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要旨 

本稿では、日本経済史研究ではこれまで注目されてこなかった静脈産業について、経済史的視点から考察する

必要性を指摘し、静脈産業史の全体像を明らかにする。現在、持続可能な発展、循環型社会の構築を目指し、

経済学・経営学などの社会科学の諸分野において静脈産業に関連した研究蓄積が進んできている。その中で、

歴史的視点から江戸期の循環型社会のあり方を見直すという試みもなされてきたが、現代の状況と有機的に結

びつけるためには近代以降に関する研究蓄積に基づいて考察していく必要がある。そこで、本稿では、現在目

指している循環型社会と江戸期の循環型社会に関する議論の間を埋めるため、近代から現代にかけての静脈産

業の変化について、塵芥処理業、屎尿処理業、資源回収業の事例から明らかにする。各時代、各事業において、

排出物の価値とそれをめぐる官と民の関係がどのように変化してきたのかについて、公文書、新聞・雑誌記事、

業界史・組合史などに基づいて概観し、静脈産業の市場構造の変化・特徴について考察する。 
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静脈産業の市場構造に関する経済史的考察 

―近現代東京の事例を中心に―
 

 

 

星野 高徳 

（慶應義塾大学大学院商学研究科後期博士課程 

経商連携 21 世紀 COE プログラム研究員） 

 

 

1 はじめに 

（1）問題意識 

これまで日本経済史研究では、生産から消費までの経済活動を分析することに主眼がお

かれ、消費後の排出物1の処理過程については注目されてこなかった。本稿では、排出され

たものを処理する過程を担う静脈産業に焦点を当て、近代における塵芥処理・屎尿処理の

変遷を中心に静脈産業の市場構造の変化を考察していく。静脈産業とは、1990 年代から循

環型社会という言葉とともに頻繁に使用されるようになった言葉であり、製造から消費ま

での流れを支える動脈産業に対して、消費以降の排出物の処理過程を支えている産業と捉

えられる2。 

市場構造、市場の質などの議論をする際にも動脈産業が議論の中心であったと考えられ

るが、静脈産業に関しても同一の枠組で議論することによって、従来までの議論の範囲を

拡張することができる。具体的には、排出物という静脈産業にとっての製品の変化と、静

                                                   

 本研究を進めるにあたって、本 COE プログラム歴史分析班の杉山伸也氏（経済学部教授）、

古田和子氏（経済学部教授）、牛島利明氏（商学部教授）、石岡克俊氏（産業研究所准教授）、

神田さやこ氏（大阪大学大学院経済学研究科専任講師）、島西智輝氏（立教大学経済学部助

教）、瀬戸林政孝氏（COE 研究員）、山口明日香氏（COE 研究員）より有益なアドバイスを

いただいた。また、平野隆氏（商学部教授）、工藤教和氏（商学部教授）には日頃より丁寧

なご指導を賜った。この場にて感謝申し上げる。 
1 本稿では、経済的価値を有さない「廃棄物」という言葉と差別化を図るために、経済的価

値を有するものも含む概念として「排出物」という言葉を使用する。 
2 静脈産業は「財の生産、流通、廃棄、再利用の過程のうち、動脈産業になぞらえられる製

造業など製品の供給側の分野に対して、ごみや廃棄物として排出された後の回収、焼却、

処理、再資源にかかわる分野を指す」と定義されており、廃棄物処理業とリサイクル業を

合わせたものと捉えられている。綜合社（編）『imidas 2007』（集英社，2007 年）p.246、

小澤育夫（1998）を参照。 
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脈産業特有の取引関係の特徴が明らかになり、静脈産業における市場の質の面にも踏み込

んだ見解が得られると考える。 

静脈産業がこれまで注目されてこなかった要因としては、資料的な制約とともに、経済

史の枠組では捉えにくい部分であったということも重要な要因であったと考えられる。経

済史は人間の経済活動の歴史的展開の解明を目的とする以上、経済発展の過程や資本主義

成立の過程が注目され、近代において産業としての地位を確立していなかった静脈産業が

重要な論点になってこなかったことはそれほど不思議なことではない3。 

しかし、最近の動向に目を転じてみると、静脈産業が経済活動の一側面として看過でき

ないものになり、今後の成長力が大きい産業として注目を集めている。廃棄物処理・リサ

イクル関連分野の市場規模の変化を見てみると、1990 年の推計値は約 3 兆 6000 億円だっ

たが、1994 年に約 11 兆円、2000 年に約 20 兆円、2004 年に約 27 兆円にまで成長し、日

本経済の中でも無視できない存在となった4。 

また、静脈産業の市場規模の拡大とともに、静脈産業の動向は循環型社会の形成、持続

可能な発展を目指す上でも注目され、江戸期に形成されていた循環型社会と対比する形で

の議論、循環型社会を意識した近世日本史研究が見られるようになった5。確かに現在、循

環型社会を目指すにあたり、あらゆる物が循環していた江戸期を見てみることは興味深い。

しかし、現代における循環型社会の形成と江戸期の循環型社会を比較してみると、あまり

に社会・環境・技術などの面で異なる部分が多く、直接結びつけて論じることは困難であ

り、現代の静脈産業の性質や形成過程について明らかにすることはできない。そこで、経

済史的な視点から近代から現代にかけての実証を行うことによって、その間の議論を埋め

ることが可能になり、静脈産業の形成・変化の過程がより明確になるものと考えられる。

これによって、近年の循環型社会に関する議論をより具体化していくことが可能になると

考えられ、経済史的視点から静脈産業を分析していく価値は高まってきたといえよう。 

 

（2）先行研究と本稿の課題 

①静脈産業に関する歴史的研究 

分野を経済史に限定しなければ、これまでも静脈産業を歴史的な視点から分析する試み

                                                   
3 中西聡（1998）p.1、齊藤博（1992）pp.1-6、南亮進（2002）。 
4 寺坂信也（1993）p.11、通商産業省環境立地局（1994）p.108、環境省（2007）pp.222-223。 
5 鬼頭宏（2002）、吉田伸之（2004）。 
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は行われてきた。近代以降の静脈産業を対象にした歴史研究は、近代の塵芥処理と屎尿処

理に集約することができ、関連する事例研究としては、戦後における各種資源回収業につ

いての現状分析が見られる。 

 塵芥処理ついては、江戸・明治期の町触や法令から清掃事業の実態を明らかにすること

と、衛生面・伝染病の流行と結びつける形で塵芥処理の市直営化を論じることに焦点が当

てられてきたといえる。坂詰智美は、明治期に出された法令などに着目し、特に重要なタ

ーニングポイントとして 1900 年の汚物掃除法施行を挙げ、同法の施行によって、焼却処理

が一般的になり、江戸中期から続いた埋立中心の処理から焼却と埋立の 2 つの方法を中心

とした処理方法へ移行したとしている6。石垣尚志も汚物掃除法、清掃法などの法令面に焦

点を当て、1954 年の清掃法の施行によって、伝染病予防のための清掃という意味合いが薄

れ、清掃すること自体が意味を持つようになったと主張している7。また、汚物掃除法の制

定過程については、溝入茂が制定の背景、イギリス公衆衛生法の影響、法案の審議過程に

ついて考察している8。以上、塵芥処理に関しては、法令の制定・変化の過程に着目し、衛

生との関係から論じられる傾向が強いことが分かる。 

屎尿処理については、有料化・市営化の要因を農村と都市の対立、あるいは農民と地主

と行政の対立関係から考察しているものが見られる。吉良芳恵は横浜の事例を用いて、農

村と都市の対立によって、買取汲取から無料汲取、有料汲取という形に変化した過程を実

証し9、松下孝昭は、屎尿価値の低下とともに農民、地主、大阪市の対立が解消し、市営化

されたことを明らかにしている10。また、渡辺善次郎、田島夏与は、農村史的な視点に立ち、

都市化、近郊農業の変化から有料化の要因を示唆している11。これらの研究は政治史的な観

点、農村史的な観点からの研究であり、屎尿処理業者は近代東京を中心に主要な役割を果

たしていたにもかかわらず、考慮に入れられてこなかったことが分かる。 

 戦後の各種資源回収業を対象にした事例研究は、主に古紙、屑鉄などを対象として行わ

れている。時代を追ってみてみると、星野朗・野中乾によって、戦後の東京都足立区を対

象としたバタヤ調査が行われている12。バタヤの職業調査を詳細に行い、貧民街の変遷、バ

                                                   
6 坂詰智美（2002）。 
7 石垣尚志（2000）。 
8 溝入茂（2007）。 
9 吉良芳恵（2002）。 
10 松下孝昭（1988）。 
11 渡辺善次郎（1991）、Tajima Kayo（2005）。 
12 星野朗・野中乾（1973）。 



 4 

タヤの生活状況という視点を重視して論じている。その後、1970 年代以降の資源価格の変

動期を対象とした研究が見られ、西村豁通・能塚正義はバタヤに代わる存在としてちり紙

交換の成立過程に着目し、1973 年のオイル・ショックによる古紙価格の急騰によって新し

い業態が古紙回収に参入し、その後の価格急落によって、回収業者が減尐したことを明ら

かにしている13。三矢誠は 1970 年代の再生資源卸売業を対象とし、業界全体にわたって需

要の減尐が顕著になり、再生資源卸売業がコマーシャルベースで成り立たなくなっていっ

たことを示した14。近年に関する議論としては、加藤濃子、佐々木敏裕が 1990 年代に行政

回収が始められたことによって、民間業者によって形成されてきた古紙のリサイクル網が

破壊されたと主張している15。以上のように研究対象は多岐にわたっているが、多くは古紙

回収業を対象としており、先行研究の事例をまとめてみると、市況の不安定性などの影響

から、ちり紙交換などの新しい業態が台頭する時期と回収業者の撤退時期が繰り返される

傾向があったことが分かる。また、行政回収を民間事業の圧迫要因、リサイクル網を破壊

する要因として非難する傾向も強い。以上、資源回収業の事例研究においては、古紙回収

を中心に民間業者に関する調査がなされており、行政が民間業者に与えた影響についても

考察されていることが分かる。 

 以上のように歴史研究としては、排出物を題材とした研究は行われているものの、経済

の静脈部を担う産業に着目するという視点はなかった。他方、戦後の資源回収業を扱った

事例研究では、古紙回収が主要な研究対象とされ、民間業者と行政の関係についても触れ

られてきた。しかし、資源価格の変動に合わせて資源回収業者が対応した事実と行政回収

も価格低下を促進させた事実を示すにとどまり、戦前において資源回収業が民間事業とし

て成立・発展してきた要因、戦後において衰退し、行政が介入するようになった要因につ

いては焦点が当てられていない。以上からこれまでの歴史研究、事例研究においては、江

戸期から現代、あるいは戦前から戦後の変化を明らかにした上で業界の特徴について考察

するという視点はなかったと考えられる。 

 

②静脈産業をめぐる経済学・経営学の動向 

他の社会科学諸分野の動向を見てみると、経済学、経営学などの分野で静脈産業のあり

                                                   
13 西村豁通・能塚正義（1976）。 
14 三矢誠（1981）。 
15 加藤濃子（2004）、佐々木敏裕（2003）。 
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方、循環型社会の構築方法についての研究蓄積が進んできている。本稿の目的は循環型社

会や静脈産業のあり方がどのように変容して、現代の状況に至ったかを歴史的に明らかに

することであるから、現状に着目したそれらの分野の動向にも注目していく必要がある。

ここでは廃棄物関係の研究蓄積が進んでいる環境経済学と、環境経営との関係で静脈産業

にも焦点が当てられつつある経営学に注目していく。 

環境経済学では「廃棄物の経済学」という形で廃棄物に特化した研究蓄積が進んでおり、

植田和弘は「廃棄物の経済学」が解明すべき課題として、第 1 に、廃棄物によって生じて

いる社会的費用あるいは社会的損失の大きさを評価するとともに、その発生メカニズムを

明らかにすること、第 2 に、その社会的費用や社会的損失の内部化を図る効率的で公平・

公正な社会システムを設計し、そのシステムを支える主体や管理組織そして費用負担のあ

り方を明らかにすることを挙げている16。内部化の方法に関しては、従来から環境経済学で

使用されていた概念であるピグー税などによって、廃棄物に伴う外部不経済を内部化する

という方法が考えられてきた17。近年、環境経済学での関心は多岐にわたっているが、研究

の視点としては以上のような植田の指摘した課題に集約できることも多く、効率的なシス

テム、費用負担を模索する中で廃棄物処理の有料化や、拡大生産者責任などについての議

論が進められたと捉えることができる。 

また、上記 2 つの課題と関連して、行財政システムから社会的費用とそれを評価・規定

する社会的基準を捉える取組もなされている18。歴史的視点も用いながら廃棄物処理をめぐ

る経済システム、政治システム、社会システムの 3 つのサブ・システムの関係を示し、大

量廃棄社会の頃の相互関係から大きく転換してきていることを主張した。ただし、近代以

降の循環型社会の変容過程を研究対象としているわけではなく、主に行政サービスの広域

化と公共と民間のパートナーシップなどの近年の問題から、社会的基準の設定と社会的費

用の動態化を図るためのネットワークの構築、計画と予算の関係強化の重要性を指摘して

いる19。 

このような視点に加え、リサイクルという概念が廃棄物処理の分析に組み込まれること

                                                   
16 植田和弘（1992）p.2。 
17 リチャード・C・ポーター（2005）pp.18-23。 
18 八木信一（2004）。 
19 科学的知見や技術的開発によって、社会的基準の変化、社会的費用の動態化が引き起こ

されることを示し、動態化を促進する制度や社会システムの構築が重要な課題であると主

張している。八木信一（2004）pp.18,201-203 を参照。 
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になり、排出物の経済的価値をめぐる民間業者のかかわりとリサイクルに関する費用負担

の問題にも対象が広げられた20。このような分析対象の拡大によって、リサイクルという処

理方法が廃棄と並ぶ選択肢として分析されるようになった。また、汚染者支払い原則（PPP）

21に基づいて、従来は税金などによって内部化されていなかった費用が経済システムの中に

内部化されるようになった22。これらの動向も植田の指摘した 2 つの課題と密接にかかわっ

てくる問題であるが、排出物の処理を市場原理で説明できる枠組を作ったという点で新し

い見解が示されたといえる。リサイクルされた製品の価格とリサイクル費用を比較して、

リサイクルされた製品の価格の方が大きければ、他の製品と同様に市場原理に基づいて取

引されることになり、リサイクル費用の方が大きいものについても、価格転嫁などによる

内部化によって、市場原理で説明できるようになった23。また、排出されたものの価値につ

いてもマイナスの価格という概念を取り入れることによって、経済的価値を有するものと

有さないものを同一の枠組で説明し、排出物の価値変動と市場・行政の関係についても分

析が可能になったといえる24。 

他方、経営学では静脈産業自体を扱うものはそれほど多くはなく、若干、日本の廃棄物

産業の零細性と未発達な状況を指摘し、アメリカ型のビッグ・ビジネスの必要性を論じて

いるものが見られる25。その中で、業界の発達を促す法令の面についても欧米との比較から

見解が示され、法制度の改正の重要性が指摘されている。 

また、経営学のより大きな潮流としては環境経営についての蓄積が近年進んできている。

マイケル・ポーターは、廃棄物の有効活用を通して資源利用の効率性が高まり、企業は競

争優位を獲得できると主張し、環境経営は経営戦略の観点から見ても重要であるとした26。

この見解は環境経営の重要性を世に広めることになったとともに、静脈産業に対する考え

方にも大きな変化をもたらすことになったといえる。その後、法制度の改正は資源の有効

利用を促すきっかけとして重視されるべきという見解が示され、資源の有効利用のために

は製造業などの大企業が静脈産業に進出すること、または、静脈産業の企業が大規模化す

                                                   
20 リチャード・C・ポーター（2005）pp.187-203、細田衛士（1999）pp.133-148。 
21 PPP は「汚染者負担の原則」と訳されることも多いが、ここでは負担者と支払者が異な

ることを意識して「汚染者支払いの原則」とした。細田衛士（1999）pp.128-130 を参照。 
22 細田衛士（1999）p.140。 
23 細田衛士（1999）p.61,78-79,140。 
24 細田衛士（1999）pp.5-17,92。 
25 小中山彰（2000）、長沢伸也・森口健生（2003）。 
26 Michael E. Porter（1995）。 
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ることが必要だとする見解が示された27。 

以上、環境経済学、経営学における静脈産業関連の研究蓄積を見てきた。概して、環境

経済学では外部性などの問題から発生する市場の失敗に対する解決方法、政府による効率

的な補完のあり方の解明に焦点が当てられ、経営学では企業の競争力、採算性のほかに、

政府の対応として法令などに着目しているが、民間業者の収益環境と行政とのかかわりに

ついてはあまり注意が払われてこなかった。ただし、環境経済学ではリサイクルに関する

議論や汚染者支払い原則に基づく費用負担の議論の発展によって、排出物の価値の高低に

かかわらず市場原理に基づいた説明が可能になり、それに伴って市場のプレーヤーである

民間業者についても理論的には説明できるようになったと考えられる。この点を見ると、

経済学理論では現代の静脈産業の構造、改善点などを把握することが可能になっていると

捉えられるが、経済学的手法のみで本稿の課題である近代以降の静脈産業の変化を捉え、

江戸期の循環型社会と現在目指す循環型社会の間を埋めることはデータ的に難しい面も大

きく、経済史的な視点からの実証研究の蓄積が求められる。具体的には、市場のプレーヤ

ーである民間業者と行政が、排出物の価値が変動する中、どのように主体的に行動してき

たかについて歴史的な資料から明らかにしていく必要がある。 

 

③本稿の課題 

 本稿では、以上の研究史を踏まえ、環境経済学でも指摘されている排出物の経済的価値

の変化と、官と民の主体的行動や相互関係に焦点を当て、江戸期から現代、あるいは戦前

から戦後にかけての静脈産業の歴史的展開について明らかにしていく。官と民に注目する

理由は具体的に 2 つ考えられる。第 1 に、本稿で対象としている排出物の価値は時代とと

もに変動し、それをめぐる官と民の役割・関係は流動的になるため、歴史的な研究をする

ためには双方を見る必要があるということ。第 2 に、経済学で指摘されているような官の

補完機能は民間業者との関係でも詳細に検討がなされる必要があるということ。この視点

から歴史分析を行うことによって、収益を追求する民間に対して、行政がどのような目的

で介入を行い、業界にどのような影響を与えたかが明らかになる。以上 2 つの理由から、

静脈産業の分析には官と民の関係を考察することが重要な意味を持ち、排出物の経済的価

値の変化と関連づけながら考察していくことによって、江戸期と現代の循環型社会に関す

                                                   
27 小中山彰（2000）pp.47-50、長沢伸也・森口健生（2003）pp.204-208、藤井勲（1997）

pp.80-109、高橋由明・鈴木幸毅（2005）pp.219-236。 
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る議論をより有機的に結びつけることができる。江戸期と現代を有機的に結びつけること

によって、循環型社会の変容を促した社会変化について歴史的視点から考察することがで

きるとともに、現代の静脈産業がどのように形成されたのかを示すことができ、従来の社

会科学諸分野の動向にはない視点を提示できるものと考える。 

 以上を踏まえ、本稿では主に東京の事例に着目し、第 2 節で明治期から大正期にかけて

市の直営事業になった塵芥処理業、第 3 節で大正期から昭和初期にかけて市営事業になっ

た屎尿処理業、第 4 節では資源回収業を中心に戦前から戦後にかけての静脈産業の変容を

明らかにする。各時代、各事業における排出物価値の変化、官民関係の変化に焦点を当て、

静脈産業の市場構造の変化について考察していく。 

 

2 塵芥処理業 

塵芥処理は江戸期から明治期にかけては主に 2 つの収益源から成り立っていたと考えら

れる。第 1 に、再利用による収益、第 2 に、塵芥処理というサービスに対する代金である28。

しかし、明治後期になると社会環境の変化によって、これらの収益源が変化することにな

った。 

再利用による収益の変化については、塵芥の所有権に関する変化と塵芥の肥料としての

価値の変化から説明することができる。元来、塵芥の所有権は、屎尿とは異なり塵芥を集

める塵芥処理業者が有していた。しかし、1872 年に各小区が塵芥処理業者に対して、塵芥

の売却代金の一部を上納金として出すことを要求するようになったことを契機に、塵芥を

提供する立場である地主差配人も塵芥の所有権を主張することになった29。このような動向

の結果、地主差配人の主張が通り、民間業者の収益環境は悪化したものと考えられる。 

続いて、塵芥の肥料としての価値がどのように変化したのかを見ていく。東京市の塵芥

は主に千葉に輸送され、買い取ってもらっており、買取先である千葉における動向が塵芥

の再利用価値を規定していたと捉えられる。塵芥の肥料化を妨げたものとしては、3 つ考え

られ、第 1 に、伝染病などの流行を受け、塵芥の買取先である千葉県が東京市からの塵芥

の持込を禁止するなどの行政による規制30、第 2 に、買取先の住民からも衛生面への悪影響

を心配する声が上がったことが挙げられ、海岸にあった塵芥の引き揚げ場は減尐すること

                                                   
28 東京都清掃局（2000）p.453、笹沢琢自（1999）p.118。 
29 宮川鉄次郎（1914）p.2。 
30 東京都清掃局（1977）p.13。 
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になった31。第 3 には、千葉が都市化することによって千葉で出る塵芥の量が増え、物価の

上昇にもかかわらず、需給の関係から塵芥の価値が低下するという事態になったことが挙

げられる32。以上の変化は屎尿の経済的価値を低下させ、塵芥処理業者の収益環境に悪影響

を及ぼしたものと考えられる。 

次に塵芥処理サービスに対する代金の変化について見ていく。江戸期においては町人の

自治組織を中心とした請負制度によって事業が維持され、町人から拠出される町入用から

サービスに対する対価を得ていた33。この状況は明治期に入っても維持されたが、伝染病流

行を踏まえて 1900 年に汚物掃除法が施行されると状況が変化することになった。 

東京市では、1900 年の汚物掃除法施行を機に塵芥処理に関する議論がなされるようにな

り、清掃頻度に関する議論と清掃形態に関する議論が中心的な議題になった。清掃頻度に

関しては文字通り 1 週間あたりの清掃回数について、清掃形態に関しては直営・委託の選

択、委託の場合の委託方式について議論され、両方の議論において市長と星亨を中心とし

たグループとその他の尐数派との対立関係が明確になっている34。 

この議論の結果、星亨を中心とした多数派の意向によって、随意契約制による塵芥処理

が行われることになった。この随意契約では東京市を 3 分割し、印東佐兵衛、東京市内衛

生株式会社、金田伝兵衛の 3 氏に請け負わせることが決められた35。このことにより、これ

までの塵芥処理業者と各町々の請負関係は崩れ、全くの未経験者であった 3 氏が塵芥処理

業に参入することになった。この変化によって、業者間の対立が激化し、政治家への賄賂

の重要性が高まったこともあって、新請負人・旧請負人双方の利益は停滞することになっ

たといえる36。 

このような東京市の最初の取り組みであった随意契約制の導入は失敗に終わり、翌年の

1901 年からは競争入札制が採用された。この内容は東京市 15 区の各区において請負人を

競争入札で決めるというものであり、随意契約制の失敗を踏まえ、請負区域の大きさ、請

負人の人数の適正化を重視した内容になっている37。これに加えて、1903 年には汚物掃除

                                                   
31 町井正路（1922）pp.126-127。 
32 宮川鉄次郎（1914）p.23。 
33 笹沢琢自（1999）p.118。 
34 東京市役所『明治三十三年 東京市会議事録 第四号』（東京市役所，1900 年）pp.18-20。 
35 東京市役所『明治三十三年 東京市会議事録 第十三号』（東京市役所，1900 年）p.5。 
36 東京市役所『明治三十三年 東京市会議事録 第八号』（東京市役所，1900 年）p.5、「汚

物問題の醜聞（続）」『都新聞』明治 33 年 4 月 3 日。 
37 東京市役所『明治三十四年 東京市会議事録 第四号』（東京市役所，1901 年）p.27、
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法施行以前から塵芥処理に携わっていた専業の業者が請け負うようになり、塵芥処理の質

も塵芥処理業未経験者が行っていたときよりも改善されることになった38。しかし、塵芥処

理サービスの質がやや改善されても、競争入札によって請負金額が低下するという現象が

起こった。東京市の助役であった宮川鉄次郎は『東京市ノ衛生』の中で、この競争入札に

よる請負金額の低下は塵芥処理業者の職務の遂行を困難にすることになったと記しており、

明治後期の一連の東京市の施策は民間事業としての魅力を減退させる内容であったと考え

られる39。サービスの質の向上と事業の維持を目的に採用された請負方式であったが、適正

な業者、適正な請負価格を選定する段階から問題が生じていた。 

以上のように明治期を通して、塵芥処理業者の収益源が崩れ、同時に塵芥処理サービス

の悪化が問題となり、東京市では 1908 年頃から市直営化に向けた取り組みがなされるよう

になった。まず、1908 年には尾崎行雄市長を中心に塵芥処理に関する 7 方針が提示され、

各区の実情に応じて徐々に市直営に移行していくという方針が示された40。この方針を踏ま

え、1911 年から本格的に直営化がなされるようになり、直営区の掃除回数の増加や成績の

改善が見られ、苦情件数は減尐した41。市直営方式に移行したことによって、塵芥処理サー

ビスの質が向上したことが分かる。 

以上、塵芥処理についてまとめてみると、図 1 のようになる。まず、衛生環境の悪化を

受けて 1900 年に汚物掃除法が施行されると、屎尿に比べ経済的価値の低かった塵芥は市の

責任で回収されることになり、随意契約制、競争入札制によって請負業者が決められた。

衛生環境の悪化は、同時に塵芥の買取先であった千葉の衛生意識を高め、塵芥は忌避され

ることになり、再利用価値は低下した。再利用による収益が減尐する中、事業の質の維持

を目指して行われた随意契約制、競争入札制も塵芥処理業者の収益源を維持することはで

きず、市直営化という形で事業を維持するという方法がとられることになった。 

 

 

 

                                                                                                                                                     

東京市役所『明治三十四年 東京市会議事録 第五号』（東京市役所，1901 年）p.50、東京

市会事務局（編）『東京市会史 第二巻』（東京市会事務局，1933 年）pp.508-510。 
38 宮川鉄次郎（1914）p.11。 
39 宮川鉄次郎（1914）p.11。 
40 宮川鉄次郎（1914）p.12。 
41 東京都清掃局（1977）pp.11-15、宮川鉄次郎（1914）p.13。 
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図 1 塵芥処理業の市直営化過程 

 

 

3 屎尿処理業 

屎尿処理は、塵芥処理とは異なり屎尿を買い取って売るという形態だったため、収益源

は再利用、特に肥料としての農村還元による収入だけであった42。その収益源は大正期を中

心とした社会変化、特に物価上昇、都市化、化学肥料などの発達などによって減尐した43。

明治末期から大正期にかけて卸売物価・平均賃金が倍増する中、屎尿の売却代金は低下傾

向にあり、事業の維持のために屎尿処理は有料化されることになった44。ここから屎尿処理

の収益源は再利用による収益から屎尿処理サービスに対する代金へと移行したと捉えるこ

とができる。 

 しかし、有料化後も屎尿問題は残存・悪化することになり、民間事業として維持するこ

とが困難になった。残存した問題として、衛生環境の更なる悪化、寄生虫病・消化器伝染

病の深刻化と、サービスの質・料金面における地域間格差の問題を挙げることができ、こ

れらの解決を図るためには民間業者の力だけでは難しく、地方行政府の介入が必要とされ

た45。 

 大正期には屎尿汲取の停滞を踏まえ、田尻稲次郎、後藤新平両市長の時代に市営化案が

                                                   
42 東京清掃協会（1966）p.17。 
43 藤原九十郎（1928）pp.18-19。 
44 商工大臣官房統計課『卸売物価統計表』各年版、商工大臣官房調査課『昭和十四年 賃

銀統計表』（商工大臣官房調査課，1940 年）pp.14-15、東京市役所（1907）pp.55-61、小

島幸一（1961）pp.165,230、茂木耕三（1960）p.38。 
45 「不潔な東京（一）」『都新聞』大正 9 年 1 月 18 日、茂木耕三（1960）p.44。 

衛生環境の悪化 

伝染病の流行 

汚物掃除法施行 

   ↓ 

請負方式による塵芥処理 

   ↓ 

塵芥処理サービスに対す

る代金の減尐 

再利用による収益の減尐 

市直営化 
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具体化することになった。田尻は主に臨時的な市費の拠出によって汲取停滞を緩和する方

針をとり、加えて硫酸アンモニア工場を建設することによって、屎尿から硫酸アンモニア

を作り、売却するという方法を提案した46。しかし、後藤市長の時代になると、根本的な解

決のために最終処分先を確保することが重視されるようになり、収集のための市費の拠出

は減尐し、硫酸アンモニア工場建設については、硫酸アンモニアの製造技術としてはそれ

ほど好ましくないという理由で廃案にしている47。田尻案に替えて、後藤は根本案と応急案

を作成し、急場に対応するために応急案として鉄道輸送網と簡易下水道の整備を重視する

ことになり、この方針に従って、鉄道輸送の対象として屎尿問題が悪化している山の手地

域を、簡易下水道の対象として下町の中でも河川が尐ない下谷区、浅草区を市営化するこ

とになった48。その後、1923 年の関東大震災によって一時的に屎尿処理は困難な状況にな

ったものの、1925 年には 1922 年に出された市の方針通りの屎尿処理が行われており、次

に屎尿処理が変化するのは汚物掃除法が改正される 1930 年であったと考えられる49。 

 汚物掃除法は屎尿問題が全国的な問題になったこともあって、1930 年 5 月 17 日に改正

された50。これによって、屎尿処理も他の汚物同様、市町村の義務となり、市は汚物の回収

の際に手数料を徴収することが可能になった。そして、市営化の実施まで 4 年の猶予期間

が設けられ、その間に市営化に向けての準備が進められることになった51。以下、この準備

過程について見ていくことにする。 

 まず、それまで自由営業によって行われていた屎尿処理を許可営業に移行させるべきだ

という意見が出てくるようになった。このような意見は住民からの苦情という形で出てく

るとともに、不正業者の増加を危惧した屎尿処理業者の側からも出てくることになった52。

その後、許可営業による汲取料金の上昇を心配する世論からの反対などもあったが、1933

年 4 月 1 日に許可営業で行われることが決定された53。これによって、屎尿処理サービスの

                                                   
46 「糞尿の始末」『都新聞』大正 8 年 2 月 12 日、「糞尿市営の計画」『都新聞』大正 9 年 4

月 22 日。 
47 「糞尿処分 結局市営か」『都新聞』大正 10 年 2 月 13 日、「市民は又も糞尿攻」『都新

聞』大正 10 年 3 月 19 日。 
48 「糞尿処分案内容」『都新聞』大正 10 年 6 月 23 日、「九月より糞尿処分」『都新聞』大

正 10 年 7 月 15 日。 
49 茂木耕三（1960）pp.47-48、小島幸一（1961）pp.175-177。 
50 「汚物掃除法改正案議会通過」『公衆衛生』第 48 巻第 5 号（1930 年 5 月）p.335。 
51 東京清掃協会（1966）p.23。 
52 「糞尿汲取に許可営業の陳情」『読売新聞』昭和 6 年 3 月 12 日朝刊。 
53 警視庁東京府『警視庁東京府公報』号外（昭和 8 年 4 月 1 日）pp.1-3。 
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質が維持されるとともに、市営化に向けた基礎調査や市営計画を実行しやすい環境ができ

たといえる54。 

 続いて、大正期に行われてきたインフラ整備に加え、より広範な地域を網羅する形でイ

ンフラ整備が進められた。東京市では、自動車による屎尿の運搬を図るために 1932 年に自

動車による屎尿運搬の調査が行われ、その結果、鉄道と並んで衛生上適した「高速度運搬

機関」として、埼玉、千葉を中心に急激に使用されるようになった55。また、最終処分場の

整備についても、下水道改良工事とリンクする形で処分場が芝浦、金町に建設され、既に

運転している三河島汚水処分場とともに屎尿処理を行うことになり、輸送インフラの整備

にリンクする形で農村還元のための貯留槽の建設が進められた56。以上から、インフラ整備

によって衛生問題の解決を図っていたことが読み取れるとともに、大正期に後藤新平が示

した根本案と応急案の方針が依然として機能し続け、下水処理という根本案と農村還元と

いう応急案の双方が有機的に機能していたものと考えられる。 

 そして、市営化に向けて最後に残された問題が手数料をどのように定め、屎尿処理をど

のように実行していくかということであった。屎尿処理の旧市部での市営化を控えた 1934

年 10 月 22 日に手数料に関する議案が出され、料金を一律にするべきか否かなどの議論が

行われることになり、この中で環境の違う山の手と下町が同一の料金でいいのかという問

題が議論の中心になった。当初、手数料の水準は全市一律で 1 樽 10 銭とされたが、これは

運搬の便の良い下町の人々に不利になるのではないかという意見が出され、1 樽当たりの料

金を値下げする形で下町住民の負担が増加しないように配慮し、最終的に 1 樽 9 銭で全市

一律の汲取手数料が決定された57。 

以上の「自由営業から許可営業への変化」、「屎尿処理関連のインフラ整備」、「市営汲取

の手数料決定」の 3 点の準備過程によって、東京市において有料化後も残存していた衛生

環境の問題、サービスの質や料金面に関する地域間格差が是正され、公共サービスとして

の定着が図られたと捉えることができる。このような準備の後、1934 年に旧市部、1936

年に大半の旧郡部で市営化されることになった58。 

                                                   
54 小島幸一（1961）pp.200-201。 
55 東京市役所『本市屎尿運搬能率調査報告』（東京市役所，1933 年）pp.1-4。 
56 日本下水道協会（1986）pp.137-138、東京市役所『昭和九年度自一月至三月 東京市会

決議録 第一巻』（東京市役所，1934 年）pp.1374-1375。 
57 東京市会事務局『東京市会史 第八巻』（東京市会事務局，1939 年）pp.1140-1144。 
58 東京市保健局（1934）pp.6-11、東京市役所（1936）pp.2-3。 
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 以上、屎尿処理についてまとめてみると、図 2 のようになる。屎尿処理の唯一の収益源

であった再利用による収益環境が悪化すると、警視庁が有料化を承認し、屎尿処理サービ

スに対する対価が新たな収益源となって事業の維持が図られていくことになった。しかし、

民間業者では解決できない問題が残存していたことによって、インフラ整備、汲取手数料

の一律化など、東京市の介入が強まり、汚物掃除法改正を機に全市市営化が目指されるこ

とになった。ただし、塵芥処理とは異なり、屎尿は農村部では依然として経済的価値を保

っていたことから委託という形で民間活力が活用されることが多かった。例えば、旧市部

が市直営化される中、旧郡部においては民間業者による汲取が続けられており、地域ごと

に柔軟に処理方法が選択されていたことが分かる59。 

 

図 2 屎尿処理業の市営化過程 

 

 

4 資源回収業 

（1）戦前の資源回収業 

戦前において塵芥・屎尿といった排出物は価値を失い、静脈産業の担い手が民から官へ

と移行することになったが、その後も古紙・襤褸・屑鉄などは経済的価値を有し、民間事

業によって塵芥処理とは独立する形で回収が続けられた。本節では、古紙・襤褸・屑鉄回

収を中心に戦前から現代にかけての資源回収業の変容を見ていくことにする。 

東京市では 1976 年の警視庁の布達によって、古銅鉄商、屑屋などの届出制が実行され、

1880 年には統計上の店舗数だけでも東京市内の古銅鉄商と屑屋を合わせて 4000 軒に上っ

                                                   
59 東京市役所『東京市保健局清掃課事業概要』（東京市役所，1937 年）pp.5-7、東京市役

所『東京市清掃事務成績』（東京市役所，1935 年）pp.42-44。 

①都市化 

②他肥料の普及 

③物価上昇 

  ↓ 

再利用による収益の

減尐 

有料化 

①衛生問題の残存・悪化 

 

②サービスの質・料金面

における地域間格差 

市営化 
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た60。ここから、東京市は多くの資源回収業者が営業を行っていた都市であったことが分か

る。江戸末期から明治期にかけて、浅草山谷町、聖天町、橋場町付近は浅草紙の製造が盛

んであり、下谷万年町を中心に近隣の下谷区、浅草区に居住する紙屑買い、屑拾いは浅草

紙の原料の供給者であった61。ただし、近代産業が未成熟であったこともあり、屑物の量・

質ともに劇的な変化はなく、明治期の屑屋は古道具、古衣類、古金、古紙などあらゆるも

のを買い集め、何でも屋のような業種として成立していたと考えられる62。 

塵芥処理の問題、衛生問題が大きくなる大正期に入ると、資源回収を担う業者に対して

も衛生を意識した規則が出されることになった。1914 年 8 月、警視庁は屑物営業取締規則

を発令し、営業地域の制限や設備に関する規則に加え、未消毒品の売買を禁止した。この

規則は、衛生関係の規則が塵芥処理業者や屎尿処理業者に影響を与えたのと同様、資源回

収業者の営業にも大きな打撃を与えることが予想された63。 

しかし、大正期に入ると、第 1 次世界大戦、近代産業の発達の影響を受けて資源回収業

も発展することになり、民間事業としての維持が可能な状況になった。まず、製紙業や毛

紡績業の発達が古紙や襤褸の価格を上昇させ、業界の全盛期ともいえる状況に入った64。特

に製紙業に関しては、千住方面にあった「西川、下野の二製紙工場の外に東京製紙と最う

一つ中組に製紙株式会社が出来て」、紙屑需要は大きくなり、東京市の紙屑の排出量が 1 年

に 30 万貫なのに対し、前記 4 工場の需要は 60 万貫にも上った65。1920 年の正月には「屑

屋さん曰く、世の中の景気のよしあしは私どもが一番よく知つてゐます、まず順調な景気

でせう」66という新聞記事が見られ、紙屑の高価格は 1920 年まで維持されていたと考えら

れる。 

しかし、屑物の高値は長くは続かず、1920 年の 4 月には財界不況の影響を受けて、価格

は暴落することになった67。紙屑を中心とした価格の下落・停滞の状況は 1921 年、22 年に

も見られ、従来買い取っていた紙屑を無料でも引き取りたくないという状況になった68。 

                                                   
60 「東京警視本署録事」『読売新聞』明治 11 年 6 月 14 日朝刊、東京都資源回収事業協同組

合（1970）p.9。 
61 東京都資源回収事業協同組合（1970）p.8。 
62 東京都資源回収事業協同組合（1970）p.16。 
63 東京都資源回収事業協同組合（1970）pp.18-19。 
64 東京ウエイスト商工業協同組合（1981）p.58。 
65 「紙屑が高い」『都新聞』大正 7 年 4 月 23 日。 
66 「屑屋の正月」『都新聞』大正 9 年 1 月 26 日。 
67 「屑物の大暴落」『都新聞』大正 9 年 4 月 30 日。 
68 「何故だ厭な顔は」『都新聞』大正 10 年 8 月 22 日、「紙屑の始末に大困り」『読売新聞』



 16 

このような業界の危機的状況を支えていたのが大正初期から続いていた技術革新や近代

産業の発達であった。鉄鋼業、硝子工業などの発達により、回収品目が増加し、業界の維

持が可能になったと捉えられる。特に重要な鉄鋼業の技術革新として、電気炉製鋼の普及

が挙げられる。わが国の電気炉製鋼は 1907 年の長野県で初めて行われたと考えられ、明治

末期までに稼動していた電気炉はたった 3 基であった69。その後、第 1 次世界大戦期の鉄鋼

需要の増大に対応するため、電気炉製鋼が比較的簡単に着手できる技術として注目を集め

た。製鋼用電気炉の数は、1921 年に 42 基、1924 年に 26 基、1926 年に 33 基と推移し、

電気炉規模の拡大などの影響から数が減尐している時期も見られるが、大正期を通じて電

気炉製鋼が普及し、屑鉄を加工する技術が高まっていたことが分かる70。以上のような産業

の発達を背景として、資源回収業者は紙屑に固執せず、サイダーの空壜、麦酒の空壜、道

具類などを買い取る、あるいは貰い受けるという形で事業を存続させていたと考えられる71。 

また、戦前の資源回収業を考える上では、関東大震災や軍需インフレの影響も看過でき

ない。関東大震災直後の 1923 年 10 月には、橋本店金物部が焼跡の鉄屑を買い取るという

広告を出したところ、東京市内の数多くの商店から申し込みがあった72。集めた鉄屑は八幡

製鉄所に売却することを考え、千住大橋から八幡製鉄所までの運賃を考慮に入れてもアメ

リカから鉄類を輸入するよりかなり安く、鉄屑回収は関東大震災を契機に更に重要性を増

したものと考えられる。他方、軍需インフレは第 1 次世界大戦期にも影響を与えたが、1930

年代後半にも屑鉄とともに紙屑の価格上昇をもたらし、資源回収業者の収益環境を好転さ

せることになった73。 

戦前において、資源回収業が発展した背景には、軍需インフレ、関東大震災のような大

きな社会変化とともに、各製造業における技術革新、回収品目の増加などがあった。例え

ば、製紙工場が増加すれば古紙の価格が上昇し、屑鉄による製鉄技術が一般化すると屑鉄

の価格が上昇するというような形で需要側である製造業の技術革新が不安定な資源回収業

界を支えていたといえる。 

                                                                                                                                                     

大正 11 年 12 月 27 日朝刊。 
69 下川義雄（1989）pp.305-306。 
70 下川義雄（1989）p.308。 
71 「何故だ厭な顔は」『都新聞』大正 10 年 8 月 22 日、「土瓶や空壜にて一年に六千円」『都

新聞』大正 9 年 4 月 30 日。 
72 「鉄屑を買集めて八幡製鉄所に送る」『読売新聞』大正 12 年 10 月 29 日朝刊、「焼跡の

鉄屑無制限に買ます」『読売新聞』大正 12 年 11 月 15 日朝刊。 
73 「紙屑も暴騰」『読売新聞』昭和 12 年 1 月 21 日夕刊。 
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（2）戦後の資源回収業と静脈産業の構造変化 

戦後になると資源回収業の不安定性が増大し、静脈産業をめぐる 2 つの変化が見られる

ことになった。第 1 に、資源価値の不安定性から資源問題、ごみ問題が深刻化し、資源回

収に行政が介入するようになったこと、第 2 に、塵芥処理の効率化の観点から民間委託が

有力な選択肢として考えられるようになったことである。 

戦後から 1970 年代にかけては、資源価値の変動が激しく、経済全体が成長する中、資源

回収業界は苦しい状況に立たされた。戦争屑の存在、朝鮮戦争などもあり、1955 年までは

順調に回収事業が続けられ、収集人・買出人の数は増加した74。しかし、1950 年代後半か

ら 1960 年代の不況期を経て、1970 年代になると状況は大きく変化することになった。東

京オリンピック後の不況、ニクソン・ショック、オイル・ショックなどが重なり、資源回

収業の不安定性を増大させたとともに、行政側の対応にも変化が見られた。 

1971 年のニクソン・ショックによって、鉄屑、古紙などは暴落し、「回収人不在」、「ゼロ

価回収」をめぐって世論が沸騰し、1971 年 9 月には美濃部亮吉都知事から「ゴミ戦争宣言」

が出され、連日「回収問題・ゴミ減量問題」が紙面をにぎわせることになった75。東京都豊

島区はいち早く対応を示し、「豊島方式のゴミ減実践運動」を官民一体で実施するという動

向が見られることになった76。 

1973 年のオイル・ショック時には資源価格の高騰が見られ、ちり紙交換を含めた資源回

収業者の増加が見られたが、翌 1974 年には不況に対応して古紙価格は暴落することになっ

た77。その後も資源価値は安定せず、資源問題・ごみ問題を危惧する行政側の介入により、

豊島方式、沼津方式のような集団回収が都内各地でも始められるようになった78。 

しかし、市況の不安定な状況は続き、集団回収の存続、民間事業の存続を脅かす状況が

続くことになった。1985 年になると、古紙、鉄屑などを含めたほとんどの主力品目の価格

が大暴落するという事態になり、民間事業の収益環境に悪影響を与えることになった79。

1985 年の再生資源卸売業の事業所数は 15,869 件であり、1982 年の 18,066 件から減尐に

                                                   
74 東京都資源回収事業協同組合（1970）p.195、上岡一史（2005）pp.57-61。 
75 東京都資源回収事業協同組合（1999 年）p.75。古紙価格の変動については、古紙再生促

進センター（2007）pp.62-68 を参照。鉄屑価格については、黒田昌裕・新保一成・野村浩

二・小林信行『KEO データベース－産出および資本・労働投入の測定－』（慶應義塾大学

産業研究所，1997 年）の第 5 章における推計結果が詳しい。 
76 東京都資源回収事業協同組合（1999 年）pp.78-79。 
77 西村豁通・能塚正義（1976）、三矢誠（1981）、東京都資源回収事業協同組合（1999）p.84。 
78 東京都資源回収事業協同組合（1999 年）p.90。 
79 東京都資源回収事業協同組合（1999 年）pp.103-106。 
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転じている80。その後も低下・横ばいの傾向は続き、一貫して増加している廃棄物処理業と

は対照的である81。このような統計上の変化から、資源価値の低下に伴って、再生資源の回

収よりも廃棄物の回収・処理を扱う業種が伸びていたことがうかがえる。1970 年代後半か

ら本格化した集団回収によって、民間業者の廃業による回収の減尐を補うことができたと

いえるが、都から住民に対して支払われる報奨金をめぐっての対立という新たな問題が発

生し、更なる行政の介入・補助が求められる状況になった82。 

1991 年には、資源の有効利用とごみ発生の抑制の両面を狙って、廃掃法の改正とリサイ

クル法の制定が行われた。この背景には 1970 年代以降の業界の不安定な状況とともに、鉄

屑、古紙の価格が未曾有の低水準に落ち込んだことがあった83。民間の回収ベースに乗らな

くなった古紙や鉄屑をごみにせず、資源として活用しようという機運が高まっていたこと

が分かる。 

このような行政側の認識の変化、業界不況の長期化に対応して、東京都の資源回収関連

団体は、1995 年 3 月に東京都リサイクル事業団体連合会（R 団連）を発足させた。R 団連

は、社会的責務を自覚して、業界の業種、業態を越えた連携を図り、効率的で持続性のあ

るリサイクルシステムの構築を目指し、行政による「資源ごみモデル回収」に民間業者が

従事できるように東京都との協議も行った84。これによって、東京都の資源回収モデル事業

に民間業者が参画する形での資源回収が始められることになった。 

他方、戦前より行政によって行われていた塵芥処理は効率化の観点から民間委託が有力

な選択肢として考えられるようになった。このような変化の要因としては、公共経済学な

どが示している委託方式の効率性の高さと、民間の処理技術・再生技術の優位性が挙げら

れる。 

委託化への動きが本格化する契機となったのは、上述した資源回収業の変化と同様、1970

年代のことであった。1971 年のニクソン・ショック、1973 年のオイル・ショックによって

日本経済は大きな打撃を受け、国家財政、地方財政ともに財政難に陥るという危機的な状

況になり、このような背景の中で地方財政再建のために地方自治の経営化が唱えられるよ

                                                   
80 吉野敏行（1996）pp.52-53。 
81 吉野敏行（1996）pp.49-53。 
82 東京都資源回収事業協同組合（1999 年）pp.106-107。 
83 東京都資源回収事業協同組合（1999 年）pp.116-120。 
84 東京都資源回収事業協同組合（1999 年）pp.126,131-133。 
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うになった85。 

1979 年には、行政の減量と効率的な自治体経営を重要な課題として捉え、ごみ収集の民

間委託化が積極的に考えられるようになった86。当時の調査によると、民間委託によるごみ

収集費用は直営に比べて 3 分の 1 であり、行政直営のごみ処理がいかに割高で非効率であ

ったかが初めて数字で明らかにされた87。1970 年代を通じて以上のような議論が展開され

る中、委託化する地方自治体は増加し、直営の自治体の割合は 1967 年には 75.6％だったが、

1980 年には 37.3％に低下した88。 

以上のような 2 つの変化によって、委託方式によって静脈産業が支えられる割合が高ま

ると同時に、委託事業となった廃棄物処理業と資源回収業のボーダーレス化が進み、業界

間の相互乗り入れが増加することになった89。行政は資源の有効利用、ごみの減量を図るた

めに家庭系の一般廃棄物中の資源の有効活用を目指し、委託化という形で資源回収にも介

入を強めると同時に、行政の効率化の観点、民間の技術的な優位性から廃棄物処理全体で

民間活力を利用するようになってきたといえる90。他方、民間業者もより多くの収益を得る

ために廃棄物処理業、資源回収業という枠にとらわれない経営を行うようになってきた91。

以上のような市場構造の変化は高度経済成長期以降の行政による政策の結果であり、行政

介入と業界のボーダーレス化によって現在の静脈産業が維持されていると捉えることもで

きる。 

本節をまとめてみると、図 3・4 のようになる。汚物掃除法が施行され、塵芥処理が地方

行政府の事業となった後も、経済的価値を有する排出物を回収する民間業者は引き続き存

在した。戦前期において、塵芥処理、屎尿処理同様、衛生環境の改善のために未消毒品の

売却を禁じるなどの規則が定められたが、大正期における産業発展、第 1 次世界大戦、関

東大震災などの影響もあり、資源価値は維持され、営業品目の増加が見られることになっ

た。このような社会変化、産業発展、技術革新などが戦前の資源回収業を支えていたと捉

                                                   
85 山本耕平（1985）pp.91-92。 
86 日本都市センター（1979）pp.123,138-139。 
87 日本都市センター（1979）pp.139-140。 
88 日本都市センター（1969）p.294、山本耕平（1985）p.99。 
89 東京製紙原料協同組合（1998）p.69。 
90 畑俊一「東京のリサイクルを支えるＲ団連（リダンレン）」『月刊廃棄物』（2000 年 1 月

号）p.74、村田徳治「自治体のごみ行政の限界―焼却施設から資源化へ―」『月刊廃棄物』

（2004 年 1 月号）p.34、山本耕平（1985）pp.100-101。 
91 「事業系ごみ管理ビジネスの台頭」『月刊廃棄物』（2006 年 5 月号）p.1、東京製紙原料

協同組合（1998）p.70。 
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えられる。戦後になると、戦前のような営業品目の増加が見られなくなる中で資源価値が

不安定な状況に陥った。そして、資源の有効利用とごみの発生抑制が行政側の目標となり、

行政主導のリサイクル事業が始められることになった。 

戦後における動向は、図 4 のように、廃棄物処理業と資源回収業の関係を変化させるこ

とにもつながった。汚物掃除法施行以後、廃棄物処理業と資源回収業は一方は行政が担い、

他方は民間が担うという形で分離していたものと考えられるが、1970 年代を契機に資源回

収業に行政が介入するようになるとともに、行政の減量化を目指して廃棄物処理の委託化

が推進された。その後、民間の技術力の優位性などが認識され、民間業者もより多くの収

益を確保するために従来までの業態の枠を超えて営業することになった。以上のような高

度経済成長期以降の変化から、廃棄物処理業と資源回収業のボーダーレス化が起こり、静

脈産業は市場構造を変化させながら維持されてきたといえる。 

 

図 3 資源回収業の変遷図 
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行政主導のリサイクル事業 

＜戦後＞ 

資源回収業は不安定化 

①資源価値の低下・不安定化 

②営業品目数の停滞 

資源の有効利用、ごみの発生
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図 4 戦後における静脈産業の変化 

 

 

5 おわりに 

 以上のように、静脈産業を歴史的に見てみると、官と民の役割・関係は一様ではなく、

時代によって変化してきたといえる。排出物の価値が低下し、民間による事業が困難にな

ると行政はサービスの質の維持に代表される政治的目標のために介入を強めることになっ

た。行政のそのような介入は民間事業の収益環境、業界の構造に影響を与え、特に民間事

業が成立しない状況では、行政が積極的に市場に参入することになった。明治期から昭和

初期にかけての塵芥処理・屎尿処理の事例を見ると、このような民から官へと移行した事

例に集約できるが、静脈産業全体を考えてみると、必ずしもそのような単純な変化だけで

は説明できない。戦前から戦後の資源回収業は技術革新や社会変化によって、排出物の価

値が生み出され、民間による事業が長い間続けられることになり、一度戦前に価値を失っ

た屎尿に関しても戦後の復興期を支える肥料として再び価値を有し、民間業者が回収する

状況が見られるようになった。また、現代においても行政との比較で技術面などでの優位

性があれば委託化などの形で民間活力を利用するという方向に動く可能性もあるといえる。

つまり、技術革新や社会変化によっては官から民、民から官という変化が柔軟になされる

可能性が高い産業と考えることができる。 

以上のような変化を図示してみると、図 5～8 のようになる。まず、江戸・明治期には図

5 のように塵芥・屎尿ともに経済的価値を有し、民間によって事業が行われていた。しかし、

①行政主導のリサイクル事業 

②廃棄物処理の委託化 

廃棄物処理業と資源回収業の

ボーダーレス化 

汚物掃除法施行以後、廃棄物

処理業と資源回収業は分離 
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1900 年の汚物掃除法施行以後になると、塵芥処理が行政の責任で行われるようになり、図

6 のように変化した。ただし、塵芥の中でも経済的価値の残っているものに関しては引き続

き民間業者によって扱われることになり、図でいう有価物というものが民間の管轄に残っ

ていたと捉えられる。屎尿の価値が低下した 1930 年になると、汚物掃除法が改正され、図

7 のように屎尿が行政の責任で処分されることになった。図 7 のような静脈産業の状況は戦

後においても見られることになったが、現代は更に異なる形に変化し、図 8 のようになっ

ていると考えられる。民間で行われてきた資源回収と行政直営で行われてきた塵芥処理の

業界間のボーダーレス化が進み、相互の管轄に入ってきたと捉えることができる。 

循環型社会についての議論は、これまで現状分析的な視点、あるいは江戸期との対比か

ら行われてきたが、本稿の近代以降の実証研究によって、現代のような静脈産業のあり方

がどのような経緯を経て形成されたのかが明らかになった。 

また、各事業を取り巻く取引関係などの市場の質にかかわる部分については、行政の直

接的・間接的介入が重要な意味を持ち、排出物の価値の変動に伴って取引関係や行政の介

入方法が変化していくことが分かった。このような官と民双方に規定される取引関係の変

化は公共性の高い産業、静脈系の産業に特有の変化と考えられ、動脈産業における市場の

質を見ていく中では見られなかった特徴といえよう。 

本稿では、近代以降の静脈産業を概観するにとどまっており、各節における実証を深め

ながら再考していく必要がある。具体的には、実証部分を技術力の変化、行政の意思決定

過程を中心に補足していくことが課題になる。この部分を補足することによって、技術面

に規定される排出物の価値変動や行政の補完プロセスが明らかになり、より具体的な議論

に入っていくことが可能になる。 

 

図 5 江戸・明治期 
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図 6 1900 年汚物掃除法施行以後 

 

 

 

図 7 1930 年汚物掃除法改正以後 

 

 

 

図 8 現代 
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