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1. 1. 1. 1. 背景と目的背景と目的背景と目的背景と目的    

 １年間に発生する食品廃棄物は1900万トンで、その

うち可食部の廃棄物である食品ロスは500～900万トン

とされている[1]。各自治体は消費者の意識向上に向け啓

発活動を行っているが、家庭系の食品廃棄物は横ばい傾

向であり[2]、その有効な削減策が求められている。 

 有効な削減策を構築するには、食品ロスの発生要因を

把握し、それを踏まえた対策が必要である。これについ

て京都市[3]は、市民に対して食品ロスの原因等を調査し、

「販売量が多い」「冷蔵庫の中で期限切れ」などを原因と

して挙げる市民が多いことを示した。しかしながら、例

えば販売量を減らせばロスが減るかどうかについては検

証されておらず、対策につなげるには不十分である。ま

た野々村[4]は消費者の食品廃棄の判断基準を調査し、主

に「五感」、「商品、記載の期限」により判断されること

を示している。しかしながら廃棄の判断までのプロセス

の中にロス回避の可能性も考えられるが、その点につい

ては十分検討されていない。 

 そこで本研究では、食品ロス発生プロセスとその要因

を明らかにするとともに、有効な食品ロス削減方策を提

案することを目的とする。 

 なお日本では少子高齢化と核家族化の進展で単身世帯

が13.2％(H22年)まで増加している[5]が、単身者の場合、

食品の必要量が相対的に少ないこと、他の家族と協力し

てロスを回避できないことなどから独自の検討も必要で

ある。そこで本研究では単身者に注目して研究を行った。 

2. 2. 2. 2. 研究方法研究方法研究方法研究方法    

    本研究では、初めに主として一人暮らしをする学生を

対象に、質問紙調査・インタビュー調査の2段階の事例

調査を行った。質問紙調査は6～7月に12人を対象に行

った。その後、食品ロスの詳細調査を実施するため、回

答者のうち6人に対してインタビュー調査を行った。こ

れらの事例調査では単身者の食品ロスの発生プロセス・

要因を具体的に尋ね、食品ロスを削減するためにどのよ

うな対策を行うことが効果的かを検討した。 

 さらに事例調査から得られた結果の一般性を確認する

ため、学生・勤労者・高齢者の単身者を対象としたイン

ターネット調査（JustSystems社のFastask）を行った。

初めに調査対象とする、週3日以上夕食を調理しており、

北海道と沖縄を除く地域に居住する単身の学生・勤労

者・高齢者を必要数抽出するため、2014年12月22日～

25日に先着打ち切り方式でスクリーニング調査を行っ

た。配信数は4828、回収数は5785（回収率12％）であ

る。北海道と沖縄を除いたのは、気候による消費可能期

間の認識に大きな違いが生じるのを防ぐためである。次

いで性別・年齢層が均等になるように、条件を満たす学

生(175名)・勤労者（214名）・高齢者（210名）に配信、

それぞれ先着打ち切り方式で112名、118名、114名を回

収した。 

3. 3. 3. 3. 事例調査結果に基づく食品ロス回避の可能性事例調査結果に基づく食品ロス回避の可能性事例調査結果に基づく食品ロス回避の可能性事例調査結果に基づく食品ロス回避の可能性    

 インタビュー調査では、廃棄された食材がどのような

意識のもとに買われ、消費されたのか、そして、ロスに

なってしまったのかを購入段階・収納段階・調理段階・

認識段階に分けて質問し、そのプロセスをタイプに分け

て考察を行った。本研究では3タイプを抽出したがここ

では2タイプについて説明する。 

 タイプAは販売量過多が原因と考えられるタイプであ

る（図1）。卵のケースでは、6個入りを購入し、卵ケー

スに収納。数日に分けて卵4個を使用したが、2個使い

きることができなかった。そして数日が経過し、自分の

判断で食べれないと判断し、そのまま使わずに捨てたと

いう事例である。この場合、適切な少量販売が普及する

ことで食品ロスが削減できる可能性がある。 

 タイプBは長期間保存による食品の存在忘れが原因と

考えられるタイプである（図2）。味噌のケースでは、味

噌250ｇを購入した。数回、味噌を使った料理を使った

ものの、全ては使いきれなかった。しばらく経ち、賞味

期限を見た所、半年近く賞味期限が切れており、食べる

べきでないと判断し廃棄した、というプロセスをたどっ

ている。消費者は食材を保存するときに期限表示を見ず、

自分の感覚を頼りに食材の期限を認識する。そのため、

気付いた時には期限切れという事態に陥ると考えた。こ

の場合は、消費者が正しく食材の消費可能期間を認識す

ることで食品ロスを回避できる可能性がある。 

 
図1 ロスに至るプロセス（タイプA） 

 

図2 ロスに至るプロセス（タイプB） 
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 以上の事例調査の結果を踏まえてインターネット調査



を実施し、さらなる分析を行った。初めに単身者が販売

量が多く使い切ることが出来ないと感じる頻度を確認し

たところ、2回に1回以上そう思う者は全体で13％、と

きどき思う者を含めると36％となった。さらに販売量が

多いと思う頻度と食品ロスの程度の関係を分析したとこ

ろ、危険率1％で有意な相関があった（ρ=0.371。ρは

Spearmanの順序相関係数。以下同様）。 

 そこで主な4種の野菜の販売量について過多・適量と

感じる割合を調べた(表1)。その結果、1列目に示す一般

的な量を多いと感じる人は26～56％だったが、3列目の

ように通常の少量販売と同等以上少なくするとそう感じ

る人は23～53％減少した。一方で適量と感じる人が12

～34％上昇した。 

 表1 野菜別販売量別の過多・適量と感じる割合 

キャベツ 一玉 半玉 1/4玉 増減† 

多い 32% 12% 4% -28% 

適量 34% 43% 48% 14% 

ニンジン 小３本 大１本 小１本 増減 

多い 56% 13% 3% -53% 

適量 17% 38% 51% 34% 

ジャガイモ 小5個 小3個 大1個 増減 

多い 32% 10% 3% -29% 

適量 35% 47% 50% 12% 

トマト 小3玉 大1玉 小1玉 増減 

多い 26% 7% 3% -23% 

適量 37% 58% 46% 21% 

 † 3列目と１列目の差を増減とした。 

以上より、通常の販売量は単身者にとって多すぎる場

合も多く、より少量の販売を普及させることで食品ロス

削減の可能性があること、主な野菜では例えばキャベツ

1/4カット、にんじん小1本等にすると多すぎると感じ

る者を3~4％にまで減らすことができることがわかった。 
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 次にごみ組成調査[6]結果を参考に手つかずで捨てら

れやすい食品等を抽出し、消費可能期間をどの程度と考

えているか尋ねた。その結果、例えばナスでは8割近く

の消費者が消費可能期間を1週間前後と正しく認識して

いた（表2）。他の生鮮野菜でも同様であった。 

表2 ナスの認識 

     1週間

未満  

1～2

週間

未満  

2～3

週間

未満 

3週間

～1ヵ

月未満 

1～3

ヵ月

未満 

3ヵ

月以

上 

総計総計総計総計 

総計総計総計総計 53% 32% 10% 3% 1% 1% 100% 

一方で賞味期限表示の商品では、期限の認識が定まり

にくい傾向があった。バターのように保存期間が開封前

で2ヵ月、開封後では2週間と大きく異なるものは、消

費者が誤って認識することが多くなった（表3）。しかし

消費可能期間の正誤による食品ロスの程度の違いをウィ

ルコクスンの順位和検定により分析したところ、いずれ

も有意な差は見られなかった（トマト：W=13363、にんじ

ん：W=21443.5、パン：W=20574、ヨーグルト：W=30782.5）。 

一方で、期限の認識の長短と食品ロスの程度とはトマ 

表3 バター（開封後）の賞味期限認識 

1週

間  

2週

間 

3週

間 

1～2

ヵ月

未満 

2～3

ヵ月

未満 

3～4ヵ

月未満 

4ヵ月

以上 

総計総計総計総計    

6%6%6%6%    9%9%9%9%    11%11%11%11%    21%21%21%21%    19%19%19%19%    8%8%8%8%    26%26%26%26%    100%100%100%100%    

ト（ρ=-0.15，p<0.01）、にんじん（ρ=0.11，、p<0.05）

で有意な相関が見られた。ただしトマトは短く認識する

ほどロスが少なく、にんじんは長く認識するほど少なく

なった。さらに対応しない食品間も含めて相関分析を行

ったところ、複数の変数間で有意な関係が見られた。い

くつかの例を表4に示す。ナスは短めに認識する人の方

がロスが少ない傾向があり、トマトとお惣菜で有意であ

った。一方、バター・味噌は長めに認識する人の方がロ

スは少なく、多くの品目と有意な相関が見られた。 

表4 消費可能期間の認識と食品ロスとの関係† 

 消費可能 

   期間 

食品 

ロス 

ニンジ

ン 

トマト 味噌

(常温) 

バター

（開封

後・冷

蔵） 

ナス 

キャベツ -.023 -.051 .152** .187** -.079 

トマト -.005 -.150** .172** .246** -.167** 

ニンジン  .012  .027 .185** .251** -.037 

パン  .033 -.026 .198** .198** -.015 

果物  .111* -.083 .103 .187** -.033 

ごはん  .057 -.081 .134* .175** -.113* 

お惣菜 -.005 -.081 .071 .173** -.147** 

ロス平均 -.075 -.087 .086 .181** .097 

† 値はSpearmanの順序相関係数 *：p<0.05、**：p<0.01 

6.6.6.6.    結論結論結論結論    

本研究から得られた結論を以下に列挙する。 

1）販売されている量が多いと、ときどき、またはそれ以

上に感じる人は36％おり、このように感じる頻度と食

品ロスの間には有意な相関があった。 

2）主な4種の野菜では、通常の販売量を多いと認識する

人は26～56％いるが、キャベツ1/4カット、にんじん

小1本等通常の少量販売と同等以上に少なくすると

3~4％にまで減らすことができる。 

3）生鮮野菜の消費可能期間を正しく認識している人が多

かったが、賞味期限表示の商品では期限の認識にばら

つきが見られた。しかし消費可能期間の正誤と食品ロ

スの程度には有意な関係は見られなかった。 

4）消費可能期限の長短の認識と食品ロスの程度との間に、

有意な関連が見られる場合があったが、食品の種類に

より関係性が異なっていた。 
 

【参考文献】[1]農林水産省，『食品ロスの現状について』，2012／[2]農

林水産省，『食品ロスの現状（フロー図）』,2011／[3]京都市・京都市ご

み減量推進会議「京都市民500人に聞きました」,http://www.sukkiri- 

kyoto.com/kikimashita/index.html (2014/9/19最終確認)／[4]野々村

真希，「家庭で食品を廃棄する際の消費者認識に関する分析」,フードシ

ステム研究，20(1),pp.2-13, 2013／[5]総務省：『日本の統計2014』／

[6]京都市環境局「家庭ごみ細組成調査報告書」平成22年度～25年度 


