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自己紹介 

名前； 小柳津 新一(おやいづ しんいち) 

所属； 株式会社ニチレイ(技術戦略企画部) 

業務内容；事業会社に有用な技術基盤確立 

       ⇒製品LCAの社内活用の推進 

主な取組み； 

1. CFP試行事業への参画(地鶏・えび) 
 

2. 社内のLC-CO2算定のルール整備 
 

3. 調理冷凍食品におけるLC-CO2の簡便算出法 

  の提案    ⇒論文投稿中(日本LCA学会誌) 



背景 

LCAの活用推進 製品  → 冷凍食品、食材 

サービス→ 物流 

(興味) 環境負荷をminimumにできる 

加工食品の適正な利用方法 

冷凍食品は環境に優しくないの？ 

どうすれば環境にやさしくできるの？ 

公正・中立な立場からの知見 →LCAの活用 

冷凍食品の環境負荷定量 

⇒比較対象の設定がポイント。 



訴求する切り口 

① 流通温度帯別の比較 

 

② 家庭調理品との比較 

 

③ 用い方・世帯構成による比較 

しかし、目的の置き方の社会適合性に配慮しない場合には、 

検討結果が有用に活かせなくなるおそれもある。 



イギリスにおけるLCA事例 
• 実施者 

  → RDT社(Refrigeration Developments and Testing Ltd.)    

      (英国冷凍食品連合会(BFFF ; British Frozen  

                  Food Federation)の委託) 

• 目的   

  → チルド原料と冷凍原料における食事のLC-CO2を比較    

      (「冷凍食品の環境悪」イメージの払拭) 

• 対象   

  → Sunday roast meal (chicken, pea, carrot ,potato) 

• 機能単位 

  → 四人分・1食の食事(465g×4) 

• 試験区  

  → ① 生鮮原料による食事 (“chilled meal”) 

            ② 冷凍原料による食事 (“frozen meal”) 

• システム境界 

     →原料の飼育・栽培～消費、廃棄 

      (原料の輸送プロセスを除く) 

※レポートは以下URLより入手可能です。 

http://www.bfff.co.uk/about-us/publications/eating-green-report 



システム境界 



試験区別のCold chain 

＜Chicken＞ ＜Peas＞ ＜Carrots＞ ＜Potatoes＞ 



フードロス由来CO2排出量の算定方法 

各プロセスの重量ロス量を計上 

“Total Food loss weight” 

“weight at final cooked stage” 

“Start weight” － ＝ 

× ロス量あたりの原単位 

× 4人分 

“Waste CO2 for family of 4 



結果・考察(概要) 

• meal全体での比較では、「冷凍

区」は「チルド区」に対して、
5％程度LC-CO2は少ない。 
 

• 両値の違いの主要因は、エネル
ギーの間接排出(「冷凍区」＞
「チルド区」)、廃棄物由来の
排出(「冷凍区」＜「チルド
区」)の寄与が大きい。 
 

• 品目別での比較では、chicken

以外のアイテムで「チルド区」
に対し「冷凍区」の数値が低
かった。 
 

• ポテト、チキンの寄与が大きく、
にんじんの寄与は豆に比べ少し
大きい(にんじんの廃棄ロスの
大きさに起因)。 

 



BFFFのコメント 

General Director, Brian Young氏 

“For a long time frozen has been seen as a „poor relation‟  

to chilled in terms of quality, nutrition and environmental  

friendliness. Misconceptions around quality  

and nutritional have recently been overturned –  

and this „world first‟ CO2 report substantiates the fact  

that frozen compares favourably to chilled in its „green‟ credentials.” 



業界間のConflictの発生 

BFFF発レポート 「冷凍食品の環境負荷はチルド食品より 

 少ない」 

英国・チルド食品協会(Chilled Food Association(CFA)) 

の反論 
・冷凍食品の方が環境負荷は大きい！ 

・ケースバイケースだ！ 

・チルドの定義がおかしい！ 

チルド品のラザニアによる、家庭調理に対する 

チルド製品の優位性に関する非公開データを言及。 

以後、当案件についての解決  ⇒ 未確認。。。 



本レポートにおける注視すべきポイント 

  実施目的の妥当性 
 

   ・「チルド食品と冷凍食品の比較」 

           (→比較優位性の言及？？(見え隠れ)) 
 

  用語の定義の妥当性 
 

   ・チルド食品の定義 → 生鮮原料を用いた家庭調理品 

   ・冷凍食品の定義 →冷凍原料を用いた   〃 

     (⇒いずれもいわゆるready-to-cook mealsではない) 
 

  算定方法の妥当性 
 

   ・算定方法 ⇒各プロセスの重量減少…水分蒸発等の減少含 

   ・用いている原単位 ⇒4.2㎏CO2/㎏(WRAP(2009)) 

   ・チキンのフードロス由来のCO2算定 

    ⇒「解凍プロセス」,「調理プロセス」が除外(原因？） 

(フードロス由来CO2emission) 



(参考)チルド製品と冷凍食品の
LCAに関する報告 

著者 文献 対象 当該区 対照区 考察

渡邊学
日本LCA学会研究発表会
要旨集(2012.3）p.150-
151

さんま
凍結、段ボー
ル

冷蔵、発泡ス
チロール、氷水

凍結区→0.6ｔCO2/ｔ
冷蔵区→1.3ｔCO2/ｔ

冷凍区で半減
・包材の違い
・水、氷の使用
・凍結と製氷の環境負荷に大差がない。

渡邊一仁
宮城水産技報第10号
（2010）p.25-32

さんま
凍結、大型、
遠洋漁業

冷蔵、小型、日
帰り漁業

凍結区→278gCO2/㎏
冷蔵区→687gCO2/㎏

冷凍区で60％減 ・移動能力向上による採集効率の高さ

酒井梨鈴
日本冷凍空調学会論文
集,24(3)(2007)p.167-172

マグロ
冷凍、海上輸
送

冷蔵、航空輸
送

凍結区→2162.1kgCO2/t
冷蔵区→8093.3kgCO2/t

冷凍区で73％減
・船と飛行機の差、一輸送あたりの輸送
可能量の差

〃
冷凍,82(10)(2007)p.21-
25

〃 〃 〃 〃 〃 〃

兵藤哲郎 冷凍,87(1)(2012)p.29-33 マグロ
冷凍、海上輸
送

生鮮、航空輸
送

凍結区→3687kgCO2/t
冷蔵区→7838kgCO2/t

冷凍区で53％減
・冷凍保管期間6か月の場合。12か月に
延長した場合は、12％減にとどまる。

RD&T
テクニカルレポート
(2012.8)

チキン
豆
人参
ポテト

冷凍

生鮮、家庭調
理
(非チルド製
品）

凍結区→6.329kgCO2/4人家庭
冷蔵区→6.546kgCO2/4人家庭

冷凍区で3.4％減
・食品ロス率の増大（うち家庭での素材保
管時の重量ロスが顕著）

Carlsson-
Kanyama

Ecological Economics
44(2003),p293-307

チキン
凍結区→2.841kgCO2/4人家庭
冷蔵区→2.550kgCO2/4人家庭

冷凍区で11.4％増 食品廃棄物、包材等は算定対象外

Rao
Journal of Food Process
Engineering,1(2)(1977),p1
49-165

豆
凍結区→1.972kgCO2/4人家庭
冷蔵区→1.826gCO2/4人家庭

冷凍区で8.0％増 食品廃棄物は算定対象外

Buschmann
FRoSTA
Bremerhaven(2012)

人参
凍結区→0.286kgCO2/4人家庭
冷蔵区→0.274gCO2/4人家庭

冷凍区で4.4％増 栽培～喫食、廃棄まで廃棄物含

高橋英二
LCA学会食品研究会
(2007.1.26）

鶏唐揚
冷凍食品の
鶏唐揚

家庭調理の鶏
唐揚

凍結区→1.098kgCO2/㎏製品
冷蔵区→1.305ｋgCO2/㎏製品

冷凍区で15.9％減

・原単位の低い工業油の使用(1.5⇒1.2）
・大量調理によるマス効果による減少
・廃油控除の種類の違い(一般ごみによる
発電効率と廃食用油の廃油ボイラー燃料
代替化による影響）

渡邊学
FOOMA（2011）、アカデ
ミックプラザ2011研究概
要

ハンバーグ
冷凍ハンバー
グ

チルドのハン
バーグ

販売時を除くLC-CO2
凍結区→3.009kgCO2/㎏製品
冷蔵区→2.932ｋgCO2/㎏製品

販売時の売残量
により結果は異な
る。

・原料製造のデータは同じものと仮定。
・チルド食品の店舗でのロス率（60日保
管後の在庫率）が20％を超えた場合に
は、冷凍ロス率1％と同じとなる。

結果



まとめ(私見含) 

• 冷凍食品とチルド食品の環境負荷 

  →環境負荷の大小は設定条件によりけり 
 

• 重要なのは、「特定の業種」を個別攻撃の 

  具にLCAを用いないこと 

   →消費者視点・価値提供の判断材料 

   →比較業種へのリスペクトの念 
 

• 今後、LCAを活用する上での注意点として、 

  ご参考いただけたら幸いです。 

ご清聴ありがとうございました 


