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１．グローバルな観点からみた食品ロス削減

◆リニアエコノミーからサーキュラーエコノミーへ

➢効率的なサプライチェーン＋３Ｒ

➢循環が基本 廃棄は最小限に

出所：EUROPEAN COMMISSION(2014)による。
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＜循環経済（サーキュラーエコノミー）＞



◆ 食品廃棄物の「防
止から廃棄まで」
の階層構造

3®️Tatsuro WATANABE, Senshu-u 出所：WRAP(2020), Food surplus and waste in the UK – key facts.
https://wrap.org.uk/sites/default/files/2020-11/Food-surplus-and-waste-in-the-UK-key-facts-Jan-2020.pdf



２．食品廃棄の現状と食品ロス削減目標

2-１ 食品廃棄の現状

◆ SDGS12.3「2030年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たり食品の廃棄物を半減

させ、収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食品の損失を減少させる」という具体

的な目標が設定

◆ 日本は、摂取カロリーベースで食料自給率37％（2018（平成30）年度）と先進国中最低水準。

大量の食料を輸入し、生産に多量のエネルギーを使用。

◆ 食品廃棄に関する農林水産省および環境省の推計値（2020年4月14日公表）

➢ 2017（平成29）年の食品廃棄物等は約2,550万トン。

➢ このうち食べられるのに廃棄された食品ロスは事業系328万トン（352万トン）、家庭系284万トン（291

万トン）の合計約612万トン（643万トン）と推計（カッコ内は2016年の数値）。

➢ 国民1人1日当たりおよそ茶碗１杯（あるいはおにぎり1個）のご飯を捨てていることに相当。

➢ 大量の食品ロスが発生している主要な要因：事業系では「規格外品、返品、売れ残り、食べ残し」、家庭系

では「食べ残し、過剰除去、直接廃棄」（農林水産省）。

◆ これに対して、自治体が負担するごみ処理費用は上昇傾向にあり、埋め立て処分場のキャパシ

ティも限界に 4
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２．食品廃棄の現状と食品ロス削減目標
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2-2 世界の食品廃棄

◆世界には栄養不足の人口が、アジアやアフリカを中心に世界人口の9人に1人の割合で

存在（FAO2015年推計値）

◆国連WFP（世界食糧計画）による飢餓と食品ロスとの関連に関する指摘

① 世界の食料生産量のうち3分の１が廃棄されている。

② 食べられずに捨てられた食料は世界の20億人分に及ぶ。

③ 世界中で食料廃棄によって発生する二酸化炭素の量は、アメリカと中国に次ぐ3番目の排気量

となる。

④ 先進国の食品ロスの量は、サブサハラアフリカ地域の食料生産量に及ぶ。

⑤ 開発途上国の食品ロスの4割は、収穫後と加工の段階で発生する。一方で、先進国では食品ロ

スの4割以上が小売と消費の段階で発生する。



2-3 食品ロス削減目標の設定

◆家庭系食品ロス：2018（平成30）年6月に循環型社会形成推進基本法（環境省所管）の基本計画が

改定され、2030年度までに2020年度の433万トンから半減（およそ216万トン）するという目標

が設定

◆事業系食品ロス：2019年7月に食品リサイクル法（農林水産省・環境省所管）の基本方針が改定さ

れ、2030年度までにサプライチェーン全体で2000年度の547万トンから半減（およそ273万ト

ン）させるという目標が設定

◆自治体レベルでは京都市、横浜市、東京都をはじめとする多くの都市で「2030半減」実現の検討

や取り組み活発化

◆2019年10月1日食品ロス削減推進法（消費者庁所管）施行

➢ 食べ物をむだにしない、まだ食べられる食品は廃棄せずに、食品として活用する、そのための国民運動を推進する

➢ 運用の具体化は同法第11条に基づく「食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針」、および地方自治体に努力義

務として課された「推進計画」に委ねられた。地方自治体の推進計画は、都道府県が国の基本方針を踏まえ策定する

食品ロス削減推進計画と、市町村が国の基本方針と都道府県の推進計画を踏まえて策定する推進計画との二段階に。

➢ 事業者には、食品ロス削減は「努力義務」とされ、まだ食べられる食品を廃棄前に有効活用するためにフードバンク

等を支援することが明記
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２-3 食品ロス削減
目標の設定

参考：東京都食品ロス削減推進

計画：2030目標達成に向けた

施策の全体構成

出所：東京都食品ロス削減推進計画、2021年3月31

日、P.16。

HTTPS://WWW.KANKYO.METRO.TOKYO.LG.JP

/RESOURCE/RECYCLE/TOKYO_TORIKUMI/KEI

KAKU.FILES/030330_PLAN.PDF
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https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/resource/recycle/tokyo_torikumi/keikaku.files/030330_plan.pdf


３．循環経済に向けたサプライチェーンの再構築
3-1 食品ロス削減の分析の枠組み

① サプライチェーンの各段階における取り組み

② サプライチェーンの担い手が連携しての取り組み

③ サプライチェーンの各段階から寄贈、回収・再資源化のための物資や仕組みの提供
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3-2 サプライチェーンの各段階における取り組み
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3-2 サプライチェーンの各段階における取り組み

◆「商慣習検討ワーキングチーム」（農林水産省が食品ロス削減に向けた商慣習見直し
の取組の一環として設置）の調査・検討結果から

◆納品期限緩和

➢ 納品期限緩和：いわゆる「3分の1ルール」の見直し問題。小売が製造日から賞味期限までの期
間を三等分して納品期限「3分の1」（賞味期限の「3分の2残し」）と、店頭での販売期限「3
分の1」（賞味期限の「3分1残し」）を設定する商慣習で、期限切れ商品の返品等がロス発生
要因の1つとなっているのではないかと指摘。

➢ 納品期限「2分の1」（賞味期限の「2分の１残し」）への緩和が求められる。

➢ 商慣行改善WTでは継続的に調査

➢ 2020年度に、加工食品と菓子の多数のアイテムに関する大手スーパーおよび中堅スーパーの
多数の店舗への卸売業からの出荷データ（期間は2019年5月〜7月）を用いて、納品期限「2分
の1残し」、販売期限「3分の1残し」としたときの売れ残りリスク分析（シミュレーション）
を実施。
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3-2 サプライチェーンの各段階における取り組み

◆納品期限緩和

➢ 加工食品・菓子の売れ残りリスク分析（シミュレーション）の対象

出所：公益財団法人 流通経済研究所(2021)「卸売業データに基づく小売店の納品期限緩和リスク分析」3月9日

➢ 加工食品については賞味期限180日以上のアイテムであれば大手スーパーの99．6％、中堅スーパー
の97.9%で売れ残りが発生しない。

➢ 菓子については賞味期限180以上のアイテムであれば、大手スーパー、中堅スーパーともに98.7％で売
れ残りが発生しない。

➢ 加工食品、菓子ともに売れ残る可能性が高いのは、賞味期限180日未満で、発注回数が比較的少ない
低回転アイテムで、それらを除けば納品期限緩和による小売の売れ残りリスクは低い
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加工食品 菓子

大手スーパー 中堅スーパー 大手スーパー 中堅スーパー

店舗数 118 27 225 28

アイテム数 2,269 1,462 426 960



3-2 サプライチェーンの各段階における取り組み

◆納品期限緩和

◆農林水産省等から小売業界に対して納品期限緩和の働きかけ

➢推奨3品目として飲料、賞味期間180日以上の菓子、カップ麺があげられ、これらカ
テゴリーのすべてのアイテムについて納品期限緩和が求められている。

➢業界では、推奨3品目に限定せずに、広義の加工食品全般での納品期限緩和の取り組
み

➢2020年夏には、少なくとも推奨3品目について納品期限を緩和した小売業者は総合
スーパー、コンビニ、生協、食品スーパー、ドラッグストアなど142社にのぼり、同
年３月の108社から34社増加

➢増加分の多くは食品スーパー、生協

➢地域別にみると、北海道と東北で納品緩和した小売業者の売上高シェアが相対的に高
い
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3-2 サプライチェーンの各段階における取り組み

◆ 納品期限緩和と汎用物流センター（卸のオペレーション）

➢ 汎用物流センターに納品期限「3分の2残し」と「2分の1残し」の出荷先が並存している状態
から、ある出荷先が「2分の1残し」に移行することで、どの程度オペレーションが効率化さ
れるかデータに基づき検証

➢ 40社以上の出荷先をもつ菓子の汎用物流センターにおける「賞味期限180日以上の菓子」
で、納品期限並存の状態から、「3分の2残し」の出荷先のうち出荷量が比較的多いある小売1
社が「2分の1残し」に切り替え→効果を切り替え前後の年（1月〜7月）で比較

菓子の汎用物流センターにおける納品期限緩和の効果

出所：公益財団法人流通経済研究所(2020)「小売店への納品期限緩和による卸売業の汎用物流センターでの効果検証の実
施 結果報告」３月による。
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2018年から2019年の効果

納品期限切れ発生率 0.004％→0.004％（0.0003%減）

出荷許容延長手続き 71％減

NGワーニングリスト2 44％減



3-2 サプライチェーンの各段階における取り組み

◆ 納品期限緩和と汎用物流センター（卸のオペレーション）

➢ 納品期限切れ発生率の効果がかなり低いという結果

➢ このセンターでは、すでに出荷量の過半を占める小売がすでに「2分の1残し」に切り替えて
いることから、今回の出荷先の切り替え効果が限られたものに

➢ 納品期限切れが発生しそうなケースでの個別対応にあたり、発注担当者の作業効率に直結す
る出荷許容延長手続きや、NGワーニングリストについては、作業軽減効果が確認

➢ 中間流通におけるオペレーション効率化のために、汎用物流センターの出荷先が納品期限緩
和の方向に揃うことの重要性が確認できる
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3-2 サプライチェーンの各段階における取り組み

◆賞味期限延長と賞味期限大括り化

➢ 賞味期限延長は中間流通や小売段階、および家庭内在庫の期間を延ばし、食品ロス削減に効果

➢ ここで想定している賞味期限延長は、保存料等の人工的な添加物によるものではなく、主とし
て生産や包装にかかわる技術革新に基づいて実現されるものに限定

➢ 消費者にしっかり理解してもらうことが重要といえる。

➢ 賞味期限の大括り化のうち、年月表示化は、もともと賞味期限３か月超の食品は可能

➢ 消費者の鮮度志向への配慮という名目で、ほとんどが年月日表示

➢ 小売への納品は従来日付順でなされ、いったんある日付の商品が納入されると、それ以前の日
付の商品の納入（日付逆転）は原則許されないという商習慣→日付逆転問題

➢ 在庫の日付別管理などの煩雑性をもたらし、返品・廃棄によるロスの要因の１つ

➢ 年月表示化等の大括り化により日付逆転問題を発生させないようにすることで、生産段階や中
間流通段階等における在庫の保管・配送・入出荷等のオペレーションを効率化するとともに、
食品ロスを削減
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3-2 サプライチェーンの各段階における取り組み

◆賞味期限延長と賞味期限大括り化

◆賞味期限延長

➢ 消費者調査（2013年度賞味期限延長パイロット調査）から、納品期限緩和がパイロット的に
実施されていることが消費者にはほとんど意識されていない一方で、スーパーでの飲料・菓子
購入者のほとんどが、その商品を1週間以内に消費するものの、賞味期限が一定程度残存して
いることを望ましいとしていることが明らかに

➢ 賞味期限の延長が消費者にとって有効である一方で、必要以上に長い賞味期限を希望すること
は無意味であることを、消費者に対して丁寧にコミュニケーションしていくべき

➢ 納品期限緩和と賞味期限延長の影響について検証するために、加工食品の小売店頭での販売に
要する期間と家庭での使い切り期間について、データに基づき検証
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3-2 サプライチェーンの各段階における取り組み

◆ 賞味期限延長と賞味期限大括り化

➢ 加工食品の小売店頭での販売に要する期間：食品スーパー、総合スーパー・ミニスーパー計
347店の店別・商品別の販売データ（期間は2015年9月〜11月）を用いて集計した結果、1
ロットが売り切られる期間と、納品された商品が販売済みとなる平均的な期間がわかった。

加工食品の小売店等での販売に要する期間の分析

出所：公益財団法人 流通経済研究所(2017)「小売店での加工食品の販売に要する期間の分析」7月５日による。
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カテゴリー 販 売 状 況

清涼飲料 ・1ロット24個の場合、納品後、平均5.2日〜7.5日で売り切られる。

菓子 ・1ロット12個の場合、納品後、平均5.7日〜13.8日で売り切られる。

カップ麺・
即席食品

・1ロット24個のカップ麺、1ロット6個の即席食品は、納品後、平均4.7
〜7.9日で売り切られる。

調味料 ・1ロット6個の場合、納品後、平均2.3日〜9.3日で売り切られる。

その他の加
工食品

・チーズ、缶詰、インスタントカレーは1ロット6個の場合、納品後、平均
3.0 日〜6.3日で売り切られる。

上記カテゴ
リー共通

・納品から30日後には、納品数の9割以上が販売済みとなる。



3-2 サプライチェーンの各段階における取り組み

◆賞味期限延長と賞味期限大括り化

➢ 家庭での使い切り期間：の「食MAP®」（ライフスケープマーケティング社）に基づいて、加
工食品の中分類レベルで家庭での平均在庫日数を集計

➢ 平均在庫日数が比較的長いのは調味料や油脂等で60日を超える程度、比較的短いのは菓子や
飲料等で10数日程度、その他は両者の中間

➢ 以上から、納品期限緩和や賞味期限延長が、小売店等での販売状況や家庭での在庫状況に悪影
響を及ぼすとは考えられない

◆賞味期限大括り化の効果

➢ 2017年飲料メーカー2社から効果の説明資料

➢ A社の事例：例えば東西エリアで在庫偏在が生じたときに、年月日表示の場合には日付逆転商

品の納入が禁止されていることから在庫が廃棄される可能性があるのに対して、年月表示にす

ると、東西間で在庫の融通が可能になるため廃棄削減につながる

➢ B社の事例：物流倉庫内での商品管理が年月日表示の場合、日別管理となるのに対して、年月

表示にすると月別管理となることから、倉庫内オペレーションが効率化できる
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3-2 サプライチェーンの各段階における取り組み

◆ 賞味期限延長と賞味
期限大括り化の進展

業種別にみた加工食品の
賞味期限延長と賞味期限
大括り化の実施状況（調
査は2020年7月〜9月実
施）

出所：公益財団法人流通経済研
究所(2021)「食品ロス削減商
慣習検討ワーキングチーム 加
工食品検討会 報告書」3月26
日
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業 種 対象企業数

賞味期限延長 賞味期限大括り化

過去1年間に実

施したアイテム
数

全アイテム数に
対する比率

過去1年間に実

施したアイテム
数

全アイテム数に
対する比率

清涼飲料 25社 105 3.4% 1,287 42.2%

菓子 104社 789 6.8% 2,967 25.7%

風味調味料 6社 2 0.4% 113 20.0%

レトルト食品 45社 137 7.1% 383 19.9%

調味料（風味調
味料以外） 24社 83 3.3% 147 5.9%

チーズ・バター 1社 2 9.5% 0 0.0%

冷凍食品 10社 0 0.0% 61 6.1%

ビール・発泡酒・
新ジャンル 1社 55 73.3% 75 100.0%

缶詰 44社 273 13.8% 1,263 64.0%

びん詰 25社 2 0.3% 50 6.7%

その他加工食品 39社 132 3.3% 1,105 27.9%

合 計 324社 1,580 5.8% 7,451 27.3%



3-３ サプライチェーンの担い手が連携しての取り組み

◆日配品の食品ロス削減

➢ 賞味期限にかかわる加工食品においてもサプライチェーンの担い手間の連携が必要不可欠

➢ しかし、主として消費期限にかかわる日配品においては（相対的に短い賞味期限が設定されて
いる場合もある）、商品特性から、例えばＩＣＴ・ＡＩの活用と情報共有に基づく需要予測な
ど、加工食品以上にサプライチェーンの担い手の連携が求められる

➢ 日配品は、メーカー等の生産段階および小売段階において、加工食品以上に廃棄が発生

➢ 例えば、スーパーマーケットと生協を対象に2015（平成27）年度に実施した調査（公益財団
法人流通経済研究所(2016)「食品ロス削減のための商慣習検討ワーキングチーム総括」）

✓ メーカー段階でパン、豆腐、乳製品、納豆などに関して6,500トン、約25億円相当、小売段階でパン、
豆腐、納豆、牛乳、ヨーグルト、 洋菓子、魚肉加工品などに関して18,600トン、約76億円の廃棄が発
生

✓ 例えばパンではメーカーの余剰生産発生率0.40％、小売の廃棄ロス率0.61％

✓ 日配品メーカーの売上が小規模であるほど、交渉力が弱く、余剰発生率が高くなる

➢ 製配販の連携・即時対応性：メーカー、卸売業、小売業が販売実績や特売計画に関する情報共

有、需要予測の精度向上や小売店等でのダイナミックプライシング（需要変化等に応じた動的

な価格設定）など共同の取り組み

➢ 農林水産省のキャラクター「ロスノン」を使った「もったいないキャンペーン」の社会実験
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3-３ サプライチェーンの担い手が連携しての取り組み

◆パン業界の納品リードタイムと未出荷廃棄

➢ 発注から納品までのリードタイム（納品リードタイム）短縮と、ＩＣＴ・ＡＩの活用と情報共
有に基づく需要予測による小売の発注制度向上について、サプライチェーンの担い手が連携し
ての取り組み→パン業界を対象に調査と社会実験（2018年度と2019年度）

✓ 小売からの発注は納品の前々日と前日の2回行われ、1日3便で配送

✓ 納品リードタイムが短い場合、実受注数が確定する前の予測に基づく見込み生産となり、余剰生産・廃
棄が発生する可能性大

✓ 欠品を避けるため、予測より多めに生産することが一般的であり、廃棄が常態化しがち

✓ 納品リードタイムが長くなれば、実受注数が確定後に生産調整を行うことができ、余剰生産・廃棄の発
生を抑えることが可能

小売の発注・納品タイミングとメーカーにおける未出荷廃棄

出所：公益財団法人流通経済研究所(2019)「食品ロス削減のための商慣習検討ＷＴ 日配品検討会とりまとめ」3月 21®️Tatsuro WATANABE, Senshu-u

発注から納品までの
リードタイム

売上高構成比 未出荷廃棄額構成比
未出荷廃棄発生率
（廃棄額／売上額）

納品の前日発注 17.7％ 46.5％ 0.91％

納品の前々日発注 82.3％ 53.5％ 0.22％

合計 100.0％ 100.0％ 0.35％



3-３ サプライチェーンの担い手が連携しての取り組み

◆パンの需要予測の精度向上

✓ 見込み生産が多くを占める「納品の前日発注」は売上高の20％に満たないにもかかわらず、未出荷廃棄

額の半分近くを占め、未出荷廃棄発生率は「納品の前々日発注」の4倍に

✓ 未出荷廃棄の存在は、メーカーにその処理のための人件費や物流費の負担

➢ ＡＩ活用の需要予測に関する実証実験（日本気象協会、2019年度と2020年度）

✓ あるコンビニ・チェーンの10店舗における惣菜パン7商品、菓子パン8商品の日別の発注データ等に基

づいて、納品の1日前予測と2日前予測のシミュレーション結果を比較

✓ 2日前予測に前倒ししてメーカーの見込み生産リスクを低減しても、小売の廃棄ロスや機会ロスは増大

しないことを検証

✓ 惣菜パンは平日に売れ、気温が高いほど売上が多く、菓子パンは平日・休日ともに同程度で、気温が低

いほど売上が多い。店舗による売上のバラつきが大きい傾向にある。これらを考慮して、機会学習の需

要予測モデルを構築したところ、実際の発注より高い精度で予測可能

✓ ただし、実際の発注は在庫を考慮して行われるため、予測と意味が異なるが、予測精度を評価するため

比較値として利用している

✓ 納品1日前予測と2日前予測を比較したところ、予測精度は大きく変わらなかった
22

®️Tatsuro WATANABE, Senshu-u



3-３ サプライチェーンの担い手が連携しての取り組み

◆ パンの需要予測の精度向上

✓ コンビニのＡチェーン10店舗、Ｂチェーン10店舗のパンカテゴリー全体へ対象拡大

✓ 納品1日前予測と2日前予測との間における需要予測の精度の差、および在庫・廃棄の差をシミュレー

ションによって検証

✓ 分析の結果、需要予測の精度については、両チェーンにおいて、需要予測をＡＩと気象情報の活用に

よって高度化した結果、納品１日前予測と、２日前予測とで差がないことが確認

✓ また、在庫・廃棄については、Ａチェーンにおいて、1日前発注を2日前発注に変更すると2〜3％増加

する傾向

➢ 以上を踏まえて、今後、パンをはじめとする日配品において、需要予測精度向上を前提にし

た、発注タイミングの前倒しによる納品リードタイム延長の可能性が検討

➢ また、日配品における消費期限や賞味期限延長の可能性について、技術的な可能性について検

討

➢ その際、消費・賞味期限と納品リードタイムはセットで検討する方が、サプライチェーンの担

い手の合意が得られやすい
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3-３ サプライチェーンの担い手が連携しての取り組み

◆ フードシェアリングの取り組み：マッチングビジネス

➢ フードシェアリングとは、産地やメーカー、卸等の中間流通、小売や外食などの事業者におい

て発生した未利用食品や余剰食品を消費者・需要者につなぐ仕組みである。

➢ 未利用食品・余剰食品の提供側と需要側とを既定の流通ルートにとらわれずにマッチングさせ

ることであり、それによって廃棄される前に新たな販売ルートを見出すこと

➢ フードシェアリングのためのマッチングビジネスは以前から存在するが、社会的に注目を集め

るようになったのは、コロナ禍のもとで未利用食品、余剰食品が増加したことが契機

➢ 飲食店が営業時間短縮や休業を迫られる一方で、外出自粛やリモートワーク化、イベントの入

場制限などによる給食事業や弁当・総菜類の製造・販売が縮小→未利用食品や余剰食品が従来

を上回る量で発生し、廃棄する前に有効利用しようとする動き拡大

➢ 具体的な事例は、この後の報告で
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◆ 2030事業系・家庭系の食品ロス半減目標はきわめて高い目標で、現状の単純な延長上では実現
できない

➢ ここでは、ＡＩ・ＩＣＴ活用とサプライチェーンにおける情報共有による、需要予測の精度向上、納品期

限「3分の1」から「2分の1」への見直し、賞味期限延長・表示大括り化、発注から納品までのリードタ

イム延長などによる返品・過剰在庫の削減などを説明

➢ カバーできなかった課題

✓ 事業系における返品・過剰在庫の発生量削減に関する努力にもかかわらず、未利用食品や余剰食品がどう

しても発生してしまう→社会福祉協議会、フードバンク、子ども食堂などへの寄贈の拡大、寄贈のルール

（寄贈する側の責任の範囲等）の再確認

✓外食産業における余剰食品の削減策→店内飲食からテイクアウト、デリバリーへの切り替え→プラスチッ

ク容器の利用増→二酸化炭素排出量の増加→気候危機問題や海洋ゴミ問題の深刻化の懸念

✓家庭系の食品ロス削減：家庭内の在庫管理や計画的な買い物のためのＩＯＴによる冷蔵庫の在庫管理をは

じめとするＩＣＴ活用、あるいはエシカル消費（倫理的消費）の観点の育成・定着
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４．おわりに


