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はじめに

近年，食品廃棄が社会問題となっている [1]．食品廃
棄は，生産者・加工業者・卸売業者・小売店など流通に
関係するあらゆるところで生じている．そこで，食品
廃棄を削減するための取り組みとして，納品期限，賞
味期限の見直しが食品業界では進められている [2]．
一方，
「スーパー等で冷蔵の商品（10 ℃以下で管理さ
れている商品）を購入する際に賞味期限を確認して購
入しますか？」というアンケートの結果 [3] は，表 1 の
通りとなっている．これは，小売店の商品が賞味期限
や消費期限順に陳列されていても，消費者は食の安全
への強い意識 [4] に加え，なるべく新鮮なものを購入
したいとの思いから，賞味期限がより先の商品を優先
して購入しようとする可能性を示している．
表 1 ：アンケート結果
設問
割合 (%)
確認して新しい物を購入する
56.6
確認するが，期限間近で
33.2
なければ特に気にしない
あまり確認せずに購入する
9.7
わからない
0.5

3 検証モデルおよびシミュレーション条件
本節では，検証のためのモデルおよびシミュレーショ
ン条件について述べる．

3.1

このような消費者の購買行動は，小売店の仕入順通
りに販売されないことから，食品廃棄が生じやすくなっ
ていることが想像される．本研究では，図 1 における
小売店に着目し，消費者の購買行動と食品廃棄との関
係について検証する．
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図 1 ：流通の流れ
以降，第 2 節で関連研究について述べる．第 3 節で
検証方法およびシミュレーション条件について述べ，第
4 節で結果および考察について述べる．最後に第 5 節
でまとめおよび今後の課題について述べる．
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期限を切らして捨ててしまったり，ついうっかり買い
過ぎてしまう行動との相関が高くなっている [5]．消費
者自身が，食品の賞味期限を切らしてしまうことが多
いと認識している場合，より賞味期限が先となる食品
を選択しようとする可能性が高いと考えられる．
また，食品に限定せず，より広範な廃棄物の発生抑
制行動に関するモデル [6] によれば，個人的規範に依
存する部分が多く，消費者自身が考える基準を満たさ
なければ，廃棄物の発生抑制行動を起こさないことが
示唆されている．
先のアンケート結果 [3] も踏まえると，必要十分な
賞味期限ではなく，より新しいものあるいは余裕を見
込んだ賞味期限の食品を選択する可能性が高いと考え
られる．

検証モデル

小売店での商品の補充，消費者の購買行動は図 2 の
ような待ち行列と考えることができる．本モデルにお
いて，小売店では各日の終わりに 1 回だけ商品棚に一
定量の商品補充を行う．
その際に，賞味期限をむかえる商品があれば廃棄し，
廃棄数と同数分の補充を行うものとする．ただし 1 日
あたりの商品購買者数が，商品棚の商品数よりも多い
場合，商品売り切れの状態が生じるがその段階での補
充は行わない．また商品棚の商品の並び順などを変え
ること，商品価格割引などの再値付けすることはここ
では想定しないこととし，商品は賞味期限順に配置さ
れると仮定する．なお，1 日あたりの商品購買者数は，
1 日あたりの商品平均購買者数をパラメータとするポ
アソン分布に従うものとする．

関連研究

ごみの減量化など環境配慮行動はライフスタイルと
の関係が深く，専業主婦・主夫の割合が高い家庭消費
型では，
「無計画消費行動」の傾向があり，食品の賞味
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図 2 ：検証モデル
賞味期限を意識する消費者の購買行動として次の 5
つを定義する．
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1. 賞味期限の一番近いものを選択 (FIFO)
2. 賞味期限の一番遠いものを選択 (FILO)
3. 賞味期限と関係なく選択 (RANDOM)
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4. 商品全体の賞味期限が近い半数からランダムに選
択 (FIFO-RANDOM)
5. 商品全体の賞味期限が遠い半数からランダムに選
択 (FILO-RANDOM)
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loss rate(%)

8

消費者は購買行動に基づいて決定した商品を 1 つ購入
する．但し，商品棚が空の場合は何もしない．

3.2

シミュレーション条件

6
4
2

シミュレーション条件を表 2 に示す．ここでは，1 日
あたりの商品補充数を 1 日あたりの平均購買者数× 1
人あたりの購買数と同数とする．小売店としての販売
機会損失を考えれば商品補充数を多くすることも考え
られるが，逆に売れ残りが生じた場合は，廃棄数が増
えることとなるためである．賞味期限は 1 週間，シミュ
レーション期間は 30 日と設定した．なお，評価指標は，
商品の廃棄率 (廃棄数／商品補充数) とし，シミュレー
ションを 30 回実行の上，算出する．シミュレーション
には，エージェントシミュレータ Repast Simphony [7]
を使用した．
表 2 ：シミュレーション条件
条件名
値
FIFO,
FILO,
RANDOM,
購買行動
FIFO-RANDOM,
FILO-RANDOM
商品棚の初期商品数 (個)
100
1 日あたりの商品補充数 (個)
100
1 日あたりの平均購買者数 (人)
100
1 人あたりの購買数 (個/人)
1
商品の賞味期限 (日)
7
シミュレーション期間 (日)
30
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図 3 ：商品の廃棄率 (全結果)
たりの購買数を同数としたことに起因していると考え
られる．これは，FILO-RANDOM のように半数からラ
ンダムに選択した場合でも，結果的に残商品数が少な
くなると賞味期限に近い商品ほど売れ残る可能性が高
くなるためである．なお，RANDOM での廃棄率が低
くなっている理由も，残商品数が少なくなった時の購
買行動の違いによる影響が大きいためと考えられる．

5 まとめおよび今後の課題

シミュレーション結果および考察
シミュレーション結果を，表 3 および図 3 に示す．
表 3 ：商品の廃棄率 (平均)
廃棄率
購買行動
平均 [%] 95%信頼区間 [%]
FIFO
0.00
0.00〜0.00
FILO
2.58
1.80〜3.36
RANDOM
0.05
0.01〜0.10
FIFO-RANDOM
0.00
0.00〜0.01
FILO-RANDOM
2.39
1.72〜3.05

消費者が過度に賞味期限を意識した購買行動をとっ
た場合，食品廃棄が生じやすくなることを確認した．一
方，RANDOM での廃棄率が低くなっていることから，
消費者の購買行動が賞味期限を過度に意識しなければ，
食品廃棄が起きにくくなることが推察される．
今後の課題として，本検証では消費者の 1 回あたり
の商品購買数を 1 つとしたが，まとめ買いするような
ケースについての検証が考えられる．また，消費者の
購買行動を一律としたが，異なる購買行動を混在させ，
その割合を変えた検証が考えられる．
さらに，購買行動として 5 つを定義したが，賞味期
限をどの程度意識するかは，価値関数 [8] などとの関
係が考えられるため，購買行動が賞味期限の長さに依
存するようなモデルでの検証が考えられる．例として，
賞味期限によっては購入しないケースがあげられる．
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