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フード・マイレージ指標の活用可能性に関する考察 



1. はじめに 

(1) フード・マイレージとは 

 ○ イギリスのフードマイルズ運動を参考に，食料の大量・長距離輸送が
地球環境に負荷を与えていることを明らかにするため考案． 

 

 ○ フード・マイレージ＝食料の輸送量×輸送距離（単純） 

   CO2排出係数を乗じることにより，食料の輸送により排出されるCO2の
量を計測することが可能． 

 

 ○ 食育や消費者教育等の分野でも活用．  

 

 ○ ライフサイクルの一部分に過ぎない輸送の過程のみに着目 

  ：環境負荷を計測する指標としては限界． 

 

(2) 本稿の目的 

   これまでの研究成果をレビューしつつ，現下の食をめぐる情勢の中で
の本指標の活用可能性について考察． 
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2. 輸入食料のフード・マイレージ 
(1) 日本の輸入食料のフード・マイレージ（2001年） 

 ：約9千億トン・キロメートル，年間約1700万トンの二酸化炭素を排出． 

(2) 2010年は 3.7％減少．(輸入額は6.8％増，平均輸送距離は0.3％長く） 

  近年の国際的な食料価格高騰、最近の食料貿易の変化を反映． 
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3.フード・マイレージ指標を用いた地産地消の効果計測 
(1) 地産地消の取組の効果計測 

  フード・マイレージ指標を用いると，地産地消の効果（食料の輸送に伴う
二酸化炭素排出量の削減量）を定量的に把握可能． 

(2) 埼玉県のある中学校の学校給食 

  米(県内産)について仮に市場流通に委ねて調達した場合と比較すると，フ
ード・マイレージは5％弱の水準に縮小(約25kg/月のCO2を削減)． 
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4. フード・マイレージ指標の限界 
(1) 輸送機関によるCO2排出係数の差 

  CO2排出係数（1トンの貨物を1km輸送した場合に排出されるCO2の量）は，
輸送機関によって大きく異なる． 

  輸送に伴う環境負荷低減のためには，地産地消よりもモーダルシフトの方
が，直接的な効果は大． 
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4. フード・マイレージ指標の限界 
(2) 輸送の過程に限定された指標であること 

  食料は，ライフサイクル全体においてCO2を排出（輸送段階のシェアは概
ね1～2割程度）． 

  地産地消であれば必ず環境負荷が小さくなるという訳ではないが，無視
できるほどの小ささではなく，計算方法等が単純で分かりやすいフード・
マイレージ指標は「気づきのきっかけ」等としては有用． 

 

6 



5. フード・マイレージの活用可能性 
(1) 食をめぐる世界の動きと日本の現状 ① 

  近年，世界においては，「食」をめぐる新しい取組が盛んに． 

  持続可能性，食料の産地や生産者を重視している面で共通． 
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○ フードマイルズ運動 イギリス 
  「BUY LOCAL」運動等が各地に拡がり。 
○ スローフード運動 イタリア 
 （1）伝統的な食材や料理、質の良い食品等を守る 
 （2）質の良い素材を提供する小規模な生産者を守る 
 （3）子どもを含め消費者に味の教育を進める 

○ CSA（Community Supported Agriculture：地域支援農業） アメリカ 
 家族農業支援、農村環境の保全等のため、消費者が作付け前に契約し代金を前払い。 
○ LOHAS（Lifestyle of Health and Sustainability：ロハス） アメリカ 
 健康や環境に配慮し、持続可能な社会を志向するライフスタイル 

○ LOCAVORE（ロカボア） アメリカ・カナダ 
 local （地元）+ vore（～を食べる者）、「地元で取れたものを食べる者」という意味の造語 
○ 「身土不二」（しんどふじ） 韓国 
 「地元の旬の食品や伝統食は身体に良く、体と土は一体」、国産品を優先的購入 
○ 「地産地消」  日本？ 



5. フード・マイレージの活用可能性 
(1) 食をめぐる世界の動きと日本の現状 ② 

  ○「地産地消」 

    新鮮で安心感のある食材の入手，現金収入の確保等の側面に留まり，
幅広い社会的な運動とはなっていない現状． 

 

  ○ 日本人は食に対する満足度が高く，問題意識が乏しいことが背景？ 
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5. フード・マイレージの活用可能性 
(2) 伝統野菜等の復活・普及の取組 ① 

 ○ 最近，伝統野菜等（在来作物，固定種等）に対する関心が高まり． 

   伝統野菜等のキーワードを含む新聞記事は，最近になって大きく増加． 

   特に、以前は地方版が中心であったのに対し、最近は全国版等の記事が
著しく増加. 

9 



5. フード・マイレージの活用可能性 
(2) 伝統野菜等の復活・普及の取組 ② 

 ○ 伝統野菜等の復活・普及の取組の活発化 

  ・ねらい：ブランド化を通じた付加価値の向上といった経済面 

      伝統野菜等が有する地域の歴史や風土，食文化等の価値を再評価 

  ・小学校での食育，飲食店、地域活性化など，幅広いものに． 
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京都駅ビル内の京野菜を売り物にした居酒屋 金沢市農産物ブランド協会HPより 
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Study & Cafe 
（小金井市･くりやぶね） 

ひご野菜コロッケ「ひご之すけ」 
             （熊本市） 

わたなべ豆腐店（ときがわ町） 

マルダイ 
大塚好雄商店 

（品川区） 



5. フード・マイレージ指標の活用可能性 
(2) 伝統野菜等の復活・普及の取組 ③ 

 ○ 江戸東京野菜コンシェルジュ育成講座（東京都小金井市） 

  ・ 23年度に地元のNPO，行政，生産者等が連携し，東京都の助成を得て
開催（7回の講座を2期にわたり実施） 

  ・ 生産者，事業者，栄養教諭，フードライター，一般の主婦など約70名
が受講． 

  ・ その中で、地元産の伝統小松菜を使用することは，輸送に伴う環境負
荷を低減するという面からも有意義であることを説明． 
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5. フード・マイレージ指標の活用可能性 

(3) 結論 イギリスのフードマイルズ運動：当初から幅広い課題を視野に． 
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１ 環境 温暖化ガスの排出、大気汚染、土壌流亡、生物多様性の喪失 

  パクストン「フードマイルズレポート：食料の長距離輸送の危険性」、1994 

2 開発途上国 国内自給ではなく先進国への輸出に依存：食料不足、飢餓 

3 小規模生産者 英国内の農村地域での就業機会の喪失 

4 動物福祉 安価で規格化された生産方式とは相容れず 

5 健康 過剰に加工・包装→低栄養、輸送による汚染のリスク  

 ○ フード・マイレージが小さい食生活は，伝統野菜等が有する地域の歴
史や風土，食文化等の価値を相対的に大きく反映したものと捉えること
も可能と考えられる． 

 

 ○ その食料がどこから来たのかを意識するフード・マイレージ指標は，
消費者が産地や生産者のことに想像力を及ぼすきっかけとなるツールと
しても有益であり，今後，このような面から活用されていく可能性があ
るものと考えられる． 
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