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3はじめに

私たちができるアクション

さらなるアクションに挑戦  

食をめぐる、さまざまな問題

サステナブルな食生活チェックリスト

生産・加工
流通・販売・消費 

お買い物編
料理編
食事編
サステナブルラベルを選ぼう

家庭菜園が人気
食べて生物多様性保全に貢献
新しいお肉「代替肉」
可能性の宝庫「昆虫食」
進む、規格外作物の活用
世界に広まる、食品ロス対策

サステナさんの 1日

※本冊子にあるQRコードにハイパーリンクが貼ってあります。ご活用ください。
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私たちが普段食べている食材は、様々な環境問題、
例えば、生産時における森林伐採や乱獲、温室効果ガスの排出、農薬
や化学肥料の生態系への影響、食品の過剰生産、大量廃棄などと深
い関係があります。「サステナブルフード」とは、生産から消費まで
のプロセスで、こうした環境問題に配慮された食べ物を指します。

ソニーは、これらの問題はすべての人に関わるものであり、その解決に
貢献することが重要であると考え、「環境に配慮された食材使用の推進」
を環境中期目標Green Management 2025の目標に掲げました。

持続可能な社会の実現のためには、日頃から食材と環境のつながり
を考えることが大切です。

そんな想いから、私たちができるアクションを、この冊子にまとめて
います。

はじめに

ソニーは、Food for the Futureプロジェクトを通じてSDGｓの目標 
2,12,13,14,15 に取り組んでいきます。

～普段の生活にサステナブルフードを～
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漁 業 酪農・畜産農 業

漁業、農業、酪農・畜産業の生産過程では、自然との調和よりも生産性・効率を重視さ
れることがあります。それが地域の生物多様性の喪失、地球温暖化や水質汚濁、土壌汚
染につながると指摘されています。また、野菜や果物の選別、その後の加工の際に発生す
る食品ロスも、大きな問題になっています。

生産・加工

食をめぐる、さまざまな問題

不適切な農薬・肥料の
使用、森林伐採による農
地の確保、経済性を優先
した農地や水路の整備、
熱帯雨林における大規
模なプランテーション
が、生物多様性に悪影響
をおよぼす可能性があ
ります。

特に農薬や化学肥料は、
農地の周辺だけでなく、
流れ出ることで川や海
の汚染を引き起こすこ
とがあります。

国連食糧農業機関（FAO）
は、人為的に排出される
温室効果ガスの14.5％
が畜産業に由来している
と報告しています(*2)。

牧場開拓のための森林破
壊による地球温暖化・生
態系への影響も深刻で
す。また、水不足や食糧
危機が広まる中、家畜の
飼育で大量の穀物と水を
使うことへの批判が高
まっています。

*1出典：国連食糧農業機関（FAO）「世界漁業・養殖業白書 2020（英語）」

*2出典：FAO「Tackling climate change through livestock」

繁殖が追いつかない速
さでの乱獲や、汚染物質
の垂れ流しによる生育
環境の悪化などで、魚や
貝は大幅に減ります。

世界では2017年時点で
水産物の3分の1が乱獲
状態にあり(*1)、寿司な
どで人気の太平洋クロ
マグロも絶滅の恐れが
あります。養殖で使われ
る化学薬品の生態系へ
の影響も指摘されてい
ます。
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流 通 消 費販 売

流通・販売・消費での最大の課題は、食品ロスとエネルギー消費です。世界の人口の
8.9 %が飢えに苦しんでいる (*1) 一方で、販売店や家庭による大量の食品ロスが生じて
います。また、食品ロスによる生産から廃棄までのエネルギーの無駄使いや、食品の長
距離輸送時のエネルギー消費が問題になっています。

流通・販売・消費 

トラック、船、飛行機に
よる食材の輸送で使わ
れる燃料を通じて排出
されるCO2も、地球温暖
化を悪化させる大きな
原因になっています。

例えば、多くの食材を輸
入している日本では、食
材の輸入に伴うCO2排
出量が、年間1,690万ト
ンで、国内の食材輸送の
際の1.87倍になってい
ます(*2)。

販売店は、傷が少なく、
サイズがそろった野菜
や果物を求めることが
多く、出荷前に大量の規
格外作物が廃棄され、
生産時に使われたエネ
ルギーが無駄になって
います。

賞味期限切れ食品の廃
棄も、世界中の問題 です。
フランスでは2016年に、
賞味期限切れ食品の廃
棄を禁止する法律が成
立しました。

家庭やレストラン、食料
品店で多くの食品ロス
が発生しています。

世界では年間9億トン以
上(*3)の食料が廃棄され
ており、1人当たりでは
年間74kgの食品ロスと
なっています。その内訳
は61％が家庭から出た
食べ残しや手つかずの
まま廃棄された食品、
26％が外食の食べ残し、
13％が店舗での廃棄で
す。

食べ物が生産、加工、流通、販売されて私たちが消費するまでの
それぞれのステップで、さまざまな環境問題が発生しています。

*1 出典： FAO「世界の食料安全保障と栄養の現状報告書 2020年度版（英語）」
*2出典：農林水産省「トピックス ～環境問題と食料・農業・農村」
*3出典：国連環境計画 (UNEP)「Food Waste Index Report 2021」
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お買い物編

衝動買いや買い過ぎを防ぐために有効な方
法です。数日～1週間の献立を考え、どん
な食材が残っているか、何が足りないかを
チェックして買い物リストを作りましょ
う。メモ用紙も良いですが、スマート
フォンのメモ機能
やアプリケーショ
ンを使うと便利で
す。

水産物や農作物を環境に配慮した方法で
獲ったり育てたりしたことを示すのがサス
テナブルラベルです（詳しくはP10、11へ）。
自然食品店だけでなく、スーパーでもレイ
ンフォレスト・アライア
ンス認証などのサステナ
ブルラベルが付いた食品
が増えているので探して
みましょう。

買う前に、食材がどこから来たか考えて
みましょう。フードマイレージ（食材の重
量 食材が輸送された総距離）が大きい食
材ほど輸送の際のCO2排出量が多く、環境
負荷が高くなります。地元の露地栽培の
畑でとれた野菜や果物は、フードマイレー
ジが少なく新鮮
です。

賞味期限・消費期限が迫った見切り品は、
安くてお得なだけではなく、食品ロス削減
にもつながる食品です。

最近では、賞味期限・消費期限が迫った食
べ物を扱っているウェブサイトやアプリ
ケーションもあります。
（Tabeloop（日）、フラッシュフード（米・カ
ナダ）など）。

私たちができるアクション

買い物リストを作る サステナブルな
食材を選ぶ

フードマイレージ
を意識する

見切り品を買う
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水産物は、資源量や漁法、漁獲量、海洋生態
系への影響をもとに、各国／地域で作られ
たシーフードガイドで「おすすめ」「持続可能」
とされている魚や貝を選びましょう。日本
では、世界自然保護基金ジャパン
（WWFジャパン）が発行
している「おさかなハン
ドブック」がおすすめで
す。

プラスチックごみによって、世界
の海が危機にさらされています。
ソニーは、製品や事業活動でプラ
スチックを使用している企業とし
て、この深刻な状況を重く受けとめ、
解決を目指すために「One Blue 
Ocean Project」を立ち上げ、３つ
のアクションを展開しています。

使い捨ての プラスチックゴミを減らすた
めに、お買い物でも「脱プラスチック（脱
プラ）」を目指しましょう。ガラス瓶、紙パッ

クや缶に入っている、
または量り売りや詰
め替えの食品を選び、
買ったものはエコ
バッグに入れて持ち
帰ることをおすすめ
します。

どこで、何を買い、どのように調理し、
食べるか、ポイントをまとめました。

持続可能な
水産物を選ぶ

脱プラを目指す

https://www.wwf.or.jp/campaign/osakana/?utm_source=magazine&utm_medium=paper&utm_campaign=2021sony
https://www.wwf.or.jp/campaign/osakana/?utm_source=magazine&utm_medium=paper&utm_campaign=2021sony
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/oneblueocean.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/oneblueocean.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/oneblueocean.html
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自然のサイクルに従って露地栽培された野
菜や果物は、石油由来の燃料、電気を使っ
て育てられたハウス栽培の野菜よりも生産
時の CO2排出量が少なく、
また栄養価も高いと言わ
れています。さらに、旬の
ものを食べることで、自
然の恵みや四季の変化も
感じられます。

料理編

私たちができるアクション

旬の作物を使う

野菜の切れ端を煮てスープの素（ベジタブ
ルストック）に、熟れ過ぎた果物をジャムに、
肉の脂身を調理油に、エビの頭を出汁に…
と、アイデア次第で無駄はどんどん減らせ
ます。また、野菜
は皮ごと調理す
れば、栄養満点
で生ごみも減ら
せます。

無駄なし調理

工夫して保存する コンポスト

食べ残しは、保存用の容器に入れて冷蔵庫
や冷凍庫に保管し、あとで食べましょう。
漬け物やピクルス、ドライフルーツ、干し
野菜など、昔ながらの保存食に挑戦して

みるのも楽しいで
す。食品用ラップ
は使い捨てのもの
ではなくシリコン
ラップや蜜蝋ラップ
を使いましょう。

生ごみを堆肥化する「コンポスト」を台所
や庭、ベランダなどに置くのも良いアイデ
アです。ゴミが減り、生ごみの臭いから解
放され、良い土を作ることもできるので、

いいことづくめで
す。できた堆肥で
家庭菜園にトライ
するのも、おすす
めです。
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食事編

食事を「残さない」ために、できることを
1 人 1人が実践していくことが、食品ロス
削減につながります。自宅での調理は適
量を心がけ、レストランでの注文の際は量

を確認し、食べ
きれないと思っ
たら「少なめに」
とお願いしま
しょう。

メニューを開いて、オーガニックワイン、
オーガニック野菜のサラダ、近海の旬の魚
の料理、MSCや ASCに認証された水産物
のグリル、フェアトレード認証コーヒーが
見つかったら注
文してみては？
サステナブルな
だけでなく、心
も身体も喜ぶ食
事になります。

外食時に料理を食べきれなかった時には、
お店の人に一声かけ、料理を容器に入れて
もらい持ち帰ることで、食品ロスを減らす
ことができます｡
冷蔵庫に入れて次
の日に食べれば、
食費の節約にもつ
ながります。

ペットボトルや使い捨てのカップやスト
ローは、資源の無駄になるので、繰り返し
使えるマイボトルやマイストローを持ち歩
きましょう。外出先でボトルが空になった
ときに給水できる場
所を探せるアプリ
ケーション（mymizu
（日）、tap（米）など）
もあります。

残さない 外食も
サステナブルに

食べきれない分は
持ち帰る マイボトル・

マイストロー
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MSC ASC

サステナブルラベルを選ぼう

私たちができるアクション

水産資源や生態系などの保
全が適切に行われていると
認証された漁業や養殖業に
よって提供された水産物に
つけられるラベルです。

例えば、国際的な非営利団
体であるMSC（海洋管理協
議会）やASC（水産養殖管
理協議会）は厳しい基準を
設け、持続可能な漁業か養
殖かどうかを第三者機関が
審査します。

水産物の
認証ラベル GGN認証 レインフォレスト・

アライアンス認証

GGNラベルは、将来の世代
や地球環境および安全性に
責任を持つ農家や水産養殖
者が生産をしたことを、透
明性をもって示すもので、
国際的に認められている認
証ラベルです。

ラベルに記載された番号で
誰が生産したものかが分り
ます。商品の透明性を高め
ることが、このラベルの真
のねらいです。

レインフォレスト・アライ
アンスは、人と自然にとっ
てより良い未来を創るため
に活動する国際的な非営利
団体です。

レインフォレスト・アライア
ンス認証は、生産者が森林
を保護し、生活を向上させ、
農場労働者の人権を推進し、
気候危機を緩和し適応する、
より持続可能な農法に従っ
ていることを意味していま
す。
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原料が生産されてから、輸
出入、加工、製造工程を経て
完成品となるまですべての
工程で、経済・社会・環境の
３つの分野から成る「国際
フェアトレード基準」が守ら
れていることを証明するラ
ベルです。

認証された製品は、生産者
への適正な支払い、労働環
境や人権保護、生物多様性
の保全などに配慮されなが
ら作られています。

国際フェアトレード
認証ラベル RSPOラベル オーガニック

ラベル

農薬や化学肥料などの化学
物質に頼らないことを基本
として、自然界の力で生産
された食品につけられるラ
ベルです。

それぞれの国や地域で有機
食品の認定制度があり、独自
のラベルが貼られています。
例えば日本では、有機JAS
マークがつけられています。

参考：各国のオーガニックラ
ベル一覧（Ecolabel Index）

サステナブルラベルは、認証機関による厳しい審査を通過し「サステナブルな過程を経て
作られた食品である」と客観的に認められた証です。今回は、代表的な認証ラベルを紹介
します。パッケージにラベルが表示されているので、買い物の際にぜひ探してみて下さい。

持続可能なパーム油に関す
る円卓会議（RSPO）のラ
ベルです。

RSPOは、持続可能なパー
ム油を生産するために企業
が遵守しなければならない
環境・社会基準を策定して
います。RSPOの基準を適
用し認証を受けた企業が
パーム油を生産することで、
地域の環境やコミュニティ
へ悪影響を最小限に抑える
ことができます。

https://www.msc.org/jp
https://www.msc.org/jp
https://www.msc.org/jp
https://www.asc-aqua.org/ja/
https://www.asc-aqua.org/ja/
https://www.asc-aqua.org/ja/
https://ggn.org
https://ggn.org
https://www.rainforest-alliance.org/lang/ja/about/rainforest-alliance-certified-seal
https://www.rainforest-alliance.org/lang/ja/about/rainforest-alliance-certified-seal
https://www.fairtrade-jp.org/
https://www.fairtrade-jp.org/
https://www.wwf.or.jp/activities/basicinfo/3520.html?utm_source=magazine&utm_medium=paper&utm_campaign=2021sony
https://www.wwf.or.jp/activities/basicinfo/3520.html?utm_source=magazine&utm_medium=paper&utm_campaign=2021sony
https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/yuuki.html
https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/yuuki.html
https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/yuuki.html
http://www.ecolabelindex.com/ecolabels/?search=organic&as_values_03=
https://www.msc.org/jp
https://www.asc-aqua.org/ja/
https://ggn.org
https://www.rainforest-alliance.org/lang/ja/about/rainforest-alliance-certified-seal
https://www.fairtrade-jp.org/
https://www.wwf.or.jp/activities/basicinfo/3520.html?utm_source=magazine&utm_medium=paper&utm_campaign=2021sony
https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/yuuki.html
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家庭菜園が人気

「おうち時間」のお供に

「ソニーの協生農法」

新型コロナウイルス感染症が私たちの生活様式を変えたことにより「おうち時間」が増え、家庭
菜園の人気が、ますます高まっています。

家庭菜園は、フードマイレージの大幅な削減、生物多様性の維持につながります。19世紀半ばか
らドイツで始まった市民農園（クラインガルデン）は、世界中に広まっています。野菜やハーブ、
果樹など食べられる植物を主体に植えて、花や緑、香りを楽しむエディブル・ガーデンを自宅の
庭に作るのも楽しいです。街角の公共スペースを利用し、有志で助け合って野菜を育てるイン
クレディブル・エディブルという活動も広がりを見せています 。

また、私たちのニーズに応え、世界中で面白い製品が生まれています。日本では、バッグ型のコ
ンポストと堆肥化後に植える種のセット商品「LFCガーデニングセット」が人気を博しています。
みなさんも、日々の楽しみの１つとして家庭菜園を始めてみませんか？

ソニーコンピューターサイエンス研究所リサーチャーの舩橋 真俊氏が
提唱する協生農法は、土地を耕さず、肥料や農薬も使わず、多種多様な植
物を混生・密生させて豊かな生態系を作り、有用植物を生産する農法です。

アフリカ・サヘル地域では、2015年から協生農法の実証実
験を始め、砂漠化した土地に豊かな生態系を作り上げるこ
とに成功しています。庭やプランターで協生農法の理論を
体験的に学習できるキットも公開されています。

さらなるアクションに挑戦

豊かな生態系を作りながら
食料を生産、多彩に活用する、新しい農法

コラム
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サステナブルフードに関する、世界の新しい動きを紹介します。

食べて生物多様性保全に貢献

生態系のバランスを保つために

人間が外来種を持ち込んで環境を急に変えると、それまで保たれていた地域の生態系のバラン
スが崩れてしまいます。こうした事態が今、世界各地で起こり、昔から住んでいた在来種の生き
物が脅かされています。その結果、たくさんの地域の生物多様性が危機的な状況に陥っています。

在来種が暮らしやすい環境に戻すにはどうすればよいか…。その答えの１つが、外来種を食材と
して獲って、おいしく食べるという方法です。ドイツでは、ベルリン市内の川や湖に住みついた
アメリカザリガニを捕獲し「ベルリン・ロブスター」として売っています。中南米にあるベリー
ズでは、増えすぎたミノカサゴを捕獲し、食材やアクセサリーの材料として利用しています。

また、在来種であっても、増えすぎると生態系のバランスを崩すことがあります。例えば、増え
すぎた在来種の鹿などを捕獲し、ジビエ料理の食材として利用する動きが近年、盛んになってい
ます。

これらの生き物を「食材」にすれば、駆除活動を支えることにもなり、食べる人も幸せにできます。
「食べる」作戦は、自然にも人にもメリットがある取り組みなのです。

https://www.sonycsl.co.jp/tokyo/407/
https://www.sonycsl.co.jp/tokyo/407/
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新しいお肉「代替肉」

見た目も味も本物そっくり ?！

世界の肉の消費量は、過去 50 年間で 4 倍以上に増えており (*1)、牛のゲップによる温室効果ガ
スの排出、飼料や水の大量消費、家畜の排泄物による環境への影響などが心配されています。例
えば牛は穀物を大量に食べて育つので、牛肉１kgの生産には、11kgの穀物 (*2) と15,000Lの水
(*3) が必要だと言われています。

そこで、食糧・環境問題の解決策の１つとして、肉を食べる量を減らそうとする動きが急速に拡大。
牛肉、豚肉、鶏肉や魚の代わりに、大豆などを原料にした「代替肉」が世界中に広まっています。
日本では、ネクストミーツやDAIZ、ベジタブルブッチャージャパンなどが代替肉を開発。大手ファ
ストフードチェーン などで使用されています。肉の食感を忠実に再現しており、肉が好きな人
にも受け入れられやすい味で、スーパーマーケットで売られているものもあります。100%植物
でツナ缶を作り、販売している米国の企業も注目されています。

最近では、動物の細胞を人工的に増殖させて作る細胞培養肉の研究開発も進められています。
培養肉が店頭に並ぶ日も、遠くないでしょう。

*1出典： FAOSTATウェブサイト (2020)　　*2出典：農業水産省「知ってる？日本の食糧事情」（平成27年 10月）
*3出典：ユネスコ「Good water, water to “eat”. What is virtual water?」

ミュージシャンのポール・マッカートニーさんは、毎週月曜にみんなが肉を
食べないだけでも、環境問題の解決に大きく前進できるという考えから
「Meat Free Monday」を提唱。これに賛同し、月1回、週1回、1日1回など、自分で頻度を
決めて肉や魚を食べない「パートタイム・ベジタリアン」が、ヨーロッパを中心に増えています。

さらなるアクションに挑戦

英国で始まった「毎週月曜は、肉を食べない日にしよう」
と呼びかける活動

「Meat Free Monday」コラム

15

* 出典：FAO「Edible insects: future prospects for food and feed security」

可能性の宝庫「昆虫食」

未来のタンパク源の有力候補

昆虫は、少ないエサで育ち、飼育時の温室効果ガス排出量も抑えられます。その上、たんぱく質
が豊富で栄養価も高いので、2030年には90億人になると言われている世界人口を支えるタン
パク源の候補になっています。国連食糧農業機関（FAO）も、食糧問題の解決策の1つとして昆
虫食を提唱しています *。

そもそも昆虫を食べる地域はたくさんあり、すでに世界では約20億人が1900種類以上の昆虫
類を食べていると言われています。ヨーロッパでは 2018年にEU全体で食用昆虫の取引が自由
化されました。米国ではコオロギを原料とするプロテインバーのブランドが注目されています。
日本では無印良品が、コオロギの粉末を入れた「コオロギせんべい」を販売し、大きな話題とな
りました。

昆虫の姿のまま食べるのは抵抗があるという人も多いですが、今後はどんどん身近な食材にな
りそうです。

https://www.meatfreemondays.com/
https://www.meatfreemondays.com/
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進む、規格外作物の活用

「味」で選ぶ人が増えています

「Imperfect Foods」コラム

大きすぎる、小さすぎる、曲がっている、小さな傷がついている、色づきが良くない…。こういっ
た理由で、味は良いのに市場に出回ることなく廃棄されている「規格外作物」。その廃棄率は生産
量の 4割にのぼることもあります。一部はカット野菜や加工食品にされますが、ほとんどは店頭
に並ぶことなく廃棄処分されます。

そこで、お得な価格で規格外作物を届ける宅配サービス Imperfect Foods（米国）、規格外作物
に特化した産直型ウェブ通販única（日本）、規格外野菜を積極的に店頭に並べているフランスの
大手スーパーマーケットなど世界中で解決に向けた取り組みがおこなわれています。規格外野
菜が当たり前のように売られている、直売所も人気です。

問題解決は、生産者だけではできません。大切なのは消費者とお店の意識を変えること。「味が良
ければ、見た目は気にしない」という考え方が浸透すれば、規格外作物も店頭に並び、買えるよ
うになります。ぜひ、規格外作物を積極的に購入しましょう。

Imperfect Foodsは、規格外、余剰または期限間近とされた農作物や加工食品、
乳製品、肉、水産物などを農家や生産者から買い取り、会員に
宅配する大手オンライサービスです。サステナブルな社会の実
現を目指し、2020年だけで5000万ポンド（約 2268万 kg）の
食品ロスを防ぐことができました。

さらなるアクションに挑戦

米国のスタートアップ企業発、
食べ物の無駄をなくす宅配ビジネス
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世界に広まる、食品ロス対策

画期的なアイデアが拡散中

世界中のお店や家庭から、膨大な量の食べ物が、ゴミとして捨てられています。その合計は、な
んと年間約9億トン以上*。この現状をなんとかしようと、色々な取り組みがおこなわれています。

貧困・飢えの問題解決にもつながる取り組みが「フードバンク」です。これは、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、非営利団体や自治体が企業や個人から受け取り、
食べ物に困っている施設や人に届ける活動で、世界各地でおこなわれています。

ウェブ通販やアプリケーションを通じて、賞味期限切れが近い食品などを売る企業や団体も増え
ています。例えば、飲食店やスーパーマーケットの「まだ食べられるのに捨てられてしまう食べ物」
を消費者にインターネット決済で格安で売る「Too Good To Go」というアプリケーションが大人
気で、ヨーロッパ14か国や米国で展開されています。オランダには、まだ食べられる廃棄予定の
食品を買いとり調理する「インストック」というユニークなレストランがあります。画期的なアイ
デアも、1人1人の参加がなければ続けることができません。ぜひ、気になる取り組みから参加して
みてください。

■賞味期限間近などの理由で店頭に並ばない食品を売っているサイト：
   tabeloop、KURADASHI®、ロスゼロTM、rebake
■廃棄予定の食品を引き取り、販売している実店舗：
　ecoeat
■お店で余っている食事をテイクアウトできるサイト：
　TABETE

* 出典：UNEP 「Food Waste Index Report 2021」

tabeloop KURADASHI® ロスゼロTM TABETErebake ecoeat

日本国内のサービスの例
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「サステナブルフード」のある 1日は、どんな感じでしょうか？
サステナさんの 1日を見てみましょう。

6:00 

7:30

9:00

12:00

15:00

17:30

18:00

19:00

19:30

22:00

ベランダにあるコンポストに、昨日の分の生ごみ
を投入！近くにあるプランターへの水やりも忘れ
ずにおこないます。

職場にはマイボトルを持参し、いつでも水を飲め
るようにしています。コーヒーのテイクアウトに
便利なタンブラーも一緒に持って行っています。

カフェでは、タンブラーにコーヒーを入れてもらっ
ています。割引になるお店もあって、うれしいです。

お店では、昨夜、寝る前に作った買い物リストを
もとに、サステナブルラベルの付いた製品やオー
ガニックの食材、地元でとれた野菜や果物、見切
り品などを比較検討して買っています。
今日は大豆ミートのハンバーグも買いました。

お気に入りのカフェでおかずをテイクアウト。容
器持参OKのお店なので、ゴミが出なくて助かって
います。

起床・朝食

コンポスト＆
野菜の水やり

オフィスに到着！
仕事スタート

ランチ

カフェで打ち合わせ

お仕事終了！

買い物

テイクアウト

夕食

就寝

お昼は、家で作ってきたお弁当を食べます。時間
のない時は前日の残りものばかりのこともありま
すが、晴れた日に外で食べれば、景色の効果でご
ちそうになります！

出発

サステナさんの１日

朝食にはキッチンやベランダで育てている野菜や
ハーブを追加。これならフードマイレージは限り
なくゼロに近くなります。
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これまでに紹介したサステナブルフードのアイデアをまとめました。あなたのフードライフで当て
はまる内容をチェックしてください。チェックの数であなたのサステナブルフード度が分かります！

サステナブルな食生活チェックリスト

サステナフードビギナー
このブックレットを活用して、いろんなことにトライしてみましょう！

0 ～ 9 点

19 ～ 26 点

サステナフードスペシャリスト　
Good job! さらに新しいことに挑戦してみては？

10 ～ 18 点

サステナフードマスター！
あなたのおすすめを、まわりの人に紹介しましょう！

□ 買いものリストを作る
□ シーフードガイドで「おすすめ」の魚を選ぶ
□ フードマイレージが少ない製品を買う
□ 量り売りを利用する
□ 見切り品を買う
□ エコバッグを持ち歩く
□ 脱プラを意識し、紙や瓶の容器の製品を買う
□ サステナブルラベル付きの製品を見つけて買う
□ 生物多様性の保全につながる食材 (駆除した鹿の肉など )を買う
□ 代替肉を買う
□ 食用昆虫を使った食品を買う
□ 直売所などで規格外作物を買う
□ 食品ロス対策になるアプリケーションやウェブサイトの会員になる

P6
P6
P6
P6
P7
P7
P7
P10
P13
P14
P15
P16
P17

□ 旬の作物を使う
□ 無駄なし調理をする
□ 工夫して保存する
□ 生ごみはコンポスト容器に入れ、堆肥をつくる
□ 使い捨てでない食品用ラップを使う

P8
P8
P8
P8
P8

□ 残さない
□ 外食の時はサステナブルな料理、飲みものを選ぶ
□ 食べきれない分は持ち帰る
□ マイカップ・マイストローの持参
□ 「Meet Free Monday」をやってみる

P9
P9
P9
P9
P14

□ 家庭菜園をやってみる
□ インクレディブル・エディブル活動に参加する
□ 協生農法に挑戦する

P12
P12
P12

買い物

料理  

食事

その他

サステナブルフード度



ソニーグループ株式会社　
サステナビリティ推進部　環境グループ

冊子を通じ、サステナブルフードにどのよ
うな思いを持ちましたか？ 

環境問題は、知れば知るほど「今アクショ
ンを起こさないと未来がない」と考えさせ
られます。まずは小さな一歩でもよいので、
毎日の食生活にひと工夫を加えてみませ
んか？

1人1人の小さな一歩が、やがて大きな流れ
を作り、世界を変える力になります。ぜひ、
できること、やってみたいことから少しず
つ、サステナブルフードを取り入れてみて
ください。

発行：2021年4月

※ 文中では「ソニー」はソニーグループを指しています。
※ 本誌の記事、写真、イラストの無断転載を禁じます。

おわりに
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