
［要約］
　日本での留学生活のなかで、私はコンビニなどで発
生する大量な食品ロスに「もったいない」と思うように
なった。日本では、事業系と家庭系を合わせて年間
600万トンの食品ロスがあるという。さまざまな理由
で貧困にあえぐ人、現在コロナ禍で経済的に苦しんで
いる人が多く存在する一方で、まだ食べられるのにさ
まざまな理由で処分されてしまう食品を、食べ物に困っ
ている人に届ける仕組みを考えた。
　アメリカに短期留学したときに、ボランティア活動を
通して「フードバンク」という活動を知った。フードバ
ンクは食品ロスを削減しながら、食べ物に困っている
人を支援する活動である。日本のフードバンクの実態
および課題を踏まえ、本稿では、新たな食品リサイク
ルのかたちとして「セルフサービスフードバンク」を提
案する。自動販売機のように街角に「セルフサービス
フードバンク」を設置することで食品ロスを削減し、食
べ物で困る人がいない、より安心な社会を作ることを
目指している。

1. はじめに

　日本での留学生活は間もなく2年になる。半年前からコン
ビニでのアルバイトを始めた。従業員としてアルバイトしてい
る私たちは、よくため息をつき、同じ言葉をつぶやく。「もっ
たいないなー」。
　コンビニでは、毎日何度も鮮度チェックをする。鮮度チェッ
クというのは、販売期限になる商品をチェックして売り場から
撤去することを指す。すなわち、商品を「廃棄」するわけであ

る。毎日行うのは、おにぎり・サンドイッチ・パンやお弁当な
どの食品の廃棄である。同じように、カウンターで販売する
揚げ物・焼き鳥・肉まんなどに対しても販売期間をチェックし
て、必要なら廃棄する。
　「もったいないなー」と思うのは、まず、おにぎり・サンドイッ
チ・パンやお弁当などの販売期限は消費期限より何時間も前
に設定されている（普通は消費期限の2時間前である）ので、
商品を売り場から撤去する時点ではまだ食べられるからであ
る。まだ食べられるのに、多くの食べ物が廃棄になってしまう。
また、カウンターで売っている揚げ物・焼き鳥・肉まんなどの
販売期限は、一般的に作ってから4～6時間が販売期間とな
る。作ってから4～6時間が過ぎても、もちろん、まだ食べら
れる。しかし、食感は揚げたてのものより若干悪くなってしま
う。食感が悪くなることだけで捨てられてしまって「もったい
ないなー」とつくづく思う。
　故郷の中国においては、山間部などの地域を中心に、貧困
のために普通にご飯を食べられない家庭はまだ多く存在して
いる。栄養不足のため体が弱くて非常に痩せている子供の姿
も時々報道されている。また、都市においても、街中に寝泊
まりするホームレスが見られ、非常に苦しい生活を送っている。
中国だけではなく、日本においても、生活が苦しく、栄養バ
ンランスのとれた食事を食べられない人が存在しているだろ
う。コロナ禍の中で失業する人たちや、一人暮らしの高齢者
たちなどは決して少なくないだろう。私の周りでも経済的に困
窮している留学生が多い。もし支援として、安全を確保した
上で、まだ食べられるのに廃棄されてしまう食品を提供でき
れば、彼らはより安心な生活を送れるようになるのではない
かと思う。
　以上に述べたように、まだ食べられるのに捨てられてしま
うことは「もったいない」。本稿では、食品ロスを削減しなが
ら、経済的に苦しい人たちを支援し、安心な生活をサポート
する方策を提案する。具体的には、自動販売機のように街角
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に設置する「セルフサービスフードバンク」という仕組みを検
討する。

2. 日本の食品ロスの現状

　農林水産省によると、「食品ロス」とは本来食べられるの
に捨てられてしまう食品をいう。日本の食品廃棄物等は年間
2,531万トンで、その中で本来食べられるのに捨てられる「食
品ロス」の量は年間600万トンになっているという。図1が示
すように、事業系食品ロスは324万トン、家庭系食品ロスは
276万トンであり、半 と々なっている。事業系の食品ロスをさ
らに4業種に分類すると、食品製造業が126万トン、食品卸
売業が16万トン、食品小売業が66万トン、外食産業が116
万トンになっている。日本の総人口で割れば、1人当たりの
食品ロス量は年間約47kgとなる。
　日本ではこれほどの大量な食品ロスが発生しているのに対

して、世界中では約8億人が栄養不足だという。自然の恵み
を受けながら大切に作られた食品をより効率的に利用するに
は、どうすればよいだろうか。

3. 食品ロス削減事業の一つ：
 フードバンク

　「フードバンク」は、「食料銀行」を意味する。まだ食べられ
るのに、さまざまな理由で廃棄されてしまう食品を、食べ物に
困っている施設や人々に届けるシステムのことをいう。図2が
示すように、一方に余っている食べ物があり、他方で食べ物に
困っている人がいて、フードバンクはこの両方をつなぐ。アメ
リカに短期留学した時にフードバンクでボランティア活動をし
た経験を踏まえ、ここではアメリカのフードバンクと日本のフー
ドバンクそれぞれについて述べる。

図1　日本における年間食品ロスの実態（平成30年度）

図2　フードバンクの仕組み
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3.1　アメリカのフードバンク
　中国で大学生だったとき、アメリカのユタ州に1カ月間短
期留学した。その時は、週何回も現地のフードバンクでボラ
ンティアとして活動し、食品の品出しや梱包などを手伝った。
ユタ州にあるこのフードバンクは、個人の家庭やスーパーマー
ケットなどから食料の寄付を受ける。そして、生活に困窮し
ている人たちはスーパーで買い物するように、ショッピング
カートを使ってフードバンクで自分が必要な商品を取って家に
持ち帰ることができる。もちろん無料である。その時は、初
めてこのような食品リサイクルの方法と出会って感銘を受け
た。中国においては、お客さんを食事に招待した時、食べき
れないほど多くの料理を出すほど礼儀正しいという風習があ
る。しかし、大量の食品が食べられなくて食品ロスになって
しまう。アメリカでのボランティア活動を通して、フードバンク
のようなリサイクル的な、余った食品を集めて必要な人に提供
する仕組みが将来さらに発展することで、よりよい社会をつく
ることができるではないかと考え始めた。

3.2　日本のフードバンク
　農林水産省の調査によると、フードバンクの2018年の食
品取扱量は2,850トンである。この量は年間食品ロス量（600
万トン）の0.5%未満である。食品提供は、農家、食品製造
業者、小売業者、生協などから受ける割合が高い。食品受
取先については、「子ども食堂」「生活困窮者支援」「社会福
祉団体」などが6割超を占める。日本のフードバンクは、現状
として以下のような課題を抱えていると思う。
　①提供食品が不足している
　年間食品ロス量の0.5%以下しか扱っていないということは、
ごく一部の食品しかフードバンクに回収されていない。食品提

供者は主に大手の農家や企業で、家庭内の食品ロスはフード
バンクに提供されていない。
　②物流のコストが高い
　食品提供者が少なく、食品受取先も極めて限定されてい
るため、食品提供者からフードバンクまで、フードバンクから
食品受取先までは長い距離の流通が必要になる場合が多い。
従って、物流コストが高くつき、フードバンクの運営が難しく
なってしまう。
　③人力不足
　フードバンクの運営は、食品寄付の受け取りと管理、寄付
者と受贈者との連絡、食品の流通などに多くの人力が求めら
れている。しかし、運営資金不足に加え、少子高齢化の日本
社会では、フードバンクで働く人材を確保することが難しい。
　④フードバンク活動に対する社会的認知度が低い
　アメリカのフードバンクほど普及しているわけではないため、
日本のフードバンクは一般社会における存在感が薄い。社会
的認知度が低いため、事業者や家庭からの食品提供が少な
いだけではなく、食べ物に困っている人たちの利用率も低い。

4. 具体的な提案

　日本のフードバンクにある課題を踏まえ、ここで私が提案
したいのは、自動販売機のように街角に設置する「セルフサー
ビスフードバンク」である。
　セルフサービスフードバンクは自動販売機に似た機械であ
る。図3はセルフサービスフードバンクのイメージを示す。自
動販売機と違うのは、出口のほかに、入れ口もついている。
また、陳列するのは商品ではなく、寄付された食品である。

図3　セルフサービスフードバンクのイメージ図
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寄付される食品は毎日変わるため、陳列する食品の種類は一
定ではない。1つ1つの食品の下に食品情報を記録する電子
ディスプレーとボタンがついている。セルフサービスフードバ
ンクの働きには、①食品寄付─②食品情報の登録─③食品
の選択─④食品を受け取るという4つの部分によって構成さ
れる。
　①食品寄付
　街角にあるコンビニ･スーパー･飲食店で売れ残った食品や、
個人の家庭で余った食品などは、セルフサービスフードバン
クに寄付できる。セルフサービスフードバンクの入れ口に食品
を1つずつ入れると、食品の寄付が終わる。
　②食品情報の登録
　食品が寄付されると、AIによって自動的に食品をスキャン
し、食品の種類･消費期限などの情報を獲得できる。寄付さ
れる時点で期限を過ぎたものを返却することで、安全を確保
する。食品のスキャンが終わると、その食品はセルフサービ
スフードバンク内部の透明な陳列場まで搬送される。食品の
下部にある電子ディスプレーに獲得した食品情報を示す。誰
にも受け取れられないまま、セルフサービスフードバンクのな
かで期限が切れた食品は、陳列場から自動的に撤去される。
　③食品の選択
　食べ物に困っている人たちは、自動販売機で買い物するよ
うに、セルフサービスフードバンクに陳列している食品の様子
と電子ディスプレーにある食品情報を読み取り、自分のニー
ズに合わせて食品を選択することができる。特定の権限を設
定することや、人ごとに選択できる食品の数を限定するなど
の工夫で、セルフサービスフードバンクにある食品を公平に分
配できるようにする。
　④食品を受け取る
　自動販売機で買い物するように、欲しい食品のボタンを押
し、出口から食品を取って受け取りを完了する。
　例を挙げてセルフサービスフードバンクの具体的な使い方を
説明する。例えば、家庭に余ったお米1袋をセルフサービスフー
ドバンクに寄付したいとき、まずはお米を近くのセルフサービ
スフードバンクまで持っていく。街角に設置しているので、近
くのコンビニに行くぐらいの距離で着ける。着いたら、お米を
入れ口からセルフサービスフードバンクに寄付する。入れたお
米の情報は自動的に読み取られる。そして、お米はセルフサー
ビスフードバンク内部の透明な陳列場まで搬送されて外から見
えるようになる。お米の下にある電子ディスプレーに「種類：
お米；寄付時間：x年x月x日；精米時期：x年x月x旬」のよ
うな情報が示される。お米に困っている人は、お米の情報を
読んでボタンを押すことで、セルフサービスフードバンクから
お米を受け取ることができる。

5. 未来への展望

　自動販売機のように街角に設置する「セルフサービスフー
ドバンク」が普及すると、以下の効果が得られると期待できる。
　まず、セルフサービスフードバンクは自動販売機のように設
置するので、店舗のような場所は不要となる。操作方法は自
動販売機に似ているので、高齢者や子どもでも簡単に使える。
そのため、多くの利用が予想される。
　また、セルフサービスフードバンクを街角に設置することで、
食品を寄付することや受領することへの物理的･心理的ハー
ドルが下がる。食品がフードバンクに届くまでの物流コストと、
食品がフードバンクから受贈者の手元に届くまでの物流コス
トを著しく削減することができる。
　そして、コンビニ･スーパーなどの事業者に限らず、個人経
営の食品製造者や地域の家庭などでも余った食品をセルフ
サービスフードバンクに寄付することができる。誰でも、いつ
でも寄付できるので、それぞれの地域で余った食品をより効
率的に利用することができる。
　最後に、セルフサービスで食品の寄付･登録･受け取りを
行うので、セルフサービスフードバンクの運営にかかる人力は
ほとんどなく、人力不足の問題の解決も期待される。

6. まとめ

　以上のように、本稿では、自動販売機のように街角に設置
する「セルフサービスフードバンク」を提案した。将来、食品
ロスを大幅に削減するだけでなく、食べ物に困っている人た
ちを支援し、より安心な生活を提供できると期待される。
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［受賞者インタビュー］

自分のアイデアを
論文にまとめ上げて
達成感があった。

─コンテストに応募した理由、きっかけは？
教務係のところでポスターを見て、コンテストの情報を知りました。サス
テナビリティにずっと関心を持っているし、賞金も魅力的なので、応募し
ようと思いました。論文を書く練習もしたかったです。

─この論文を書き上げるまでに、どのくらいの時間がかかりましたか？
1カ月。

─この論文を書く上で苦労したことはありますか？
一番苦労したのは、アイデアでした。いろいろな案を考えましたが、最
後は一番提案したい「セルフサービスフードバンク」をテーマにしました。
その後は、分かりやすいように図を作ることに苦労しました。

─この論文を書いたことで良かったことはありますか？
自分のただの一つのアイデアを実現するために、いろいろな調査をした
り、具体的な対策を考えたりして、最後に論文にまとめることは、とて
も達成感がありました。
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