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　参加者自らが、楽しみながら食品ロスをへらしていく術を身につける「クリエイティ
ブ・クッキング・バトル（CCB）」。このCCBの仕掛け人こと、クックパッド株式会社
の横尾祐介氏に、企画前の段階から、このイベントでどんな変化を人にもたらしたのか、
イベント終了後までの話を中心に語っていただきました。さらには、現在のクックパッ
ド株式会社での取り組み、横尾氏ご自身が中高生に教えられている授業について、そ
して「食品ロス削減」の今後の展開などについてもお話をしていただきました。

　SDGsが提唱され、目標12「つくる責
任、つかう責任」の3番目のターゲット
には、「2030年までに小売消費レベルに

たいな感じで、つまり、食品ロスを最
初に意識しない限り、食品ロスに関す
るものが目に入って来ないと思うんで
すね。まず、目に入って来る状態を削
減策と並行して作り出そうというところ
が、CCBをやろうとした背景にあります。

　ここに至った経緯は、まず、フー
ドアレンジャーのキムラカズヒロ氏と
タッグを組み、彼には特にイベントで
の調理面についてバランスをとってい
ただきました。彼は、元々サルベージ
パーティに関わっていて、共通の問題

「サルベージパーティに興味をもってい
る人しか来ない」があり、興味のない
人にどう広げていくかというところで
意気投合して、一緒にやろうとなった
んです。食品ロスという言葉を使わず
に、食品ロスに意識が高まる企画を組
まなくてはいけない、食品ロスに興味
のない人でも積極的に楽しめることは
何だろうと、洗い出したときに出てき
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◆クリエイティブ・クッキング・バ
トル（CCB）企画から開催まで
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大手電機メーカーを経たのち、トリンプ・インターナショナル・ジャパ
ン株式会社にて複数のブランドマネージャーを歴任。現在はクックパッ
ド株式会社 コーポレートブランディング部部長。食品ロス削減イベント

「Creative Cooking Battle」など、SDGs関連の料理イベントを企画し、
その型破りな発想で、多くの人 を々魅了している。現在は、中学・高校と
コラボレーションし、食からSDGｓにかかわる家庭科の授業に注力・展
開している。

PROFILE

横尾祐介（よこお　ゆうすけ）

おける世界全体の一人あたりの食料廃
棄を半減」が挙げられていますが、日
本の食品ロスをみていくと、約半分は
家庭、残り約半分は流通小売外食から
出ているというデータが出ています。食
品ロスを解決していくには、制度・企
業活動が変わっていくことがインパクト

として一番大きく、そこが解決の根源
ではありますが、実際に制度を使う人
も、企業の中でサービスを提供する人
も、分解すれば結局は一個人で、個々
人をベースに成り立っているといえる
と思います。その個人を起点にすれば、
企業や行政の考えや方針が変化し、世
の中も変わるのではないでしょうか。
　このSDGsの目標を達成する上でも、
少しでも多くの人に食品ロスを意識し
てもらいたいところですが、現実には、
食品ロスと名のつくセミナーや勉強会
が多く、つまり食品ロスに興味のある
人向きの企画が多くて、何も興味のな
い人がふらっと来られる場所ではない
ところが凄く多いという印象がありま
した。深める前に興味のない人に興味
をもってもらうのに、どう改善してい
くのか、このとっかかりとなる意識づ
くりが世の中にはあまりないので、そ
こをやろうとしたというのがきっかけ
です。たとえば、結婚することになっ
たと意識しだすと、道にある結婚の広
告みたいなのが急に目に入ってくるみ

写真 1　クリエイティブ・クッキング・バトル開催中

料理の原点を楽しむ
「食品ロス削減」
－クリエイティブ・クッキング・バトル－
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たのが、工作のように工夫をすること、
チームで一緒にやること、バトルなど、
子どもの頃にワクワクしながらやって
いたことでした。しかし、食品ロスは
どこかで盛り込まないといけない、じゃ
あルールに入れようと。知らず知らず
のうちに、そのルールを達成するため、
食品ロスを出さない工夫をするところ
で競ってくれるので、結果的にいいん
じゃないかとなりました。世の中、こ
れだけクリエイティビティが必要とい
われている中、クリエイティビティを
競おうぜっていったら、「うちはそれ高
いよ」といってくる企業は多いんじゃ
ないかと思って、このご時世と絡めて
クリエイティブ・クッキング・バトル
という名前になりました。
　バトルは、3〜4人でチームを作り、使
う食材は各自、家から持ってきた余り
物をいかに工夫して、料理ができたか
というのを競うものです。工程は6つの
パートからなっています。1．余り物を全
チームで奪い合って食材選定し、2．獲
得した食材をいかに活用するか作戦会
議し、3. 45分間で調理をする。調理を
し終わった後に、4．どういうふうに作っ
たかプレゼンテーションして、5．実食し、
6．審査員によって採点される。この採
点の基準というのが4つあって、おいし
さ、見た目、アイデア、調理中に出た生
ごみの量の少なさ、です。タイトルのと
おり、クリエイティブを競うバトルなの
で、いかに驚きのアイデアが料理にあ
るか、そして、いかに生ごみの量が少
なかったかが、おいしさや見た目の採
点よりも高くなっているので、プロが出
てきても必ず勝てるというものでもあり

ません。どんでん返しが起こるというの
がこれの面白いところであるといえます

（写真1）。詳しくは、以下の動画で手順
をみることができます。

　2018年の社会人大会では40社の参
加があり、参加団体も、国関係省庁の
方、ゲーム関係、人材サービス、メー
カー、下着のメーカーとか、まったくば
らばらのチームで競い合ってもらいまし
た。2019年には対象者を広げ、44社くら
いです。大学生の全国大会があり、30
校くらいで東京と関西の2 か所で開催し、
大学生が実行委員をやりました。他に
小学生のワンデイ・イベントがあります。
同年、オランダのロッテルダムで、日本
人留学生がリーダーとなって、一般市民
参加で開催しました。2020年はコロナの
影響があって、リアルの開催が難しかっ
たことから、料理動画コンテストという
形に変えました。テーマは「皮」で、食
材の皮を活用した無駄のない料理を3分
間の動画にまとめて送ってもらいました。
チームメンバーは親子または友達（応援
しているだけでもOK）で、Zoom等で
録画するという形です。これは、高校生
の実行委員長の下、実行委員も中学生・
高校生で開催されました。ウェブサイト
にその子が開会宣言しているのが出て
きます。最終的に50を超える動画が全
国から集まって、グランプリを決めまし
た。ほかには単発でCCBを開催したと
かいうのはいくつかあります。

　いっぱいあり過ぎて（笑）。社会人
大会だと、皆さんそもそも、なるべく
ごみを出さずに料理するっていうテー
マで料理をしたことがないので、先ず
は野菜を切るところで手が止まる。ど
うやって切ったらごみが出ないかって
考えるからです。なるべくヘタだけを
残す、いや、ヘタも食べられるんじゃ
ない？ そんな会話が始まるんです。そ
ういうことを聞くのが僕らは楽しくっ
てしかたがないですね（笑）。
　他には、奪い合った後に人気のなかっ
た食材。これは机の上に残ってしまい
ます。友達からお土産でもらったお菓
子や海外の謎のインスタント麺、梅グ
ミみたいなスナック類とか、ちょっと変
わり食材みたいなもの…これらは強制
的に事務局でチームに分配します。梅
グミなんて、誰も取らない。キャラメ
ルも誰も取らない。それが不幸にして
当たっちゃったチームは、キャラメルを
溶かして、梅の味を付けて白身魚のソー
スにしたり。「使い切らないといけない」
があるから、皆、この45分という時間
制限の中で、なんだかんだしてあみ出
すんですね。限られた時間で、使い切
らなければならないという切羽詰まっ
た感じに追い込まれることで、普段や
らないところに一歩踏み出せるという
ことが、大きいという感じがします。
　イベント後のアンケートでは、「食
材につかえる部分がまだあるというこ
とに気がつきました」、「料理は決まっ
たレシピどおりに作らなければならな
いと思っていたけれど、料理には色々
な可能性が無限大にあることを改めて

感じました」、「参加後普段の料理に
余った食材を加えてみたり、新しい創
作を作るようになりました」、「一番変
わったのは、そもそも無駄に買わない
ことを考えています」などなど。
　他には、小学生向けのニュースマガ
ジンとタッグを組み、読者に呼びかけ
子ども達を集めて、親は手出し・口出
しをしないというルールのもと、小学
生だけでやったワンデイ・イベント（写
真2）。このときは、やっぱり子どもが
どうしようって迷っちゃったときに、近
づいていっちゃうお母さんもいて、そ
こを、ぴぴぴぴーとか笛を吹いて「そ
こ下がってくださーい」。最後まで徹底
して司会者が親に頼らない場にしたん
ですね。子どもたちは、最初のうちは、
好きな料理は何？ってマイクが近づい
たら、離れた観客席にいるお母さんの
ほうを向くんですよ。でも、お母さんた
ちは、この場では答えてくれない。あ、
助けてくれないということがわかる。す
ると、自分で話したり、自分で決めてや
るようになるんです。それが結構、見
ていても面白くて、親に頼っているから

◆今までのCCBを振り返って

◆CCBで印象に残ったことは？

（動画）
https://youtu.be/u46VdWHm4_4

CCB ルール

写真 2　小学生だけのクリエイティブ・クッキング・
バトル
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それが、作るのが面倒とか、時間がな
いとかは、一度でも考える機会をもっ
てもらうと、自分の優先順序や時間の
使い方だけの話で、料理が楽しいとか
つまらないのとは別の次元だというこ
とがわかると思うんです。時間や生活
に追い込まれる前に自分で判断できる
状態をもっておくことは、重要だと思
います。ゆくゆく料理をすることにな
るならば、やっぱり早いうちに料理を
体験する中で、料理に対して考えたり、
自分で楽しみ方を見出したりするって
いうのはあったほうが圧倒的にいいだ
ろうなというのを純粋に思います。

　レシピというものを人がどう活用する
のか、ということだと思います。クック
パッドというのは、元々、「クック」と

「パッド」で、料理のメモ帳です。あく
まで、料理を開発する人がメモを残して
いく場所で、それを見て参考にする人に
つなぐというサービスです。作り手が書
き残す場であり、見る人からすれば、ア
イデアをもらう場所だと思うんです。い
ろんな世界の食材があって、いろんな人
たちがいろんな組み合わせを残している
ので、何かと何かの食材を入れれば、ほ
ぼ出てくる状態になっていると思います

（写真 3）。要は、料理をするということ
は、使う人が答え合わせをするのか、自
分で工夫しながら作る際にアイデアをレ
シピからもらってくるのかによって、見
え方が変わるものと思っています。私た
ちとしては、やはり自分で料理ができる

自分で判断するのをしていないんです
ね。アイデアも面白くて、やっぱり既存
の概念がそんなにないんです。サラダ
ソーメンを作った子の作品は、上はソー
メンで真っ白なんですよ。「何、これ？
サラダに見えないじゃん」って聞いた
ら、「これは下に隠しているのが面白い
の」っていうんですね。やってみたい
と思っていることを、純粋にチャレンジ
しようっていうところや、料理自体を既
成の概念なく楽しんでいたのが印象的
でした。

　僕はどの企画をするときも、基本
「楽しい」という軸が入っていないと
人は動かないと思っています。美味し
い、楽しい、嬉しい、その辺の要素が
入っていれば興味のない人にもフェア
に届く感じがあり、外に向けて発信す
るときにどう盛り込むかを考えればい
いと思うんです。料理に関していえば、
美味しい、楽しい、やっぱり工作する
ような楽しさみたいなのもあり、しか
も、プラモデルみたいに特別に作るも
のではなくて、日常的に作れて、誰か
に必ず消費されるので、入り口として
もっと活用してもらって、誰でも一度
この料理体験というのを通ってもらい
たいと思います。ここから世の中の身
の回りのことをより自分ごと化してい
くということにつなげていきたいなっ
ていうのが、一番思いのあるところで
す。料理って、純粋に難しいことなく、
作って美味しくて楽しいんです。ただ、

ようになっていってもらえるのが一番嬉
しいので、そのまま作るっていうのもも
ちろんありですが、是非、無限のユーザー
さんたちの工夫をアイデアとして、たく
さん活用して作ってもらえればという期
待は大いにもっています。

　クックパッド株式会社では、今、中高
生の学校での授業にも取り組んでいます。
僕が注力しているのは中高生向きの家庭
科の授業です。トマトパスタを作った後
に、カードを使ってトマトパスタのカー
ボンフットプリントを考えるといった授
業などをしています（写真4）。
　料理するというと、みんな調理以外に
は目が行きにくいんですけど、実際に食材
に触れて、その食材は何なのかという学
びもその裏には隠れているんですね。そ
の生産の背景から地域とか大地や地球と
か、気候の話にも全然繋がって学びがで
きるし、作ってみれば、自分のスキルやア
イデア的なところもあり、作り終わったら、
親とかを含め誰かに食べてもらうところ
で、他者の気持ちとか、自分がやったこ
とが人にどう伝わるのか、人の健康にどう
影響するのかなど、物理的にも心理的にも

クックパッドのレシピが答え合わ
せになってしまうと、CCBとは
逆の流れになるのでは？

クックパッド株式会社の中高生に
向けた食品ロスの取り組み

◆「クリエイティブ」と「クッキング」、
ともに一番根本にあるのは、
　「楽しい」？

写真 3　クックパッドの HP トップ画面
いろんな世界の食材があって、いろんな人たちがい
ろんな組み合わせを残しているので、一番上のレシ
ピ検索欄に、何かと何かの食材を入れれば、ほぼレ
シピが出てくる状態になっています（横尾氏談）。

写真 4　教育現場は今がチャンス！
学校現場では、今どんどん答えのないものを追求して学んでいく新しいやりかたに流れが変わって
きて、外部からのコラボレーションで授業が始まっています。写真は横浜聖光学院（横尾氏談）。
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人への影響とかつながりの学びにもなり、
しかも日常的に学ぶことができる。だから
料理というものを通して、今までちょっと
わかりにくかった、縁の遠かった環境問題
とか社会問題、人との関係、自分の能力
をどこに活かしたらいいかわからないとい
う問題まで、ちょっとやってみるとか、そ
ういったものをつなげて、全部日常の中に
自分ごと化していくっていうのは、料理の
体験によるのは結構強いんですね。

　彼らと接していて、肌感覚で思うこと
は、やっぱり学校の授業で環境教育を
受けてきている。まだ社会に出てビジネ
スをやっていない子どもたちなので、純
粋に環境の問題に何がいいかというこ
とを素直に理解しています。誰もが賢く
て考える力はもっているので、例えば賞
味期限だった場合、そもそも賞味期限っ
て何なのかを自分たちで調べて学習を
して、それについて、守るべきか守ら
ないべきかというディスカッションをさ
せるとか、教えるというより考えるきっ
かけを項目として入れてあげるだけで
も、結構変わる気がします。それでも

「賞味期限、興味ないよ」みたいな子に
してみたら、やらされになっちゃうので、
そこはもっとクリエイティブに、何か一
つ、例えばミルクは何日間常温で放置し
たら臭いが変わるかを実験しようとかに
なったら、ちょっと興味が出てくる子も
いるんじゃないかと思います（写真 5）。
普段はやらないけれども、やってみたら
どうなるのか、みたいなものを体験する、
実験するみたいな。やりようはいろいろ、

考えようという気さえあれば、思いつ
くことがあるのかなという気がしますね。
その場で、僕は期限守るという判断を
する子もいれば、それはその人の価値
観なので、それでいいと思うんです。た
だ、そのディスカッションの中で、そう
は考えない人もいるということを知るこ
とが重要だと思うんです。もしかしたら、
後々、そういう人がいたから大丈夫かも
なって思う瞬間もあるかもしれないから

（笑）。話す、考える場っていうものを設
けるのが一番大切なのかなと思います。

　お店が作り終わったものを何とかす
るっていうのは既にありますが、そもそも
お店が作る前に、人数や出せる料理とか
がわかっていたら、作る量とかもコント
ロールできるんじゃないかと思います。受
注予測のところで、もっとお客さんと繋
がっちゃえばいいみたいな、双方向で交
換ができるツールとして活用すればいい
のではないかと思います。それでも突然
くる人のことは考えないといけませんが、
すべてが突然だったときと比べれば、少

ない生産量で、残る量も減らせるんじゃ
ないかと思います。今までの売れ方とい
う販売目線でみるのではなくて、お客さん
と繋がることで双方向の情報自体が作ら
れるとか、コントロールができるんじゃな
いか、そういったデータとかコミュニケー
ションのつながりを活用しながら、今まで
できなかったところに手をつけるっていう
のは、面白いものが眠っている気がします。

　これは難しいですね。もともと人が根
本的なところで継続してやってきた行
動っていうのは、何かしら最低限の意義
があってやってきていると思うので、そ
こは技術ではなく、仕組みづくりではな
いでしょうか。新しく浮上してきた問題
に対処せねばならない場合は、技術に
よって解消できるのであれば、そうして
もいいのではないかと思います。もとも
と食べ物は無料で、その辺に生えている
のをとってきて、皆で分けあって食べて
いましたよね。このシェアしながら皆が
食べられる状態を作るというのは、ずっ
と続いてきていることなので（写真 6）、

これが根本的な前提だとしたら、おそ
らく今は何かしらの理由で偏っているか、
うまく行っていない状態だと思うんです
よ。上手くシェアできる状態にテクノロ
ジーをどう使っていけば、良い制度や仕
組みが生まれるのかというところと、シェ
アされたものを自分がどう大切に、それ
を活用して食べきるのかみたいなところ、
多分、シンプルにこの2つしか構造はな
くて、どういう部分でテクノロジーの導
入が良くて、どういう部分は人が引き続
いて理解しておいたほうが良いのかを洗
い出していったらいいのかなと思います。
　今は廃棄になるものが、農家にあった
り、メーカーにあったり、いろいろなとこ
ろにあるのを、もっとダイレクトに人につ
なげるやり方があるんじゃないかと思いま
す。これだけITが進むと、人とか情報の
繋がりのスピードが瞬時にリアルタイムに
できるところを活用した、今までだったら
上手くできなかったことをマッチングでき
る、こういったところは大きく、できるこ
とがあるかなという感じがしますね。この
観点に立って、今やってることは、どこが
ずれているのだってみていくと、流通側に
も結構ヒントがありそうですよね。

◆IoTも含めたテクノロジー、たと
えばその日の売れ残り分を安く分
配するフードシェアリングアプリ

◆テクノロジーの発達によって、
　人間の能力が退化する危険性

食品ロスの課題と解決
テクノロジーと人間のもつ能力

◆学校でネックになっている点、
　または授業についての具体案

写真1、2、4は横尾氏より掲載協力いただきました。
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写真5　自分のセンサーを磨く消費期限を知る優れモノ
Too Good To Go の Smell-by Label は、絵にある
食材の腐った臭いのマグネット。同じ食材に貼っ
ておいて、同じ臭いがしたらアウト、これと同じ
じゃなかったら、まだいけるというのは実験して
いるみたいで面白い（横尾氏談）。

写真 6　アマゾンの原住民の集落（イメージ写真）
2019 年は熱帯雨林の中の先住民と一緒に 2 週間ほど暮らしましたが、料理って、火をくべて、とってきたものを
焼く、調味料ない、食う、みたいな（笑）。その中で、現代に置き換えると、違うモノに替わって存続しているも
のも見えてくるんです。そもそも、食料を大切にすることとは、理由がなくても、当たり前のように気にするべき
ではないかが根本にあるというのが、僕の個人的な思いです（横尾氏談）。

8 循環とくらし No.10　巻頭インタビュー 9料理の原点を楽しむ「食品ロス削減」－クリエイティブ・クッキング・バトル－


