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自己紹介自 紹介
氏名：松田健士（まつだ たけし）

所属：パシフィ クコンサルタンツ株式会社所属：パシフィックコンサルタンツ株式会社

業務：LCA含む環境エネルギー分野のコンサルティング

研究テーマ：食品廃棄物の３R効果のライフサイクル分析お
よび分別行動・分別施策効果の分析
「厨芥類の発生抑制と再資源化のトレードオフを考慮した家庭系廃棄物処理のライフ
サイクル分析」日本LCA学会誌  6(4): 280 287 (2010)サイクル分析」日本LCA学会誌, 6(4): 280‐287、(2010)
“Life‐cycle greenhouse gas inventory analysis of household waste management 
and food waste reduction activities in Kyoto, Japan”, The International Journal of 
Life Cycle Assessment  Volume 17  Issue 6  pp 743 752 (July 2012)Life Cycle Assessment, Volume 17, Issue 6, pp 743‐752, (July 2012)
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本日の発表内容本 発表内容
食品ロスを減らす方法として、「見える化など情報提供」「容器
包装の機能向上」「購入計画の補助」「食育」などがある包装 機能向上」 購入計画 補助」 食育」などがある

そのひとつとして食品の容器包装とロスの関係をライフサイク
ルで評価した事例をレビュー

① Helen Williams et. Al. “Environmental impact of 
packaging and food losses in a life cycle perspective: a 
comparative analysis of five food items”  Journal of comparative analysis of five food items , Journal of 
Cleaner Production 19 (2011) 43‐48

② Antonio Dobon et.al.“The sustainability of y
communicative packaging concepts in the food supply 
chain. A case study :part 1. Life cycle assessment”, Int J 
Life Cycle Assess (2011) 16:168–177Life Cycle Assess (2011) 16:168–177
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文献①概要と目的文献①概要 目的
Helen Williams et. al. “Environmental impact of 
packaging and food losses in a life cycle perspective: a packaging and food losses in a life cycle perspective: a 
comparative analysis of five food items”
環境負荷の高い食品ロスを減らす方法のひとつとして容環境負荷の高い食品 スを減らす方法のひと として容
器包装に着目

これまで容器包装は軽量化やリサイクルによる効果のPR
あ 機能 価さ きがトレンドであったが、本来の機能が評価されるべき

→５つの食品について、「容器包装の改善による食品ロス
削減効果」と「容器包装自体の環境負荷増加」のトレードオ
フ関係を分析フ関係を分析
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文献①評価範囲文献①評価範囲
評価範囲 食品１kgあたりのパッケージ由来の環境負荷

食品１kgの生産流通段階の環境負荷

食品１kgの廃棄段
階の環境負荷

対象食品＝ケチャップ、パン、牛乳、チーズ、牛肉

環境影響領域環境影響領域
＝エネルギー消費、温暖化、酸性化、富栄養化
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文献①計算モデル文献①計算 デル
※以降ではW=０

高機能包材により食品ロスを減らしたシステム２
の環境負荷が小さくなるための条件

記号 意味 単位

の環境負荷が小さくなるための条件
（L1＞L2、 T1＜T2）

記号 意味 単位

E トータルの環境負荷 MJ, CO2‐eq…

B 購入した食品の量 Kg,L…

L 消費段階での食品ロス率 －

e 食べられた食品の量
＝B×（１－L）

Kg,L…
B×（１ L）

6



文献①エネルギー消費量の結果文献① ネルギ 消費量の結果
式（２）が成立する最大のT2/T1

＝許容される容器包装の負荷増加率許容される容器包装の負荷増加率

チーズや牛肉など食品由来の負チーズや牛肉など食品由来の負
荷が大きい場合、ロス率が２０%か

ら１８％に改善できるならば容器
包装の負荷が数倍に増加しても包装の負荷が数倍に増加しても
トータルの効果がある

7
食品ロス発生率の向上（L1＝０．２）



文献①富栄養化の結果文献①富栄養化 結果
式（２）が成立する最大のT2/T1

＝許容される容器包装の負荷増加率許容される容器包装の負荷増加率

食品由来の環境負荷が大きい富
栄養化等では、許容される容器栄養化等では、許容される容器
包装の環境負荷増加率はより大
きい
※エネルギー GHGは容器包装※エネルギー、GHGは容器包装
の負荷が大きく傾きが小さい

8
食品ロス発生率の向上（L1＝０．２）



文献①容器包装の負荷増加率を文献①容器包装の負荷増加率を
固定した場合の感度解析固定した場合の感度解析
式（３）＝総環境負荷の変化率

（T2/T1＝１ ２で固定）（T2/T1＝１．２で固定）

容器包装の負荷が２割増
でも 食品ロス率を５～でも、食品ロス率を５
９％減らせればトータルの
環境負荷は５％減る

9食品ロス発生率の向上（L1＝０．２）



文献①文献中での考察文献①文献中 考察
重視する環境影響領域によって結果の解釈が異なりうる

ベ スラインの食品ロス率L が大きいほど効果が高いベースラインの食品ロス率L1が大きいほど効果が高い

食品LCAは条件次第で結果が変わりやすく、複数文献を

比較する とは注意が必要である 特に廃棄段階 ナ比較することは注意が必要である。特に廃棄段階のシナ
リオ設定は多様で変化が大きい

ど ような容器包装が食品 率を減らす かは今後どのような容器包装が食品ロス率を減らすのかは今後の
課題

包 負荷を 場合 食品 増え逆に容器包装の負荷を減らした場合に食品ロスが増えな
いかの検討も必要である
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文献①関連文献文献①関連文献
HelénWilliams et.al. “Reasons for household food waste 
with special attention to packaging”  Journal of Cleaner with special attention to packaging , Journal of Cleaner 
Production 24 (2012) 141‐148

HelénWilliams et.al. “ A life cycle perspective on 
environmental effects of customer focused packaging environmental effects of customer focused packaging 
development”, Journal of Cleaner Production Volume 16, 
Issue 7  May 2008  Pages 853–859Issue 7, May 2008, Pages 853–859
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文献②概要と目的文献②概要 目的
Antonio Dobon et.al.“The sustainability of 
communicative packaging concepts in the food supply communicative packaging concepts in the food supply 
chain. A case study :part 1. Life cycle assessment”

情報提供能力を高めた容器包装である
“Communicati e packaging concepts”の持続可能性評Communicative packaging concepts の持続可能性評
価（Part１:LCA, Part２:LCC,WTP）
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文献②FBBDについて文献②
“Communicative packaging concepts”の中でもFlexible 
best before date (FBBD)が小売時点での売れ残りを少best‐before‐date (FBBD)が小売時点での売れ残りを少
なくできる点で注目された

FBBDは価格と賞味期限が温度履歴によって変動するFBBDは価格と賞味期限が温度履歴によって変動する

温度センサー
（開封後に確認可能）

ロゴマーク等
価格（Flexible）

（開封後に確認可能）

賞味期限（Flexible）

バーコード
記録された情報
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記録された情報
商品情報



文献②LCAの方法文献② 方法
対象はトレイ入りのポークチョップ３４０ｇ

トレイ（１１ ）とフィルム（３ ）はPLA製 FBBD d i （１ ）トレイ（１１ｇ）とフィルム（３ｇ）はPLA製、FBBD device（１ｇ）
は紙製

評価範囲は生産 流通段階まで評価範囲は生産～流通段階まで

FBBDの有無で２つのシナリオを設定
S i １ S i  ２

購入１単位あたりのロス量
Scenario １
０．５％ losses

Scenario ２
３．５％ losses

豚肉ごみ 食品ロス １．７ １１．９
ロス率は既存文献

より設定

包装ごみ トレイロス ０．０５６ ０．３９２

フィルムロス ０．０１４０５ ０．０９８３５
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FBBDロス ０．００５ ０

総重量 １．７７５０５ １２．３９０３５



文献②LCAの結果文献② 結果
トータルの環境負荷は０．７％～３．８％減少

特に気候変動に対する効果が大きい特に気候変動に対する効果が大きい
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文献②文献中での考察文献②文献中 考察
家庭での消費段階における食品ロスへの影響は未
評価評価

廃棄段階は処理方法が多様であるため対象外

LCCとWTP（Willingness to pay）でもFBBDは望まし
い結果を得ているい結果を得ている
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レビューのまとめ・考察ま め 考察
食品ロスを減らすことが出来れば容器包装の工夫は多少の環
境負荷増加を伴っても効果がある境負荷増加を伴 ても効果がある

ある対策による食品ロス削減効果の定量化は重要であるが、
まだ知見が少ない

食品ロスは家庭、小売店などライフサイクルの各段階で減らせ
る可能性があり それぞれで効果発現の対象が異なるる可能性があり、それぞれで効果発現の対象が異なる

それぞれで最大限の効果を発揮することが望ましいが、同じ
改善率であれば下流ほど効果は大きい改善率であれば下流ほど効果は大きい

廃棄段階のシナリオは国・地域で異なり不確実性が高い廃 域 異
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