
PROJECT FCP
NET ZERO WASTE FOOD

~食品廃棄物実質ゼロの明るい未来へ~
Team Food (F)
株式会社生活品質科学研究所 山下
双日株式会社 渡邉
テーブルマーク株式会社 須田
日清製粉株式会社 針谷
株式会社不二家 佐藤
株式会社ベニレイ 石原
株式会社ローソン 澤野
農林水産省 磯崎



本日の発表内容

Final Goal ～食品廃棄物について夢を語れ～

Background ～なぜ食品廃棄物を深堀するの？～

The Present ～時代の先駆者から学ぶ～

Our Will ～我々が目指す明るい未来とは～



Final Goal ～食品廃棄物について夢を語れ～

食品廃棄物を ①出さない ②減らす ③使用する

20XX年

実質ゼロ

（出典：食品ロス量の推移；農林水産省）

ここは無視
バリューチェーン全体で

まずは事業系の食品に焦点を当て、

あらゆる業態での廃棄物ゼロを目指す

削減するだけでなく、使う

①出さない②減らすだけではゼロは難しい

食品廃棄物の利用を拡大し、実質ゼロを目指す



AIによる生産・在庫管理、受注生産、農産物・製品の規格外をなくす or ハードルを下げる、

消費者との連携

AIによる製造管理、3分の1ルールの見直し、賞味・消費期限の長期化、

３Dプリンターの活用、フードバンクの活用（冷蔵・冷凍フードバンクをつくる）、子供食堂への提供

3Dプリンターの活用、バイオマス発電への活用、肥料への活用、埋立地への活用、

畜産・昆虫の餌にする

Final Goal ～食品廃棄物について夢を語れ～

食品廃棄物実質ゼロに向け、具体的に何ができそうか？

興味深い３点（赤字）に焦点を当てて議論を進めた

１

２

３

出さない

減らす

使用する



Final Goal ～食品廃棄物について夢を語れ～

規格外

バリューチェーン全体で範囲を広げる

規格外の度合いによる価格設定

外観などの規格をなくす！？

３Dプリンター

廃棄物から食品（お酒や油）へ

廃棄物からプラスチックをつくる？

オーダーメイド型の食品の開発

畜産・昆虫

食品廃棄物が餌とする畜産などのブランド
化

食品にならない部分を餌に

食品廃棄物で高蛋白昆虫（昆虫専用）？

①規格外 ②３Dプリンター ③畜産・昆虫の餌について議論を深めた



Background～なぜ食品廃棄物を深堀するの？～

持続可能な社会に向け

バリューチェーンでできることは？
我々はまだできることがある

食品小売
業

64万トン

食品卸売
業

14万トン

食品製造
業

128万トン

我々は川上から川下まで
メンバーの業種が異なるため、
幅広い課題解決の提案が可能

※外食産業を含め、309万トン（令和元年）



Background～なぜ食品廃棄物を深堀するの？～

卸売業・製造業における食品廃棄物削減の現状
日清製粉株式会社 株式会社ベニレイ

テーブルマーク株式会社 株式会社不二家

※（株）日清製粉グループ本社のホームページより抜粋 ※（株）ベニレイのホームページより抜粋

※テーブルマーク（株）のホームページより抜粋

※（株）不二家の不二家CSR報告書より抜粋



Background～なぜ食品廃棄物を深堀するの？～

小売業における食品廃棄物削減の現状
イオン株式会社 株式会社ローソン

※（株）ローソンのホームページより抜粋※イオン（株）のホームページより抜粋



フードテックの視点での食品廃棄物削減の取組

The Present ～時代の先駆者から学ぶ～

サーキュラーフード 食品原材料のオンラインストアサービス

出典：第３回フードテック官民協議会サーキュラーフード推進WT資料

フードテック推進ビジョン

２ 目指す姿
（１）世界の食料需要の増大に対応した持続可能な食料供給
を実現する
「（前略）環境負荷低減に資する取組として、食品残渣等の再
利用や、昆虫、藻類の活用による飼料・肥料の（中略）開発が
進められている。これらの取組によって、将来的に、気候変動
への対応や生物多様性保全など地球環境への負荷低減と、タ
ンパク質源等の食料供給の増大の両立を実現する。 」

出典：フードテック推進ビジョンｐ３．４

特殊冷凍技術の活用

出典：デイブレイク株式会社

出典：ICSーnet



The Present ～時代の先駆者から学ぶ～

①規格外について現在の取組を学ぶ

量り売り
多くの青果類で利用される

外観（色）や形状や重さが×

野菜シート
ペースト状にしてシート加工

規格外野菜＋寒天で製造

野菜よりも日持ちし、栄養満点

野菜クレヨン
食料を別の製品に利用

米油や野菜の外葉・実で顔料

粘土やスケッチブックも製造

規格外の野菜を使って、幅広い食品・製品に ⇒ 他の食品（菓子・弁当）でもできる！

出典：mizuiro株式会社出典：株式会社アイル



IKEAミート（3Dプリンターの食品活用例）

肉の不使用で肉の形状に ⇒ 今までにないビーガンミートの開発方法

規格外の野菜などを活用して、その場で好きな量の食品の製造をできる！？⇒大量買い減

野菜→野菜

Salad 2.0（南アフリカ studio H）：廃棄される青果類・ピューレを使用し、ゼリー状の食品を製造

農業・食品産業研究機構（日本）：キャベツの芯＋葉を乾燥させて粉末状にしたものを利用

パン→食品

Defacto Design Agency社（中国）とオランダの学生が協力し、古くなったパン・バナナの皮でペーストを製造⇒食品
に

鮮やかな赤紫色をした幾何学模様のコースター状のスナックをつくったり、カップのような立体的なスナックも

The Present ～時代の先駆者から学ぶ～

②3Dプリンターの食品への活用について現在の取組を学ぶ

出典：「IKEA」が「3Dプリンターでミートボールを作れる人」を募集中 | TABI LABO (tabi-labo.com)

出典：3Dプリント技術で廃棄野菜を削減 | 3DP id.arts (idarts.co.jp)
出典：(研究成果) キャベツの芯を生まれ変わらせ新素材に! | プレスリリース・広報 (naro.go.jp)

出典：Self-printed food (with banana skin) judged at TU/e (tue.nl)



The Present ～時代の先駆者から学ぶ～

③コオロギへの食品廃棄物の活用について現在の取組を学ぶ

発想と解決策

・フードロスで昆虫を飼育

・魚粉の持続可能な代替に
昆虫飼料

世界食糧農業白書2014（FAO）

栄養素豊富

(アミノ酸)大量飼育可能

超効率

タンパク質

生産システム

幅広い有機物を

摂食

昆虫を利用する4つの利点

・家畜と比べて過密体制が強
く省スペース・省資源で飼育

→価格ボラを低減

・家畜・養殖資料として
代替が可能

(多くの研究で裏付け)

・与えた餌(N,C)を超効率的にタン
パク質へ変換

→家畜の数倍~数十倍の飼料効
率。水効率は数千倍

・利用価値の低い

未使用の有機廃棄物
を有効利用

業界団体により「コオロギの食品および飼料原料としての利用における安全確保のための生産ガイドライン」が策定され、
コオロギの生産過程における安全確保に向けた動きもある。



The Present ～時代の先駆者から学ぶ～

③コオロギへの食品廃棄物の活用について現在の取組を学ぶ



Our Will ～我々が目指す明るい未来とは～

食品廃棄物

実質ゼロ

規格外へ

取り組み

昆虫への

利用

３D

プリン
ター

３Dプリンターを家庭に１台！
完全栄養食も！
日常の食品は嗜好品にして

効率的な栄養摂取

昆虫食/飼料を畜産飼料/養殖飼

料メーカー（魚介類・畜産）やペッ
トフード・堆肥に利用して、

より良い蛋白質（食品残渣の利用

など）を摂取させ、より栄養豊富な
食品へ

サーキュラーで環境を守る、国を守る

廃棄物や規格外だけを使った外食産業
（海外には存在）

工場で３Dプリンター活用、サンプル生産を少量で

野菜クレヨン以外にもカバンや塗料にも使用されている

⇒次世代に繋がる廃棄物の利用を！

３Dプリンターで

食品廃棄物からプラへ！

食品残渣を昆虫の餌とすることで
食品ロス削減へ！

オーダーメイド型商品の実現！
端材部分も有効活用



明るい未来が待っている
食品廃棄物実質ゼロへ


	PROJECT FCP� Net Zero Waste Food�~食品廃棄物実質ゼロの明るい未来へ~
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15

