
第第11部部

　新型コロナウイルスの感染拡大により
私たちの暮らしは一変しました。外出自
粛や在宅勤務でおうち時間が増え、イン
ターネット利用のオンラインものが日常化
してきました。急激なデジタル化と新し
い生活様式に戸惑われている方もあるで
しょう。中でも「食」の変化は大きく、テ
イクアウトやデリバリーを含め自宅で食事
を摂る機会がぐっと増えたかと思います。
■スマホ利用の拡大
　急激なデジタル化の背景には、スマー
トフォン（スマホ）の普及があります。
40 代以下の 9 割以上がスマホを所有し
70 代の高齢者のスマホ利用率も 7 割にま
でなっています 1）。つまり、スマホは私た
ちの毎日になくてはならないものになって
きているのです。スマホの魅力は何といっ
ても自由にアプリをインストールして自分
好みのメニューを作れることでしょう。
　そもそもアプリとは何でしょうか。アプリは
スマホで利用できるソフトウエアでいろいろ
な作業をしてくれるものです。日本では年間
26 億ものアプリがダウンロードされており2）、
ユーザーあたりの平均所持アプリ数は 99.3
個、利用アプリ数は 37.5 個といわれていま

ひょっとして、その思い込みが食品ロス促進になっている?
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　「アプリ」という言葉を頻繁に耳にするようになり、アプリが溢れている世の中ですが、
それを食品ロス問題の解決にも使えないか？との発想で、家庭の冷蔵庫にある食材を管理
するスマホアプリを使ってみました。

スマホアプリ活用で家庭での食品ロスを減らせるか？
－冷蔵庫管理アプリ体験記－

1私たちの生活とアプリ

2アプリの体験

■デジタル化
す 3）。その数の多さに驚きますが、それほど
日本は世界でも有数のアプリ大国なのです。
■食品ロス削減アプリ
　これほど多くのアプリが利用される中、
それを使って家庭の食品ロスを減らすこと
はできないものでしょうか。食品ロス削減
のためのアプリでは「TABETE」や「No 
Food Loss」が有名ですが、こちらは飲食
店や事業者と消費者をつなぐフードシェア
リングを目的としたものです 4）。こうした
事業系食品ロス削減でのアプリ利用の取
り組みは海外でも盛んに行われています。
しかし、家庭での食品ロス削減のためには、
食材管理タイプのアプリを使う必要があり
ます。買物支援、賞味期限管理、メニュー
提案、冷蔵庫内の撮影をするものなど、ざっ
と見ただけで十数個はあるでしょう。

　今回、筆者を含め７名の方に冷蔵庫
管理アプリを 10 日程度利用してもらい、
感想を聞いてみました。
■利用したアプリ
　筆者が今回利用したのは、賞味期限
管理の「リミッター」と冷蔵庫連動料
理レシピアプリの「ペッコ」です。他
のアプリを利用された方もあります。

■アプリ機能の紹介
　リミッターでは、食材管理、レシピ検
索、買物リスト作成ができます。登録は
食品のバーコードから読み込みますが、
直接入力も可能で、細かな賞味期限設
定もできます。賞味期限が近づくと通知
が届きます。既にある食材と同じものを
購入する場合、リストから買物リストへ
情報を移せます。筆者の場合、半分くら
いはバーコードで登録できました。冷蔵
庫以外の保管場所も設定できます。無
料アプリですが、課金すれば広告削除
やオリジナルバーコード登録などもでき
るので、使い続けたい場合はそちらに切
り替えるのも良いでしょう。シンプルな
がら完成度の高いアプリだと感じました。

　ペッコは、冷蔵庫にある食材で作れる
料理を AI が提案してくれるレシピ提案
型アプリです。登録は画面の写真の食
材をタップします。登録時におよその賞
味期限が自動登録され、通知も届きます。
登録後には「あなたにオススメのレシピ」
として、主菜、副菜などのカテゴリー別
に料理の写真が表示され、タップすると
レシピが出てくるという具合です。また、
作った料理を記録するとカロリーや栄養
バランスのグラフが作成されます。写真
やグラフ中心で文字入力はほぼ不要で

す。ゲーム感覚で利用でき、冷蔵庫にあ
るもので献立を考えるのが苦手な方や栄
養バランスを気にされる方には良いアプ
リでしょう。こちらも無料です。

■体験して感じたこと
　リミッターの利用開始時には、冷蔵庫
にあった食材をすべて登録するのが大変
でしたが、入力後は賞味期限が近づくと
通知が届くようになり、期限間近な食材を
優先的に使うことができました。つい数日
前に自分で登録したはずなのに、賞味期
限が近づいていることをすっかり忘れて
いたことに驚き、慌てて食材を使用しま
した。また、買物リストは在庫リストから
ワンタッチで入れることができ便利でした。
　一方、ペッコのほうは、入力は画面の

写真１　リミッター登録画面の一部

写真２　ペッコオススメメニューの一部

写真３　ペッコ登録画面の一部
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写真を見ながらできて、とても簡単でした。
オススメメニューが出てくるのは案外楽し
く、自分では思いつかない料理もありまし
た。作った料理や食べたものを入力して栄
養バランスを確認できる点も良かったです。
　今回の取り組みをきっかけに「食品ロ
スは最低限に」と思うようになり、食材
の保存方法を確認するようになりました。
日数経過で廃棄部分が増えがちだった、
すぐに使わない野菜は下処理の工夫を
して使い切りが進みました。今まで「もっ
たいない」と思いながら捨てていたの
で、この習慣はぜひ続けたいです。何
より「うっかり忘れ」による食品ロス予
備軍がアプリのおかげで本当のロスに
ならずに済んだことが嬉しかったです。
■アプリ利用上の課題
　アプリは便利ですが、利用にはいくつ
か課題があると思われました。まずイン
ストール作業です。スマホに慣れてない
方には、最初のハードルになる可能性
があります。次に、情報入力に手間が
かかるという点です。従来なら買物後
は冷蔵庫に入れるだけで済んでいたも
のが、もうひと手間かかってしまいます。
そしてリストは食材使用後に更新しなけ
ればなりません。無論、それをすれば
後で随分助かるのですが、日々の買物
や食事の支度に忙しい家事の担い手に
とってはどうでしょうか。アプリは、継
続的に利用してこそ大きなメリットが感
じられるものだと思いますが、使い続け
るためのモチベーションを保てるか、習
慣化できるかが鍵になると思います。
■今後のアプリ活用
　今回試してみた結果、登録や更新は大

写真 4　リミッターからのプッシュ通知

変なものの、うまく利用できれば、食品
ロス発生の抑制に役立つように感じまし
た。ただ、アプリは、期限が迫った食品
を使うことは促してはくれますが、食品
ロスを記録する機能は備わっていないた
め、出てしまったロスについては廃棄す
るだけになります。アプリの中で廃棄し
た食材の量や価値も表示されれば、「損」
を実感でき抑制効果が上がるかもしれま
せん（この機能は、NPO 法人ごみじゃ
ぱん食品ロス削減チームの「食品ロスダ
イアリー」5）を利用すれば自動的に計算
してくれます）。現状は、機能の違うア
プリが複数あり、それぞれは良いのです
が、連携することはできません。体験協
力者からも「家計簿」や「健康管理」ア
プリとの連携を望む声がありました。今
後、複数アプリの組み合わせや連携が可
能となれば、より一層取り組みに活かす
ことができるのではないでしょうか。

■一番良かったのはバーコード登録がで
きた点、これくらい簡単なら買物する
度に登録しようという気になる。アプ
リ内でストックが画像表示されるので
買物中に確認でき二重買いを防いでく
れた。（30 代女性、大学勤務、2 人家族）

■すべてがバーコード対応ならもっと簡
単かも。登録が大変でも通知機能があ
るので安心できた。食品を毎日のよう
にアプリでチェックするので、それだ
けで食品ロス削減への意識づけになっ
た。（50 代女性、専業主婦、5 人家族）

■スキャンして商品の期限を設定できる

3体験した皆さんの感想

4おわりに点は良かったが、親が料理するので、
在庫を見てから消去する作業になり、
そこが大変だった。（女子大学生）

■使用頻度や期間とともにキャラク
ターが成長していくのは子供たちに
好評だった。会社員の自分には栄養
バランスをグラフで確認できるのは
良かった。カロリー表示は昼食を選
ぶ際の参考になった。万歩計などと
連動できればさらに良いし、食材金
額の表示等あれば廃棄の抑止力にな
る。（40 代男性、企業勤務、4 人家族）

■写真を撮影するだけの簡単なアプリ
で、習慣化できれば続けやすいと
思った。ただ、冷蔵庫の奥や調味
料の残量は見えないのと、写真を撮
るのを忘れてしまいそうなのが難点。

（男子大学生、ひとり暮らし）

■賞味期限は手入力だったが価格の入力
ができて簡単な家計簿を兼ねられたこと
と保管場所ごとの登録ができたのは良
かった。登録がグラムだったのはちょっと
面倒だった。（女子大学生、ひとり暮らし）

リミッターの体験

ペッコの体験

冷蔵庫管理アプリ

スタンプ冷蔵庫

　今後、デジタル化が進み、IoT 家電を
スマホで自由に操れるようになり買物か
ら調理までの一連の作業が自動化され
る日が来るのかもしれません 6,7）。政府
も IoT 技術活用で家庭での食品の在庫
や鮮度、消費 / 廃棄量を可視化して食
品ロスを削減しようとする実証実験を行
なっています 8）。こういった未来への取
り組みにもスマホアプリは欠かせません。
日々の食生活ではさまざまな場面で食品
ロスが発生します。「食品ロスは出した
くない」と思っていても、人間の曖昧な
記憶のせいでロスを発生させてしまいま
す。そんな私たちに必要なのは、スマホ
の画面に出てくるプッシュ通知のような、
ちょっと誰かに背中を押してもらうこと
なのかもしれません。アプリが私たちの
生活の中に溶け込んでいけば、自然な形
で食品ロス削減の取り組みができるよう
になるのではないでしょうか。
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