時に、都市ゴミ問題が深
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刻化し、ごみ処理施設の逼迫・ごみ処理費用の財政圧迫が顕著となったのを背景に、その対策とし

て「リサイクル」が注目されるようになったのである。要するに、洋紙の原料として古紙が利用さ

れるようになった 1950 年代から、古紙価格暴落が始まる 1980 年代半ばまでは、古紙リサイクルの

主眼は経済的側面（例えば、バージンパルプと比較した際の原料としての安さ、省エネ等）にあっ

た。そして、ある意味でこの「古紙リサイクル」は自然発生的なものであったといえる。一方で、

1980 年代以降は、市場経済という視点のほかに、新しい社会的な観点から、リサイクルを“あえ

て”推進する動きが見られてきたのである。 

 
1-2-2  ごみ問題とリサイクル 

 

 このような、近年における「リサイクル」の変化の中で、ごみ問題とリサイクルとの関わり、す

なわち、“ごみ処理の代替的方法としてのリサイクルの推進”の動きは、古紙リサイクルに関する

問題を考える際に非常に重要であると考えられる。 

“廃棄物”を“資源”として考えることの「利点」として、植田和弘（1992：148）は、①廃棄

物処理・処分費用の節約 ②再生資源を原材料として用いることで、生産から廃棄までトータルに

みた環境汚染や自然資源破壊のインパクトを減少させる ③ごみの 終処分地の寿命を延ばし、新

規需要を減少させる ④新たに採取・加工される処女資源の量が減少し、結果的に省エネ・資源型

生産システムを導く （略） ⑦モノを大切にする心を育てる、まちづくりを考えるきっかけとなる

等、環境教育やまちづくり教育としての効果がある、 などを挙げている。①･③は、主にごみ問題

に関連する視点から、②・④は処女原料を再生資源で代替させることによる、環境負荷の軽減とい

う視点からの「利点」である。 

 これらの「利点」は、まさに指摘される通りであり、限りある資源と、深刻化するごみ問題の中

で、廃棄物を資源として活用することが、今後は更に必要となって来るであろう。 

 しかし、ここで注意を要するのは、そもそも廃棄物は廃棄物なのであって、「捨てればごみ、分

ければ資源」のスローガンの元に、単純に廃棄物の中から紙を分別し、回収したからといって、そ

れが持つ資源としての潜在的な価値を充分に発揮できるとは限らない、という点である。 

 廃棄物が資源として活用されるためには 

 

（1）紙、そして古紙の種類と、その用途に応じた適切な再資源化への取り組み 

（2）リサイクルの受け皿ルートの存在 

（3）再生資源・再生品の需要 

 

等が、 低限必要であると考えられる。それぞれの現状について見てみよう。 
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1-2-3  紙・古紙の種類と、その用途に応じた適切な再資源化への取り組み 

 
1-2-3-1  紙と古紙の品種について 

 

  一般に私たちが紙と呼んでいる物は、「紙」「板紙」の二種類に分けられる。それぞれをさらに

細かく分類すると、紙には衛生用紙、包装用紙、印刷情報用紙、包装用紙などがあり、板紙には、

段ボール原紙、紙器用紙、建築用紙、紙管原紙などがある。衛生用紙とはトイレットペーパーやテ

ィッシュのことで、印刷情報用紙にはコンピュータ用紙やコピー用紙（これらをOA用紙と呼ぶ）、

雑誌、チラシが含まれる。一方板紙は段ボールやボール紙などの分厚い紙で、紙器用紙は洗剤や菓

子の箱の材料に、紙管用紙はトイレットペーパーの芯や表彰状入れの筒の材料になる。   
 紙の分類とは別に、回収された古紙も品種別に分けられる。新聞古紙、雑誌古紙、段ボール古紙

の三種類はまとめて「裾物三品」、上質紙の古紙は「上物古紙」と呼ばれ、それぞれ回収ルートや

価格も異なっている。つまり古紙回収について考えるとき、一口に古紙と言っても用途別に分類さ

れていることを無視できない。 

 古紙の種類と再生後の品種名とその結びつきを図 3に示した。左側の古紙は線でつながった紙や

板紙に再生され、線が太いものは消費量のうち多くを占める品種である。 

 新聞古紙消費量のうち約 40％ずつが新聞巻取り紙、印刷情報用紙に配合されている。段ボール

古紙、雑誌古紙はほぼ 100％がが板紙向けに消費されており、特に段ボール古紙のほとんどが再び

段ボール原紙の材料となっている。上物古紙消費のうちのほとんどを占める「模造・色上」は約

55％が衛生用紙に、約 20％が印刷情報用紙に使用されている。  

 

                                                        ＊ ティッシュ、ちり紙 

＊ トイレットペーパー 

＊ ＯＡ用紙 

＊ 週刊誌、コミック雑誌        紙 

＊ チラシ 

＊ 新聞紙 

 

＊ 洗剤の箱、菓子箱 

＊ 絵本 

＊ 屋根下ふき材 

＊ 石こうボード                板紙 

＊ トイレットペーパーの芯 

＊ 表彰状入れの筒 

＊  段ボール箱 

 

図 3 紙の種類と再生後の品種名 

上 質 紙 

再 生 紙 

新    聞 

雑    誌 

段ボール 

   衛生用紙 

  新聞巻取紙 

印刷情報用紙 

  紙器用板紙 

 建 材 原 紙 

 紙 管 原 紙 

 段ボール原紙 
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1-2-3-2  回収古紙と使用される古紙の品種ギャップ 

 

 図 4 には、主な古紙発生源と発生源と発生する古紙の種類を示した。リサイクル意識の高まり

や集団回収の浸透によって家庭からの回収が進んだが図 5に見られる通り、そのほとんどが裾物三

品である。裾物三品は、先ほども述べた通り、新聞古紙が新聞巻取り紙や印刷情報用紙に再生され

るほかはほとんどが板紙向けに消費されている。一方私たち一般の消費者が主体的に「選択」する

ことができる再生紙製品とは、衛生紙や印刷情報用紙（特にコピー用紙、コンピューター用紙など

OA 用紙といわれるもの）に限られる。ところが衛生用紙に使用される古紙のほぼ 100％が上物古

紙であり、 印刷情報用紙の配合できる新聞古紙の量も、白色度の問題から限られている。つまり、

古紙を使ったコピー用紙やトイレットペーパーの使用が進んでも、それらに使用される古紙の種類

と現在余っている古紙の種類が一致しないため、余剰問題の解決には直接つながらないのである。 

 

                               段ボール        

             家庭から          新聞 

            発生する古紙       雑誌                           ………上物古紙    

                               チラシ    

 

  古紙                                                   段ボール 

                                    オフィスから         新聞 

              企業から              発生する古紙         雑誌 

            発生する古紙                                 OA 用紙 

                                    紙加工工場           新聞古紙 

                                   から発生する古紙      雑誌などの返品 

                                                         裁落・損紙 

                                                                                              

図 4．主な古紙発生源と発生する古紙の品種 

    資料：株式会社紙業タイムス社『紙のリサイクルと再生紙〈地球にやさしい紙パルプ産業 〉』    
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再 生

                                                    

                               
                         衛生用紙

                                                   
                         ＯＡ用紙

  

                                         上 物 古 紙
    
                         家
                      庭

                                     
                                       
                                     裾 物 三 品

                                             

                                           余剰問題

段 ボ ー ル

新   聞   紙

 廃   棄

 消   費

雑誌古紙とし

て回収

   

 

オ
フ
ィ
ス

図 5 古紙の流れ① 
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1-2-4  古紙リサイクルと回収業者  

 

1-2-4-1  リサイクルの受け皿ルートの存在 

 

リサイクル受け皿ルートとは、再生資源を原料として集荷・選別・加工等を行なうルートのこと

を指す。先にも述べた通り、リサイクルにはこの、受け皿ルートが不可欠となる。 

古紙などの“再生資源”は、 終的には原材料として使用されるため、大量、且つ安定的に、一

定の品質（原料としての古紙が高品質であるということは、すなわち、原料として使用できないも

の(禁忌品)が混入しておらず、使途別や原料としての品質の良し悪しにより分別がしてあり、原料

として利用しやすい形に加工してある等、ということであるといえる）のものが供給される必要が

ある。そのための回収・集荷・選別･加工･運搬等の機能を担うのが問屋、そして資源回収業者であ

る。大量、且つ安定的に、一定の品質のものが供給されるためには、 

 

（1）供給を安定に続けるためのストックヤードや、設備、車両、人員など 

（2）より効率的に、低コストで作業を行なうためのノウハウ、技術、知識、同業者間のネッ

トワーク、連帯など 

 

が必要となってくると考えられる。 

 古紙のリサイクルに関しては、長年にわたる歴史的経緯の中で、民間の事業としてこの(1)・ (2)

のうちの大部分は整備･蓄積がなされてきており、それに基づく「リサイクルの受け皿ルート」が

存在していたといえる。 

 ここでは、受け皿ルートの中で非常に重要な役割を担い、また現在存続の危機にさらされている

とも言われる回収業者について考えてみる。 

 
1-2-4-2  回収業者の変遷 

 

 植田和弘（1992: 141）は、“廃棄物”を資源として再利用するという意味での「リサイクル」が

成立するためには、次のような条件が整わなければならないと述べている。①廃棄物が大量に存在

すること。②廃棄物に有用な属性が存在していること。③廃棄物を再資源化するための技術が存在

していること。④再生品への需要が存在していること。これら 4 つの条件が同時に満たされた上で、

処女原料の価格よりも、廃棄物からリサイクルされた再生資源の価格のほうが安価で、しかも、そ

れが、ある程度長期間維持されるならば、市場においてリサイクルは活発化するはずである、とし

ている。 

また、小田内洋太・山本耕平は、「本来、再生資源業界は、分散的に発生する再生資源を集積し、

再び原料として使用しやすいように選別や中間処理をする『資源流通業』である」と述べているが

（廃棄物学会編 1995：237）、1960 年代から 80 年代前半までの「古紙回収業」はこのような意味
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で「資源流通業」として位置づけられていたと言え、このような視点から見て、この頃の「古紙の

リサイクル」は、市場原理の上に成り立っていたと言うことができる。古紙回収業者にとっての「商

品」は古紙であり、古紙のユーザーである製紙メーカーが 終的な「顧客」であった。末端の回収

業者が得る古紙の代金の中には、回収に伴う作業にかかるコストが含まれていた。 

しかし、1980 年代以降、「リサイクル」の概念自体の変化の中で、古紙回収業者の役割と位置づ

けは次第に変化してきた。前述の通り古紙のリサイクルは、廃棄物処理システム、すなわち収集・

焼却・埋め立て処分という一連の流れの代替策として捉えられるようになったと同時に、森林資源

の保護など地球環境問題を視野に入れた、社会的な観点から積極的に推進されるようになった。従

来の回収業者の扱っていた「商品」が古紙それ自体であったのに対し、現状では、下図における（従

来の「商品」である）「商品 1」の他に、“発生した再生資源（古紙）を受け皿ルートに流す”た

めの、回収等の「作業」そのものが独自の価値を持つようになり、行政・住民・コスト削減のため

に古紙をリサイクルにまわす事業所等によって、それが求められるようになったといえよう。しか

し、古紙価格が低迷しているため、結果的にこの「作業」にかかるコストを古紙価格の中に組み込

むことは困難であり、結局、末端の回収業者が利益の中から捻出するしているのが現状であると言

える。 

          

      「受け皿ルート」       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 古紙の流れ②  

 
1-2-4-3  コスト面での回収業の実態 

 

実際のコスト面について、札幌市の例をあげて見てみる。 

野嵜（1997）によると、札幌市における、ちり紙交換業者から直納問屋への古紙の売り値は、新

聞の場合 6～8 円程度である。回収にかかるコストとして、交換用商品（ごみ袋やティッシュ等。2

～3 円／kg）費、燃料費、資材費、人件費などが考えられるが、それらの費用は、すべて直納問屋

からの古紙の代金から捻出されるため、結果的には人件費を削ることで経営を維持しているようだ。 

次に集団回収と事業所系の古紙の回収についてみてみよう。下の表 5は札幌市におけるある回収

排

出

源 
回

収

業 

問 

屋 
製紙 

ﾒｰｶｰ 

消 費

新聞社・印刷業等 

個人 

大手（企業など）

行政・排出源 

古紙 

回収 etc.の作業 

商品 1 

商品 2？ 
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業者による資料で、集団回収で回収される古紙の、種類別の価格と回収コストとの差額、および、

事業所から排出される古紙の、回収における決済方法を示している。現在、札幌市の集団回収で集

めている家庭からの古紙について見てみると、雑誌・段ボールなど、特に余剰が指摘される紙の種

類ついては、比較的大きな赤字が見受けられ、この負担は末端の回収業者が負っている。生活雑紙

（紙箱・厚紙・封筒・包装紙等）については、現在、回収を中止するに至っている。一方、札幌市

の事業所系古紙の引き取りの決済方法に関する右側の表を見てみると、現在、新聞紙以外はすべて、

逆有償という形で、回収業者が引き取っていることが分かる。 

 

           集団回収（家庭）           事業所                     

品目  差額（ｋｇ/円）   品目 決済方法 

新聞紙 0～＋2 新聞紙系 買い 

雑誌 －8 雑誌系 有料 

段ボール －7 段ボール系 有料 

生活雑紙 回収中止 上質系 0 円～有料 

牛乳パック ＋5 機密書類 有料 

 表 5 古紙の代金と回収コストとの差額、および事業所系の古紙決済方法 

 

 また、札幌市の集団回収では集団回収時に出るゴミ（古紙をしばっているヒモ、袋など）のゴミ

は、有料の事業所系ゴミとして扱われ、その費用は回収業者が持つことになっているため、古紙価

格が低迷している現段階において、回収業者にとって大きな負担となっているとも指摘されている。 

 古紙リサイクルを支える各部分のうち、古紙価格の低迷の影響を も受けているのは末端の回収

業者であるといえる。その原因の一つとして、製紙メーカーなどの“エンドユーザー”本位の、現

在の再生資源業界の環境があるといわれている。 

 古紙はバージンパルプの代替原料として利用される上に、計画的に生産や採取をして供給される

ものではなく、発生する物であるという性格などから、価格決定などの面で、特徴的な要素を持つ

と指摘される。 

 古紙価格決定の際の特徴として挙げられるのは、①古紙はバージンパルプの代替原料であるため、

バージンパルプを利用した場合の製造コストとの比較で決定される ②再生資源は圧倒的な買い

手市場であり、ユーザーが価格決定権をもっているため、古紙価格は製品価格にリンクして決定さ

れることが多い ③再生資源は計画的に採取して供給されるものではないため、相場の変動が激し

い ④円高によって輸入されるようになった古紙との競合関係におかれ、輸入古紙の相場が国内の

古紙の価格決定に影響を及ぼすようになった 等である（廃棄物学会編 1995：232）。特に、①

についてだが、一般に、処女原料の価格は円高などによって低減傾向にあるのに対して国内の物流

コスト等はますます上昇する傾向にあり、再生資源利用に伴う経費節減効果がこれらのコストを上

回ると、再生資源は“逆有償”でないと引き取ってもらえないという現象が起こるようだ。また、

③については、再生資源の需要は計画的に決定されても、供給のほうは計画的に増減することが難

しいため、価格が乱高下しやすいという点が指摘される。 
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 このような中で、末端の回収業者などが不利な立場に立っているのが現状である。 

 
1-2-4-4  コスト負担と補助金 

 

 リサイクルの受け皿ルートを支える種々の作業の担い手が存続の危機に瀕するということは、現

在のリサイクルシステムそれ自体の崩壊を意味しているといっても過言ではないだろう。 

 従来のように民間の回収業者（問屋）が回収･集荷･運搬等の作業を請け負う、という形に変わる

新しい受け皿ルート、そしてリサイクルシステムのあり方を、今後短期間のうちに確立することは、

今のところ不可能に近いと考えられる。1-2-4-1 で挙げた回収業者の長年の蓄積の数々を、もう一

度一から積み上げ直すことは非常に困難である。 

 例えば、リサイクルを完全に公的なものと位置づけ、受け皿ルートをすべて行政が請け負うもの

とする。行政が回収作業を行った場合にかかるコストは 40,000～50,000 円/t と考えられ、回収業者

が行なった際のコストが 2000円/t程度であるのと比較して、非常に高くついていることがわかる。

また、札幌市におけるごみ処理費用が 14,000～30,000 円/t であることからも、行政による回収は非

常に割高であるといえよう（紙タイムズ社, 1992; 札幌市, 1997）。そしてまた、分別のための技術･

知識･ノウハウなどの不足から、品質低下は免れない。このような点からみても、古紙の市場での

競争力は更に衰え、その面で古紙消費拡大はしがたくなると予想される。先に述べた「廃棄物を資

源として扱うことの利点」のうち、①・③はなんとかクリアするとしても、トータルにみて、廃棄

物を資源として利用することの意義が充分に全うされるとは言い難い。 

 リサイクルを必要と考える限り、どのような形にせよ、受け皿ルートの存在は不可欠である。そ

してそれを支える作業にはコストがかかるということを忘れてはならない。我々一般市民にとって、

（少なくとも札幌市では）ごみ処理費用は、表面的には「タダ」であるため、廃棄物処理の代替的

方法としてリサイクルをとらえるとき、そのコストを見落としがちになってしまう、と私たちは考

える。 

 リサイクルにかかるコストを誰が負担するかということは、リサイクルを考える中で、非常に重

要な点であるということは言うまでもないことであろう。 

 現状において、誰がどのように負担するのが 善の方法であるのかは、私たちにはまだわからな

いが、ここで、札幌市の補助金について考えてみる。 

 現在、札幌市では、集団回収団体に対して 3 円／kg の補助金を交付している。また、回収業者

には出さない方針をとっている。回収団体の協同組合である札幌市資源リサイクル事業協同組合は

「せっかく市民が回収しても業者側が倒れたらリサイクルシステムは崩壊する。システム維持の緊

急的な施策として業界の支援を」と補助金を求めているが、札幌市側は、「需要が増えないと解決

しない。解決の見通しがないと、市民合意は得られず、特定の業者への税金投入は無理」としてこ

の申し出を却下している（『朝日新聞』1997 年 4 月 18 日）。 

 ここで、回収業者に補助金が交付されたと仮定してみる。単純に考え、予想される流れとしては、

①価格が安くても、回収業者経営維持は可能なため、結果的に回収量が増え、問屋の余剰は増加す

る。②回収業者は、補助金によりやっと安定して経営を維持することができるようになる、という
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状態で、結果的に回収量は現状維持となる、などが考えられる。 

結局、回収業者へ補助金を交付した結果、余剰問題は悪化するか、あるいは現状のままとなるこ

とが予測される。古紙リサイクル問題の根本的解決にはならず、リサイクルは滞ったままになる可

能性が高い。そして、古紙価格は低迷を続けることが考えられ、結果的にメーカー側の利益増につ

ながるだけであるという声もある。 

しかし、私たちは、現時点では、一時的に回収業者を「支援する」形で補助金の交付をするべき

ではないかと考える。今のリサイクルシステムの中では、経営維持が困難なために廃業せざるを得

ない回収業者も多く、今、何らかの形で回収業者を経済的に支援しなければ、回収業者の数は更に

減少し、その結果「受け皿ルート」そのものが復旧しがたいまでに壊滅してしまう恐れがある。先

ほど述べたように、回収業者への補助金は、古紙リサイクルの問題の根本的な解決にはならないか

もしれないが、あくまで一時的・応急処置的な措置として回収業者の経営を支援し、現状において

とリあえず「受け皿ルート」の存在を確保し、その上で、リサイクルコストの公正な負担のあり方

など、改善の方向を模索していくべきではなろうか。 

 
1-2-5  再生資源・再生品の需要 

                                  

 紙製品生産量 古紙合計 裾物三品  上物 

  新聞古紙 雑誌古紙 段 ボ ー ル 古

紙 
模造色上

新聞巻取り紙 313,987 1,589,000 1,578,000 10,000  0
印刷情報用紙 10,791,709 2,013,000 1,442,000 64,000  281,000

包装用紙 1,085,745 58,000 18,000 1,000  3,000
衛生用紙 1,647,920 821,000 0 1,000 806,000

雑種紙 1,101,401 19,000 2,000  3,000
紙合計 17,766,762 4,506,000 75,000 6,000 1,084,000

段ボール原紙 9,047,874 8,961,000 158,000 1,104,000 6,900,000 93,000
紙器用紙 2,136,096 1,873,000 382,000 868,000 86,000 223,000

建築用紙 352,973 378,000 129,000 137,000 38,000 
その他板紙 708,238 651,000 53,000 119,000 359,000 32,000

板紙合計 12,245,181 1,178,000 711,000 2,199,000 7,388,000 340,000

紙・板紙合計 30,011,943 15,882,000 3,797,000 2,230,000 72,360,000 1,435,000

表 6  1996 年紙・板紙品種別古紙消費（単位ｔ） 
 資料：（財）古紙再生促進センター『1996 年古紙需給統計』・通産省『平成 8 年紙・パルプ統計年報』 

 

板紙の生産には現在既にほぼ 100％古紙が使用されており、板紙生産そのものも伸び悩んでいる

ため、板紙向けの古紙使用率を拡大することは困難である。また新聞巻取り紙についても、既に生

産量の 50％近くを古紙（主に新聞古紙）でまかなう体制が整っており、現在の品質を維持するた
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めにもこれ以上の配合は難しい。新聞古紙は印刷情報用紙にも配合されているが、こちらも白色度

の点で限界がある。以上のことから、裾物三品の需要を拡大することは、当面無理であると考えら

れる。 

では、上物古紙はどうだろうか。上物古紙の紙向けの使用の中では、印刷情報用紙と衛生用紙が

ほとんどを占めている。前に述べた通り、衛生用紙の原料の約半分が古紙であり、そのほぼ 100％

が上物古紙である（図 7）。しかし、衛生用紙はその性格上使用後に廃棄されるため、再利用の可

能性を持たない。その上衛生用紙の紙生産全体に占める比率は 10％にも満たないため、需要拡大

の決め手とはなりにくい。そこで、生産量が紙の中で も多い印刷情報用紙に注目したい。印刷情

報用紙は、古紙使用率がまだ 20％程度と低く、これからの技術革新や消費者意識の改革によって

大幅な古紙消費を見込めるのではないだろうか。 

 

                                                                                             

印刷情報用紙                                        衛生用紙 

 

 

 

 

 

                                                   

図 7．紙生産量に占める古紙使用量の割合    

 
1-2-6  まとめ 

 

 これまで述べてきた古紙リサイクル上の問題は、古紙の余剰と価格の暴落という形で回収業者を

圧迫している。1-2-3 で触れたように、裾物三品をこれ以上回収しても、それらを製紙原料とし

て利用できないという矛盾が起こっているのである。一方、リサイクル意識を高く持つようになっ

たはずの消費者も、しきりにリサイクルを呼びかける行政側も、集められる古紙と使用される古紙

の品種にギャップが存在することなどに対する認識が不足していると言える。たとえば、札幌市が

1997 年 10 月に発行した『特集広報パートナーシップさっぽろ‘97』には、古紙の利用が板紙向け

中心なので、紙、特に衛生用紙、印刷情報用紙の古紙利用率を高める必要があるとの記述があり、

家庭やオフィスでの再生紙（トイレットペーパー、印刷用紙、コピー用紙）の利用を促す内容とな

っている。しかし古紙の品種のことには一切触れていない。このまま誤った知識の下にリサイクル

熱が高まれば、反対にますます回収業者の経営は苦しくなり、リサイクルシステムそのものの存続

も危うくなってしまうだろう。 

 また、リサイクルシステムに支障をきたすということは、再利用が可能である基準以上の紙が消

費されているという警告であると受け止めることもできるだろう。前に印刷情報用紙のもつ古紙消

費量増加の可能性について述べたが、これだけ大量の印刷情報用紙が生産され、消費されるように
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なったこと自体を見直す時期に来ているのではないだろうか。 

 古紙の余剰の要因は、需要と供給の両面から考えることができるであろう。一つは古紙の需要が

伸び悩んでいること、そして古紙の実際の使用量に対して古紙が集まりすぎていることである。こ

のことの背景には様々な要素が存在する。余剰は、この二つの要因を同時に解決して初めて解消さ

れるのではないだろうか。紙以外の用途も含めた、古紙の需要の拡大は必要であるのだが、紙は原

料に古紙だけを使って永遠に「循環」の形を持って作られるものではなく、また、リサイクルする

たびに繊維が短くなるなど、劣化は免れないため、原料としての使用は限界がある。紙以外の用途

も今の時点では限られており、古紙の需要拡大は難しいといえる。要は、現段階でリサイクルが可

能な紙の種類を選択し、適切な量をリサイクルの受け皿ルートに回すことが必要なのであるが、そ

う簡単にはいかないのが現状であるようだ。 

 しかし、今まで見てきたように、現状において、“捨てればゴミ、分けたら資源”というスロー

ガンのもとに、有用な属性が存在する可能性があると判断された廃棄物を、量や細かい種類、その

用途等を無視して闇雲に集めようとすることには問題が多いと考えられる。やはり廃棄物は廃棄物

であり、資源として扱うには様々な要素を前提にした、適切な判断が重要であるといえよう。廃棄

物処理の代替的方法としてリサイクルを考えるのであれば、全体から見て再生資源としてどれだけ

価値があるかということを、紙の種類や用途別に判断する“基準”のようなものが確立される必要

がある。その判断基準に基づいて、徹底した分別を行なうことが必要であるといえる。 

 そして、単なる“目標”のようなものとしての｢リサイクル｣ではなく、実際にその地域の現状に

則した形で社会的に確立された、“システム”としての｢リサイクル｣を構築し、維持する必要があ

る。そのためにも、まず生産・排出・回収・消費などそれぞれの段階による、リサイクルコストの

適正な負担の配分方法の確立が急務であるといえよう。 

 

参考文献・資料 

植田和弘 1992 『廃棄物とリサイクルの経済学』 有斐閣選書 

古紙問題市民運動ネットワーク編 1994 『どうする！古紙リサイクル』 

野嵜直 1997 「紙･パルプ資本における古紙消費の構造と回収業者の実態」『林業経済学会』

44(1):99-104. 

（株）紙業タイムズ社 1992 『紙のリサイクルと再生紙』  

廃棄物学会編 1995 『ごみ読本』 中央法規出版 
（財）古紙再生促進センター 1996 『1996 年古紙需給統計』 

通産省 1996 『平成 8 年紙・パルプ統計年報』 

札幌市 1997 『特集広報パートナーシップさっぽろ‘97』  

（有）ひがしリサイクルサービス 資料 

 

1-1 、1-2 については、北海道大学大学院農学研究科の野嵜直氏に多大なご協力をいただきまし

た。ありがとうございました。
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1-3  古紙輸出の将来展望 

 小田寛 

 

現在古紙の余剰と古紙価格の暴落が大きな問題になっているが、その影響を も受け、危機にさ

らされているのが、古紙を専門に扱っている古紙回収業者と古紙問屋である。その現状は1-1 で

述べられている通りである。そのような状況の中、古紙問屋が何とか古紙のだぶつきを解消しよう

と進めているのが古紙の海外輸出である。過去にも、日本で古紙がだぶつくと、一時的解決策とし

て古紙の海外輸出は行なわれてきた。だがその量は、それほど多くはなかった。しかし今回は、こ

れまでで 悪と言われる古紙の余剰により、輸出量は今までになく多くなっている。そこで、ここ

では古紙の海外輸出について、その現状を把握したうえで、古紙の輸出は古紙余剰を解消する有効

な手段となり得るか、ということについて考えていく。 

 

1-3-1  古紙輸出の現況 

 
 ここでまず、 近の古紙輸出量の変化を見てみよう。 

  表 7 を見ると、97 年の 3 月から古紙の輸出が急激に増大し、6 月以降は毎月 3 万トンを越えて

いる。96 年の古紙輸出量の合計が 2 万 1167 トンであることを考えると、その量が急激に、そして

大幅に増えたことが一目瞭然である。また、97 年の 6 月から 11 月までは、毎月の古紙輸出量が 3

万トンから 4 万トンのあたりで変動していることから、古紙の輸出量は、今後も月間 3～4 万トン

前後で落ち着くのではないかと考えられる。そして、1月から 11月までの古紙輸出は合計 27万 1262

トンとなっており、年間輸出量が 30 万トンを越える可能性も出てきている。ちなみに、過去 高

の年間輸出量は 1976 年の 15 万 3021 トンである。 

品目別に見てみると、段ボールの増加が著しいことが分かる。また、 も多く輸出しているのが

古新聞、古雑誌で、これも増加の一途をたどっている。 

また、97 年 8 月の国別輸出先では台湾が圧倒的で 3 万 2000 トンと全体の 76％を占める。それ以

外ではインドネシア 5,500 トン、韓国 3,000 トン、シンガポール 1,300 トン、中国 900 トンなどと

なっている。 

次に、日本のどの地域から古紙が輸出されているのか、だいたいの傾向をつかむために、港別に

輸出実績をみたのが表 8 である。 
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    表 7 古紙輸出通関実績推移（単位：トン） 

 段ボール 古新聞、古雑誌 その他 合計 

96.7 123 1,495 104 1,726

8 658 2,180 19 2,857

9 － 1,389 171 1,560

10 － 1,766 39 1,805

11 50 3,390 34 3,474

12 232 3,235 42 3,509

97.1 196 2,259 38 2,493

2 285 2,246 644 3,175

3 2,439 3,636 1,061 7,136

4 7,631 5,083 248 12,962

5 13,204 10,883 650 24,737

6 14,004 16,859 1,958 32,821

7 16,738 23,212 2,673 42,623

8 12,755 20,003 3,378 36,196

9 10,833 21,027 2,502 34,362

10 11,942 26,001 3,195 41,138

11 5,715 25,738 2,167 33,620

 『古紙ジャーナル』 第 262 号、第 280 号より作成 

 

表 8 古紙出荷地域とその量 （単位：トン）  

港名 平成4年度 平成5年度 平成6年度 平成7年度

沖縄諸島  5,382 6,922

東京 1,188 5,370 14,563 6,693

神戸 36,573 34,038 39,633 6,630

沖縄  3,654 5,682

横浜 3,011 2,040 3,003 3,171

大阪 1,138 1,021 6,625 2,444

高知 － － － 2,000

博多 729 697 3,928 760

三池 81 177 147 168

門司 42 67 310 139
 福岡市資料より 

   

 表 8 より、輸出の多い順に沖縄諸島、東京、神戸、沖縄、横浜、大阪となっており、関東地区、



28 

近畿地区、沖縄地区からの輸出が多いことが分かる。これらの地域の輸出が多い理由として、関東

地区、近畿地区では紙の消費が多いことが、また沖縄地区では主な輸出相手国が近いということと、

近くに大きな製紙メーカーがないために古紙を地区内で処理できないといったことが考えられる。 

  以上、古紙の輸出量、出荷港、出荷相手国から、日本の古紙輸出の特徴を見てきた。古紙輸出量

だけを見ると、先程も述べたようにその量は安定してきていることから、古紙の輸出は順調である

かのように思われる。だが、果たして本当に順調なのだろうか。次に、古紙輸出の問題点について

考えていくことにする。 

  

1-3-2  古紙輸出に伴う問題点 

 

1-3-2-1  古紙輸出にかかる費用について 

 
  古紙輸出の問題点としてまずあげられるのが、古紙輸出にかかる費用である。いったい輸出の費

用はどのくらいかかるのだろうか。問屋の古紙買い取り価格が下がっている現在、輸出をすること

で利益を得られるのだろうか。ここでは、古紙輸出の先導をした福岡市の例をあげることにする。 

  福岡市では 97 年 9 月、アジアにリサイクル市場を求め、古紙輸出の取り組みを始めた。流通実

態を調査するために、9 月 9 日インドネシアに段ボール 500 トン、20 日台湾に雑誌 300 トンと段ボ

ール 200 トンを博多から試験輸出した。その結果について、福岡市環境局管理部ごみ減量推進課指

導第 1 係長の一ノ瀬昌純さんにインタビューを行なった。 

 

    表 9 古紙輸出に伴った費用（福岡市） 

 インドネシア  

段ボール 

台湾  

段ボール 

台湾  

雑誌 

相手国買取価格（A） 11円99銭 10円67銭     6円 

問屋買取価格（B） 8円40銭 8円40銭 5円25銭

輸出費用その他（C） 9円35銭 6円70銭 6円10銭

利益（A－B－C) －5円76銭 －4円43銭 －5円35銭

   

 表 9から、いずれの場合でも、古紙を輸出すると赤字になるということが分かる。これは、福

岡市に限ったことではなく、現在輸出を行っている業者に関しても同じであろう。しかし、余った

古紙を自分のところに置いていても、保管に費用がかかるし、長期間野ざらしにしておくことは紙

の劣化にもつながる。このような事情があるため、これらの業者は赤字を承知の上で古紙を輸出し

ているのであり、採算が合わないことでもやらなければならないということが、古紙の余剰問題の

深刻さを物語っている。そしてこれらの赤字分を引き受けているのはもちろん古紙を出荷している

古紙問屋である。だが、この赤字を黒字に、あるいは減少させていけば、古紙の輸出は更に伸びる

ものと考えられる。 

それでは、どうやったら輸出が黒字に転換するのだろう。 
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1 つ目は、相手国の引き取り価格が上昇することである。これは可能性がないわけでもない。何

らかの事情で相手国の買い取りコストが上がることも考えられなくはない。だがこれはあくまで相

手国の事情であって、すぐにどうにかなるものではないし、どうにかできるものでもない。 

  2 つ目は、問屋の買い取り価格が下がることである。だが、買い取り価格が下がることは、問屋

の利益が少なくなることを意味する。海外輸出は古紙全体の中で見るとまだまだ少なく、問屋の買

い取り価格が下がると、逆に経営は苦しくなるのは確実である。 

  3 つ目は、輸送その他にかかる費用の軽減である。これは、もっと大規模な輸出を行なえば、1kg

あたりの費用は軽減されると考えられる。ただ、どのくらいまで規模を拡大できるのか、そしてど

のくらいまで経費を軽減できるかは分からないため、輸送費の軽減だけで輸出が黒字に転換すると

は断言できない。 

  以上、3 つの点から古紙輸出のコストをもっと下げることができるかということについて考えた

が、現状では、古紙の輸出で利益を得ようとすることは大変困難であるといえよう。 

 

1-3-2-2  他の古紙輸出国との競争について 

 

  アメリカは、圧倒的な紙の使用国であり、また圧倒的な古紙輸出国である。福岡市資料によると、

1994 年の古紙輸出の合計は 770 万 ST（1ST＝907.18kg）にものぼる。1995 年（1～11 月）の実績

では、インドネシア、中国、フィリピン、韓国、台湾、タイで 335 万 ST となり、これらの国々の

の古紙輸入の大部分を占め、アジアでは、古紙輸入相手国としての大きな地位が確立されていると

いえる。また、段ボールに関しては、他の古紙輸出国と比べて、紙の繊維が長く、古紙としての品

質はよいため、輸入国も好んで輸入する。ただ、アジアとなると輸送費等の経費が高くつき、古紙

の値段は高くなるという欠点もある。 

  ドイツでは、現在急激に古紙の輸出量が増えている。政令施行によって、包装材としての古紙の

処理は焼却、埋め立てが禁止されたため、回収した古紙は製紙メーカーが使用するか、輸出するか

しか選択の余地がなくなった。そのため輸出が増え、現在アメリカに次ぐ世界第 2 位の古紙輸出国

となっている。 

  そしてドイツでは、逆有償（古紙業者にお金を払って回収してもらう制度）が定着しているため、

アメリカや日本と比べて安価で輸出できるという強みがある。このため、輸出相手国にとっても輸

入のしやすい国であるといえる。 

  この 2 つの国と日本を比べてみると、品質ではアメリカに、価格ではドイツに遅れを取っており、

市場を拡大するには相当な努力が必要であるといえる。 

 

1-3-2-3  輸出先の国の状況 

 

  福岡市資料によると、台湾は、1995 年の古紙総使用量 392 万 2842 トンのうち、131 万 5842 トン

を海外からの輸入古紙が占めている古紙輸入国である。古紙の国内回収量の増加に伴い輸入量は

年々減少の傾向にあるが、それでも輸入量は多く、また現在日本にとって 大の古紙輸出相手国で

あり、日本にとって有力な海外市場だといえる。輸入先としては、アメリカからの輸入が 78.7％
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を占め、欧州 18.9％、その他 2.4％となっており、日本がシェアを拡大できるかどうかが大きなポ

イントとなってくるだろう。 

  インドネシアでは、個々のメーカーを頂点とした縦のラインでのピラミッドはある程度存在する

が、横断的な古紙業者の組合、団体といったものは存在しない。したがって統計資料なども少ない。

古紙回収率は約 20％程度と推測されている。また古紙の輸入に関しては、1995 年では世界一の 200

万トンを海外から輸入している。前年度の輸入は 101 万トンで、1 年間で約 2 倍の輸入量となって

おり、市場としては有望であるといえる。 

  韓国の古紙の実績は、1994 年の資料によれば、国内古紙が 330 万トン、輸入古紙が 140 万トン

で合計 470 万トンであり、まだ古紙輸入の割合は比較的高いといえる。しかし、ここ 3 年間の推移

を見ると、1992 年 161 万トン、93 年 154 万トン、94 年 140 万トンと、その量は年々減ってきてい

る。また、国内古紙の回収率も 94 年現在 50.5％と高く、また法律制度の導入により分別収集が高

度に徹底され、だし、韓国からの古紙輸出の実績もゼロとなっているため、これからも古紙輸入量

は減っていくものと思われる。 

 

以上、主な古紙輸入国を見てきたが、日本の古紙輸出が盛んになるまでは、相手国の輸入量に占

める割合が 1％前後ということから、これからの本の古紙輸出市場拡大の可能性はあるとはいえる

だろう。しかし 近では、台湾、韓国であまりにも大量の古紙が輸入されることからその処理に困

り、古紙の買い控えも起こっており、楽観視はできないだろう。 

 

これまで 3 つの点から、今後の古紙輸出の可能性について考えてみた。簡単にまとめると、東ア

ジア、東南アジアは古紙市場として有望ではあるが、さらに古紙の輸出を増やすことは、輸出が赤

字を伴うということと、アメリカ、ドイツと比べ劣っているということを考えると難しいことだと

いえる。 

 

1-3-3  結論 

 

  ここまで古紙輸出に関する現状について述べてきたが、古紙輸出を考える上で忘れてはならない

のが、輸出には赤字を伴うということである。これから古紙の輸出が増えるとなると、古紙のだぶ

つきの問題という点では解決の方向には向かっていくだろう。しかし、古紙を輸出すればするほど

赤字がどんどん増えてゆく現在の状況では、古紙問屋の経営が成り立たなくなってきているという

現実は変わらない。古紙輸出は古紙問屋の自己犠牲の上に成り立っているのである。 

 そのように考えると、古紙の輸出に古紙問題の解決を見出そうとするのは難しいのではないだろ

うか。回収業者、古紙問屋にとっての古紙問題とは、古紙の余剰と、古紙価格の暴落による経営の

悪化なのであり、この２つが解決されなければ古紙問題の解決とはいえない。輸出によって古紙の

余剰がいくらか減っても、その分経営が悪化すれば、リサイクルの環の崩壊を招く危険も出てくる。 

 余剰を減らす１つの手段としての古紙の輸出を進めることも重要なことではあるが、特定の部分

（この場合は古紙問屋）に負担をかけるのではなく、もっと総合的な解決策が必要であると私は考
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える。 
 

参考文献 

福岡市資料 

『古紙ジャーナル』第 262、280 号 
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2  製紙会社から見た古紙問題 

 

 

2-1  新聞用紙における古紙利用 

 

岩本彩恵子 

 
2-1-1  新聞用紙と古紙問題 

 

 新聞用紙は衛生用紙と違い“清潔さ”を求められない。また、印刷用紙と比べ要求される印刷面

の美しさの水準は低い。つまり古紙の混入率を上げることによっておこる品質の低下の影響を比較

的受けにくいのである。そのため、衛生用紙や印刷用紙と比べ格段に古紙を原料として使用できる

ことになる。更に、「古紙」と一口に言っても、古紙には上物と裾物の二種類があるが、余剰が問

題になっているのは裾物古紙の方であり、新聞用紙の原料となる古紙は新聞紙を中心とした裾物古

紙である。従って、新聞紙の古紙混入率の高低がそのまま古紙余剰問題に影響を与えると言える。

故に新聞用紙は古紙余剰問題において重要な意味を占めるとされているのである。 

 現在、古紙の利用率は 53～4％前後である。この数字をどこまで上げられるかが古紙余剰問題の

ネックになっているわけだが、1990 年 4 月 9 日、“どこまで”の部分を明確に数字で示した目標

が日本製紙連合会によってたてられた。「リサイクル 55 計画」と呼ばれるものである。1990 年当

時古紙利用率は約 51％だったが、これを今後 5 年間で、つまり 1996 年度までに、55％以上に引き

上げようというのである。トイレットペーパーのような回収不能なものを除くと、全紙・板紙製品

の中で製紙原料として回収出来るものは、約 66％（古紙再生促進センター調べ）であると推定さ

れている。これをもとにすると、古紙利用率 55％というのは、回収可能な古紙のうちの実に 83％

という数字になり、非常に高いものであると言える。「リサイクル 55 計画」はその後期限年度・

目標利用率共に引き上げられ、「リサイクル 56 計画」と名を改めて、現在も進行中であるが、こ

れらの計画の 重要手段とされたのが、新聞用紙の古紙混入率の向上であった。 

 新聞用紙の生産量は、1990 年当時約 348 万トン。その 5 年前と比べて、約 89 万トンも増加して

いる。超軽量紙が導入された 1993 年は前年より約 33 万トン減少しているが、その後また増加し続

け 1996 年までに約 22 万トン増加していることを考えると、重量は減少しているものの、紙面数等

でみれば年々増加の一途をたどっていると言うことができよう。また、この量は、紙の生産量全体

の約 20％にあたっている。新聞用紙は紙全体の中でかなり重要な地位を占めているということで

ある。それに、原料として使用する古紙の種類、冒頭で述べた求められる品質の程度等を考え合わ

せれば、新聞用紙が古紙余剰問題においていかに重要な地位を占めているかがわかると思う。新聞

用紙の古紙混入率を 2～3％上げれば古紙余剰問題は解決されるとまで言われているのである。 

 さて、たてられた目標に対して現実はどうなっているかというと、1990 年と比べ約 3％程は上昇
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しているものの、現在 54％前後で頭打ち状態になっている。「リサイクル 56 計画」のような高い

目標を達成するには、特に、次の 3 点が解決されることが必要であるとされた。 

 

①古紙回収・利用に関係する企業や個人が経済的に成り立つ価格体系の維持 

②製紙会社の古紙利用技術の向上 

③一般消費者、政府、企業等の古紙配合製品への理解と積極的購入 

 

の 3 点である。これらの点の、どの部分に残ったどのような問題が古紙利用率を伸び悩ませている

のか、ここでは対象を製紙会社の新聞用紙製造に絞って、A、B、2 つの製紙会社に対して行った

調査をもとに見ていこう。 

 
2-1-2  古紙利用と価格体系の維持 

 

 まず、①古紙回収・利用に関係する企業や個人が経済的に成り立つ価格体系の維持、についてで

ある。  

  今回調査を行った二社が現在製造している新聞紙の古紙混入率は、A 社が 30～58％（平均 41％）、

B 社が 50％である。残りが純パルプであるが、純パルプと古紙の価格はそれぞれ純パルプが 68 円

/kg、古紙が 10～11 円/kg となっている。純パルプの価格は、円の価値の高低等様々な要因から上

下動を起こし、一定しない。古紙価格の決定は基本的に市場の動きに従ってなされるが、「買う」

側である製紙会社の方にやはり決定権はあるようだ。このところは古紙余剰の影響で、5、6 年前

の 13～14 円/kg に比べてかなり低下しており、全体的に下降傾向にある。①の点については、今後

古紙の余剰が更に進んだ場合、問屋が良識に従って回収業者との間で価格を決定するべきで、そう

すれば回収業者の生活は維持され得るし、問屋に対して製紙会社が非常識な値下げをするつもりは

ないということだった。また、今、社会的に再生紙の使用促進の動きが広がっているので、今後古

紙の需要は増える傾向になり、伴って古紙の価格も上がるのではないだろうかという楽観視した意

見も製紙会社内部から出ていた。とはいえ、製紙会社はあくまでも企業なので、自社以外の「古紙

回収・利用に関係する企業や個人」の経済に対してなんら責任を負っていないとも言え、ここでは

製紙会社の経済のみに話を絞った方が妥当であろう。 

 純パルプのみで造った製品に対し、再生紙製品にかかるコストはだいたい、マイナス 15～20 円

/kg である（A 社については再生紙の平均値を比較に用いた）。純パルプに比べ再生パルプは脱墨

等処理費がかかるが、それでももとの原料費が段違いなため、製造コストは低くなる。古紙の混入

率が上がるほど、原料価格の違いによって、コストは下がる。A 社では出来た製品は古紙の混入率

に関係なく一定の値段で引き取られているので、原料として古紙をより多く用いた方が、経済的に

みて、良いということである。つまり、①については、製紙会社に関する限り、問題はないという

ことだ。ただし、①の問題は③にもからんでくるので、③のところでもう 1 度考察を行いたいと思

う。 
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2-1-3  製紙会社の古紙利用技術の向上 

 

 次に、②製紙会社の古紙利用技術の向上、についてみてみよう。 

 現在の古紙混入率は、先に述べたように、A 社 30～58％、B 社 50％だが、技術的にみて、この

数字は今後どう移行するのだろうか。古紙混入率を上げるための技術開発を、A 社では行っており、

B 社では行っていない。A 社によると、現在のところ技術的には古紙混入率 80％まで上げること

が可能だという。ただし、しわが出来やすくなったり、紙切れを起こしやすくなったりと、品質が

かなり落ちるため、まだ実用化できるレベルには達していない。商品としておろせるラインは、大

体 60％ぐらいだそうだ。58％のものは実際に商品としてユーザーに卸していることから考えても、

妥当なラインだと思われる。以前の状態を数字として把握していないので具体的にどれだけと示す

ことができないが、担当者の方の話では確実に前進しているとのことだった。そういったことから、

上で挙げた、A 社 30～58％、B 社 50％という数字は、A 社 B 社共に今後上がる傾向になるだろう

という点で、意見が一致していた。A 社においては 1998 年に設備の増設が決定されているため、

それ以降確実に混入率は上昇すると目されている。新聞紙の古紙混入率を 2～3％上げられれば古

紙余剰問題が解決すると言われている現在、②の技術の面では、問題といえるほどの問題は残って

いない。ただ、A 社と B 社の間で見られた違い、技術開発を行っている社と行っていない社があ

ることは、社によって古紙問題に取り組む姿勢にギャップがあることを示している。 

 
2-1-4  ユーザーの理解と古紙利用の可能性 

 

 次に、③一般消費者、政府、企業等の古紙配合製品への理解と積極的購入、について見てみよう。

新聞紙の「消費者」には 2 段階ある。製紙会社から直接新聞用紙を受け取る新聞社等の大手ユーザ

ーと、その新聞社から新聞を受け取る個人消費者である。このレポートでは製紙会社に焦点をあて

て調査・考察を行っているので、製紙会社と直接つながりのある新聞社等の大手ユーザーを中心に、

③を考えてみようと思う（以下、「ユーザー」という言葉を使う時は、こちらの大手ユーザーを指

すものとする）。 

 A 社も B 社も、ユーザーからは、「現状維持でいってほしい」という要望をよく受けるという。

ユーザーとしては、品質の保証されている純パルプ率の高い製品の方が好ましい。だが一方で、現

在世間的に環境への意識が高まって再生紙使用促進が叫ばれており、企業イメージ等を考えると、

古紙の混入率を上げたいところである。双方の必要のせめぎあいが、間をとった「現状維持」とい

うかたちになって現れたと言える。製紙会社が、つまり企業が、売れないものを作っても意味がな

い（この辺のところが①とからむ。再生紙を造っても売れなければ「経済的に成り立つ」とは言え

ないのである）ので、②のところで混入率上昇見込みと述べたが、技術の向上の割には、その伸び

は遅々たるものになるだろう。 

 また、ユーザーの要望という問題において、無視出来ない重要なファクターがある。新聞紙面の

軽量化傾向、具体的には超超軽量紙の導入である。超超軽量紙は非常に薄いので、ただでさえ強度

の点で問題がある再生紙は嫌われ、社会の流れに逆行して純パルプ率の高いものの使用が促進され
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るようになってしまう。それでもあえて再生紙を使うとしても、強度を保つのに大量の薬品が必要

になり、薬品コストがかかってしまう。A 社では取り引き先の新聞社の要望で超超軽量紙をつくる

ことになったが、「古紙混入率にはこだわらない」（つまり混入率を下げてもいい）という新聞社

に対して通産局から「現状維持するよう」（つまり混入率を下げないように）との指導が入り、（コ

ストに関わらず買い取り値は一定なため）、超超軽量紙にするために余計にかかる薬品コストを A

社がかぶることになってしまった。 

 ところで、ユーザーの要望に対して製紙会社は受け身の立場でしかありえないかといえば、決し

てそうではない。製紙会社の側から再生紙の使用をユーザーに訴えかけることもできる。この点に

ついても、技術開発と同じく両社に差が出た。実際 A 社では、その新聞社で使用しているものよ

りも古紙の混入率の高い再生紙をユーザーのもとに持ち込んで紙面を刷ってみてもらい、品質にさ

ほど問題はないことをアピールしている。実例を挙げると、古紙混入率 46％のものを使っている

新聞社で、混入率 60％と 70％の紙を試し刷りしてみて、「品質は多少落ちるがまあまあ良い」と

いう回答を実際に得ている。更に、1998 年の設備増設に伴って、同年 4 月からは古紙混入率を上

げることをユーザーの方に申し入れている。46％のものをいきなり 60％や 70％に上げるというの

は難しいが、2、3％ならば品質もほとんど変わらないので、なんとかなるだろうとのことだった。

一方 B 社は、「ユーザーが自発的に（再生紙の）使用を増やすべきであって、こちらから動く必

要はない」として、何も特別な働きかけは行っていない。 

 以上のことから、ユーザーの、再生紙製品に対する理解も、その使用への積極性も、まだまだ十

分ではないと思われる。更に、③の「企業」を消費者に限らないとするなら、「企業」の一つであ

る製紙会社も、まだ古紙を使用することへの積極性は十分とは言えない。 

 ①は回収業者や問屋や製紙会社の良識次第ということだし、②は古紙混入率を少しなら上げても

変わらない品質のものが出来るようになってはいるが、結局どこまでの品質を求めるかに関わって

くる。そして③が足りないので混入率を上げると基本的に売れにくい。つまりは、新聞紙に関わる

人間が少しの我慢（少し赤字でも我慢する、とか、少し印刷が汚くても我慢する、とか、例えばそ

ういったような）が、できるかどうかであると考える。 

 後に、原料としての新聞紙についても触れておくが、原料として問題となるのは、特に、超超

軽量化とカラーページ導入の二点である。超超軽量紙は強度を保つために表面加工がなされている

のでそれを落とす作業が必要になり、カラーページは脱墨するのに余計なコストと手間がかかる。

蛇足ながら付け加えると、カラーページは「消費者のニーズに答えて」導入されたが、本当に消費

者はカラーページなど望んでいるのだろうか。望んでいないとすればカラーページは不必要だし、

望んでいるとしてもそれは上で述べた「小さな我慢」に含んでいいような、全く切実さのない望み

のように思われるのだが。 

 

参考文献 

本州製紙再生紙開発チーム、1991、『紙のリサイクル 100 の知識』東京書籍 

通商産業大臣官房調査統計部、『1996 年 紙パルプ統計年報』 
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2-2  衛生用紙における製紙メーカーの実態 

 

中川裕之 

 

 紙全体の生産量の約 9％（1996 年度）を占める衛生用紙は、われわれの生活にもっとも身近な紙

である。そのため、古紙余剰問題というものを考えるとき、この衛生用紙の現況を調べることが重

要であると考えた。その際、明らかにしたい点は次の通りである。まず、近年、衛生志向が強まっ

ているせいもあり、新製品の開発に余念のない、衛生用紙を取り扱う製紙メーカーが、この古紙余

剰問題というものにどのように関わっているかということ。また、ここ 25 年くらいで、衛生用紙

の古紙消費率（＝製品品種別古紙消費量／製品生産量）が約半分の 50％に落ち込んでいるため、

この理由を解明し、そこに再び古紙の混入率を高める可能性があるかどうかの検討についてである。

ここでは、新聞用紙、衛生用紙、情報用紙を製造するメーカーの中から、衛生用紙の製紙メーカー

を取り上げ、調査を行った道内の 2 社の状況、実態についての調査結果を述べる。そしてその結果

をもとに、衛生用紙における古紙余剰問題との関係性や解決方法などについての考察をしてみたい。 

 

2-2-1  C 社についての調査結果 

 

 われわれはまず、C 社について調査を行うことにした。苫小牧市に立地するこの C 社は大手 A

社グループではあるが、年商 220 億円と、あとで述べる D 社（45 億円）に比べるとはるかに規模

が大きい。また、トイレットペーパーの混入率も幅広く、それ以外でも様々な製品を生産している。

今回の調査では、この北海道で名の通っている C 社を調査することで典型的な衛生用紙メーカー

の実態をとらえることを目的とした。以下に、その C 社における調査結果のデータを簡単にあげ、

その後そのデータの補足や説明を加える。 

 

C 社データ 

■生産品目 

 ○ トイレットペーパー（パルプ 100％、古紙 30、40，55，100％）…50％ 

 ○ ティッシュペーパー（すべてパルプ 100％）         …50％  

■ 原料 

 ○ パルプ 

 《種類》 針葉樹（カナダ・道内産）  輸入量は年 3～7％上昇 

 《価格》 （1997 年度）60 円/kg 前後（一定しない） 

 ○ 古紙 

 《種類》 上質紙（チラシ・ＯＡ用紙・産業古紙）…余剰はなく若干足りない 

 《価格》 （1997 年度）20 円/kg 前後 

 

■ 製造（月 6,000 トン） 
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 ○ 古紙混入率 

  ◆ティッシュペーパー   パルプ 100% 

  ◆トイレットペーパー   古紙 100%・55%・40%・30%・0%(ﾊﾟﾙﾌ 100%) 

                   

          全生産量の  30%     30%    40% 

   

 ○ コスト 

 古紙 100%製品の原料費はパルプ 100%製品の 6 割（歩留まりも考えて） 

 

 

 このC社では、主にトイレットペーパーとティッシュペーパーを約 1対 1の割合で生産している。

トイレットペーパーはパルプ 100％、古紙混入率 30％、40％、55％、100％の 5 種類であり、ティ

ッシュペーパーについては、パルプ 100％のもの 1 種類である。 

 原料に関しては、C 社では、パルプの輸入量が増えてきており、消費者からの品質向上の希望の

増加により、これからさらに増えると見ている。また、混入する古紙においては、上質紙を原料と

しており、その種類としては、ちらし、OA 用紙、産業古紙の 3 つとしているが、この中での区分

けはないという。この OA 用紙の中で、もっとも困るのが感熱紙や感圧紙である。問屋から納入さ

れてきたときにはわからないが、古紙を処理する工程で、熱や圧力によってそれが反応し、生産途

中や製品の一部に赤や黒色としてでてくる。そのため、紙の仕分けが確実に行われているかどうか

によって、問屋の信用が決められる。C 社では信用のある 4 つの問屋から古紙を仕入れている。古

紙の受け入れ価格はメーカーと古紙問屋との会合によって決定されるが、その決定権のほとんどは

メーカーが持っており古紙問屋がそれに従うといった形になっている。このとき、問屋間の競争は

あまり見られないが、問屋の在庫が余ってしまった時は、初めて売り込みの競争が起こるという。 

 次は製造について見てみる。製品ごとの生産量の割合は上のとおりであるが、再生紙製品の製造

量をもっとあげることはできないのかということを聞いてみた。すると、製造量アップのための設

備投資をしたとしても、上質紙であるために、集荷量が追いつかなく、フル回転で生産できない、

という回答が得られた。製造するに当たって、フル回転で機械を稼動させなくては、採算をとるこ

とができないというのである。コストではおおよそではあるが、古紙の歩留まり、薬品代、公害対

策費などを入れると古紙 100％製品のコストはパルプ 100％製品の 6 割になるという。 

 

2-2-2  D 社についての調査結果 

 

 C 社で調査を行った後、次に D 社をたずねて調査を行った。この D 社は製紙メーカーとしては

中小企業の部類に入り、トイレットペーパー生産の約 98％を古紙 100％物としており、リサイクル

に多大な労力を注ぎ込んでいる。この D 社は他の衛生用紙メーカーとは非常に異なった様相を示

している。もっともそれが顕著なものとしては、原料に牛乳パックを使用しているという点があげ

られる。このようなリサイクルに熱心なメーカーを取り上げ、その状況、実態を調査することで、

リサイクルの必要性やリサイクル問題はもちろん古紙余剰問題についてのヒントを見つけること
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を目的に調査を行った。まず他の製紙メーカーでは見られない牛乳パックについての説明をしてか

ら、D 社の概要について説明して行きたい。 

 

2-2-2-1  製紙原料としての牛乳パックについて 

 

 道内では、昭和 62 年から、身近なところからできる資源保護運動として、紙パックの再利用を

通し、物の大切さ、使い捨て社会を見直そうという精神から牛乳パックリサイクル運動が始まった。

この運動のシステムは次のようになっている。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現在、北海道では月に約 7～800 トンの牛乳パックが使用されており、その回収率は全国平均の回

収率である 20％を超える 25％にまであがってきている。 

  牛乳パックは再生紙の原料として長所と短所の二つを持っている。まず長所は、牛乳パックが純

パルプ 100％から作られており、そのため再生した製品の品質も従来のものと比べて非常に高いと

いう点と、さらに牛乳パック 6 本分でトイレットペーパー1 ロール作ることができるという再生率

が高い点が上げられる。短所は、牛乳パックがポリエチレンでラミネート加工されていることであ

る。そのため、従来製紙メーカーは”禁忌品”として牛乳パックを原料として使用することはなか

った。しかし、牛乳パックの受け入れ先である D 社は高い技術力をもってして、原料として牛乳

パックを使用することを可能にした。D 社の高い技術力は、親会社が製紙用機械会社であることに

よるものである。 

 

2-2-2-2  Ｄ社についての調査結果 

  

  D 社についてのデータは次の通りである。 

 

■ 生産品目 

一般住民 
市民団体 

学校 
スーパー 
市町村 

など 

 
Ｄ社工場 

持ち込みステーション１３箇所 

紙パック指定業者 47 業者 

資源回収業者 
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○トイレットペーパー  ○ティッシュペーパー 

 

■ 原料 

○ パルプ 

《種類》 針葉樹（アメリカ・カナダ産） 

《価格》 (1996 年度) 60 円/kg 前後 (7､8 年前) 80 円～120 円/kg 

 

○ 古紙（受入量:月 1800 トン） 

《種類》 上質紙:牛乳パック＝9:1（道内） 

   上質紙は現在不足気味 

《価格》 (1996 年度) 20 円/kg 前後 

牛乳パックは一定   上質紙は下降気味 

 

■ 製造 

○古紙混入率 

◆ティッシュペーパー：ほぼパルプ 100%物 近再生紙製品増加 

◆ トイレットペーパー： パルプ 100%：古紙 100%＝2：98（変化なし） 

                

              上質紙：牛乳パック＝8：2（変化なし） 

○コスト 

(1996 年度) 

古紙からつくる再生パルプと輸入された純パルプ、この段階では同じくらい 

 

歩留まり・再生費用・公害対策費等しかしパルプの場合､製造量が少ない分割高になる 

 
 D 社では C 社同様、主にトイレットペーパーとティッシュペーパーを製造している。また、原

料においても、パルプ、古紙ともに受け入れ価格は C 社とほぼ変わらない。D 社では、古紙を月

に 1800 トン受け入れており、そのなかでの、上質紙と牛乳パックの割合は、9 対 1 である。 

 次に価格について見てみる。牛乳パックにおいて価格は一定である。これは、牛乳パックの受け

入れを運動として行っているためである。しかし、上質紙は、不足しているのにもかかわらず、古

紙余剰という状況下のため価格は幾分下がっている。 

 製造では、ティッシュペーパーはほとんどがパルプ 100％物であるが、 近再生紙製品も増えて

きている。トイレットペーパーでは、全体の約 98％が古紙 100％物であり、ここが他の製紙メーカ

ーと極端に異なる点である。この状況は、リサイクル運動のために引き起こされたわけではない。

D 社は、元来、古紙 100％でトイレットペーパーをつくるシステムになっており、そのシステムを

今まで継承してきただけだというのである。しかし、この D 社は牛乳パック運動や正しい紙の分

別の広報活動をするなど、リサイクル運動に多大な力をそそぎ込んでいるのである。D 社で製造さ

れるパルプ 100％物、は一部の消費者の要望によるものである。 
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 後にコスト面について説明しよう。再生パルプと輸入されたパルプとはほとんど同じくらいの

費用になる。しかしこのあとの工程を経ると、 終的に、製造量の少なさなどの理由もあり、パル

プ 100％物の方が幾分高くなってしまうらしい。 

 

2-2-3  衛生用紙全体についていえること 

 

 以上、2 社の状況について説明してきたが、ここでは、その調査結果を基に考えられることを述

べる。 

 衛生用紙は、他の紙と違い、回収しまた再生することのできない 終紙である。しかし、Ｃ、Ｄ

両社は、古紙混入率を上げることは技術的には容易であるというが、衛生用紙に関する消費者、小

売店の要望は他の紙に比べて程度が大きいため、古紙混入率を上げることは実質困難であるという

のが現状である。そこで考えられる今の状況、メーカーから消費者、小売店への要望というものは

以下のようなものである。 

 

○現在の状況                          ○これからの要望 

 ●小売店                               ●小売店 

・パルプ 100％のほうが売りやすい。      ・再生紙コーナーを設けるなどの働きかけ 

・売場面積が変わらないのなら高い         

・客が買ってくれる分売りやすい。 

 

     悪循環        相互作用                        好循環          相互作用 

 

 

 ●個人消費者                           ●個人消費者 

   ・質のよいものが欲しい。               ・再生紙製品でなければ買わないなどの働きか 

   ・安売りでよく買う。                     け 

 

ところで、再生紙のほうが高く感じられるのはなぜであろうか。ここでその理由を挙げておく。 

・客寄せのために純パルプ商品を特売にすることが多い。 

・特売の純パルプと通常価格の再生紙が並んでいると、価格差が余りないので高く感じる。 

・特売商品は店先やレジ横で山積みされる場合が多く、定番コーナーで販売されている再生紙が目

立たない。 

 

 ここ 25 年の衛生紙における、古紙消費率の低下の原因についてふれてみる。以前のティッシュ

の主流は現在のボックスティッシュではなく平版ティッシュであった。平版ティッシュの原料には、

再生紙が使われていた。その平版ティッシュが影を潜め、ボックスティッシュが現れると、古紙消

費率が低下してしまったのである。なぜなら、このボックスティッシュはＪＩＳ規格のもとに製造

されるようになり、ガンを誘発するものとして、蛍光塗料を含むものの使用を制限された。それ以
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後作られるボックスティッシュは、ＪＩＳ規格に準ずるものとして、自発的に蛍光塗料を含有して

いる可能性のある再生紙の使用をやめ、パルプ 100％のものだけを生産するようになった。これが

古紙消費率を低下させているものと考えられる。 

 

2-2-4  衛生用紙における古紙余剰問題の解決法 

 

 以上すべてのことをふまえて、衛生用紙における古紙余剰問題の解決方法についてわれわれなり

に考察してみた。 

 前述のとおり衛生用紙は 終紙であるため品質にそれほどこだわる必要はなく、できる限りパル

プは使わずに古紙を使った物を使用するべきである。D 社の担当の方に「製品に裾物（新聞、雑誌、

段ボールの古紙）を原料とすることはできないのですか」と伺ったところ、「今は上質紙を原料と

している。他の物を原料として考えるのは、ほとんどの衛生用紙の古紙混入率が 100％に達してか

らではないか」という回答をえた。しかし、このような考えでは、衛生用紙では古紙余剰問題に貢

献することはできなくなってしまう。それは、C 社のところで述べたとおり、主にトイレットペー

パーの古紙混入率を上げようとしたとしても、現在上質紙は若干足りないぐらいであるため、当然

その生産に集荷量は追いつかなく、古紙混入率 100％の製品のみを製造すると生産量は非常に低い

ものとなってしまうのである。 

 仮に裾物を原料として使うことができたとして、衛生用紙の紙全体に対する割合が約 9％ぐらい

であることから、あまり効果は期待できないものの、前述の通りティッシュペーパーに古紙の混入

率を高める大きな余地がみられることから、幾分現状を打破することができるだろうと推測される。 

 以上より、衛生用紙は、話を伺った分には古紙余剰問題の解決にあまり関与しないと思われるが、

角度を変えてみると古紙余剰問題の解決にとって、その役割は大きいのではないかと考えることが

できる。なぜなら、古紙や、牛乳パックを集め、それを原料とした再生紙製品を使うことは森林保

護、ゴミの減量化、再資源化の環境教育につながる。それによって、消費者の意識が変化し、生産

量が多いとされている情報・印刷用紙、新聞用紙に対する意識もが改善されるであろう。それが、

古紙混入率アップにつながり、古紙余剰問題の解決の糸口となるのではないだろうか。このように、

衛生用紙は、消費者に身近なものであるという点から、リサイクルに対する意識というものを啓発

させる有効なものであるため、早急に手を着けるべき課題といえよう。 

 

 

 衛生用紙は、古紙の余剰在庫を減らすという数的貢献度は低いが、われわれの生活に も身近で

あることなどから、消費者の意識を改革し、リサイクルへの意識を啓発する精神的貢献度が非常に

高いと考えられる。この効果を増幅させるためにも消費者や小売りだけでなくメーカーの企業努力

も必要であると考えられ、D 社の存在価値は大きいものに思われる。しかし、この事態を打開する

には、長い期間を必要としすぎる。そこで、裾物を衛生用紙の原料として、使用することが も近

道であるように考えられる。一部ではそれが可能になりすでに試行されているが、まだまだ一般化

するには費用及びに時間を要するようである。D 社のようなリサイクルに熱心なメーカーの動向に

期待を寄せたい。 
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2-3  古紙問題と情報用紙 
奥山陽史 

 

 製紙メーカーが製造する紙の種類には、大きく分類すると 5 種類に分類できる。新聞用紙・包装

用紙・衛生用紙・板紙そして情報用紙である。これらの様々な紙は、一カ所の工場で全ての種類を

生産しているわけではなく、各製紙メーカーによって生産品目は決められている。私たちは、施設

規模の大きいところ、生産品目が我々消費者に比較的身近なものを扱うメーカーに対して、聞き取

り、あるいは実際に工場を訪問して紙の生産過程、特に古紙から再生紙へと生まれ変わる過程を調

査した。それと同時に、各製紙メーカーの古紙リサイクルに対する姿勢や、製紙メーカーが考える

古紙余剰問題、そして古紙リサイクルの今後の展望についても話を聞くことができた。 

ここでは、数多くある生産品目の中でも、生産量の面から見て大きな割合を占めている情報用紙

に焦点を当て、情報用紙と古紙リサイクルの関係、そしてその問題点について考えてみたいと思う。 

 

2-3-1  情報用紙とは 

 

情報用紙と一口に言っても、具体的にはどのようなものを指すのだろうか。まずこのことを明確

にする必要があるだろう。情報用紙とは一般に、事務用紙・コピー用紙・コンピューター図面用紙・

伝票などの総称として用いられている。また、この情報用紙は上質紙とも呼ばれ、非常に品質が高

く、生活の様々な場面で大量に使用されている。 

製紙メーカーが生産する情報用紙には、パルプ 100％の製品、古紙を混入した再生紙、そして製

品化された情報用紙が外国から輸入もされている。情報用紙は、何よりもその品質の高さを求めら

れるために、生産量の割合から比較してみると、パルプ 100％の製品がほとんどを占めている。古

紙を混入した再生紙の生産量も伸びては来ているが、まだその割合は低いものである。 

 

2-3-2  リサイクルと情報用紙 

 

 次に、古紙リサイクルという視点から情報用紙を考えてみたい。 

 現在の古紙リサイクルにおける大きな問題点の一つに、古紙の余剰が挙げられる。しかし、古紙

の需給バランスが崩れたことに起因する古紙余剰問題は、すべての古紙の余剰が問題となっている

わけではない。古紙の中でも、情報用紙などの上質系古紙については古紙の発生源が限られ、回収

量が安定しているのに加え、衛生用紙向けなどには安定した需要があるため、ほとんど需給バラン

スは崩れていない。このような生産量も多く、古紙として回収されたときに利用価値が高いと言わ

れている情報用紙にも、古紙として回収する際にいくつかの壁が待ち受けている。 

その一つ目に、オフィスなどでは様々な種類の紙が使われたあとに古紙となるため、分別の不徹

底なものは再生したときに雑誌になってしまうこと、二つ目に、オフィスから出される古紙は、シ

ュレッダーなどによって細かく裁断されてしまうことも多く、パルプの繊維が細かく、短くなって

しまったものは高品質の再生紙にすることが難しい、といったことが挙げられる。これら 2 点の問
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題に関しては、情報用紙の大口ユーザーであり、同時に上質古紙の発生源でもある企業・団体など

の組織が本気で古紙リサイクルに理解・協力を示す必要がある。またこの部分をクリア出来ない限

り、上質古紙の利用拡大は遅々として進まないであろう。 

この「古紙利用の拡大」という点においては、ユーザーの指向によるところも大きい。これは情

報用紙に限らず、他の生産品目についてもあてはまることだが、まだまだユーザーは「見た目重視」

の傾向が強く、再生紙を利用することが古紙リサイクルの活性化につながる、ということの理解・

認識が足りない場合が多い。高品質が求められる情報用紙であるが、各製紙メーカーの技術革新に

よって、再生紙でありながらパルプ 100％の製品と比較しても、ほとんど遜色のない製品を作るこ

とが可能になってきている。確かに、古紙を利用した情報用紙を生産する場合は、コストの面では

パルプ 100％製品を生産する場合に比べると割高になってしまうが、それはユーザーの消費量が少

ないこととも深く関係している。 

 情報用紙の古紙利用が伸び悩んでいるのは、コストが安く、外見的にも美しいパルプ 100％製品

へ依存してしまうメーカーと、外見にとらわれ、再生紙と聞くと品質に不安を持ってしまうユーザ

ーとの、負の歩み寄りの結果だといえる。しかし、これからの古紙利用率の向上を図っていく上で、

生産量、消費量が非常に大きく、また品質も高い情報用紙古紙の利用拡大を図ることは不可欠のこ

とである。そのために製紙メーカー行わなければならないことがいくつか考えられる。 

 

◆ 企業・団体などの大口ユーザーに対し、必要以上の品質（強度・白色度など）を要求しない

で、用途に応じて紙を使い分けるように提案すると共に、積極的な再生紙の使用をアピール

することに努める。 

◆ 大口ユーザーなどが安心して再生紙を使用できるように、再生紙の量的安定供給につとめる

と共に、品質の向上、コスト削減を達成するべく、引き続き古紙利用技術の研究・開発に努

める。 

 

以上の 2 点が、製紙メーカーが、再生紙利用を拡大していく上での課題である。一方で再生紙を

使用するユーザーにも、大きな課題が残されている。古紙リサイクルを考えていく上で、ユーザー

の持つ重要性は非常に高い。なぜなら、ユーザーの意識変化一つで古紙リサイクルの展開が大きく

変わってしまう可能性があるからである。いくつかの製紙メーカーに対して行ったインタビューの

なかで、担当者の方の古紙リサイクルに関する意見は、ほぼ同じ内容のものであった。それは「ユ

ーザーの意識にかかっている」ということである。ここでは情報用紙に主眼をおいているが、情報

用紙に限らず、ユーザーに身近な製品であるほど古紙利用率は低くなる傾向にある、という担当者

の話もあった。ユーザーの古紙リサイクルに対する認識不足、理解不足を示すには十分な証言だが、

逆を言えば、ユーザーに身近な製品の古紙利用率を高めていくことが出来れば、古紙リサイクルは

うまく軌道に乗ることが出来るのではないだろうか。 

 

2-3-3  リサイクルへの姿勢と責任意識 
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 授業で古紙リサイクル問題について取り上げるまで、古紙リサイクルの存在など、ほとんど意識

したことはなかった。しかし、地球保護や環境保全が叫ばれている今、個人レベルで参加できるリ

サイクル運動として確立している古紙リサイクルの有効性は明らかである。ただ気になることもあ

った。それは、インタビューを行った各メーカーには、古紙リサイクルに対する姿勢に大きなばら

つきが見られたことである。規模の大きなメーカーほど、古紙リサイクルに対してあまり前向きで

はない印象を受けた。確かに、企業である以上は売れない製品ばかりを作り続けるわけにはいかな

いだろうし、メーカーのイメージを傷つけるようなリスクは負いたくない、という理由もあるだろ

う。しかし、大規模なメーカーだからこそある程度のリスクを負っても、率先して古紙混入率を引

き上げるような姿勢を見せるべきだと思う。分野こそ違うが、自動車生産のトップメーカーである

トヨタが、地球環境に優しいと言われるハイブリッドカーを、世界に先駆けて販売を開始している。

トヨタは新しい領域へ踏み出すことのリスクや、赤字を覚悟で販売を開始したはずである。分野こ

そ違っても、自動車メーカー、製紙メーカーが目指すべき方向は同じであると思う。その責任意識、

目的意識を欠いた製紙メーカーには閉口することもあった。それとは逆に、規模こそ小さいが、古

紙リサイクルに対する熱い意気込みを感じさせるメーカーもあった。このような違いを目の当たり

にすると、「リサイクル」という言葉がうまく利用されているのではないか、と感じてしまう。「こ

こではリサイクル製品を作っています」というために、体裁だけのアピールをしているようにも映

った。 

 

 

■ 参考資料 

・ 王子製紙、日本製紙、ＨＯＸＹ、道栄紙業、各パンフレット 

・ 通産省生活産業局 1997 『「古紙リサイクル促進のための行動計画」の策定について』 
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3  ユーザー・消費者と古紙問題 

 

 

 
3-1  再生紙に対する個人消費者の意識 

 

森健太郎 

 

 古紙リサイクル余剰問題には様々な分野が関連しており、一つの分野だけをみてもその解決は困

難なものである。しかし、古紙を再利用するシステムが確立されることはこの問題を解決する一つ

の方法とはなることであろう。その古紙再利用の主体となるのは大きく分けて個人消費者と大口消

費者の二者である。個人消費者の意識は多様であり、その実態は不明な点が多い。しかし、問題解

決のためにはこの個人消費者の働きかけは必要不可欠のものとなるであろう。この時に関心の対象

となるのは「なぜ消費者は再生紙製品を使わないのか」ということである。今回はその疑問点を探

るため、個人消費者に対する意識調査を 1997 年 12 月に実施した。そこでこの節では、その結果に

ついて報告するとともに、個人消費者の再生紙に対する意識にはいったい何が影響しているのかを

考察してみたい。 

 
3-1-1  個人消費者に対する意識調査の意義 

 

  この意識調査ではトイレットペーパーを具体例としてあげ、再生紙製品と純パルプ製品に対する

イメージ等を消費者に対してアンケート調査した。トイレットペーパーをその題材に選んだ理由は、

個人消費者にとって も身近な再生紙製品はトイレットペーパーであると考えたからである。本調

査の前に学生に対して事前調査を実施し、再生紙一般についてアンケートを行ったが、その際学生

によってあげられた再生紙製品のほとんどがトイレットペーパーであった。そこで本調査では、個

人消費者にとって も身近で馴染みのある再生紙製品はトイレットペーパーであると判断し、調査

した。 

 古紙余剰問題が存在しているのは、新聞、雑誌、ダンボールに代表される裾物三品であり、トイ

レットペーパーなどの衛生用紙に代表される上物古紙に余剰問題は発生しておらず、トイレットペ

ーパーを題材にしたこの調査は問題の本質ではないという批判もあるだろう。しかし、裾物三品に

よる再生紙は、消費者にとってそれほど馴染み深いものとはいえず、また選ぶことの難しいもので

ある。したがって、トイレットペーパーという消費者にとって身近で必需品である商品をとりあげ、

そこから古紙リサイクル商品一般について考えてみることは意味があることだと考える。さらに、

上物古紙において余剰問題は発生していないが、問題が発生していないからといって現状のままで

いいということはなく、上物古紙の中でのリサイクル問題についても考えてみることは重要なこと

であろう。 
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  以上のような理由により、本調査ではトイレットペーパーから見えてくる個人消費者の再生紙製

品に対する意識および実態を調査することとなった。次にその調査内容について報告する。 

 
3-1-2  個人消費者に対する意識調査 

 
3-1-2-1  調査概要 

 

  今回の調査では「なぜ消費者は再生紙製品を買わないのか」ということを解明することが主目的

であるため、サンプリングを行なった量的調査ではなく、質的に有意義な回答を得るために面接を

行ない、その理由について調査した。また、択一的な質問形式を取った場合、誘導的に答えを導き

出してしまう可能性があるため、できる限り自由回答形式をとることにした。以下、本調査の対象

および質問事項を列挙する。 

■調査対象者 

北海道文学部基礎クラス  2 年 1･2 組 （記述回収） 69 名 

札幌市民生協 幌北店･北 33 条店 （街頭面接） 26 名 

札幌駅および地下街 （街頭面接） 26 名 

知人 （面接） 8 名 

■質問内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上の質問項目をなるべく男性と女性を均等にかつ全年齢層に実施したが、調査地点の関係上、主

婦と学生が多くなった。このことを考慮したうえで、以下の調査結果について考察する。 

 
3-1-2-2  調査結果と考察 

 

１．古紙リサイクル問題で何か知っていることはありますか。 

  この質問に関しては街頭インタビュー・学生に対する記述回答いずれにおいても、ほとんど答

再生紙製品に関する意識調査 

性別      男  女         年齢    10  20  30  40  50  60  70  80 

 

１． 古紙リサイクル問題で何か知っていることはありますか。 

トイレットペーパーについてお聞きします。 

２． 再生紙利用のトイレットペーパーにどのようなイメージをお持ちですか。 

３． トイレットペーパーを購入する際にあなたは純パルプ製品を購入しますか、それとも再生紙製品を

購入しますか。下記から一つお選びください。 

① いつも純パルプ製品  ② 時々純パルプ製品  ③ 時々再生紙製品   

④ いつも再生紙製品    ⑤ 意識していない 

４． また、その理由はなぜですか。下記にお書きください。 
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えらしい答えはかえってこなかった。このことは消費者が古紙リサイクル問題に対して関心がない

ことを示しているのではなく、あまりに漠然とした質問内容にとまどってしまったためであろうと

考えられ、反省すべき質問であった。しかし、一般的にいって消費者のリサイクル問題に対する問

題意識はそれほど明確なものではないようである。 

 

２．再生紙利用のトイレットペーパーにどのようなイメージをお持ちですか。 

  この質問に対しては実に様々な回答がよせられた。よせられた回答の中にはそれぞれ対極にあ

るイメージも多かったが、それほどに再生紙製品に対する評価は定まっていないということであろ

う。ここでは、全体を【よい】、【ふつう】、【わるい】の三つのイメージに大きく分けてみる。 

 

【よい】                    【ふつう】                     【わるい】 

安い 

地球に優しい 

再生するのはよい 

いやな感じはしない 

牛乳パックの再利用 

よいことだ 

地球のために利用すべき 

ヴァージンパルプと変わら

ない 

 

別に何も感じない 

考えたこともない 

こだわりはない 

イメージを意識した企業戦略を

感じる 

ブランド的響きを持っている 

高い 

コスト高い 

品質が悪い 

原料にいろいろな紙を使ってい

るので不潔 

かさついた感じ 

処理剤とかが入ってそうで恐い

いたい 

ちょっとかたい 

ざらざら使いたくない 

真っ白じゃない 

茶色い 

煮沸消毒すべき 

 

  このように再生紙利用のトイレットペーパーに対する評価は定まっていない。消費者の 大の関

心事と思われる価格にしても「安い」というイメージがあるのに対して一方では「高い」というイ

メージが存在する。【よい】イメージで も強かったのは「地球にやさしい」に代表される環境重

視のイメージであった。対して【わるい】イメージで根強かったのが「品質の悪さ」「不潔感」と

いったものである。面接中に感じたことであるが、この質問に答えるときの消費者の反応は真に迫

っているといってよいのか、本当に心の底からそのように思っているという感じであった。消費者

にいったん染み付いたイメージはなかなか払拭されにくいものなのであろう。 

 

３．トイレットペーパーを購入する際にあなたは純パルプ製品を購入しますか、それとも再生紙製

品を購入しますか。下記から一つお選びください。 

① いつも純パルプ製品  ② 時々純パルプ製品  ③ 時々再生紙製品   

       ④ いつも再生紙製品    ⑤ 意識していない 
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     ①18％（主婦に多く、学生は少ない）②５％ ③８％ ④15％（学生に多い） ⑤54％ 

 

４．また、その理由はなぜですか。下記にお書きください。 

「いつも純パルプ製品」 

品質が優れている／なんとなく／体に触れるものだから／汚いものは使いたくない／値段

は関係ない あるメーカーの製品に使い慣れている／いつも使っている／悪いものよりよい

ものを使うのは当然／汚い紙の再利用はいやだ／ブランド名／お年寄りには柔らかいもの

を使わせたい／客商売をやっているのでお客様には良いトイレットペーパーを使わざるを

得ない／二枚重ねだしソフト 

「時々純パルプ製品」 

環境のことを考えて再生紙を使うこともある／なんとなく清潔／どちらも品質は変わらな

い／再生紙を買うときは安さを求める／使いなれているメーカー／純パルプ製品のほうが

安いのに更に安売りするときがあるから  

「時々再生紙製品」 

安い／純パルプ製品はよく目につく／再生紙製品は割高だから／気が向いたら買う  

「いつも再生紙製品」 

新聞を出すばかりではなく使ってリサイクルの輪をまわさなければならないから／安い／

環境によい／ 地球にやさしい／コアノンで長く使える／特に考えずに選んでいる／自己満

足／良いことした気になる 消耗品に純パルプはもったいない／ざらざらなところが好き  

「意識していない」 

表示が分からない／安いほうを買う／いつもの銘柄を買う／コアノンのものをまず優先す

る／その時の値段の安いほうを買う／こだわらない／買いにいく場所によっておいてある

ものが違う／目に付いたものを買う／品質に問題がなければどうでもよい／めんどくさい

から／札幌フードセンターには 1 種類しかない／どちらでも変わらない／とにかく安いも

のを買う／セール品を買う／置き場所が買いやすいほう／表示が不明確／デザインがよい

方 

 

  全体的に「いつも純パルプ」製品を買うという消費者は主婦に多く、反対に「いつも再生紙製品」

を買うという消費者は学生に多いという結果になった。ここから、普段トイレットペーパーを購入

する主婦は品質ならびに価格に敏感であり、学生は品質よりも「地球環境」のイメージで購入する

ことが多いのではないかと推察される。しかし、 も注目すべきなのは、「意識していない」消費

者の数の多さである。 

  それでは、これらの「意識しない」で商品を選択している消費者はどのような基準で選択して

いるかと言うと、上にあげたように、商品の「安さ」「銘柄」「目に付いたもの」といった基準で

選択しているのである。消費者にとっての 大の関心事は純パルプ製品か再生紙製品かといった原

料の区別ではなく商品の買いやすさにあるといってよいであろう。 

  ところが、これらの消費者は「意識しない」で商品を選んでいると回答したが、ほとんどの消費
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者は、実際は「意識しない」で純パルプ製品を選択しているのである。小売店の消費者に与える影

響は次節で述べられているが、店舗のいわゆる一等地においてセール特価で販売されているのは純

パルプ製品であり、消費者はその商品を「自然に」「意識しない」で購入しているのである。 

  ここでいえることは、消費者はもちろん自らの判断で商品を選んでいるのであるが、実際は半ば

小売店側に商品を選ばされているということである。つまり、消費者は自主的に商品を選んでいる

ようであって、様々な条件（商品の位置、セール特価等）によって小売店に商品を選ばされている

のである。 

 

  消費者はなぜ再生紙製品を購入しないのか。この答えは以上の調査結果からもみえてくるように

単純に消費者だけの問題ではない。消費者が再生紙製品を購入するためには、環境教育などの徹底

した消費者教育が必要であるという意見もあり、もちろんそのことは 重要となるであろうが、お

そらくそれだけでは不充分であろう。消費者教育とともに小売店側の対応も非常に重要となってく

る。消費者の意識にのみ訴えるのではなく、小売店側との連携した取り組みが必要となってくるで

あろう。したがって、この問題の解決のためには個人消費者と密接な関係を持つ小売店、さらには

メーカーの対応も度外視できないものとなってくるのである。 

 そこで次節では、その小売店側の実態を把握するための調査を報告する。そして個人消費と古紙

リサイクルの問題についてまとめてみたい。 

 

（本調査に協力してくださった調査対象者の皆さんと、貴重なご意見をくださった社団法人札幌消

費者協会の三島恭子さんに感謝申し上げます。） 
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純パルプ 114㎜
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通常価格
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×２枚重ね30m
特売価格
再生紙 114㎜×
２枚重ね30m 通
常価格
再生紙 114㎜×
２枚重ね30m 特
売価格

 
3-2  再生トイレットペーパーの消費に及ぼす小売店の影響 

 

土屋洋輔 

 

今、日本国内で古紙の余剰問題が深刻化してきている。こういった余剰問題を引き起こす要因と

して古紙買い取り価格の下落があげられる。これは、古紙の需給バランスが崩れ供給過剰となった

ためである。そして、この問題は日本の古紙流通を根底から覆す可能性をはらんでいる。現在の危

機的状況を打破するためには古紙利用の促進、拡大が必要であり、それらを担うものとして個人消

費者と小売店の意識および動向であると考え、それらに注目し調査をすることにした。前節で個人

消費者についての調査結果について考察がなされているが、本節では個人消費者と密接な関係にあ

る小売店に対する調査および考察を行なうことにする。なお今回は、我々にとって も身近な再生

紙商品であるトイレットペーパーに関する調査を行なった。 

 
3-2-1  道内および市内各店舗におけるトイレットペーパーの実売価格 

 

今回、個人消費者に対して再生紙利用トイレットペーパー（以下再生トレペ）に関する意識調査

を行なった結果、再生トレペと純パルプ製トイレットペーパー（以下純トレペ）の価格差の認識に

ずれが見られた。そこで、実際の店頭小売価格の調査をすることにした。結果は、以下のとおりで

ある。 

 

図 8：道内におけるトイレットペーパー価格 

参考資料：（社）北海道消費者協会『ペットボトルと再生紙に関する調査』平成 9 年 3 月 
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 また、北区内の大型量販店等 6 店舗に対する実地調査を行なった結果も図 8、表 10 の数値とほ

ぼ同じものとなった。消費者の価格認識とは裏腹に、以上の調査結果から分かるようにどの店舗に

おいても再生トレペは純トレペに比べ安価で販売されている。 

 

表 10：道内のトレペ平均価格 

 

 

 
3-2-2  再生トレペの店頭における売り場占有率とディスプレイの仕方 

 

価格と並んで消費者の購買活動に大きな影響を与えるものとしてあげられるのが、店先における

ディスプレイの仕方であり、その占有面積つまり商品の目立ち具合である。こういった要素が与え

る消費者の購買欲に対する影響というのは思いのほか大きいものである。店に行く前から何（具体

的な商品）を買うのか決めていない消費者というは、店頭で目に付いたものを意識的、無意識的に

関わらず選択する場合が多い。こういった消費者が多ければ多いほどこれらの要素が与える影響は

おおきくなる。 

そこで、実際の店頭における再生トレペと純トレペの占有率とディスプレイの仕方に関する調査

をおこなった。ここで調査を行なったのは実売価格を調査したときと同様の区内 6 店舗である。そ

こで明らかになったのは予想に反して再生パルプの占有面積が多く、純トレペとほぼ 3：2（純ト

レペ：再生トレペ）の比率であった。そのディスプレイの仕方にしても一般の売り場においてはほ

ぼ同様に扱われていた。ＰＯＰ広告1などの注目を引くための手段も同様になされているか、むし

ろ環境問題についての意識を謳ったようなもので再生トレペの方がよりＰＯＰ広告等がなされて

いるような印象をうけた。全体的な印象としては、再生トレペと純トレペの扱いにそう差はないと

いうことである。 

しかし、その一方で特売コーナーなどの店全体で見た本当の一等地（入り口付近、レジ横など）

に再生トレペはほとんどなく、純トレペばかりであった。これは、再生トレペの特売自体が純トレ

ペの特売に比べ、その頻度が著しく少ないということに起因する。再生トレペの特売が少ない理由

として、再生トレペの納入価格が安定して低価格で更に安く入ってくることがまれであること、さ

らには再生トレペを製造しているメーカーは主に中小企業が多く一度に大量の数を用意できない

といったところが考えられる。また、特売時の純トレペの価格はだいたい原価割れとなっており、

                                                           
1 購買時点広告。商品の近くに置いて、買い物客にその商品を知らせ説得するポスター、ステッカ

ー、ディスプレイ、店内放送等のこと。（集英社『イミダス ’96』より抜粋） 
 

純パルプ 再生紙
114㎜×２枚重ね30m 114㎜×２枚重ね30m
通常価格 特売価格 通常価格 特売価格

平均価格（円） 540 442 467 334
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それ自体で利益を上げるというよりはチラシ広告などに載せることによって客を呼び、他の商品を

買わせる集客材となっている。こういった意味においても、再生トレペは純トレペに比べ集客力が

弱いので特売の頻度が少ない。 

以上で見てきたように、再生トレペと純トレペの通常売り場における扱いに差異はさほどみられ

なかった。しかし、特売コーナーにおける扱いにはかなりの格差があった。 

 
3-2-3  トイレットペーパーの回転率 

 

 今回の調査で具体的な数字を調べることはできなかったが、お店の人に話しを聞いていくなかで

感じたのは純トレペのほうが再生トレペよりもはるかに売れているらしいということだ。これは、

上でも触れたように純トレペのほうが再生トレペに比べ客に対する露出が多いためだと考えられ

る。普通の客はレジ横などに特売の純トレペが置いてあった場合、わざわざトイレットペーパー売

り場には行かないので両者の売り上げに格差が生じたのであろう。いまの、店舗レイアウトのまま

では特別に意識の高い客以外は再生トレペを買う機会がないであろう。しかし、店側も商売である

以上特売も重要な戦略であり、特売の役割を果たすのが困難な再生トレペを特売の主力にし、一等

地に置くことは現実的でないし、営利企業としてとり難い道であろう。 

  
3-2-4  小売店の現状と今後の展望 

 

 今回、小売店に対して様々な調査を行なって解ったことは、小売店の再生トレペに対する意識の

意外な高さと、つめの甘さである。まず意識の高さとしてあげられるのは、各店舗とも再生トレペ

を扱い売り場におけるディスプレイでもリサイクルを呼びかけたＰＯＰ広告が見られるなど、環境

問題に関心があるように感じさせた。しかし、その態度は何か表面的で、営業的な感じがするのも

事実であった。 

 つめの甘さとしてあげられるのが、再生トレペを確かに扱っている事は扱っているが実際によく

売れる一等地においてあるのは特売品である純トレペばかりであり、再生トレペは通常売り場ばか

りであった。これでは、実際に売れるのは純トレペばかりで再生トレペはあまり売れなくなり、小

売店側としてもますます再生トレペを扱いづらくなるといった悪循環に陥る結果となる。そして、

特売品として扱うのは純トレペばかりで再生トレペを特売するのはまれとなる。そうすると、必然

的に純トレペに比べ再生トレペの露出は少なくなり、その売り上げも露出度を反映したものとなる。

再生トレペを特売品として余り扱わないのは、今まで見てきたように再生トレペを製造しているメ

ーカーに中小企業が多く一度に大量の数を用意しにくいことや、再生トレペの集客力の弱さがその

要因として考えられる。これは、小売店だけの問題ではないが改善される必要があるだろう。 

 それでは、小売店ができる再生トレペひいてはリサイクル商品全般の利用の促進や拡大の手助け

としては何があるだろうか。自分なりに考えた方法をここに示す。様々な商品を扱う大型量販店、

スーパーマーケット、ドラッグストアなどでは、再生トレペだけを扱うことは不可能であろう。ま

た、メーカーが純トレペと再生トレペを作り、その両方のニーズがある以上、両方の商品を扱って
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いかなければならない。その中で現在、純トレペがメインとなっている特売であるが、これを再生

トレペも特売品として扱う機会を増やしていく。これを一気にやると消費者から拒否される可能性

があるので、消費者の環境教育とリンクさせながら徐々に推し進める必要があるだろう。つまり小

売店側ができることというのは、健全な企業経営ができる範囲の中でできる限り再生トレペおよび

リサイクル商品の露出を増やしていくことだけである。このことが消費者の購買活動に与える影響

は非常に大きいものであると予想され、また小売店としても比較的実現が容易な行動と思われる。 

 
3-2-5  個人消費者の意識と小売店の意識のまとめ 

 

 前節で見た個人消費者の意識と、小売店の意識というのは非常に密接な関係にあり、切っても切

れないものである。小売店に来る消費者の約七割は具体的な商品銘柄を決めておらず、小売店によ

って意識的、無意識的に選択させられている。消費者の消費活動を説明する際によく言われるのが

AIDA の法則2である。ここで小売店が果たす役割はディスプレイで注目、興味を集め、価格設定に

よって欲望させて活動を起こさせるという具合にかなり大きな比重を占める（図 9参照）。しかし、

今のところ再生トレペの品質は純トレペに比べ劣り、そのことを指摘して積極的に再生トレペを敬

遠する消費者が多数いることも確かである。そうすると小売店としても再生トレペを大々的に扱う

ことを敬遠するようになり、そうすると別段品質を意識しないような消費者の目にも再生トレペが

触れずらくなり、再生トレペの売り上げが落ち、ますます小売店が扱わなくなるといった悪循環に

陥る。こういった状況を打開するためには、メディア等を通じた徹底した啓蒙活動による両者の意

識の向上が必要となる。そうすると、消費者はたとえ露出が少なくても積極的に再生トレペを選択

するようになり、小売店もまた積極的に再生トレペを扱うようになり、再生トレペの利用は拡大さ

れるだろう。つまり、現在の古紙余剰問題や様々な環境問題を解決するために一番必要なのは地道

な環境教育の徹底といえるだろう。 

                                                           
2 人がものを買うのはその商品なりブランドに A（Attention 注目）、 I（Interest 興味）、 D（Desire
欲望）､してから A（Action 活動）という段階を追うこと（集英社『イミダス ’96』より抜粋）。 
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図 9 消費者の銘柄決定システム 
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3-3  紙の消費とリサイクルの現状 ～大口消費機関～ 

 

諸星菜緒・土橋彩子 
 

 私たちは、紙のリサイクルについて考える上で、消費者の意識を知ることが一つの鍵となると考

えた。そこで、消費者を個人消費者と、意識の高い消費者団体、会社や大学などの大口消費機関に

分類し、調査を行った。その中で、私たちは大口消費機関を担当した。 
 大口消費機関は、紙の消費量が非常に多く、その分リサイクル活動に対する影響力も大きいこと

から、その現状を知ることが、リサイクルの全体像を掴むのに不可欠と思われた。しかし、大口消

費機関と一口にいっても様々な機関があるため、ここでは、出版社、新聞社、大学、印刷業、一般

企業の 5 つの分野に分けて調査を進めることにした。 
 それぞれに着目した理由として、出版社ならびに新聞社は、紙の使用の中で相当数を占める雑誌

や新聞を扱っていること、大学は、紙を使用する人数の多さとコピー用紙を多量に使うこと、印刷

業は大学との関連で、大学において使用される冊子等の消費状況を知ること、一般企業は一つの企

業がどのくらい紙を使用するかということと、どのくらいリサイクルに関心があるのかということ

を知ることがあげられる。 
 調査に当たり、出版は北海道アルバイト情報社、新聞は朝日新聞北海道支社、大学は北海道大学、

印刷は、北大生協印刷事業部とアイワード株式会社、一般企業は NTT 北海道を対象とした。 

 
3-3-1  北海道アルバイト情報社の事例 

 

 聞き取り調査を行う出版社を選択する条件として、はっきりした調査結果を得るために、北海道

に本社をおく出版社であること、出版部数の多い会社であることをを考え、北海道アルバイト情報

社に聞き取り調査を行うことにした。聞き取り調査に協力いただいたのは、制作部長の板垣修氏で

ある。 
 北海道アルバイト情報社の発行雑誌は『アルバイト北海道』（札幌版、旭川版、帯広版）『クル

ー』であり、発行部数は公称で週に 10 万部となっている。会社内に編集部と印刷工場を合わせ持

つ形態である。 
 まず、紙の使用状況について見てみる。雑誌の古紙混入率は『アルバイト北海道』で 60％、『ク

ルー』で 0％である。また、この紙には、釧路市の王子製紙に特注した AH4 用紙という専用紙を

使用している。専用紙を使用する理由としては、発行部数が多いことによる、紙の使用量の多さが

あげられる。 
 再生紙と純パルプ紙を比較すると出版業では、純パルプ紙が多く使われる。その理由としては、

再生紙と純パルプ紙の原価を比較すると、再生紙の方が割高であることがあげられる。紙を製造す

る段階で、再生紙を作る方が一手間多くかかること、また、再生紙の需要が少ないために設備投資

が不可能であり、コストが下がらないこと、再生紙の原料となる古紙と、純パルプ紙の原料となる

チップとでは、チップの方が安くつくことなどがその原因である。 
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 リサイクル状況にふれてみる。雑誌の回収部数は発行部数の 0.1％程度であり非常に少ない。製

本する時の裁断段階でる紙屑は、この回収する雑誌を上回り、10 トントラックで週に 3 台分にも

達する。回収雑誌とこの紙屑が回収に回される。（図 10） 
 

構造
広告主

編集

印刷工場（週約１０万部）

配送業者

小売店

10トントラック3台分回収0.1％　100x部

　　　回収業者に委託 

　・糊付け雑誌・・のり部分は裁断が必要 

　・針金止め雑誌・O K  

　・色紙・・・・・だめ 

　かつては有料、今はただ 

　まとまっているのでO K

・裁断用紙多い

リサイクル

 
 図 10 
 

 このとき、再生が困難であるため、色紙を使用している雑誌や、雑誌の背の部分を糊付けしてあ

るものは、のりの部分を裁断しないと回収してもらえないなど、回収に当たっては様々な条件があ

る。 
 古紙回収を始めたのは、雑誌創刊の 26 年前からである。このころは、業者は回収に当たって北

海道アルバイト情報社に対して支払いをしていた。他の印刷業者は、この利潤で社員に対するボー

ナスを支払えたほどであった。現在では、無料で回収を行っているが、将来的には、古紙のだぶつ

き等の問題から有料で回収業者に回収を委託するようになると考えられる。また、現在においては、

古紙回収が一般化し、その回収率が上がるにつれて、古紙を使用し再生紙を製造する側でも、古紙

に対する選択権を得ることができるようになった。そのため、回収しても再生するのが面倒である

雑誌等はあまり引き取られなくなった。 
 全国的にリサイクル状況を見ると、地区ごとにばらつきがみられるため、全国求人誌協会で再生

紙の普及につとめている。 
 
3-3-2  朝日新聞社北海道支社 

 

 紙の大量消費状況を考える上で、新聞社の存在は欠かせない。全国の紙の消費中、新聞紙の占め
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る割合は 12％前後にもなり、年々その割合自体は減っているとはいえ、新聞という性格から量的

には常に安定した消費になるからである。そこで、私たちは出版社においてと同様、北海道に本社

がある方が全体的な現状を掴みやすいだろうと考え、北海道新聞社に調査を行うことを試みたが、

断られたため、調査に対して快諾を得られた朝日新聞北海道支社の資材部の方に協力していただく

という形になった。 
 朝日新聞北海道支社の発行部数は、全道で一日に約 18 万部であり、北海道新聞の 3 分の 1 に当

たる。ちなみに、朝日新聞の全国発行部数は日に 830 万部である。輪転室が支社内にあるのだが、

その輪転室を見学させていただいた際、大きなロール状の印刷紙がずらりと並んでいる光景が印象

的であった。ロール一本あたり 760 キロの印刷紙を日に 80 本使うということであり、単純に計算

するとその重量は日に 60 トン強である。 
 新聞紙の古紙混入率は大体 44～45％で、出版社の場合と違い、各社に専用紙があるわけではな

く、製紙会社からそれぞれの混入率の新聞用紙を卸してもらい、それを使用する。混入率について

は、本社で試験的に 80％のもので印刷したりしているそうだが、「実際に 80％まで混入率を上げ

てしまうと今度は古紙が足りなくなる」ということを話していた。つまり、混入率 80％の新聞用

紙は、実現が目的というよりは技術的にそこまでは混入可能であるということであろう。 
 産業古紙に関しては、一月当たりの総重量で示していただいた。新聞の産業古紙には、「やれ」

と呼ばれる刷損紙（印刷がだめなもの）、「黒くず」というインクで真っ黒にくしゃくしゃになっ

てしまうもの、「白くず」というインクがのらないものという 3 種類がある。それぞれが一ヶ月に

出る量は、「やれ」が約 10 トン、「黒くず」が約 1 トン、「白くず」が約 2 トンの計 13 トンとの

ことである。これらは古紙業者に買い取ってもらい、王子製紙にて新聞紙にリサイクルされる。こ

れは全体を通して強調されていたことであるが、「新聞紙は新聞紙にリサイクルされていく」そう

であり、何度もリサイクルしてもそれほど質は落ちないという。産業古紙もそうだが、古新聞紙に

関しても回収率は約 80％と非常に高く、古紙の使用やリサイクルシステムの歴史も古いため、他

に比べて比較的リサイクル状況は良好のように思える。回収面でも、回収袋をサービスとして大体

一ヶ月に一枚折り込んでおり、回収率の向上に努めている。 
 リサイクル状況が良好であるとはいえ、今後も現状のままでいいというわけではない。特に古紙

の混入率に関してはまだ改善の余地があると言えよう。先に述べたように新聞用紙の古紙混入率自

体は技術的には 80％まで上げることが可能であり、実際的には 60％までは導入可能であるという

データが製紙会社の方から提示されている。また、60％まで上げなくても 2～3％のアップで現在

の余剰古紙問題の解決に相当貢献できるという。古紙混入率を上げた新聞用紙の使用は、技術的に

はすぐにでも取り入れることが出来るわけであり、コスト的に割高であるという問題の改善が必須

である。さらに回収面に関しても、古紙回収業者の分別コストを減らすための努力として、広告紙

と新聞紙を分けて回収するように回収袋を工夫する等のことが考えられよう。社内におけるリサイ

クルに関しては、再生紙のコピー用紙の使用と、また使用済みの上質紙、新聞紙、雑誌をそれぞれ

分別回収しているそうであるが、これをさらに全国的に徹底させていき、後で NTT について述べ

るようなペーパーレス運動のようなことも必要になってくるであろう。 
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3-3-3  北海道大学 

 

 大学の対象として北海道大学を選択した。それは、私たちにもっとも身近な大口消費機関である

こと、担当教官の話では、一人の教官が年間に使うコピー用紙は万の単位にもなるということ、加

えて、大学の規模が大きいことから大量の紙が使われると推測されることが、北海道大学を選択し

た理由としてあげられる。 
 まず、大学全体の紙の使用状況およびに、紙のリサイクル状況を聞き取りに、大学事務局を訪ね

てみたが、事務局では大学全体の紙の管理を行っていないため、各学部・研究所のそれぞれにアン

ケートを送付し、それを集計した方がいいという提言をうけた。そのため、次のような内容のアン

ケートを作成し大学内の学部及び大学に付属する研究所、32 カ所にアンケートを送付し 20 カ所か

ら回答を得た。 

 

アンケート内容 
1. 平成 7 年度、8 年度にどのくらい上質コピー用紙（プリンター用紙等も含む）を購入

しましたか。箱単位でお答えください。その際、1 箱の枚数もご記入ください。 
2. 再生紙を使用していますか。下記のいずれかに○をつけてください。 
3.  2 で Yes と答えた場合 
  I   平成 7 年度、8 年度の再生紙、更紙の購入状況を 1 と同様にお答え下さい。 
    II  なぜ再生紙を使っていますか。 
    III 再生紙の紙の質についてどう思いますか。 
4. 再生紙を使用していない理由は何ですか。また、今後再生紙を使用する予定はありま

すか。 
5. リサイクルに関しておたずねします。 
   使用済みの古紙の回収はどうしていますか。 
  ・新聞紙→ 
  ・シュレッダー屑→ 
  ・雑誌→ 
  ・使用済みのコピー用紙→ 
  ・その他（封筒、余った冊子など）→ 
6. 回収業者に売っている場合、その代金はいくらぐらいになりますか。 
  ・その代金は何に使っていますか。 
7. コピー用紙以外の紙に使用について、おたずねします。 

冊子等の印刷用紙の、コピー用紙に対する使用量の割合はどのくらいですか。

大体で結構ですのでお答え下さい。 
8. 差し支えなければ、冊子の印刷を外注している業者名をお教え下さい。（○○印刷会

社など） 
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配付先一覧（○＝回答あり △学部不明・推測）  
 付属図書館        理学部        △   低温科学研究所   ○ 
 経済学部      ○  触媒化学研究センター ○   免疫科学研究所   ○ 
 法学部       ○  工学部        ○   医学部       ○ 
 農学部       ○  付属図書館北分館       付属病院      ○ 
  付属演習林    ○  言語文化部          医療技術短期大学部 ○ 
  付属農場     ○  獣医学部       ○   歯学部       △ 
 文学部       ○  乳・肉加工場         薬学部 
 教育学部      △  畜産第２部          電子科学研究所   ○ 
 大型計算機センター ○  地球環境科学研究科      学務部学生課    ○ 
 総務部総務課       総務人事課          経理部経理課 
 施設部          高等教育開発研究部 

 
 その結果についての考察を行いたい。アンケートの 1 の項目を集計すると、重量で表すと平成 7

年で 137.59 トン、平成 8 年で 130.01 トンという結果が得られた。これに関しては後に述べる NTT

の使用量に比べるとかなり少ないように感じるが、今回の調査対象がコピー用紙に限定されること

を考えると、無視できる数字ではない。また、2 の項目によると再生紙の利用率はゼロ、と私たち

の期待を裏切るものとなっている。この理由は、コピー用紙の購入が大学全体による購入先の入札

によって業者が限定されること、さらに紙も指定されることによる。しかし、そのため、大学側の

方針として再生紙を使用することになれば、一斉の方向転換が可能である。アンケートの中でも、

「大学側が再生紙の使用に踏み切るのなら全く異存はない」という意見もみられた。 
 アンケート項目の 5 に関して、大学による古紙回収をみると、ほとんどの学部・研究所で分別・

回収が行われておりそれを回収業者へ売却し利益を国庫収入としていることがわかった。 

 アンケート 7 の項目のコピー用紙と印刷用紙の割合については、印刷用紙の方が割合として多い

との回答は 2 であり、コピー用紙の方が多いとの回答は 7、全てがコピー用紙であるとの回答が 5、

無回答が 6 という結果であった。この結果から、印刷用紙の使用の割合は低いものの印刷業に委託

する冊子等の現状をつかむため、委託業者名として多く名の上がった北大印刷と、株式会社アイワ

ードに聞き取り調査を行うことにした。 
  
3-3-4  印刷会社（1）北大生協印刷事業部の現況 

  

 北大生協印刷事業部に関しては、店長の柳田章氏に聞き取り調査を行った。北大生協印刷事業部

は北海道大学の印刷物請負先の一つである。北海道大学の印刷物全体に占める割合は正確にはわか

らないものの、推測で 1 割弱と考えられる。 
 北大生協印刷事業部の業務内容は印刷一般と北大生協所有による学内のコピー機の管理などで

ある。学内に設置されている生協管理下のコピー機のコピー用紙使用量は、1996 年度では、751
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万 9000 円である。これを枚数に換算してみると、カラーコピー代も含まれているためそれを考慮

して推測した結果、約 578 万 4000 枚となる。 
 このコピー機に関しては、コピー用紙の購入は北大とは別だが再生紙は使用していない。その理

由としては、再生コピー用紙が紙詰まりを引き起こす要因となることと、コストが割高であること

をあげている。ただし、現在コストの値下げを業者に働きかけており、また、生協の職員用のコピ

ー機においては、再生紙を使用し、両面印刷も奨励しているなど再生紙の使用に関して、前向きに

取り組んでいるという。 
 リサイクルに関しては、コピー時にでる無駄紙の回収は、学内の清掃業者に委託しているため、

その実状を把握することができなかった。 
 印刷業の面では、再生紙の使用に関しては、依頼先の要望を尊重しており、コストの関係から積

極的に勧めてはいない。印刷紙の使用量は北海道大学に委託される分では 1996 年度で 29,703kg で

あり、金額に換算すると 551 万 6228 円である。 
 印刷業で生じる産業古紙は裁断によりでる冊子のみみ部分と刷損紙などで、現在は業者に無料で

回収してもらっているが将来は有料で引き取ってもらうことになると思われる。 
  
3-3-5  印刷会社（2）株式会社アイワード 

 

 （株）アイワードに関しては、担当者多忙のため聞き取り調査が困難であり、調査項目に対して

業務部の押切氏に、FAX での質問・回答をもらった。 
 

質問内容 
 

 I 北海道大学に委託されている印刷物の状況について。 
1.年間に、紙の量にするとどのくらいの量の印刷物になるのか。 

（表紙等は含まなくても、中に使われる普通紙のみで結構です。枚数、あるいは

キロ数で出していただければ有り難いですが、価格と、ある価格あたりのキロ数

の目安を出していただければ十分です。） 
2.北海道大学が委託する印刷業者の中で、どの程度のシェアを持つのか。 
3.再生紙の使用は勧めるのか。 
4.大学側が、「再生紙を使って」と指定してくることはあるのか。 

 II 御社内における紙の使用状況及び印刷業一般について 
1.紙のリサイクルということに関して、何らかの対策をしているか。 

（例・再生紙のコピー用紙を使用する、雑誌や新聞等を分別回収している、な

ど） 
2.印刷段階で出る冊子の裁断部等は、月にどの程度の量が出るのか。また、それは回収し

ているのか。 
3.委託される印刷物中、再生紙の使用率はどのくらいか。 
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 以下に結果を記すが、この回答はあくまで推測の値であり、正確な値ではない。 
 I-1.では、年間受注額 8,000 万円のうち、紙代が約 15％で、金額に直すと 1,200 万円となる。ま

た、枚数に換算すると 85 万 8 千枚になる。2.は約 3 割という回答で、北大生協事業部の紙代 551

万 6,228 円と比較するとシェアの面でも計算が合う。 3.に関しては、特に薦めておらず、北大生協

印刷事業部と同じ傾向がみられる。また、4.に対する回答も「特になし」で、大学側の意識も低い

ことが伺われる。 
 社内の紙使用状況に関しては、II-1.の回答では、古紙と普通のゴミを分別している。また、産業

古紙の面では、 
   冊子    約 10,290 キロ 
   色上質紙  約 6,230 キロ 
   段ボール  約 400 キロ 
とのことである。3.の回答は約 20％となり、再生紙の使用率が意外に高いことがうかがわれ、北海

道大学が再生紙をほとんど使用してないことからも、大学側の意識の低さを更に決定づけている。 
 
3-3-6  一般企業――NTT の例 

 

 新聞社や出版社といった、紙の消費が仕事に直結している企業の他に、普通の会社がどの程度紙

を消費し、紙のリサイクルに関心を持っているのかということを調査するために、NTT 北海道支

社を対象に選んだ。その理由の一つとして、NTT の場合普通の業務の他に電話帳という膨大な量

の紙の消費を抱えていることがある。そして実際には、この電話帳の存在が予想以上に大きく、企

業としてはやや特殊な例であったことは初めにことわっておく。調査に協力していただいたのは

NTT 北海道支社地域社会活動推進室次長・鈴木暁美氏である。 
 まず、NTT 全体の年間紙使用量であるが、これは NTT が出している「地球共生テレコミュニケ

ーション NTT」というパンフレットから数字を得ることが出来た。これによると、NTT の年間紙

使用量は約 16 万トンであり、全国総使用量の 0.5％にも当たる量である。一企業が消費する量とし

ては想像を絶する量であるといえよう。このうち電話帳が約 15 万トンとそのほとんどを占めてい

る。また、料金の請求書・事前案内書及び請求書用封筒などで約 1 万トンになり、電報は約 1000

トンである。これらのことをふまえると、こういった業務以外の社内での事務用紙使用量はおよそ

数 10 トン～数 100 トンであると推定される。NTT と同規模の普通の一般企業ならば、使用量はこ

の程度になるのであろう。 
 各用紙の古紙混入率は、電話帳で 48％（1996 年度）、請求書用封筒は 40％、事前案内書は 50％。

また電報については出力用紙に混入率 70％のものを使用しており、今後は実際に送付される電報

自体についても再生紙の導入を推進していくそうである。 
 こういった再生紙の積極的な導入の他に，NTT では全社をあげて社内ペーパーレスに取り組ん

でいる。これは，社内での事務用紙の使用量自体を減らしていこうというもので，具体的には使用

済みの紙の裏面活用，資料のワンペーパー化，プロジェクターの活用による会議でのペーパーレス
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化，電子メールによる社内連絡などが実施されている。また，社内において使用される事務用紙は

全道でほぼ 100％再生紙を使用しているとのことである。 

 回収面では，電話帳の回収率は 40％強であり，新聞に比べてかなり低いような印象を受けるが，

配達用の袋に配達回収要望受付フリーダイヤル番号を入れるなどして、回収率の向上に努め、目標

としては 45％まであげたいという話であった。回収は業者に委託しており、回収された電話帳は

段ボールの中芯，料金請求書，トイレットペーパー等にリサイクルされている。社内で出る事務用

紙等に関しても、「使い終わった紙は再生へ」というスローガンのもとで，OA 用紙・新聞紙・雑

誌を分別し，回収に努めている。例えば，NTT 大通り 14 丁目ビル（関連会社を含めた社員数約 1300

人）では、社内分別回収によって，平成７年度には 69 トンの古紙を回収できたそうである。 

 これらの活動をみてみると、NTT の場合、他企業に比べてリサイクル意識が非常に高いのでは

ないかと思われる。そのことは、前述したパンフレット内で紹介されている、地球環境保護推進委

員会の設置や「NTT 地球環境憲章」の制定という点にも見てとれる。その憲章の中には、「企業

としても、その事業活動が地球環境に密接に関わり合っていることを再認識し」という一節もあり、

環境に対する企業責任の認識は非常に高い。環境対策は紙だけでなく温暖化や廃棄物リサイクルに

も及び、幅広いが、やはりその大元は電話帳という膨大な量の紙消費に対しての対策ではなかった

だろうか。やはり、「全国総使用量の 0.5％を占める」という事実は消費者側としても無視できな

いものであり、企業イメージの向上のためにも対策は不可欠であろう。電話帳をはじめとする大量

消費の用途の紙に関しては、これまで以上に古紙の混入率をあげていき、純パルプの使用量を 2000

年以降も 1990 年のレベルで安定させることを目標として掲げている。 
 今後、パソコンの普及や技術の推進により、電話帳がフロッピーディスクになるといった可能性

もあるだろうが、当面はこのままの状態で行くことと思われる。古紙混入率の増加や社内ペーパー

レスなどもこのまま進めていくことが、今後へもつながっていくだろう。NTT が示唆するのは、

企業全体としての取り組みが非常に有効であるということである。企業というのは、一般の個人消

費者に比べて紙の消費量が非常に多い。それだからこそ、古紙の分別回収といったリサイクル活動

や、再生紙の使用、さらに紙の使用量の抑制に大きく貢献できる可能性を秘めているのである。

NTT のような企業努力が、今後より多くの企業に取り入れられるためには、個人消費者からの働

きかけも不可欠であると考えられる。消費者の持つ「企業イメージ」が企業への大きな圧力となる

からである。ただし企業側としても、企業イメージのためだけでなく、もともと企業が持つ企業責

任を十分認識することは早急に求められると言えよう。 
 
3-3-7  まとめ 

 

 以上が大口消費機関に対する調査結果である。これをふまえて、大口消費機関という視点から紙

の消費とリサイクルについて考えていきたい。この大口消費機関の中でも、大学と他の一般企業や

出版、新聞、印刷との意識が異なることから大きくこの 2 つに分けて考える必要がある。 
 大学に関しては、少なくとも北海道大学においては、大学の意識が全体として低いことがわかる。

しかし、先にも述べたように大学は紙の購入が一括であることから、一斉に再生紙使用へと転換で
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きる可能性が大きいことは注目に値する。そのため、大学の再生紙使用を学生からの呼びかけによ

って働きかけてゆくべきである。 
 他の企業では全体的に非常に意識が高く、古紙に関する知識も豊富であった。その理由は、紙を

専門に取り扱う企業が今回の調査で多数を占めたことと、企業に対する世間のイメージが非常に重

要であることから、リサイクルに熱心に取り組んでいることがあげられる。しかし、紙リサイクル

に力を注いでいるとはいえ、もともとの紙の使用量が膨大であることから、よりいっそうの紙使用

の抑制は必要であると考えられる。 
 再生紙の使用に関しては、再生紙の品質の低さが使用を妨げていると予想していたが、実際は、

商業紙に関する再生紙の使用は、品質よりも価格に左右されていることが分かった。つまり、再生

紙の価格の低下が使用を促すことになると言える。 
 また、消費の面では上質の紙の使用が主であり、しかも使用量が多いことから古紙回収業者にと

っても、有力な大口顧客であると考えられる。 
 以上から、大学、一般の企業ともに再生紙の使用・古紙の回収において、有力な再生紙市場であ

ると思われる。そのためには、おもな使用紙であるコピー用紙に関してよりいっそうの品質改良と、

また紙だけではなくコピー機などの OA 機器においても技術開発が望まれる。さらに、上物古紙以

外も再生コピー用紙に混入できる技術は進んでいるが、割高であるためコストの低下促進は不可欠

である。 
 また、企業において、再生紙を使用するに当たり予想以上にイメージの重視の傾向がみられたこ

とから一般消費者の意識の高まりが企業への圧力となり、よりいっそうの再生紙使用やリサイクル

全般を促進させると思われる（図 11参照）。 
 一般消費者は現在のところ、リサイクルに関する情報量に乏しい。一般消費者の意識が上がらな

いと、企業努力の促進が望めず、再生紙の大きな市場である企業の働きが失われることになる。ま

た、リサイクル商品や再生紙を製造する側の努力も滞り、製造コストの低下が望めず、質も向上し

ない。再生紙およびにリサイクル商品の消費を促進するために、一般消費者が情報を手に入れるこ

とが、リサイクルの歯車が円滑に回るための鍵となると思われる。 
 ここで、わたしたちの提案をあげておきたい。まず、もっとも消費者の意見を形成する上で影響

力が大きいと思われるメディアを通して、一般消費者がリサイクルに関しての重要な情報を手に入

れることである。たとえば、正しい分別方法や再生商品に関する製造から価格までを正確に知るこ

とがあげられる。正しい分別方法を身につけることで、回収業者の分別コストを大幅に下げること

ができるだろう。また、製造に関する正確な知識が分別や使用に関しての裏付けとなり、リサイク

ルが促進されることとなるだろう。 
 大口消費機関の調査を通して、企業側の意識と一般消費者の意識の差が思ったよりも大きいこと

を感じた。そのため、一般消費者への提言が有効であると考えた。 
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個人消費者の意識の高まり 企業イメージ

努力

再生紙の使用

リサイクル商品の増加消費の促進

質の向上・コストの低下

個人消費者と企業の関係

 
図 11 
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3-4  札幌市における集団回収の現状とその意識について 

 

後藤俊介 

 

 現在札幌市の集団回収は平成 3 年から始められた集団資源回収奨励金制度により飛躍的にその

回収量を増やしてきた。その増加比率は平成 3 年当初から平成 8 年の 5 年間で約 1.5 倍であり、札

幌市にある町内会の半分がこの奨励金制度に加盟しており、PTA、子供会などを含めたらほとんど

の地域が何らかの形でこの制度に協力していることになる。回収量も年々増加の傾向にあり、資源

回収に対する意識は一見非常に高いように見える。しかし 近騒がれている古紙相場の下落により

札幌市のリサイクルシステムは崩壊の危機にさらされている。ただ集めるだけではリサイクルが成

り立たなくなって来ているのである。ここで根本の解決策の一つとして、リサイクル商品の消費推

進が知識人や回収業者から叫ばれているわけであるが、一般市民のリサイクル商品を買うという意

識はそれほど見られないのが今の現状である。 

 ここで考察するのは、集団回収の現状とリサイクルに対する意識についてである。集団回収をし

ている人達はリサイクルに対する意識が高いのか、集団回収をすることは一般市民にとってリサイ

クル意識の向上につながるのか、そもそもリサイクルというものを集団回収をしている人々はどう

捉えているのかなど、その根本から集団回収について考えていこうと思う。 

 
3-4-1  集団資源回収奨励金制度施行後の札幌市の集団回収 

 

 集団回収は昔から行われていたが、回収量、運動の活発化の転換点になったのは集団資源回収奨

励金制度からである。集団回収奨励金制度は、平成 3 年に施行された、集団資源回収を行っている

町内会や PTA などに、回収量に応じ 1 キログラム当たり 3 円の奨励金を交付する制度である。平

成 3 年施行当初の登録団体数は 1,910 団体であったのに対し、平成 8 年度に至っては 2,916 団体と

その数は約 1.5 倍、回収量も平成 4 年度 33,204 トンから平成 8 年度 44,574 トンと 1 万トン以上の

増加実績がある。家庭ゴミの総量が年約 50 万トンであるから、1 割弱がこの集団回収でリサイク

ルされていることになる。この数字を大きいものと見るか小さいものとみるかは、ここでは触れな

いが、回収量、団体数ともに年々増えているという事実は受け止めて良いものであろう。札幌市リ

サイクル推進課に聞いてみたところ、札幌市の町内会全体の半分がこの奨励金制度に登録しており、

その他町内会で行っていなくても PTA、子供会で活動しているところを合わせれば、ほとんどの

地域がこの奨励金制度に協力していることになる。 
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図 12 登録団体数と集団回収量の推移 

資料：札幌市環境局（1997:26） 

 
3-4-2  東区のある町内会の集団回収を見学して 

 

札幌市リサイクル推進課の紹介により、東区のＳ町内会に行って実際に集団回収を見学してみた。

見学の目的は集団回収をやっている団体のリサイクルに対する意識についてである。インタビュー

の内容は以下の通りである。 

 

① 世帯数：250 世帯中 230 世帯が町内会に入っている。 

② 回収曜日、時間：毎月第一金曜日朝 9 時ごろ 

③ 集団回収における構成メンバー：町内会長、婦人部長、副部長、業者 3 名、以上 6 名いず

れも皆 50～60 代 

④ 収入：4 トントラック 1 台分で、月約 2000 円程度 

⑤ 回収資源：新聞、雑誌、ビン（ただし、一升瓶は茶色のみ）アルミ缶、ダンボール 

⑥ 具体的な回収方法：各家庭前に資源物を出す各戸回収方式。 

⑦ 集団回収はいつ頃から始めたのか：集団回収は町内行事の一環として 10 年以上前からやっ

ている。 

⑧ 現在の札幌市のゴミ資源回収の現状は知っているか：ゴミ資源の価格が下落しているため

業者が困っているという程度。 

⑨ 再生紙を使うように心がけているか。また、そのような呼びかけはあるのか：再生紙を使

おうという意識はそれほど無い。また、町内会内でそのような呼びかけは見られない。 

⑩ 収入の使い道は何か：新年会の飲み代として使われる。 

⑪ その他：婦人部長が時々町内会に落ちている空缶を拾ったりしている。 

 

 第一に、回収曜日が第一金曜日の朝 9 時からであることから、働いている中若年層はなかなか参

加できないことが分かる。役員の年齢構成が 50~60 代であることがそのことを物語っていると言え

る。 

 第二に、回収方法が「各戸回収方式」であることから、一般家庭の負担は非常に小さいと言える。

反対に役員の人々の負担は大きいものとなる。このような回収方法は、町内会の規模が 200 世帯程

度の小さいものであるからある程度は可能なのであろう。 
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 くり 

Ｅ地域のコミュニティ 

 づくり 

Ｆその他 

 第三に、⑧、⑨の答えから、リサイクルに対する意識は低いということが言える。これは古くか

ら集団回収を行っている地域は町内会の行事の一環として捉えているところが多く、町内会役員の

人達も前の人から仕事を受け継ぐというような性質を持つため、集団回収をするということがその

ままリサイクルに対する意識に結びつくというわけではないからである。 

以上の分析から次のような疑問が浮かびあがってくる。 

 

A) 市では資源回収に対しては積極的に力を入れてはいるが、リサイクル商品の消費のキャン

ペーンなどには対策を講じていないのではないか。 

B) 集団回収自体が昔からあるものであり、町内会行事の一環として捉えているところが多く、

集団回収を行う事によってリサイクルに対する意識が向上するということはあまりありえ

ないのではないか。 

C) 集団回収に関わる事でリサイクルに対する意識が向上する可能性は果たしてどのくらいあ

るのであろうか。 

 
3-4-3  市のアンケート調査から集団回収の実態を考える 

 

 これらの疑問点は実際に当てはまるのだろうか。また解決策はあるのかという問いを、市へのイ

ンタビューや市で回収した集団回収に関するアンケート調査を基に考えていこうと思う。 

まずは疑問点Ａ）についてだが、市のリサイクル推進課に聴いてみたところ、再生商品の消費が

指摘され始めたのがつい 近のことであること、回収量に比べて消費のキャンペーンは実績がわか

りにくいためなかなか予算が下りないことなどがその原因らしい。今行っていることは『広報さっ

ぽろ』による宣伝活動と登録団体に再生商品消費の呼びかけの文書を送ることであるそうだが、予

算を大きく割いた活動は行っていないようである。 

図 13 資源回収の目的 

資料：札幌市リサイクル推進課（1997:1） 

 

 次に疑問点Ｂ）についてだが、図 13を見てもらっても分かる通り、集団回収の目的として第一

に挙げられているのは、「団体の活動資金の確保」である。これがそのまま集団回収に対する意識
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Ａ平日回収 

Ｂ日曜日回収 

Ｃ決めた日回収 

Ｄその他 

Ｅ無回答 

Ａ各戸回収方式 

Ｂ何箇所かに集めて回収 

Ｃ一箇所に集めて回収 

Ｄその他 

の低さに結びつくとは言えないが、集団回収を奨励金制度施行前から行っているところも多く、町

内会内、子供会内などで行事として定着しているため、資源問題、環境問題としてのリサイクル活

動から離れたものとなっていると考えられる。 

 後に疑問点Ｃ）についてであるが、図 14、図 15からも分かる通り、回収日は「平日回収」と

「決めた日回収」で半分以上の割合を占めていることが分かる。これは、勤めている人にはなかな

か参加できないものであり、どうしても時間のある主婦や老年層が活動の中心になってしまいがち

になるからである。このことから集団回収を通しての意識向上は年齢層によって大きく分かれてし

まうことになる。また、回収方式は「各戸回収方式」が一番多く、各世帯の負担はゴミ資源の分別

のみであり一般ゴミとそれほど変わらないと言える。このように集団回収を通してリサイクルの意

識が高まると言うことはそれほどないのではないか。 

 

図 14 回収日の日程 

資料：札幌市リサイクル推進課（1997:5） 

 

 

図 15 現在の回収方法 

資料：札幌市リサイクル推進課（1997: 6） 

 
3-4-4  まとめ 

 

 これまで札幌市における集団回収の実態とリサイクル意識について考察してきた。集団回収は

近始まったものではなく、かなり前から行われていたものであることや、集団回収が行事性を持っ
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てしまったために本来の意味から外れた認識が生まれてしまい、リサイクルに対する意識向上が見

られない状況に陥ってしまっていること、そしてその意識は回収方法や回収日などからも強く影響

があるのということなどが分かってきた。現在のリサイクル意識の低さや知識不足は一般市民が

も参加しやすい集団回収が意識向上の契機となり得ていないということが原因の一端を占めてい

ると思われる。これからの課題は集団回収でいかにして市民を巻き込んでいけるか、そして意識を

高めていけるかという方法を探すことにかかっていると言える。 

 

文献 

札幌市リサイクル推進課, 1997, 『集団回収に関するアンケート調査報告』札幌市 

札幌市環境局, 1997, 『クリーンさっぽろ推進員全市研修会パンフレット』札幌市 
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4  行政と古紙問題 

 

 

 

4-1  古紙流通に対する国家の認識――通産省の事例 
 

藤井太郎 
 

  ある社会に起こっている一つの問題に対しては、国家としての取り組みというのは重大な意味を

持つ。それが、巨大な中央集権国家である現在の日本においてとならば、なおさらである。昨年、

京都で「地球温暖化防止京都会議（ＣＯＰ３）」が開かれたが、環境問題が地球規模の問題となっ

てきている現在、それに対する国家の取り組みが大切であるということは言うまでもない。 

 数多くある環境問題の中で、特に問題となっているのは森林伐採であろう。国連の統計によると、

今から 8,000 年前には地球上に 61 億ヘクタールもあった森林が、現在では約 28 億ヘクタールにな

ってしまったらしい。しかも、国連食糧農業機関（FAO）の推定では、毎年 1,130 ヘクタールの森

林が引き続き失われているという。その結果、地球温暖化、土壌流出などの被害が増大し、21 世

紀に向けての深刻な問題となっている。 

 日本は、全世界の木材伐採量の 1.5％にあたる 4,614 万トンの木材を、世界各国から輸入してい

る、木材輸入大国である。また、輸入木材の約 4 分の 1 にあたる 1,060 万トンでパルプを生産し、

輸入パルプ 330 万トンと併せて、3,000 万トンに近い紙や板紙を生産する紙大国でもある（以上 1993

年の統計より）。 

 このような膨大な量の紙・板紙を扱う日本においては、古紙の存在が非常に重要である。1996

年には、約 1,600 万トンの古紙（古紙パルプも含む）が消費されている。現在では古紙は、紙・板

紙生産原料の半分強を占めており、もう古紙のリサイクル無しでは日本の製紙産業は存じ得ないと

ころまできていると言っても過言ではない。 

 以上のことを踏まえ、古紙の流通に対する国の取り組みについて論じていきたい。国家の機関で、

古紙の流通に関わっている機関は数多くある。ゴミ問題として関わっている機関、環境問題として

関わっている機関など、機関によって古紙問題へのさまざまなアプローチが見られるが、ここでは

産業・経済の面からのアプローチが見られる通商産業省（以下通産省）に取りあげることにした。

私たちが注目した、古紙流通の潤滑油としての「補助金」に も関連の深い機関であることが考え

られるからである。本章においては、その通産省に注目して古紙の流通に対する国の取り組みにつ

いて論じていくことにする。 
 
4-1-1  紙・パルプ産業基本問題検討委員会の中間報告 

 

 1994 年 6 月、通産省生活産業局長の私的諮問機関である紙・パルプ産業基本問題検討委員会は
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「緑化と国際化の中の紙パルプ産業」と題する中間報告をまとめた。これは日本の紙パルプ産業が

今後進むべき方向を明示したものであり、そのタイトルが示すように、将来に向けてのキーワード

を“緑化”すなわち“環境保全”と“国際化”と捉えている。 

 この報告の中で、環境保全については古紙利用の一層の推進が必要であると強調している。つま

り、日本の紙パルプ産業が環境にも気を配りながら今後も持続的発展をするには、多様な用途にお

ける古紙需要の一層の拡大と、新規用途での利用促進を両立させることが必要であるということで

あろう。そしてそのためには、「商業化を支える技術開発・技術普及支援や、ユーザーはじめ各方

面での認識・利用拡大をねらった普及・啓蒙活動に配慮していくことが重要である」と結論づけて

いる。 
 
4-1-2  通産省の古紙利用促進の試み 

 

 しかしながら、いくら国の機関といえども、通産省が産業、ひいては経済をつかさどる機関であ

る以上、できることには限界がある。つまり、「通産省といえども、法律がなければ市場に積極的

には関与できない、何の権限も持たない存在である」（北海道通産局佐々木氏）であるらしい。ま

してや市場に対する強制力も持っていないようであるし、仮に持っていたとしてもその強制力は行

使できないであろう。古紙を含めた紙パルプ産業は自由主義経済に乗っ取って動いており、それを

発展させるのが通産省の役割なのだから。 

 そのような視点から見た通産省の取り組みの一つに、新規用途分野における古紙利用促進の試み

がある。 

 これまでにも製紙原料としての古紙の利用促進は、通産省によりさまざまな施策が進められてき

た。例えば、再生紙製造設備・古紙脱墨処理装置・省エネ型古紙パルプ製造装置などの導入する際

の税制優遇措置や、古紙関連設備への財政投融資などがこれにあたる。これに対し、古紙の新規利

用分野での支援策は取り組みがまだ始められたばかりであるため、その方向性を探るべく、古紙再

生促進センターを通じて古紙再利用分野の開拓事業に対して補助を行うと共に、同センターに古紙

再利用分野開拓事業検討委員会を発足させて、用途開拓の現状を調査している。古紙の新規用途は、

そうした支援策により環境産業として発展する可能性がある分野だけに、国としても是非この間協

賛業を開拓したいところであろう。 

 また、通産省では特定環境技術開発促進税制というものを設け、従来にない新規性と技術の市場

性、技術開発の重要性、国際的優位性、技術外対応の可能性、技術の汎用性をもち、かつ研究開発

費の負担が大きい廃棄物対策技術開発を対象として税額控除を行っている。 
 
4-1-3  環境問題としての取り組み 

 

 しかしながら、以上のような施策はあくまで通産省の思惑である日本経済の発展、市場の拡大の

ために行われているにすぎない。それは、特定環境技術開発促進税制の条件の一つに、技術の市場

性が挙げられていることからも明らかである。そこで、あくまで環境にこだわった動きが必要にな
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ってくる。 

 省エネルギー・省資源対策推進会議では、地球環境問題の一環としての森林保護や都市における

ゴミ処理問題の解決といった観点から、中央省庁における古紙の回収・利用の促進に取り組んでい

る。その内容として、平成 2 年に、 
 

 1．再生紙の利用 

   コピー用紙、印刷物の用紙等、各省庁で使用される紙については、可能    

  なものから速やかに再生紙に切り替えていくものとする。 

 2．古紙の分別回収の実施 

   各省庁で発生する紙については、コピー用紙、新聞用紙、雑誌等の種類  

  に応じて分別回収をするようつとめるものとする。 

 3．普及活動の実施 

   各省庁は、再生紙の使用及び古紙の分別回収に実施が図られるよう、政 

  府関係機関を指導すると共に、地方公共団体及び民間企業に対してもその 

  普及につとめるものとする。 
 

という申し合わせを各省庁と行い、その後の申し合わせの実施状況を調査するというものがあった。

そして、平成 8 年度までの実績は図 16、図 17の通りである。 

 これをみると、毎年着実に再生紙の導入が進められている様子が明らかであり、一見喜ばしい。

しかしながら、コピー用紙などに再生されると古紙というのはほとんどが上物古紙であり、コピー

用紙に再生紙を使用しても新聞紙等裾物三品の余剰が一掃できるわけではない、といった指摘があ

ることを鑑みると、こうした取り組みに対して手放しに賛辞を送ることはできまい。 

 また、北海道通産局では北海道におけるオフィス古紙の分別回収及び再生紙の利用促進対策研究

会（以下北海道オフィス古紙対策研究会）というものを設置し、道内の「古紙回収率の低いオフィ

スにおける分別回収の促進及び古紙の利用率の低い上級紙・情報用紙等を適当な方法で再生紙に切

り替えること」（同会会則より）を目的として古紙問題の解決に尽力しているようである。具体的

には同会に参加している企業・団体に直接出向いて古紙の利用促進をお願いして回ったり、参加団

体に対して再生紙の利用状況についてのアンケートを行ったりしているとのことである。しかし、

これについても先ほどと同じ指摘ができると思われる。どういったところにどのような再生紙を使

用するかが問題であり、単に再生紙を使っているからといって満足してもらうわけにいかないので

ある。 
 
4-1-4  通産省の立場 

 

 後に、私が通産省で聞き取り調査をした際に、通産省の置かれている立場というものを色濃く

感じた調査対象の発言をまとめてみたいと思う。 

「1996 年に約 3000 万トン生産された紙・板紙の原料のうち、56％にあたる約 1600 万トンを古紙
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パルプが占めています。そうした情勢の中で、通産省としては古紙というものを製紙産業における

原料と見ています。しかし、古紙を含めたすべての産業は自由主義経済の原則に則って回っており、

通産省は何の権限も持っていないのです。ですから円安が進み外国から安い輸入パルプが入ってき

て古紙利用率が低下するようなことがあっても、通産省としてはどうしようもないというのが現状

です。古紙というのは生産物ではなく発生物であり、それらをいかに資源として扱うかを考えなく

てはなりません。しかし、現在の状況では古紙は、技術的に可能な限界にまで有効に使われている

と思います。それに過剰収集ということが言われていますが、逆に、集めなければどうなるのでし

ょう？」 
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第１図　再生紙製品導入した中央省庁数  

図 16 再生紙製品を導入した中央省庁数 
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図 17 中央省庁の紙使用料にしめる再生紙製品の割合 
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4-1-5  まとめ 

 

以上のように、通産省に注目して古紙の流通に対する国の取り組みについて調べてみた。その結

果、国家レベルの機関において、古紙問題に対して起こしうる行動を以下の 2 つにまとめることが

できる。 
 

 1．古紙回収の促進を図るための施策 

   ・普及活動、各省庁・企業・団体への働きかけ 

 2．再生紙利用の促進を図るための施策 

   ・新規利用用途の開発に対する経済的支援 

   ・普及活動、各省庁・企業・団体への働きかけ 
 

 これらの施策は実際に数多く行われており、その積極性は高く評価できるものである。しかし、

その内容に関しては、古紙問題の解決への効果という面から考えると、首を傾げざるを得ないとい

ったものが多いのは確かである。国家レベルの機関は、都道府県・企業などを広く指導することが

できるという有利な面をもっており、今後、そのような立場を生かし、日本全体に広く染みわたる

ような政策が期待される。決して古紙問題というのは局地的・地方的な問題ではなく、国全体の問

題であるからだ。そしてそれらの機関は、国全体が古紙問題に対して足並みをそろえて立ち向かう

際の、中心的な役割を担うことが期待されるのである。 
 

 

引用・参考文献 

紙業タイムス社（1996）紙とエコロジー． 

通商産業大臣官房調査統計部（1996）紙パルプ統計年鑑． 

他、資料として 省エネルギー・省資源推進会議の取り組み資料を使用した。 
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4-2  小樽市・江別市・札幌市のリサイクル行政 

――古紙回収への補助金を中心に―― 
 

太田志穂・志村久美子・佐藤淳 
 

 ここでは、小樽市・江別市・札幌市のリサイクル行政を紹介及び評価していく。また、各市の集

団回収の比較を行い、主に回収金による差異はあるかどうか、奨励金は各市が力を入れているゴミ

の減量化に効果があるのかを見ていくことにする。 
 
4-2-1  小樽市におけるゴミの減量とリサイクル 

 

 小樽市の人口は平成 9 年 12 月末の時点では 155,460 人。世帯数は 65,922 世帯である。平成元年

の人口から 10,486 人減少しており、その人口は年々わずかながら減少している。 

 近年小樽市では、社会 ・生活環境の変化に伴い、ゴミは年々増加し、また多様化の傾向にあり、

ゴミの適正な処理が困難になってきているとし、このことから、市民・事業者・行政が一体となっ

た「ゴミの減量とリサイクル」の推進を重要課題として位置づけている。なかでも、平成 3 年度か

ら進めてきた「集団回収事業」に力を入れている。 

 
4-2-1-1  事業内容 

 

小樽市環境部による平成 9 年度事業を簡単に紹介していく。 

 

・ 集団資源回収事業 

-集団資源回収奨励金制度 

-回収業者に対する援助 

-空き缶回収機（くうかん鳥）の設置及び貸し出し 

・ コンポスト購入助成金交付制度 

・ ゴミ広報誌の発行 

・ 小学校 4 年生を対象に社会科学習資料を作成 

・ 小樽リサイクルフェスティバルの開催 

・ 「小樽フリーマーケット市民の会」へ助成 

・ 資源回収団体等の育成事業 
-資源回収研修会 

-ゴミとリサイクルを考える「夏休み親子勉強会」 

-資源再生工場見学会 

-リサイクル講演会 
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・ 特定フロン回収事業 

・ 事業系廃棄物減量対策推進事業 

・ 資源物分別収集モデル事業 
-平成 9 年 10 月にリサイクルセンターが完成した。さらにモデル地域を拡大す

る予定。平成 12 年には全市対応の資源化施設の完成を予定している。 
 

4-2-1-2  集団資源回収及び回収業者への補助金制度 

 

 小樽市では「集団資源回収奨励金制度」及び「回収業者に対する援助」の 2 種類の補助金制度が

存在する。「集団資源回収奨励金制度」は、資源 1 ㎏につき 4 円。回収を実施した回数 1 回（月 1

回を限度）につき 2,000 円を交付している。平成 9 年 3 月では、342 の登録団体があり、平成 8 年

には、3,100 トンの資源を回収、約 1,540 万円の奨励金が支払われた。「回収業者に対する援助」

は有価物 1 ㎏につき 2 円 60 銭、無価物 1 ㎏につき 4 円が支払われており、平成 8 年度には 9 業者

に約 770 万円が支払われた。 
  
4-2-1-3  補助金はゴミ減量化に効果があるのか 

 

 4-2-1 でも述べたように小樽市では、「ゴミの減量とリサイクル」の推進を重要課題として位

置づけている。よって、これらの補助金制度もゴミを減らすことが第一の目的となるであろう。で

は、その補助金効果がどれほど出ているのかを検討していく。図 18では「資源回収量推移」を表

しているが、紙類の伸びが著しいのが一目でわかる。特に平成 3 年度以降の伸びが著しい。これは

平成 3 年度より、現在の奨励金制度が実施されたためである。したがって、奨励金制度の効果はか

なりあるというのが適当な見方であろう。 
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第１図.　資源回収量推移
 

図 18 小樽市における資源回収量推移 

 

 次に「家庭ゴミ収集実績と資源回収量」のグラフ（図 19）について検討する。 

 この場合の「資源」は、紙・ビン・金属・布類、その他の資源を指しており、平成 6 年度以降か

らは無価物（スチール・雑ビン）を含んだ物である。図 18の検討において紙資源回収量が奨励金

のおかげで大幅に増えたと指摘したが、全体資源回収量でみてみると、平成 4 年度以降は微増して

いるとしかいえない。 

 

図 19 小樽市における家庭ゴミ収集実績と資源回収量 
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 また、家庭ゴミ自体も微増していることから、小樽市のゴミの量は結局減っていないことになる。

奨励金効果によって、紙類を中心とした資源回収量は増えたものの、結局全体のゴミ量は減少して

いない。その上、小樽市の人口は毎年約 1 万人ずつ減少しており、単純に言えば、小樽市民に 1

人当たりのゴミ排出量は増えていることになる。 

 以上のことから、小樽市の集団資源回収への補助金はゴミ減量化に大きな効果を上げてはいない

ことになる。比較的昔から資源回収の習慣がある紙類の回収は進んだものの、市民が持つリサイク

ル意識は「回収すればいい」というところで終わってしまっているのではないだろうか。市民が行

なうリサイクルは結局自己満足の域でとどまっているのかもしれない。 

 小樽市がゴミ減量化を実現させたいのならば、ゴミ分別の徹底によって、資源回収量を増やして

いくことや、市民および事業所のリサイクル意識を向上させていくことが必要である。 
 
4-2-1-4  小樽市におけるリサイクル行政の評価 

 

 小樽市のリサイクル行政の一番の目的はどこの行政も同じではあるが、「ゴミの減量化」をはか

り、ごみ処理費を浮かすことである。 

 「ゴミ広報誌の発行」「小学校 4 年生を対象に社会科学習資料を作成」「小樽リサイクルフェス

ティバルの開催」等の事業はまずまず充実しているといえ、評価できるだろう。 

 しかし、資源回収への補助金について検討してきた結果、これはゴミ減量化にはつながっていな

いことは分かってきた。かといって、今まで紹介した事業が無意味なものともいえないだろう。人々

のリサイクル意識が向上し、結果としてあらわれるまでには時間がかかるものだからである。小樽

市は市民のリサイクル意識の向上のためにいっそうの努力を行ない、資源を回収するだけがリサイ

クルなのではなく、再生品を使うことによって、資源を循環させることこそ本当のリサイクルだと

いうことを正しく伝えていかなければならない。 

 また、補助金がゴミ減量化に大きな効果を上げていない以上、この事業については再検討する必

要がある。しかし、市民、回収業者はこの事業を歓迎しているようであり、難しい問題である。 

 平成 12 年完成予定の全市対応のリサイクルセンターは、回収業者の仕事を奪ってしまうという

問題がある。小樽市はその件についても充分な検討を重ねる必要がある。 
 
4-2-2  江別市におけるゴミの減量とリサイクル 

  

 江別市は、平成 6 年現在 111,099 人、世帯数は 41,922 である。工業を中心とする各種産業で集積

が見られ、人口も年々増加している。 

 小樽市と同様、江別市においてもゴミ処理・リサイクルについては様々に問題になっている。そ

こで、江別市では、平成 7～16 年度施行の江別市新総合計画後期基本計画の中にゴミ・リサイクル

に関する計画を組み込み、特に、ゴミ処理施設や埋め立て処分場の確保、資源化・再利用の促進な

どを課題として挙げている。 
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4-2-2-1  事業内容 

 

 江別市市民清掃部による平成 9 年度事業の概略を述べる。 

 

・集団資源回収関連 

-集団資源回収に対する奨励金制度（有価物・無価物の別なし） 

-回収業者に対する援助（カレット・ペットボトル等無価物を対象、古紙は対象

外） 

-空き缶回収機「あきかんくん」の小中学校への設置 

-雑瓶ポストを市内の 8 の拠点に設置 

-学生アパート・マンションにワンウェイ瓶の回収ボックスを設置 

・コンポスト購入助成金公布制度 

・各種情報誌の発行 

-リサイクル情報誌「えべつリサイクルだより」 

-小学生を対象とするリサイクル情報紙「あきかんくん」 

・各種イベントの実施 

-エコフェア（フリーマーケット、再生品の利用法の展示等） 

-リサイクルひろば（パネル・模型展示、有価物抽選会等） 

-リサイクルを考える集い（講演会） 

-環境広場（映画放映、パネル展示等） 

-リサイクル施設見学会（市内資源化工場・江別市 終処分場の見学等） 

・リサイクルバンク（家具・電化製品・自転車等の無償回収および無償提供） 

 
4-2-2-2  江別市のゴミの排出の現状 

 

 他の市町村同様、江別市においても、リサイクルが推進されることによって排出されるゴミの量

が減ることが期待されている。しかし、実際にはゴミの量は減っているとは言えない状況にある（図 

20）。年間収集量の増加は、江別市の人口増加も原因となっているが、一日 1 人当たりの排出量の

増加も影響しているであろう。平成元年度以降、若干減少の傾向が見られるものの、昭和 60 年前

後に比較するとまだまだ多い。 

 各家庭からの排出量が減少しないことには、リサイクルが推進されたとしてもゴミの減量は実現

されない。江別市の現状では、根本的なゴミの減量を目指せる段階にはまだないということになる。 
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図 20 江別市におけるゴミの 1 日 1 人当たりの排出量と年間収集量 

 

H5 H6 H7
0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

紙類

瓶類

金属類 布類

(t)

 

図 21 江別市における回収された資源物の内訳 

 
4-2-2-3  集団資源回収に対する奨励金制度について 

 

 江別市の、主要なリサイクル施策の一つとして、集団回収に対する奨励金の制度、及び、回収業

者に対する補助金の制度がある。集団回収に対する奨励金では、資源回収重量 1kg につき 2 円を交

付している。平成 7 年度現在で回収団体の申請数は 144 件、回収重量は 3,451t となっている。 

 4-2-2-1  にあるように、江別市のリサイクル関連事業においては、各種イベントや情報誌の出

版なども充実しているのであるが、市民がリサイクルや資源回収を行う契機となる可能性が高いで

あろう、集団資源回収への助成について検討する。 
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 江別市の奨励金制度の特徴としては、集団資源回収で集められたカレットやペットボトルなどの

無価物に限って、それを引き取る回収業者に対して補助金が出されている、ということが挙げられ

る。これは、小樽市が 4-2-1 にあったように有価物・無価物を問わずに回収業者に対して補助金

を出していることや、次章で述べるように、札幌市が回収業者に対する補助を一切行っていないこ

とと考え合わせると、興味深い。ちなみに、江別市では、無価物を回収する業者にのみ補助金を出

す理由について、「紙等の有価物は自然と回収が進むが、カレットなどの無価物では利益が薄い分、

回収も進みにくい。無価物のリサイクルが減退するのを防止するために補助金が必要と考える」と

している。 

 回収を行う住民について見てみると、江別市に集団回収を行う団体として登録しているのは、平

成 7 年の時点で 144 団体。それらの団体による集団資源回収の実績及び、回収された資源の内訳は

図 21に示す通りである。これによると、回収される資源としては、紙類が圧倒的に多く、瓶類・

金属類・布類の 4 倍から 5 倍にも及ぶ。また、回収量の伸び率も、紙類で特に大きい。これは、有

価物は回収しやすいという市の指摘と一致するものである。 

 集団資源回収による総回収量は平成 7 年度で 3451t であり、江別市全体のゴミの排出量 29663t

の約 11.6%と、かなり大きな割合を占めるようになっている。また、総回収量も紙類の増加に引っ

張られる形で増加しており、集団資源回収に対する奨励金の制度自体は、成果を収めていると見て

よいだろう。ただし、4-2-2-2 で述べたように、ゴミの排出量の減少には至っておらず、その意味

では効果が出ていないことになる。また、データになっている回収量というのは、当該制度が制定

されてからのもののみであり、それ以前と比べて回収量が増加しているのかどうか、問題点も多い。 

 以上のことから、奨励金・補助金の制度はある程度は評価することができるが、必ずしもゴミ減

量化とは結びついておらず、見直しが必要であると言えよう。 

 
4-2-2-4  江別市のリサイクル行政の評価 

 

 以上、江別市のリサイクル行政について概観した。 

 他の自治体と同様、江別市においても、ゴミ行政とリサイクル行政とが一体として捉えられてお

り、両方向からゴミ減量化に取り組んでいた。ただし、現在のところ、明確な結果は出ていない。

また、各種情報誌の発行、環境やリサイクルをテーマとしたイベントの開催なども、盛んに行われ

ていたが、札幌学院大学の調査によると、こうしたイベントの知名度は非常に低いことが明らかに

なっており、問題点は残る。 

 ただ、ゴミの減量化のためには市民のリサイクルに対する意識を高める必要があり、市民のリサ

イクルに対する関心を高めるには啓蒙活動が必要である。江別市では、小学校での空き缶回収の定

着なども報告されており、市民のリサイクルに対する関心を高めるための努力は実ってきていると

言える。また、奨励金・補助金の制度も直接の効果は出せていないものの、啓蒙活動の一環として

捉えるならば団体数・回収量の増加が見られるように、成果が見られる。これらは、遅々とした歩

みではあるが、同時に重要な課題でもあり、江別市が、今後もこのような施策に重きを置いていく

ことを願いたい。 
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4-2-3  札幌市におけるゴミの減量とリサイクル 

 

 札幌市は、平成 8 年 10 月 1 日現在 1,774,344 の人口を有する、道内 大の都市である。膨大な人

口を抱える都市であるだけに、排出されるゴミの量も膨大であり、平成 8 年度で 1,098,129t（但し、

事業系ゴミや持ち込みゴミを含む）、また、その処理費用は 34,602,021 円にのぼる。人口も増加の

一途をたどっており、清掃工場や 終処分場も余裕のない状態になりつつあるという。 

 このような状況下にあるため、札幌市では、ゴミの減量化の問題は小樽市・江別市以上に深刻で

あると言えよう。現在、札幌市では「札幌市環境基本計画」を施行中であり、この中にリサイクル

やゴミ減量に関する計画を組み込み、より優れた処理・再利用システムの構築を目指しているとい

う。 

 以下、札幌市のゴミ減量化政策・リサイクル行政について述べる。 

 
4-2-3-1  事業内容 

 

札幌市環境局清掃部による平成 9 年度事業の概略は以下の通りである。 

 

・集団資源回収を実施した回収団体に対する奨励金の支給 

-回収した資源 1kg につき 3 円を回収団体に支払うもの 

・ワンウェイ瓶用空き瓶ポストの貸与（町内会・大型スーパーなど） 

・空き缶回収ボックスの設置（小学校・児童会館など） 

-資源の有効利用及びリサイクル意識を高めるために設置されている。空き瓶ポ

ストは昭和 63 年度から、空き缶回収ボックスは平成 3 年度から。 

・リサイクルフェア等の開催 

-再利用が可能な大型家具などの無料提供やリサイクルに関するパネル展示等

を行う 

-放置自転車の再利用促進のための催し物も実施 

・さっぽろダイエット推進事業所登録制度 

-分別回収やリサイクル製品の利用等、積極的にゴミの減量・リサイクルを進め

ている事業所を登録認定する制度平成 9 年 8 月現在、1,091 事業所が参加 

 
4-2-3-2  札幌市のゴミ排出の現状 

 

 札幌市も、小樽市や江別市と同じく、リサイクルを推進することでゴミの減量化を進めようとし

ている。札幌市においては、人口は年々増加しているが、ゴミ処理量は若干ながら減少の傾向にあ

る（図 22）。（但し、事業系ゴミも含む）ただし、一人一日当たり排出量や、家庭系ゴミの排出

量が明らかな減少の傾向を見せているというわけではないので（図 23、図 24）、これは、事業系
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ゴミの有料化に伴い、事業所がゴミ排出に慎重になったためではないかと推測される。 

 が、他市町村が排出量で増加を見せている中、多少なりとも減少の傾向をもっているということ

で、これは、評価しうると思われる。 
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図 22 札幌市におけるごみ処理量・清掃事業費・人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 23 札幌市における回収された資源量の内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 24 札幌市における事業系・家庭系ゴミ、及び一日一人当たりゴミ排出量
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4-2-3-3  集団資源回収に対する奨励金制度について 

 

 札幌市でも、リサイクル推進のため集団資源回収に対して奨励金を支給している。これは、集団

資源回収を行った団体に対して、回収された資源物 1kg 当たり 3 円の奨励金を支払うというもので

ある。小樽市や江別市と比べて特徴的なのは、回収を行う業者に対しては、補助金の類が一切支払

われていないということであり、このことに関して、札幌市では、「特定の業種の事業主にのみ補

助金を支払うというのでは公正さに欠けるので、そのようなことはしない。また、流通ルートの中

の一つにのみ補助金を支払うとマーケットを混乱させるおそれがあるので、補助金を支払うわけに

はいかない」としている。 

 回収の実績についてみてみると、集団資源回収による総回収量は、平成 8 年度で 44,574t であり、

札幌市全体のゴミ処理量 1,098,129t の約 24.6%となっている。紙類はそのうちの 90%前後を占めて

おり、また、増加量も紙類で多い（ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 23）。逆にその他の資源では回収量は減少している。紙類が多く回収されているのは、3 市に

共通であったが、札幌市では特にその割合が多い。これは、無価物は回収が困難であることの現れ

であろうか。 

 札幌市の場合も、家庭からでるゴミの量は人口の増加に合わせて増加し続けている。集団資源回

収を行う立場である一般家庭から排出されるゴミの量が増加しているといるため、集団資源回収が

ゴミの減量に効果を上げているとは言えない。 

 
4-2-3-4  札幌市のリサイクル行政の評価 

 

 札幌市のリサイクル行政（特に集団資源回収について）について概観した。特に札幌市に特徴的

な施策というのは見受けられず、また、それらの施策も効果的であるとはいえない状況であった。 

 とはいえ、札幌市は早い時期からダイオキシンの発生量を低く押さえた清掃工場を建設したり、

近では、生ゴミから飼料を作るプラント工場の建設を受け入れたりと、比較的環境問題には敏感
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に反応している。また、リサイクルに関しても、割合と早い時期から施策を打ち出している。そう

した面は評価できるのではないかと考える。 

 
4-2-4  まとめ 

 

 これまで、小樽市・江別市・札幌市の清掃行政・リサイクル行政について概観してきた。ここで

は、3 市の政策について比較検討を加えたい。 

 
4-2-4-1  事業内容 

 

 3 市ともに、実施している事業の内容は、以下の 4 種類に大別される。 

 

・集団資源回収に対する奨励金・補助金の支給・交付 

・空き缶・空き瓶回収ポストの設置 

・各種リサイクル情報誌の発行 

・リサイクル関連イベントの実施 

 

 リサイクルが根付いているとは言えない今日の現状では、図 25 に示すように、環境教育とリサ

イクルを実行する機会とが設けられる必要があるだろう。様々な環境団体等がこのような活動を行

っているが、規模や市民への影響力などを考慮すると、このようなことを効果的に実行できるのは、

行政しかあり得ない。その意味で、各市の事業は、必要とされている役割を担う内容であると考え

る。 

 ただし、各事業が効果的になされているかどうかについては、疑問が多い。例えば、江別市にあ

る札幌学院大学の学生が社会調査実習で行った調査では、江別市が行っている各種イベントの知名

度が非常に低いということが明らかになっている。宣伝・広報の方法などには、改善の余地がある

ように思われる。 

 

図 25 リサイクルシステムの概念図 
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4-2-4-2  集団資源回収に対する奨励金・補償金の支給・交付について 

 

 3 市の間で、集団資源回収に対する意見の相違が見られた。下にそれをまとめる。 

 

小樽市 回収団体には奨励金を支給。回収業者には、有価物・無価物の別を問わず補助金を支給。

理由：集団回収により、リサイクルが活発になることを期待。回収業者に補   

    助金を出した方が集団回収が盛んになる。 

江別市 回収団体には奨励金を支給。回収業者には、無価物に対してのみ補助金を支給。 

理由：有価物と異なり、無価物は回収・流通が困難。無価物のリサイクル促    

    進のために補助金が必要。 

札幌市 回収団体には奨励金を支給。回収業者に対する補助金は一切なし。 

理由･･･特定の業者に対する補助は不公平。また、回収業者に対する補助は市  

    場を混乱させる恐れがあるので出来ない。 

 

 以上のように 3 市で見解がそれぞれに異なっていた。が、これまで見てきたように、ゴミ排出量

や回収資源割合等に大きな差は認められない。では、当事者である回収業者の立場から見た場合は

どうであろうか。 

 小樽市にある回収業者 2 社と札幌市にある回収業者 1 社に聞き取り調査を行った。 

 小樽市の A 社は、夫婦二人で営業する小規模な会社で、回収する資源物は紙類が多い。逆に B

社は、建築廃材や金属類を扱う、比較的大きな会社であった。小樽市で行っている有価物（主とし

て古紙）への補助金については、A・B の 2 社ともから有意義であるとの声が聞かれた。特に、主

として古紙類を扱う A 社では、古紙のだぶつきとそれによって引き起こされた古紙価格の崩落に

より、非常に苦しい思いをしているとのことであり、有価物への補助金があるので、何とか古紙の

引き取りが出来る状態であるという。B 社の方では、建築廃材などが主であり、集団回収での引き

取りはそれほど量が多くないので、古紙価格の崩落はそれほど痛手ではないとのことであったが、

それでも補助金がなければ、古紙の引き取りは苦しいとのことであった。規模も扱う資源の種類も

比較的大きな会社である札幌の C 社によると、札幌市の回収業者で同業者の組合を作って、集団

資源回収で資源物を引き取った回収業者に対して補助金を支払うように市に要請しているという。

やはり、古紙価格の崩落は痛手であり、補助金なしでは苦しい、あるいは経営が成り立たない、と

いうのが現状のようだ。 

 では、札幌市が言うような市場の混乱というのは実際に起こるのだろうか。小樽市の A 社によ

ると、札幌の卸問屋の中には、回収業者が補助金の支給を受けていることを理由に古紙の買い取り

価格を下げようとするところもあるという。札幌市の周辺で古紙に補助金を出しているのが、現在

は小樽市だけであるので、このような事態が急激な広がりを見せることはないであろうが、例えば、

江別市や札幌市でも回収業者に対して補助金を出し始めたら、卸問屋がそのような動きを見せるの

は必至であろう。そうすると、そのしわ寄せは、回収業者に来ることになる。 

 とは言え、回収業者に対する補助金は必要であると考える。なぜなら、昨年施行された容器包装
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リサイクル法を受けて、3 市をはじめとする道内各地でリサイクルのための施設が建設されている

が、そのための回収作業等のためには、現在の回収業者が必要になるであろう。また、そうしたリ

サイクル施設だけでは扱えない類の資源物も出てくるであろうが、そのような場合のためにも、現

在の回収業者の存在が必要である。市場を壊す等の心配もあるが、現状を維持するための 低限の

施策として、補助金制度を存続させる、あるいは新たに始めることには意義があると考える。 



90 

 
4-3  製紙会社から見た古紙回収への補助金 

宮川泉 

 

  近年、紙のリサイクルにおいて、古紙の余剰とそれに伴う古紙価格の暴落が問題となっている。

この問題に関する重要なポイントとして、地方自治体による集団回収または回収業者に対する助成

金というものを挙げることができる。地方自治体による集団回収への助成金は、ゴミを減らす、資

源リサイクルの促進等の利点が挙げられてきた一方、他方では町内会の集団回収の増加などといっ

た一般市民による古紙の回収量が増えたために、需給のバランスに狂いが生じたとも考えられてい

る。その中で、古紙価格の暴落により経営が立ち行かなくなった回収業者たちは、自治体に対して

助成金を求める請願をするようにもなった。しかし、回収業者への助成金（ここでは古紙回収に対

するもの）が出されている地方自治体は決して多くはなく、例えば札幌市も回収業者への助成金を

出していない地方自治体の一つである。古紙が市場を持つ“商品”である以上、行政の市場への介

入は好ましいものとはされないであろう。しかし、ここではゴミの減量・資源の再利用のような環

境問題も絡んできて、一概に否定することもできないのである。 

 このように、地方自治体の出す助成金にはプラスとマイナスの両面が存在するのである。以下で

は、市場における「強者」である製紙会社から見た助成金の問題と、古紙リサイクルでの行政と製

紙会社との関わりについて、大手製紙会社 3 社に伺ったことなどを参考にして、考察してみること

にする。 

 
4-3-1  回収団体への奨励金 

 

 まず、集団回収への助成金に関して考える。札幌市では 1 ㎏あたり 3 円、資源回収奨励金として

登録団体に支払われている。この登録団体は主に町内会・小学校が中心となっている。助成金によ

り古紙の回収量は増加し、登録団体も年々少しずつ増えている。この集団回収はあくまで一般家庭

にあるものが対象なので、上質古紙（ＯＡ用紙等）ほど集めにくいが、新聞や段ボールの回収には

特に効果がある。だが、地方自治体が回収に手を出すことにより、元来その役割を果たしてきた回

収業者がその影響を強く受けたといわれている。それでは製紙会社側に影響があるのかとなると、

将来的に古紙問屋が経営していける価格が維持できなくなるようになれば影響もでてくるのだろ

うが、現時点では全くない。古紙の使用量が今後増えるであろうという予測に基づいて、1 ㎏あた

り 30 円のゴミ処理費用を出すよりも 1 ㎏あたり 3 円の助成金を出すほうがよいとする製紙会社も

ある。 

 
4-3-2  回収業者への助成金 

 

 回収業者への助成金について考えてみると、札幌市の場合は、流通ルートのバランス崩壊の危険

性があるため市場への介入は避けるべきという考えから、行っていない。集団回収も市場の構成要
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素ではないかと思うのだが、それに対する製紙会社の考えを訪ねてみたところ、製紙会社には何の

影響もなく、もし回収業者に助成金が出たとしても、その分古紙の買い入れ価格を下げることはし

ないと言っている。現状としては問屋のほうから値下げしてでも引き取ってもらおうとすることも

あるそうだが、これらのことを考えると流通ルートのバランス崩壊の可能性というのは低いという

のが製紙会社の見解であろう。 

 
4-3-3  消費者意識の問題 

 

 古紙リサイクルにおいて各社共通の見解であるのは、重要なのはユーザーの意識であるというこ

とである。日本は古紙の混合率、技術共に世界のトップクラスではあるが、消費者の古紙等に関す

る知識は低く、リサイクルに力を入れているといっても回収のほうばかりで、再生紙製品の利用拡

大にはつながっていない。再生紙の古紙混入率はかなり高いが、トイレットペーパーなどの衛生用

紙においては近年の清潔志向から、質的にはほとんど変わらないにかかわらず、純パルプ製品が求

められている。新聞用紙ではさらなる軽量化のために古紙の混入率を下げることを新聞社から求め

られたこともあるそうだ。当然、メーカーは消費者のニーズに応え、かつ採算の合うように製品を

作ることになる。しかし、消費者は値段がよほど開かない限り再生紙製品はあまり購入しないので

ある。リサイクルに対する消費者の意識が高められなければ、再生紙製品の消費、古紙の需要増加、

古紙余剰の解決といった流れは生み出せないのである。もちろん、これは理想的なパターンであり

安易ではあるが、消費者の意識向上はリサイクルを円滑にするために重要であると、製紙会社側は

見ている。消費者の意識向上が一番の問題であると言えよう。 

 
4-3-4  行政と製紙会社 

 

 それでは、未だ啓蒙段階にあるとされる消費者の意識向上のために、行政は製紙会社とどのよう

に関わり、何を実施していこうとしているのか。 

 ある製紙会社の苫小牧市の工場の例である。まず、自治体に設けられたリサイクル推進団体に参

加している。例を挙げると、苫小牧市には市役所・保健所が中心の「上質古紙リサイクル推進会議」

がある。胆振支庁には「リサイクル推進会議」、また、通産省・北海道・札幌市が行っている「エ

コモーション宣言―さっぽろダイエット推進事業所登録制度」もある。その内容であるが、胆振支

庁の推進会議の方はほとんど機能していない。苫小牧市の「上質古紙リサイクル推進会議」では、

散らばって集まりにくい上質古紙を中心に、回収業者が登録している事業所から回収するなどの活

動をしている。エコモーション宣言の主旨は、ゴミ減量・リサイクルを進めるにあたっての企業の

役割・責務を企業市民としての立場で積極的に実践してもらうための登録制度の推進であり、内容

的には分別回収、リサイクル製品の利用、ゴミ抑制型販売を進めている。札幌市としては再生紙利

用拡大のために、国や回収業者と意見を交換しつつリサイクルに関する小冊子の配布などのＰＲ活

動を行っている。他都市とも連携して関連業界に働きかけているという。例えば、政令指定都市間

で札幌市は、古紙利用の義務づけ・非再生紙商品への課税という内容の提言を行っている。しかし、
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札幌市にとっての 重要課題がゴミ減量のためか、一般市民のレベルでの啓蒙は不十分であるよう

に思われる。 

 
4-3-5  まとめ 

 

 以上のように、助成金に関しての製紙会社側の考えは、回収に効果があることを認めており、助

成金による流通ルートのバランスが崩れることはないというものである。ただ、製紙会社に影響は

ないといっても、話を伺ったのは大手の企業であったため、再生紙製品を作る中小企業ではまた異

なるかもしれない。だが、流通ルートのバランス崩壊の危険性が低いのであれば、リサイクルを推

進し、回収の役割を行政が完全に肩代わりできない以上、現状を優先すべきではないだろうか。こ

れは、古紙価格の暴落の一因が集団回収への助成金であるかないかに関わらずである。集団回収に

関してはその回収量の増加を考えると、ゴミ減量、ひいては環境問題にも効果はあるだろう。ただ、

集団回収への助成金だけではなく、回収している団体へのリサイクルに対する啓蒙活動が重要だ。

初期には奨励金だけを目当てに回収するとしても、 終的には当然としてリサイクルが「リサイク

ル」として銘打たれなくても行われるように戻す方向に、市民の意識を向上させることが理想では

ある。 
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4-4  消費者団体から見た行政 

 

須田慎也・志村久美子・佐藤淳 

 

 古紙リサイクル機構を構成しているもののうち、 大のものとなるのが省庁・行政機関・企業

などである。これらは周囲――他の構成員――への影響力が強く、これらの行動によってはリサイ

クルシステムそのものをも変えてしまう可能性がある。それゆえに、古紙リサイクル機構は行政主

導や企業主導になりやすいと言われている。 

 一方、 小の単位となるものは住民の一人一人である。古紙をリサイクルに回すのも、廃棄する

のも、再生紙商品を買うのも、純パルプ商品を買うのも、すべてはリサイクルシステムの 小単位

である住民一人一人にかかっているのである。しかし、このシステムに何か不都合が生じた際、地

元の住民一人だけではどういった対処もできないのである。住民一人一人は力が弱すぎるのである。 

 そうした事態を解消するべく、全国のあらゆる場所において結成されているのが市民（消費者）

団体といわれるグループで、同じ目標を持った人達が集まることにより、省庁・行政機関・企業と

いった力の強い団体に対してでも、対等に話し合うことができるようになっている。実際、これら

の団体は、市民の立場で、さまざまな提案・提言をしている。 

 以下では、この市民団体に着目し、リサイクルを通して行政とどう結びついているかということ

を、北海道でもっとも市民団体の活動が盛んな札幌市の例を元に検討してみることにする。 

  
4-4-1  市民団体と札幌市 

 
4-4-1-1  土曜協議会 

 

 札幌市において、初の市民参加型で、環境について話し合う集まりである「土曜協議会」が始ま

ったのは今から 10 年前である。これは当時から話題になっていた、廃棄物より発生するダイオキ

シンに関する話し合いなどが行われていた。リサイクルについては当時はあまり話し合われてはい

なかった。また、参加したメンバーは、行政（札幌市）、企業、そして市民団体の有志といったメ

ンバーであったが、それぞれのメンバーが、行政・企業といった役職を背負って参加していたかは

明らかではない。また、この協議会はあくまでも非公式なもので、それほどの力もなく、大きな成

果を残すといったことはなかったようである。 

 
4-4-1-2  市民ネットと市議会 

 

 市民団体「生活クラブ」のメンバーが、「市民ネット」として市議会議員を輩出するようになっ

た約 5 年前ぐらいからは、やっと札幌市に“リサイクル”という概念が芽生えてきた。市民ネット

の議員は市議会において、資源回収をゴミ収集に組み込むなどのリサイクルシステムを作るべきで

あると主張したのである。札幌市役所にリサイクル推進課ができたのもこの頃である。市民ネット
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の議員は札幌市のリサイクル行政に多大な影響を与えたと言えよう。 

   
4-4-1-3  さまざまな会合 

 

 この頃になると、行政に対する市民の姿勢も変化してくるようになる。「土曜協議会」において

は、市民団体は行政の提案に対して何かと反対をするというケースが多かった。しかし、この頃に

なると市民団体の方からも何らかの提案が出るようになってきたのである。前向きな話し合いがさ

れるようになったと言えよう。 

 この頃開かれていた会合に審議会がある。これは環境問題等を話し合う場であったが、メンバー

が札幌市によって選出されたために実りのあるものとはならなかった。これ以来、メンバーの人選

が問題となるようになった。 

 「環境懇談会」は、札幌市が「環境基本条例」を定めるにあたって主催した、市民の声を反映さ

せるための場であった。市が提出した素案に対して参加者が討議し、採択するといった内容であっ

たが、肝心のメンバーの選出がやはり公平なものとは言えなかった。しかし、公聴会を開くなど、

札幌市も市民に意見を求めるという姿勢を見せ、「市民参加型としていいものができた」（生活ク

ラブＹさん）という条例を作ることができた。また、「環境保全協議会」という、公募された市民

を含む参加者全員があらゆることを発言できる、より開かれたものもつくられ、市民が環境問題等

に対してものを言える環境が整ってきたのであった。 

 
4-4-1-4  容器包装リサイクル法 

 

 この頃、札幌市役所に環境保全部という部署ができた。この部署は、今まで縦割りだった環境問

題に対して、総括的に、横割りの体制で取り組んでいこうと言うものであった。新しくできた部署

であるために、あまり強い力を持ち得なかったが、積極的な姿勢を示したことは評価できるもので

あった。 

 そして、国（通産省）は「容器包装リサイクル法」を制定した。これはリサイクルにおける、消

費者・市町村・事業者の役割を明らかにしたもので、消費者は分別収集に協力し、市町村は分別収

集を行うことが分担された。しかし、この法律制定の際には、マスコミによる報道がいまいち不十

分であったなどの不備はあったが、「リサイクルシステムの大きな枠組みができたという点で評価

することができる」（生活クラブＹさん）ものであった。しかし、実際においては、使い捨て型の

消費が大きく減るといった大きな効果を上げることができなかったようである。 

 
4-4-1-5  市民団体からの提案 

 

 今回、お話を聞かせていただいた生活クラブのＹさんは以下のような提案をしている。 

 1 法律で再生紙利用率を上げるなどの規制をするべきである。 

 2 古紙製品と純パルプ製品との価格の差別化を図るため、環境税を導入するべきである。 
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 3 ゴミ処理を有料化するべきである。 

 この中で特に注目するべきものは、3 の「ゴミ処理を有料化するべきである。」というものであ

る。これは、消費者一人一人のモラルに訴えることなしに、リサイクルが進行するであろうという

ものである。消費者の意識の低さが訴えられている以上、やむを得ないのではないだろうか。 

 

 
4-4-2  まとめ 

 

 以上のように、市民団体に注目して古紙の流通に対する国の取り組みについて調べてみた。市民

団体の構成メンバーは、一市民・消費者としての立場から提言・提案をするために、あまり現実か

らかけ離れることがない。それ故に、行政側からしても、市民団体・消費者団体の主張はよいアド

バイスとなりうるのではないだろうか。行政には、市民団体・消費者団体の主張にもきちんと耳を

傾けることを期待する。 
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4-5  行政と環境教育 

太田志穂 

 

  地方自治体によるゴミ減量対策によって、資源回収が住民に広まりつつあるが、それが本当のリ

サイクルにつながっているとはいえない状況である。もちろん全ての人に言えるわけではないが、

資源ゴミを出すことがリサイクルだと思い、再利用されたものを自分で使うというところが抜けた

ところで語られてしまっている。本当は再生品を使ってこそ循環になるのである。つまり住民のリ

サイクル意識が中途半端なところでとどまってしまっているのである。 

 そこで、そのリサイクル意識を完全な形にしていくには、行政による環境教育が効果を上げてく

るであろう。小学校教育の場における環境教育では、低・中・高学年の発達段階に応じて環境教育

のねらいを焦点化し、それぞれの学年ごとに環境へのかかわり方について学ばせることができる。

また、中学校教育の場では、環境にかかわる事象に直面させ、具体的に認識させるとともに、因果

関係や相互関係の把握力、問題解決力が育成できるように指導ができれば、今後多くの環境問題を

解決できる人材を育成できることは間違いないであろう。 

 実際、 近の環境教育は学校教育の場においてなされることが多い。しかし、 近の高齢化と少

子化は人口に占める成人層の割合を急増させている。これら成人層においては、ライフスタイルの

変化から生涯学習の要求も高くなっている。成人は勤労や社会的活動に実際に参加し、選挙権を行

使することによって国や地方の政策を変えていくこともできる。環境問題のような差し迫った問題

の解決に、これら成人層の参加はぜひとも必要である。それゆえ、国民の大部分を占める成人層へ

の環境教育の内容向上と浸透が行政による働きかけによって行われる必要がある。 

 よって本章では、行政による環境教育の取り組みの現状を紹介し考察を加える。住民のリサイク

ル意識の向上にはなぜ環境教育が必要であるのか。また、真に地球環境にやさしい国民を育成する

ための環境教育の役割を考察していく。 

 
4-5-1  行政における環境教育への取り組みの現状  

 

 環境教育には環境庁と文部省という二つの中央省庁が関わりを持っており、それぞれ地方自治体

の環境関連部局、教育委員会とパイプでつながっている。この日本独特の縦割り行政の中で、それ

ぞれどのような目的のもとに環境教育を進めているかということを紹介していく。 

 
4-5-1-1  国政における環境教育の取り組み 

 
4-5-1-1-1  環境庁の取り組み 

 

 1993 年 11 月に地球環境時代の環境政策の新たな枠組みを示す基本的な法律として、「環境基本

法」が国会で全会一致で可決され、公布・施行された。この法律の第 4 条では、環境への負荷の少
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ない健全な経済発展をうたっている。第 25 条には、環境の保全に関する教育学習の進行のための

措置を講ずると規定している。 

 
4-5-1-1-2  環境庁の「環境基本計画」における環境教育の位置付け 

 

 環境基本法の規定に基づき、1994 年に「環境基本計画」が策定された。「環境基本計画」にお

いては、国の環境政策の実現のための五つの施策のうちの一つとして、「公平な役割分担の下での

すべての主体の参加の実現」を挙げている。この参加の実現のために、国は「環境教育・環境学習

等の推進 」・「環境保全の具体的行動の促進 」・「情報の提供 」の三つを行うとしている。そ

して、地方自治体に対しても、学校教育等により環境教育・環境学習や環境保全活動を推進すると

ともに、情報の提供を進めることを期待している。また、民間団体が行う環境教育・環境学習を促

進するための啓発活動も進めるとしている。 

 「環境基本計画」に盛られた、各主体における環境教育・環境学習等の目的は以下の通りである

（全文引用）。ここでは、「主体」とは、国、地方公共団体、事業者、国民の 4 者をさす。 

 「持続可能な生活様式や経済社会システムを実現するためには、各主体が、環境に関心を持ち、

環境に対する人間の責任と役割を理解し、環境保全活動に参加する態度及び環境問題解決に資する

能力が育成されることが重要である。このため、幼児から高齢者までのそれぞれの年齢層に対して、

学校、地域、家庭、職場、野外活動の場等多様な場において互いに連携を図りつつ、環境保全に関

する教育及び主体的な学習を総合的に推進する。その際、自然の仕組み、人間の活動が環境に及ぼ

す影響、人間と環境の関わり方、その歴史・文化等について幅広く理解が深められるようにすると

ともに、知識の伝達だけでなく、自然とのふれあいの体験等を通じて自然に対する感性や環境を大

切に思う心を育てることを重視する。特に、次世代を担う子どもに対しては、人間と環境の関わり

についての関心と理解を深めるための自然体験や生活体験の積み重ねが重要であることに留意し、

そのための施策の充実を図る」。  

 この目標には、「人間の責任と役割」・「参加する態度」・「解決に資する能力」・「自然と人

間活動についての知識」・「自然体験を通じた感性」などの内容が盛り込まれ、環境教育として非

の打ちどころがないように見える。しかし、冒頭に「持続可能な生活様式や経済社会システムの実

現」が置かれていることに注意したい。これについては「考察」のところで検討する。 

 
4-5-1-1-3  環境教育の施策 

 

 「環境基本計画」では、「学校教育」・「社会教育」および「広報の充実」によって上記の環境

学習・教育の目標を達成することとしている。学校教育における環境教育においては、各教科・道

徳・特別活動等において連携をとりながら、児童・生徒の主体的な体験活動を通じた価値観の形成

を重視して、総合的に推進するとともに、教師の研修なども行うとしている。また、社会教育等に

おける環境教育・環境学習のために、学習拠点（学習センターや自然体験の場）やネットワークの

整備 、学習機会（自然観察会、星空観察等）の提供や講座の開設、人材の育成・確保 、教材・手
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法の提供 などを進めるとしている。 

 環境庁では、企画調整局に「環境保全活動推進室」を、自然保護局に「自然ふれあい推進室」を

設置して環境教育に取り組んでいる（奥田，1994）。 

 
4-5-1-2  文部省の取り組み 

 
4-5-1-2-1  「教育白書」における環境教育の位置付け 

 

 文部省の「教育白書」（1995）では、「 第 3 章 初等中等教育のより一層の充実のために」お

よび「 第 6 章 社会教育の新たな展開を目指して」のところで、環境教育の推進の必要性とその

施策について述べている。初等・中等教育における環境教育推進のための施策としては、「教師用

指導資料（『中学校・高等学校編』・『小学校編』・『事例編』）の作成・配布」、「 環境教育

推進モデル市町村の指定」、「全国環境教育フェアの実施」、「環境教育担当教員講習会の実施」 、

「環境のための地球学習観測プログラム（ＧＬＯＢＥ）モデル校の指定」が挙げられている。 

 社会教育にかかわっては、生涯学習のニーズに応えるために、「学習機会・学習サービス網の整

備」・「学習活動の拠点となる社会教育施設の整備充実」・「学習支援能力の高い指導者の育成」

などの施策を実施するとしている。「学習機会～」の施策に関わって、1994 年度には、社会教育

指導者用の指導資料の第 1 冊目として、「環境教育のすすめ方」を作成し、各都道府県・市町村等

に配布している。 また、青少年の学校外活動の充実策の一つとして、大自然の中で長期間の原生

活体験活動等を行う「青少年自然体験活動推進事業」を実施している。 

 
4-5-1-2-2  文部省の「環境教育指導資料」に見られる環境教育観 

 

  文部省の「環境教育指導資料」（1996）では、環境問題や快適な環境の創造に対処するために、

「我々一人一人が人間と環境とのかかわりについて理解と認識を深め、豊かな自然や快適な環境の

価値についての認識を高め、環境に配慮した生活や責任ある行動をとるとともに、環境問題をひき

おこしている社会経済の背景や仕組みを知り、その構造を環境に配慮したものへと変革していく努

力が求められている」とし、環境教育が必要であることを説いている。 

 そして、環境教育の目的は「環境や環境問題に関心・知識をもち、人間活動と環境とのかかわり

についての総合的な理解と認識の上にたって、環境の保全に配慮した望ましい働き掛けのできる技

能や思考力、判断力を身に付け、より良い環境の創造活動に主体的に参加し、環境への責任ある行

動がとれる態度を育成すること」であるとしている。 

 環境教育が行われるべき時期として、特に幼児・児童・生徒については自然体験と生活体験など

の積み重ねが重要であるとしつつも、環境教育は幼児から高齢者まで、段階に応じて体系的に行わ

れなければならないとし、生涯学習として学校教育と家庭教育・社会教育の連携の中で継続して展

開されなければならないと述べている。 
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4-5-2  地方行政における環境教育への取り組み――北海道の事例 

 

 本章では、地方の行政における環境教育への取り組みについてを、北海道を例に挙げ考察してみ

ることにする。そして、北海道による環境教育への取り組みのあらましを、環境行政（保健環境部）

と文教行政（北海道教育庁）の 2 面から考察する。 

 
4-5-2-1  保健環境部による取り組み 

 
4-5-2-1-1  「北海道環境白書」における環境教育の位置付けと施策 

 

 北海道が発表している「北海道環境白書」（1993 年版）では、環境行政の総合的推進の内容と

して 12 項目を掲げているが、その中に「環境教育の推進」が含まれる。そこでは、「本道の良好

な環境を守り、明日の世代に引き継いでいくためには、道民一人ひとりが、人と環境のかかわりに

ついて理解と認識を深め、さらによりよい環境の保全と創造のため、責任ある行動がとれるよう学

習をする機会を数多く設けることが重要」と記されている。この目的のための具体的取り組みとし

て、「環境教育モデル校の指定」・「出前環境教室の開催」・「その他環境教育の推進」が挙げら

れている。「その他」としては、川の汚れや仕組みについて簡易水質調査などによって学ぶ「せせ

らぎスクール」・「樹木の大気浄化能力度チェック」・「スターウオッチング・ネットワーク」が

挙げられている。 

 
4-5-2-1-2  「北海道環境学習推進方針」における環境教育観と方針 

 

 北海道では、さらに 1994 年に「北海道環境学習推進方針」を公表した。これは 1993 年の環境基

本法制定を受けて策定したものである。その中で、環境学習は、「環境へ関心をもつ、環境につい

て理解・認識を深める、環境に配慮した行動を実践する、モラルとして定着させる」という四つの

段階を、順次底上げしていくように展開するとしている。また、生涯学習として、年齢層や、道民・

事業者・行政の立場に応じながら、体験を通して行動力を身につけるような仕方で行うこととして

いる。また、環境学習の目標として、「有限の資源としての環境の価値を認識する」・「豊かな感

性や自然を慈しむ心を育てる」・「人間が環境に及ぼす影響について認識する」・「人間活動と環

境の調和を図る」・「よりよい環境づくりに努める」の五つを挙げている。 

 
4-5-2-1-3  北海道教育委員会（教育庁）の取り組み 

 

 北海道教育委員会（教育庁）は、1992 年に学校教育指導資料「学校における環境教育を推進す

るために」および「創意ある教育をめざして～環境教育」を作成・配布した。また、1993 年には

「北海道生涯学習推進基本構想～自ら楽しく豊かに学ぶために～」を策定し、その中で環境に関す

る学習活動を推進することを宣言した。さらに、環境教育研修講座も実施している。1994 年度か
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らは、環境教育指定校事業を開始するとともに、環境教育研究協議会を開催した。この指定校での

実践内容と協議会での話し合いの結果は、環境教育実践資料「北海道における環境教育の充実のた

めに－地球にやさしい心の育成を目指して－」（1996）として、北海道教育委員会から発行された。 

 
4-5-3  考 察 

 
4-5-3-1  環境教育と社会教育 

 

 学校教育における環境教育は、諸教科の学習内容と関連づけながら、半ば強制的に学習活動を行

わせることができる点、網羅的であり、且つ効率的な方法である。その内容や方法のの改善や工夫

は今後も必要であるが、少年期までの国民に標準的に環境教育を行う場として今後も重要な役割を

担わなければならないだろう。 

 一方、青年期以降の成人を対象とした環境教育も重要である。学校教育における教育が将来への

投資であるのに対し、社会教育は人口比の増大した成人層（有選挙権者でもある）を対象に、現在

から、より近い将来に渡っての即効性のある営みを促すことを可能にするものであるといえよう。

そして、環境問題は 90 年代の半ばを過ぎて切迫した問題となっており、これを解決するための能

力「環境リテラシー」の国民への急速な浸透のためには、社会教育の場における環境教育の充実と

浸透が一層重要になっているといえよう。 

 池田（1978）によれば、社会教育は、学校教育および非定型教育とともに、生涯教育の三つの構

成要素をなしている。その上で、社会教育は非定型教育と異なり、教育行政が行う社会教育、社会

教育関係団体・民間教育産業等が行う教育活動、一般行政に付随する教育関連事業等のように制度

化されたものとしている。 

 非定型教育は、言い替えれば制度外の教育活動であり、その内容は自由に設定される。しかもそ

れは基本的に個人の資質や趣味・嗜好の向上といったニーズに見合ったものとなろう。それゆえ、

公共性・安定性・継続性を含むべき学習内容を持つ環境教育は、行政責任が明確な社会教育、とり

わけ教育行政・環境行政における取り組みに大きな期待がかけられる。もちろん、民間団体や個人

による環境教育の試みにも優れたものが多く、それらへの支援も不可欠である。 

 
4-5-3-2  行政における環境教育・学習のシステムとそれぞれの環境教育観 

 

 今まで見てきたように、日本における環境教育のシステムは、環境庁から都道府県の環境部局を

経て市町村へと連なる系統と、文部省から都道府県教育委員会を経て市町村教育委員会へと連なる

系統の、2 系統で成り立っている。通産省、農林水産省を始めその他の省庁の事業にも環境教育／

学習にかかわるものが含まれるが、上の 2 系統のように組織立ったものではない。 

 文部省の環境教育観の出発点は公害への反省と、環境教育に関する一連の国際会議の成果を受け

たものであるといえる。その後、環境庁が環境基本計画を策定したのと前後して、文部省の環境教

育の目的は環境庁サイドの環境教育の方向性と明確に一致した内容になってきたといえる。すなわ
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ち、環境への負荷の少ない経済活動の持続的発展のためのモラル、判断力、行動様式、参加する態

度等の形成である。その意味で両省庁の連絡体制はよくとれているといえる。 

 対象とする学習者の層は、文部省側が学校教育に重点を置いて自然のしくみや大切さ、環境問題

の原因などを教育しているのに対し、環境庁側は一般社会人を対象とした環境にやさしい行動の普

及に重点を置いているという違いが見られる。このような系列を維持しつつも、文部省の環境教育

推進モデル市町村指定では、学校が地域社会を巻き込んで環境活動に取り組む方向や、北海道保健

環境部で環境教育モデル校を指定する方向など、相互浸透も進み、地域での活動は似通ったものが

多くなっている。とかく役所の縄張り意識などといわれることがある行政において、このような相

互浸透は好ましいことであろう。更に連携を進めることが望まれる。 

 
4-5-3-3  社会教育における環境教育のひろがりについて 

 

 社会教育における環境教育には、学習者が少ないことが指摘されており、一般成人、特に環境問

題無関心層への環境学習の浸透はまだまだのようである。社会教育は、学校教育と異なり、半強制

的に学習させるわけにはいかない。マスコミや町内会組織等を通じて環境学習の機会を宣伝して一

層の拡大・浸透を図ることが必要と思われる。 

 

 
4-5-4  まとめ 

 

 以上のように、社会教育における環境教育のシステムと活動内容を紹介するために、環境行政・

文教行政の 2 系列に分けて、国・都道府県・市町村の各レベルにおける方針や施策の内容を検討し

た。環境行政系列では社会人を中心に多様な環境学習や自然体験を、文教行政系列では学校教育を

基本に地域社会と連携した多くの学習・体験活動がなされていることを示した。 

 これらの活動内容はおしなべて、個人や地域のレベルでライフスタイルや自然との接し方を変え

ていくものであり、この報告書のテーマである古紙リサイクル活動も行なっているところも多いで

あろう。このような行政により系統だった環境教育のあり方は環境問題について、根底から学ぶこ

とが可能なため、リサイクルの真の意味を多くの人が学ぶことも可能である。 

 また、環境教育の一番の目的は真に地球環境にやさしい国民を育成することにある。真に地球環

境にやさしい国民とは、社会経済システムを環境負荷の少ないものへ大きく変えていくための政策

決定に参加する国民であり、環境教育の内容もこの観点から充実すべきである。 
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