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　2019 年 10 月「食品ロスの削減の推
進に関する法律」（以下、食品ロス削減
法）が施行されました。日本にはすで
に「食品循環資源の再生利用等の促進
に関する法律」（以下、食品リサイクル
法。2000 年施行）がありますが、この
法律に基づく施策は基本的には事業系
食品廃棄物のリサイクルの促進策です。
それに対して食品ロス削減法は、政府
に基本方針の策定義務を、自治体に食
品ロス削減推進計画策定の努力義務を
課し、主に家庭由来の食品廃棄の削減
を推進することを目的とするものです。
　2020 年 3 月に閣議決定された基本方
針には消費者・事業者に求められる行動
例などが示されているのに加え、自治体
の食品ロス削減推進計画の留意事項とし
て、一般廃棄物の組成調査を行い、現状
を把握した上で計画を策定すること、目
標値を設定することが推奨されています。

　一方で国連は SDGs（持続可能な開発
目標）として、17 のゴールと169 のターゲッ
トを策定しており、そのなかでターゲット
12.3 は「2030 年までに小売・消費段階の
一人あたりの food waste を半減させ、生
産・サプライチェーンの food loss を減少
させる」としています。
　SDG 12.3 は何を減らすことを目標とし
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1食品ロス削減法の制定 ているのでしょう。food waste や food 
loss の定義は国や研究者によって異なりま
すが、food waste は小売・外食から消費
者までの、社会における食品のフローの

「下流部」から発生するもの、food loss は
生産・加工等の「上流部」から発生する
もの、という用法が国際的には定着してき
ています 。日本における「食品ロス」と
は発生源を問わず「本来食べられるの
に捨てられた食品」とされていますので、
英語の food lossとは意味合いがかなり異
なります。次項で述べるように、SDG 12.3
の指標については定義や測定法が確立さ
れているとはいいがたいのが実情です。

　食品廃棄物は、皮や芯など食材のう
ち食べない部分として意図的に除去さ
れた部分が廃棄されたものと、本来食
べられる部分が売れ残り、使い残しや
食べ残しといったかたちで廃棄された
ものからなるという理解が一般的です。
SDG 12.3 での削減対象とされる food 
waste には、さまざまな主体による定
義がなされていますが、主な相違点は、
意図的に除去された部分（不食部）を
含むのかどうかと、「行き先」を問題に
するか（飼料やバイオマス素材として
回収・リサイクル利用されたものを廃棄
とみなすか、みなさないか）の 2 点です。
　たとえば、国連食糧農業機関（FAO）

は基本的に可食部のみを食料としてい
るのに対して、EU は食材の部分が可食
とみなされるか非可食とみなされるかは、
文化的な背景や個人的な価値観によって
違い、客観的に定められないため、可食・
非可食の区別はしないという立場です。
しかし EU の中でもオーストリアやノル
ウェーなど可食部での推計をもとに取り
組みを行っている国も少なくありません。
　日本では家庭系の「食品ロス」は「直
接廃棄」「食べ残し」「過剰除去」の 3 要
素からなるとされていますが（事業系では

「過剰除去」は考慮されていない）、「過剰
除去」は日本独自の概念といえます。イ
ギリスの "possibly avoidable food waste" 
やオランダの "edible unavoidable food 
waste" がそれに近いですが、これらは皮
や芯自体が潜在的に可食かどうかを問題
にしており、日本の過剰除去における果実
や根菜類の皮の厚剥きなど調理技法の巧
拙によるものは考慮されていません。可
食・非可食に 2 分する場合「過剰除去」
は可食部、"possibly avoidable" も大部
分が可食部として計上されるのに対して、
"edible unavoidable" は非可食部として
扱われるなど、国により極めて多様です。
　「行き先」による定義では、EU はサー
キュラーエコノミーの思想に基づき、廃
棄物の循環利用を重点的に推進するため、
非可食部も food waste に含み、それが
飼料や材質にリサイクルされた場合に
は廃棄として数えないという立場をとっ
ています。日本のように可食部が食べら
れなかった場合は行き先を問わず food 
waste だとすると、それを減らすために
は発生抑制しかありませんが、非可食部

3Food Wasteの定義

も含み、飼料化や材質リサイクルは廃棄
でないとした場合には、リサイクルを推
進することで目標を達成することができ
るので、定義によって目標が達成しよう
とすることが異なってきてしまいます。

　食品廃棄の量を把握する方法には、重
量測定、金額による測定、栄養素による
測定から把握する方法があります。紙面
の関係上、簡単に説明します。

　SDG 12.3 の Food Waste Index では、
収集量のデータと組成調査等の結果から
重量ベースで評価することとなっていま
す。組成調査については国内的にも国際
的にも、調査主体によって分類区分の基
準などが異なり、結果の比較が困難なた
め、筆者らは日本での食品廃棄物組成調
査の経験をベースに、SDG 12.3 指標にお
ける家庭由来の食品廃棄を把握するため
に、（1）概念が明解、（2）作業が困難で
ない、（3）取り組みや施策に有効な、国
際的に合意できる組成調査手法の提案の
ための研究を行なってきました1）。
　また、発生抑制を主眼とする実態把握
においては、廃棄が発生する行動や習慣
を特定できるように家庭内での食品に関す
る行動段階（購入、調理、喫食等）に着
目することが有効であると複数の研究者
から指摘されており2、3）、それを反映した
分類を提案しています（図 1）。過剰除去
を含む意図的除去部は非可食とし、また
分類区分名について、国際的にも違和感
がないものを検討し、採用しました（表 1）。
　これら分類方法に関する検討結果は

2 SDG 12.3

4食品廃棄を把握するものさし

1.重量による方法
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2019 年 8 月に Tokyo Method と
してまとめ、国内外で方法論を
提示しています。日本のいくつ
かの市区町での調査に採用され、
調査実績を蓄積することができ
ました（図 2）。

　次に金額によって測るというものがあり
ます。FAO は食糧供給システムの上流部
で発生する「ロス」の概念を経済的な価
値の損失という側面で捉えることが多く、
それを反映して、SDG 12.3 の Food Loss 
Indexも金額での評価となっています。
　金額で測定する場合、単価の高い食品

ほど重要性が高く、安いものは少々捨て
ても大勢に影響しないということになりま
す。特に意図的除去部（過剰除去部）は
食べることができたとしてもほとんど価値
がなく、廃棄されても経済的なロスは少な
いと考えているのではないかと思われます。
なお、生で丸ごと取引される野菜や果物

については意図的除去部は商品の一部で
不可分なものとして捉えられています。

　food loss, food waste の区別をせず、
食品廃棄全体を推計する方法の一つと
して、供給された食料の量と実際摂取さ
れた食料の栄養素の量の差を見るという
方法があります４） 。食料供給統計は各国
で FAO などの指針に基づいて毎年整備
されています。また多くの国で保健当局
が定期的に国民の栄養摂取調査を行っ
ています。これらのデータをもとに経年
変化や国際比較の分析が可能です。
　日本では農林水産省が食料需給表を作
成している一方で、厚生労働省が国民健
康・栄養調査（旧 国民栄養調査）で国民
1 人 1日あたりの食品摂取量の統計をとっ
ています。これは世帯単位の調査で、全
国 300 市町村から15,000 世帯（計 50,000
人）程度を被験者としています。こちら
の統計によると 2018 年の供給量は 2,443 
Kcal、摂取量は 1,844 Kcal でした。差し
引き1 人 1日あたり599 Kcal の食料が無

駄に捨てられた計算になります（廃棄率
24.5 %）。カロリーでは野菜や果物よりも、
油脂や穀類のほうが廃棄量が多いです。

　図 3に1945 年以来の両統計とその差の
推移を示します。1955 年までは摂取のほ
うが供給より多いことになっています。第
二次世界大戦後の食料不足のなか当局が
把握できていなかった食料生産があるの
ではないかと考えられます。1972 年から
2012 年にかけて摂取熱量は減り続けまし
た。肉体労働の減少と高齢化による必要
熱量の減少を反映しているものと思われ
ます。一方供給熱量は 1996 年まで増え続
け、結果として、食料廃棄は増加しました。
その後供給熱量も減少に転じましたが、
ここ 5 ～ 10 年は供給量、摂取量ともに微
増傾向にあります。なお、2000 年のピー
クに比べ 2018 年に廃棄されたカロリー量
は 2 割ほど減っています。この間供給量
も減っているため、廃棄割合では 28 % か
ら25 %への微減にとどまります。環境省5）

図1　Tokyo Method における食品廃棄物分類の概念図

表 1　Tokyo Method における食品廃棄物の分類項目

2.金額による測定

3.栄養素による測定
4.日本における栄養素ベース推計
　 の経年変化

図 2　Tokyo Method による家庭系食品廃棄物組成調査結果（凡例は表 1 の分類による） 図 3　日本における食料供給と栄養摂取の経年変化
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と農水省6）は事後的に 2000 年の食品ロス
量を推計し、現在までに家庭系、事業系
ともに重量で 3 割以上の削減がはかられ
たとしていますが、カロリーベースでの推
計ではそこまでは減っていません。
　栄養素別内訳では、食生活の変化を
反映して脂肪や蛋白質の供給量、摂取
量そして廃棄の量も増えています。こ
れらの約半分は動物性であり、飼料を
含めたオリジナルカロリーを考えると、
食品廃棄の環境への負荷は増加してい
ると考えることができます。

　上述のようにかなりの量の食品が廃棄さ
れていると考えられますが、これは廃棄物
処理システムに対する負荷となるだけでな
く、食料を生産するための多くの土壌、エ
ネルギー、水、肥料も失っていることにな
り7、8）、気候変動をはじめとするさまざまな
環境問題・資源問題に影響を与えていま
す。2019 年の IPCC （Intergovernmental 
Panel on Climate Change: 気候変動に
関する政府間パネル）報告書9、10）によると、
2011 年の食品廃棄の寄与は人為的 GHG

（温室効果ガス）排出量のおよそ 8 ～ 10 ％、
食品サプライチェーンと土地利用変化の
両方を考慮した LCA 的見方をすると、44
億 ton/ 年の二酸化炭素が食品廃棄によっ
て排出されていると推定されています。ま
た Bajželjらは食品廃棄を半減すると、必
要とする農耕地を約 14 % 削減し、GHG
排出量を約 45 億 ton CO₂-eq/ 年（約 22 
%）削減できると推計しています。UNEP
は SDG 12.3 の目標達成によって見込ま
れる食品生産量の縮小による温室効果ガ

ス発生削減を、パリ合意における各国の
INDC （Intended Nationally Determined 
Contributions: 削減約束）に反映させるよ
う強く働きかけています11）。

　SDG 2（持続可能な食料システム）と
の関わりもあり、食料安全保障と食品
廃棄の関係も重要な視点です。FAO の
HLPE（High Level Panel of Experts on 
Food Security and Nutrition：食料安全
保障と栄養に関するハイレベル専門家パ
ネル）は 2014 年の報告書で、食品ロスと
食料安全保障について検討しています12）。
HLPE はまず、何よりも栄養確保に苦し
んでいる人々がいる一方で食品廃棄が発
生していること自体が、グローバルな食
料システムが十分にその機能を果たして
いないこと、そして現在の食料システム
が非効率で不公平であることを示してい
ると述べています。ただし飢餓や栄養不
良の原因は複雑で、食品廃棄の存在や食
料の入手可能性の問題だけに還元するこ
とはできず、あまりに単純化し過ぎないよ
う注意が必要と指摘もされています。そ
の上で食品廃棄が食料安全保障に与え
る影響について主に以下の 3 つのルート
があるとしています。①世界的にも地域
的にも食料の入手可能性が低下すること、
②消費者にとっては食品価格の上昇によ
り、供給者にとっては経済的損失により、
食料へのアクセスに悪影響が生じること、
③将来の食料生産に必要な天然資源の
持続不可能な利用により長期的な影響が
生じること。その上で食品の入手可能性、
アクセス可能性、栄養供給と利用可能性、

安定性の観点から食品廃棄と食料安全保
障について論じています。
　先進国での食料廃棄による途上国への
悪影響はないとする論文も発表されていま
すが13）、HLPE は食料廃棄による価格の
上昇はグローバルにみても貧困層の食への
アクセス可能性に悪影響を与えるとしてい
ます。また、Munesueら8）は食料貿易モ
デルを用いて食品廃棄削減の効果を定量
的に推計し、先進国での食品廃棄の半減
が途上国の栄養不良人口を6,300 万人（全
体の 7.4 %）減少させると推計しています。

　本稿では SDG 12.3 指標における食
品廃棄の実態把握の必要性から、定義

の問題や実態把握の方法について、国
際動向を含め紹介しました。"If you 
cannot measure it, you cannot manage 
it" といわれるように、測定は取り組
みの第一歩といえるでしょう。ただや
みくもに測定すればよいというわけで
はなく、達成しようとする意図に合わ
せた測定が重要です。SDGs の指標に
ついては全世界に適用できることを考
慮して設定されなければならないため、
大雑把にならざるをえない部分もあり
ます。いたずらに指標の数値を達成す
るのではなく、SDGs 総体としての精
神をふまえて施策を実施していくこと
が重要であると考えられます。

6食品廃棄の社会的・経済的影響

7結び5食品廃棄の環境への影響

（廃棄物資源循環学会誌第31巻第4号pp.232-243（2020）に関連記事掲載）
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