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個別報告論文 [385J 

グリーン購入を通じた食品ロス減量化の可能性

一豆腐のグリーン購入を事例とした選択実験一

岩本博幸(東京農業大学)

E旺'ectsof Eco Labeling on Food Waste Reduction through Green Purchasing 

Hiroyuki Iwamoto (τbkyo University of Agriculture) 

This study examines the potential of food waste 

reduction through green purchasing in relation to 

]apanese consumers' tofu purchasing decisions， 

Choice modeling (Random Parameter Logit [RPL] 

model) is used to quantify welfare changes associat-

ed with changes in local origin and food recycling 

labeling， and the f白shnessand price of tofu as 

relevant to ]apanese consumers in August 2012. 

1，はじめに

本報告の課題は，グリーン購入を通じた食品廃棄

物および食品ロスの発生抑制， リサイクル推進の可

能性について，食品廃棄物および食品ロスの発生抑

制とリサイクルに取り組む製造者によって生産され

た豆腐を事例に消費者評価分析から検討することに

ある.

わが国では約 1，7田万トンの食品廃棄物が発生して

おり，そのうち 500万から 800万トンは，食べること

ができるのにもかかわらず廃棄されている，いわゆ

る食品ロスとして発生していると考えられている 1)

食品廃棄物および食品ロスの発生抑制と食品循環

資源の再生利用等を促進することを目的として「食

品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品

リサイクル法)Jが平成 13年に施行されている(平

成 19年改正). しかし，食品リサイクル法において

食品廃棄物の年開発生量定期報告対象となる食品関

連事業者は，年開発生量が 100t以上の事業者であ

り，中小零細規模が多く存在する食品関連分野では，

食品廃棄物の発生量の捕捉すら十分にできていない

状況にある.

本報告では，中小規模の食品関連事業者が多い分

野として豆腐製造業に着目した.大豆加工食品であ

る豆腐は，豆乳製造に「おから」と豆腐の凝固・圧

(155) 

Consumers have a positive perception of local origin 

and food recycling labeling， along叩ththe freshness 

and price of tofu. The choice probability of food 

recycling labeled tofu is estimated at approximately 

70%. The results suggest that green purchasing 

holds potential for food waste reduction in the tofu 

manufacturing sector. 

搾時に大豆ホエーが発生する.

おからは，卯の花，焼き菓子など食品としての利

活用ほか，バイオ燃料に再利用することができる.

また，大豆ホエーは家畜飼料として再利用すること

ができる.

しかしながら，現在，おからは産業廃棄物とみな

され，おからの不法投棄など，違法な処分が問題と

なることも多い.したがって，食品廃棄物・食品ロ

スの発生抑制とリサイクルについて積極的に取り組

む豆腐製造業者に対する消費者評価を明らかにする

ことは，豆腐製造業をはじめとする食品製造業にお

ける食品廃棄物・食品ロスの発生抑制， リサイクル

の促進を検討するうえで，有用な知見を提供し得る

と考える.

具体的な分析課題は，豆腐製造業者による食品廃

棄物・食品ロスの発生抑制およびリサイクルの取り

組みに関する食品リサイクル優良企業表示，消費期

限日までの日数，産地・原料表示が付加された豆腐

に対する消費者評価を選択確率および評価額として

定量的に求めることである.

2.分析方法およびデータ

(1 )分析方法

豆腐製造業者による食品廃棄物・食品ロスの発生
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抑制とリサイクノレに対する消費者評価を購買行動か

ら明らかにするには，その取り組みに関する情報が

商品選択時に消費者へ適切に伝わっている必要があ

る.しかし食品廃棄物 ・食品ロスの発生抑制とリ

サイクノレに限定した表示は存在せず，仮に存在した

としても消費者評価分析に耐えうるほどの流通量に

はないと考えられる.

そこで，本稿では，仮想的な商品属性の消費者評

価も可能な選択実験 (ChoiceExperiment)を分析

方法として採用した 2)

(2)評価対象属性の設定

本稿では，評価対象財を豆腐とし，回答者が直面

する購買状況を日常的に食べる豆腐を購入するとき

に限定した スーパ一等での実売状況の調査から得

られた知見をもとに評価対象財を構成する属性とし

て，以下の 3点を設定した.

第 lに， I食品リサイクノレ優良企業J表示を属性

として設定した 回答者には，豆腐メーカーにおけ

る食品リサイクノレとして， ①経営管理による食品廃

棄物の発生抑制，②おから，豆腐の食品材料として

の再利用， ③家畜飼料，肥料，エネルギー資源、など

を想定した，おから，豆腐の食品以外の材料として

の再利用の 3項目に取り組んでいるメーカーが製造

した豆腐について 「食品リサイクノレ優良企業」と表

示されていることを説明した 3) I表示あり JI表示

なし」の2水準である.

第 2に，産地 ・原料表示を属性として設定した.

回答者に提示した産地属性は， I国産丸大豆 100%J

「国産丸大豆使用JI丸大豆使用」の 3水準である

これら 3水準は繰り返し質問ごとに配置を変えるこ

となく ，選択肢に固定して回答者に提示する選択肢

固有定数項 (ASC:A1ternative Specific Constant)と

したの

第3に，消費期限日までの日数を属性として設定

した.]AS法では保存期間 5日を超えると品質面で

著しい品質低下が認められる食品には消費期限日の

表示が義務づけられており，充填豆腐を除くほとん

どの豆腐は消費期限日の表示義務対象となってい

る.I消費期限日まであと 5日」から 「表示期限日ま

であと 2日」の4水準とした

第 4に 1丁 (400g) あたりの販売価格を属性と

して設定した.I価格」属性は，評価額推計を行う

ために必須である.50円， 80円， 100円， 150円，

Q9以下の豆腐のうち、普段食ぺる豆腐として買ってもよい
と思うものを1つ選んでOをつけてください。
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図1. 選択実験質問例

200円の 5水準である.

評価対象属性である食品リサイクノレ優良企業表

示，産地 ・原料表示，消費期限日までの 日数，価格

を組み合わせた 3パターンの豆腐のプロフ ァイルに

「どれも買わない」を加えた 4つの選択肢を lつの

チョイス ・セットとした (図 1). 産地 ・原料表示

を除く 3属性の水準内容が異なるチョイスセットを

直交計画にしたがって作成し，回答者に 8回の繰り

返し質問として提示した 5)

(3)分析モデル

本稿では，分析モテールにランダムパラメータ ・ロ

ジットモデル (RPL:Random Parameters Logit Model) 

を用いる 選択実験のデータは，ランダム効用理論

と整合性をもっ選択肢jを選んだときの効用町が，

観察可能な要因で決定される部分円と観察不能な

部分ちから構成されるとすると， qは以下のよう

にあらわすことができる.

U=V+e )
 

-(
 

通常のロジットモデルでは，円を規定する各説明

変数のパラメータは一定としている RPLでは，回

答者により Vが異なることを許容するしたがって，

回答者iが選択肢1を選んだときのRtは，以下のよ

うにあらわすことができる.

~i= (jJj +円引汽 (2) 

このとき，ろは，J番目の選択肢における各属性

の平均パラメータ sj' 回答者聞の係数の違いは，特

定の分布にしたがう確率項ωJ'とその標準偏差今

各属性ベクトル毛であらわされる 6) 本稿では， Rt
の形状を最も一般的な線形とし，食品リサイクノレ優

良企業表示，産地 ・原料表示，消費期限日までの日

数，価格の各属性の平均パラメータと標準備差パラ

(156) 
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表 1. RPLモデル計測結果

平均 標準偏差
パラメータ パラメータ

丸大豆使用表示 (ASC) 3.7104 .. 2.6748 .. 

(13.582) (10.827) 

国産丸大豆使用表示 (ASC) 4.6740 •• 1.8360 •• 

(15.202) (3.952) 

国産丸大豆 100%表示 (ASC) 4.9833 •• 1.9441 .. 

(18.016) (7.233) 

消費期限日までの日数(日) 0.1697 .. 0.2417 .. 

(4.364) (5.545) 

食品リサイクル優良企業表示 0.8822 .. 0.8714 •• 

(ダミー) (6.764) (3.192) 

価格(円) -0.0309 .. 0.0489 .. 

(-14.577) (12.074) 

サンプル数 1480 

最大対数尤度 -2051.716 

修正〆 0.354 

注)カッコ内はt統計量 "は 1%水準で有意

メータを計測した. RPLは，回答者聞や選択場面

でのパラメータ変動を許容する特長の他に，誤差項

の分布が独立で同一であるという IID仮定から課せ

られる無関係な選択肢からの独立性 (IIA) の制約

を緩和できるといった特長がある.

計測結果より平均値としての評価額は，

cs=ーI/s
m
(V

C一九) (3) 

から補償余剰として求められる.このとき，sm
は価

格のパラメータ，V
C
は基準となる現状での効用，九

は基準から変化後の効用をあらわす.

(4)データ

選択実験データは株式会社マクロミルによるイン

ターネット調査を利用して 2012年 8月に収集した.

調査対象者は，東京都在住の 20歳以上の男女とし

た.回答者数は 210人，そのうち，豆腐購入経験が

ない回答者および抵抗回答と判断できる回答者を除

外した 185人分のデータを分析に用いた η. 185人

の平均年齢は 44.0歳，女性が占める割合は 58.9%

であった.

3. 分析結果および考察

(1) RPLモデル推定結果

RPLモデルによる推定結果を表 1に示す 8) 推定

(157) 

には 1人の回答者から得た 8問分の回答をパネル

データとし， 185グループの 1，480サンプルを推定

に用いた.モデ、ルの当てはまりを示す自由度修正済

みの/は 0.354となり，この種のモデルでは満足す

べき水準となっため.

各変数のパラメータ推定結果についてみると，価

格属性については，有意水準 1%で有意であり，符

号は負であった.価格の上昇に伴って，選択確率が

低下することを意味している.回答者が，所得制約

を考慮して選択実験に臨んだことの証左といえよう.

産地・原料表示については，国産丸大豆 100%，

国産丸大豆使用，丸大豆使用に関する選択肢固有定

数項(AlternativeSpecific Constant: ASC)のパラメー

タが，すべて有意水準 1%で有意であり，符号は正

であった. したがって，これらの産地・原料表示の

豆腐は選択確率が高まり，回答者から肯定的に評価

されていることを意味している.また，パラメータ

の大小関係から，回答者の産地・原料表示に関する

選好順序は，高い方から順に，国産丸大豆 100%，

国産丸大豆使用，丸大豆使用となった.

消費期限日までの日数については，有意水準 1%

で有意であり，符号は正となった.消費期限日まで

の日数が長い豆腐ほど選択確率が高まることを意味

している.

食品リサイクル優良企業表示については，有意水

準 1%で有意であり，符号は正となった.食品リサ

イクル優良企業表示が付加された豆腐の選択確率は

高まることを意味している.また，標準偏差パラメー

タを考慮しても，概ね回答者は正の評価であること

が示された.

(2)選択確率および消費者評価額の推計

RPLモデルの推定結果をもとに，産地・原料表

示の違いによる選択確率の変化の推計結果を図 2に

示す.食品リサイクル優良企業表示，消費期限日ま

での回数，価格について同条件のもとで，産地・原

料表示の違いを選択確率として推計した結果，丸大

豆使用は 13.9%，国産丸大豆使用は 36.4%，国産丸

大豆 100%は49.7%となった.

丸大豆使用表示は，産地が明示されていない. し

たがって，産地が不明確であることの不安や国産へ

の高い選好から，相対的に丸大豆使用表示に対する

消費者の評価が低下したと推察される.丸大豆使用

豆腐が 150円の国産丸大豆使用豆腐と同等の選択確
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率になるには， 31円引きの 119円，国産丸大豆

100%豆腐と同等の選択確率になるには，109円に

価格設定する必要がある

消費期限日までの日数の違いによる選択確率の変

化の推計結果を図 3に示す.消費期限日までの日数

が l日短くなるごとに選択確率は 4.2%の低下と

なった.貨幣評価額に換算すると， 1日当たり 6円

一一 _"/36.4% 
国産丸大豆100% 一一

表示豆腐 国産丸大豆使用表示豆腐

図 2.産地・原料表示による選択確率

48.0首

46.0弛

44.0首

42.0弛

40.0% 

38.0% 

36.0% 

34.0% 

4"5:8百一一一一一一一一一一一一一一一一

41-:-6% 

-----下とぞ---
"3 3 . ~也

4日 3日 2日 l日

図 3. 消費期限日までの回数による選択確率

29.3弛

表示品し l 表示あり

0也 20弛 40弛 60也 80弛 100弛

図 4. 食品リサイクル優良企業表示による選択確率
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の低下となった

消費期限日までの 日数が長い， より新しい豆腐を

選好する消費者行動は，値ヲ|き販売などの措置が採

られない場合，消費期限日間近の豆腐の売れ残りを

生じやすくさせ，小売り段階での食品ロスの要因と

なっていることが推察される したがって，多くの

小売j苫が実施している消費期限日間近の商品の値引

き販売は食品ロス発生抑制手段のーっとして有効で

あることが示唆される.

食品リサイクノレ優良企業表示の有無による選択確

率の変化の推計結果を図 4に示す 食品 リサイクノレ

優良企業表示が付加されている豆腐に対する選択確

率は， 同条件の食品リ サイクノレ優良企業表示がない

豆腐に対して 70.7%の選択確率となった.貨幣評価

額に換算すると 29円に相当する.食品廃棄物 ・食

品ロスの発生抑制とリサイクルについて積極的に取

り組む豆腐製造業者に対し，消費者は肯定的な評価

を与えていることが示された

4. おわりに

本報告の課題は，グリ ーン購入を通じた食品廃棄

物および食品ロ スの発生抑制， リサイクノレ推進の可

能性について，食品廃棄物および食品ロスの発生抑

制とリサイクノレに取り組む製造者によって生産され

た豆腐を事例に消費者評価分析から検討することに

あった.価格，産地 ・原料表示，食品リサイクノレ優

良企業表示，消費期限日までの 日数からなる豆腐の

選択実験を実施し，ランダムパラメ ータ ・ロジット

モデル (RPL)による消費者評価の定量的な分析を

試みた結果，以下の 2点が明らかとなったー

第 lに，食品リサイクノレ優良企業表示に対する消

費者の評価は正となり，同種の表示がない豆腐との

相対的な選択確率は 70.7%，貨幣評価額でプラス

29円となったー

第 2に，消費期限日までの日数が l日短くなるご

とに選択確率は 4.2%の低下となった.貨幣評価額

に換算すると 1日当たり 6円の低下となった，

以上の分析結果から， 消費者はグリ ーン購入を通

じて食品廃棄物 ・食品ロスの発生抑制とリサイクノレ

に取り組む豆腐製造業者を支持し，優先的に食品リ

サイクノレ優良企業表示が付加された豆腐を購入する

意志を有していることが示された

一方，豆腐製造業者にとって，食品廃棄物および
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食品ロスの発生抑制， リサイクノレ推進によって生じ

る追加的な費用は，食品リサイクル優良企業表示の

貨幣評価額の 29円以下に抑える努力が求められる

ことを意味している 10) しかし，現実の小売市場で

豆腐は，セール品の対象になりやすく，費用の価格

転嫁は難しいだろう 11) 仮に，価格へ転嫁せず，通

常品と同価格で販売することが可能な場合において

も，通常品がセール対象となり， 29円以上値引き

されると選択確率は通常品の方が高くなる. した

がって，単なるエコラベル付加を通じたグリーン購

入の促進による食品リサイクル等の拡大には限界が

あることが推察される.

このように，食品リサイクル等への取り組みに

よって生じる費用の価格転嫁が難しい状況下では，

消費者は 29円の余剰を得ていることになる. した

がって，余剰分相当を公的に支援することで食品リ

サイクル等の実施に伴う費用増加分を緩和すること

が可能ならば，余剰相当分の公的支援は，グリーン

購入を通じた食品ロスの減量化の可能性を高める上

で有効だと考える.

なお， グリーン購入を通じた食品廃棄物および食

品ロスの発生抑制， リサイクル推進を肯定的に評価

する消費者像を分析モデルに明示的に取り入れ，属

性聞の差異を考察・解明することは，今後の課題と

したし¥

注 1) 農林水産省『食品廃棄物等の利用状況等(平成 21

年度推計Hより.

2) Choice Modelingを環境分野の食品表示評価に適用

した研究事例として，岩本 [3Jなどがある.

3) 回答者には，取り組み項目のみ示し，各項目に関

する数値基準は示していない.

4) Choice Modelingで実施する ChoiceExperimentの

Choice Setの設計では，すべての属性水準の組み

合わせが変化する Unlabeled!lイプと選択肢に固

有の意味づけがなされる Labeledタイプがある

(Hensher et al. [2J).本稿では，選択肢ごとに産地・

原料表示を付与した Lab巴led!lイプとして設計し

ている.

5) 直交計画に基づき 16のチョイスセットを作成し，

8セットを使用した

6)叫の確率分布は任意に定めることができる.産地・

原料表示と食品リサイクル優良企業表示について

は， (0， 1)のダミー変数であることから一様分布

(159) 

を，品質保持期限日までの日数については，正規

分布を，価格属性については，分布の裾が長くな

ることによりパラメータの符号の逆転が生じるの

を避けるために三角分布を仮定した (Hensheret 

al. [2J). 

7) ここでいう抵抗回答とは，選択実験の 8回の質問

すべてに「どれも買わない」と回答することを意

味する 選択実験のフレームワーク自体に抵抗を

示しているとみなして分析データから除外した.

類似のデータ処理をしている事例として矢部他[4J

などがある.

8) Econometric Software社の NLOGITver. 4.0を用L、

て推定した.

9) Hensher and ]ohnson [IJでは， Discr巴temodelの

場合，修正 p'が0.3程度あれば適当なモデルの

フィットであるとしている.

10) 食品リサイクル優良企業表示の貨幣評価額 29円で

豆腐製造業者における食品廃棄物・食品ロスの発

生抑制とリサイクノレに要する費用が賄えるかとい

う課題については，別途，費用推計分析が必要で

ある.今後の課題としたい

11) ブランド化による付加価値化により，高価格を維

持することで費用転嫁することも考えうるが，本

稿で示された食品リサイクノレ優良企業表示が付加

された豆腐を優先的に購入する意志がプランド化

につながるものであるかは，別途，食品リサイク

ノレ優良企業表示に対する消費者のロイヤリティに

関する分析が必要と考える.今後の課題としたい

〔付記〕本稿は科学研究費補助金・若手研究 (B) (課

題番号:21780213) による研究成果の一部である.
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