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はじめに

食品の安全

食品に関する事件というと、ＢＳＥの発生や無登録農薬事件や、産地偽装や虚偽報告

の問題が挙げられることが多い。これらが同じ問題として挙げられることに既に誤解が

存在する。安全と安心とは、通常、「安全・安心」というようにセットで用いられるこ

とが多く、このことが安全と安心は同意語であるかのような誤解を与えてきた。

安全と安心はきちんと分けて考えるべきであり、食品の安全性を向上させるための方

策と、食品を消費する際の安心を提供するための方策は、当然相違すると考えなければ

ならない。それぞれに異なる方策を考える必要があるのである。最初に安全と安心は異

なる次元の問題であることを明らかにする。近年、多発した食品関係の事件は安全と安

心という観点から見ると二つに分けることが出来る。一つは食品の「安全性」そのもの

に関する事件、他の一つは「安心」に関わる事件であり、普通は生命や健康に悪影響を

与える恐れがないと考えられる事件である。大規模食中毒事件のように食品そのものの

安全性が問題になった事件、食品の属性が問題になった事件が前者に当たる。ＢＳＥ感

染牛発見直後に続発した産地偽装や不正表示事件の多くは、食品の属性というよりは食

品に添付された情報の信頼性が問題とされた事件であり、後者に当たる。中には安全性

に疑問を持たざる得ない食品を、そのことを伏せて販売する、というようにどちらにも

該当する事故・事件もあるが、この場合でもきちんと二つの側面を分けて論じなければ

ならない。安全を定義するためにはリスクという概念を導入する必要がある。安全か否

かは、リスクが存在するか否かで判断される。アンテルは食品の安全を「リスクの存在

しない状態」と定義し、安全性は以下の式で計ることが出来るとしている。

安全性＝１－リスク＝１－（病気になる確率）

無論、上式は確率的に安全の度合いを計るための式であり、１に近くなればなるほど安

全性が高まるということを意味しているだけである。具体的な数値として、例えば０．

９以上が安全ということを意味しているわけではない。上式は病気にならない、すなわ

ち、安全な状態と確実に病気になる、という状態の間に広範なグレーゾーンが存在する

こと、リスクの大きさ次第で安全性は高くなったり低くなったりすることを示している

に過ぎない。

食品に関するリスクを説明する為には、まずハザードについて説明しなければならな

い。ハザードとは生命・健康に悪影響をもたらす可能性のある食品中の物理的・化学的・

生物的要因、あるいは食品製造工程をいう。例えば食品中の金属片などの異物は物理的

ハザードであり、食品中の毒物は化学的ハザード、食中毒の原因となる病原微生物など

は生物的ハザードといえる。また、加工現場においては受け入れた原料そのものの安全
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性や、不十分な加熱・冷却による微生物の増殖などによるハザードの他にも、工場内で

の鉛筆の使用や、施設・設備の衛生状態などのハザードが知られている。

リスクはこのハザードによる影響と、ハザードを摂取する量との関数である。アンテル

の式にも示されているように、リスクは確率的に考えなければならない。しかし、残念

ながら多くの日本人はこの考え方に未だ慣れていないといえる。食品の安全性を考える

場合には、絶対安全ということは期待できないこと、グレーゾーン内での選択になるこ

とをまず理解しなければならない。

「安全」とはアンテルが指摘したように、通常、リスクの存在しない状態と定義され

る。１００％安全ということは考えられないので、先の定義でも存在しないという言葉

はリスクがゼロであることを要求しているわけではない。消費者が許容できるレベルま

で削減されている状態ととらえるべきである。食品の消費には常にリスクがともなう、

ということをこれまで消費者は認識してこなかった。小売店店頭に並んでいる食品は基

本的に安全であり、商品に貼付されているラベルなどの情報は安全を示しているものと

漠然と信じてきたのである。BSE 事件以降に続発した不正表示事件は、それが誤解でし

かないことを明らかにし、消費者の表示そのものに対する信頼を大きく損ねることにな

った。食品が安全かどうかは、個々の消費者の認識や身体的特徴、健康状態によっても

異なる。一般人にとっては何でもない食品が、アレルギー体質の消費者に対して深刻な

ダメージを与えることは浴しられている。ハイリスクグループと呼ばれる小児・高齢

者・免疫力の低下した者などにとっては多くの食品が避けなければならない、リスクの

高い食品となる。

さらに個々のリスクをどの程度に見積もるか、どの程度重視するか、というリスク認

知が個々人で異なることは、リスク研究者の間では広く知られている。同じリスクであ

っても対応が個々人で異なるのはこのためである。通常は、食品に関するリスクを考え

るのに個人の反応まで考慮に入れない。しかし、アレルギーの例のように個人的特徴に

よってリスクの大きさが変わってくる場合が多々ある。社会的に許容される、という程

度の漠然とした定義しか出来ないのは食品に関するリスクのこのような性質による。

いずれにしろ、安全は、リスクの裏返しとして、ハザードが発現することによって悪

影響を及ぼす確率とその程度の関数として考えられる。

リスクは食品そのものが備える物理的・化学的・生物的属性の問題、すなわちモノの

問題として考えることができる。

リスクの程度は科学的に計ることができる。リスクを計るのがリスク評価である。リ

スクを削減するための方策を考えるのはリスク管理の機能であり、これによってリスク

レベルを管理する。リスク管理でどのような対策をとるべきかの議論は、リスク評価と

は異なり、立場の異なる関係者間の意見を聞きながら進められる経済的・政治的過程と

してとらえることができる。リスク対策を取ることによって防ぐことができる被害の大
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きさが比較され、実際に取るべき対策が決められる。 食品の場合は悪影響、すなわち、

被害そのものが健康に関わることでもあり、一律に大きさを計算し難い側面がある。

１０年間に１人死ぬかも知れないという事態を避けるために数十億円の費用をかけ

て対策を立てるよりは、運悪く死んだ人の遺族に対して１０億円の補償金・弔慰金・慰

謝料などを払った方が経済合理的である。というのも一つの考えである。このようにリ

スクの存在を科学的見地から指摘することはできても、リスクをどのうように管理する

かという問題に対しては、難しい面が多く、多くの議論が存在する。

リスクには発生のメカニズムがある程度科学的に明らかになっている既知のリスク

の他にも、遺伝子組換え食品のように、リスクの評価が現在進行形の場合もある。

このような潜在的リスクとでも呼ぶべき場合にはリスク管理ではなく、予防原則に則

った、異なる対策が取られている。ここでは議論を複雑にするのを避けるために、この

ような潜在的リスクについて、改めてきちんと区別して議論することはしない。以下の

議論では「安全」を、客観的・科学的に検証することのできる商品属性に関わる問題、

すなわち、モノの世界の問題としてとらえる。

安心

「安心」も「安全」同様、定義しようとすると困難な概念である。安全がリスクの存

在しない状態と定義されたのにならうと、安心は不安の存在しない状態と定義すること

ができる。不安は分からない（不確実性、不確定性）という状態の下で、心の中に発生

する。「安心」は消費者の心の中の問題であり、心理的・精神的な問題、あるいは主観

的な問題であるといえる。不安の原因は将来事象のように起こるまで分からない場合と、

事象として既に発生しているが、情報が提供されていないために分からないという場合

がある。前者のうち統計的に発生が予測できる場合は保険をかけるなどのリスクに対す

る準備がいわゆる危機管理である。後者の情報が提供されていないために分からないと

いう場合には、事象に関する情報を適宜、適切な方法で提供することで不安を削減する

ことができる。

食品をめぐる不安は、主に後者、十分に情報が提供されなかったことによる場合が多

いと考えられる。これまで安心をもたらすだけの情報が十分提供されてこなかったので

ある。BSE 発生後の消費者の混乱はその典型である。安心は消費者の心の中の問題、精

神的な問題である。心に働きかけるためには情報が必要になるという意味合いにおいて

「安心」は情報の世界の問題といえる。しかし、いかに安全をアピールしたところで、

消費者が信用しなかったら、消費者の心の中に安心は生まれない。現在、食品関係者が

行わなければならないのは、安全に関する情報を十分提供し、消費者が自ら安全と考え

られる商品を選択できる仕組みを構築することである。

東京都の食品安全推進計画では、安全は「食品にはリスクが潜在することを前提に、



- 9 -

最新の科学的知見に基づいた対策が講じられ、健康への悪影響の可能性が最小限となっ

ている状態」、安心は「食品にリスクが存在することや、安全確保に向けた様々な取り

組みがなされ、健康への悪影響の可能性が最小限となっていることに関して、都民が十

分に情報を得ることができ、不安や疑問が解消され、事業者や行政の取り組みに対して

多くの都民の信頼が醸成されている状況」と定義している。

通常、安心の提供はリスクコミュニケーションの役割として考えられている。しかし、

どのような情報を、どのタイミングで、誰が消費者に対して公表するのかなど、この面

に関しては不明な部分が多いというのも事実である。余りにも多くの情報を出し過ぎる

こと、すなわち情報を氾濫させることによる消費者の混乱も考慮しなければならない。

さらにコミュニケーションというからには、一方的なメッセージの伝達、宣伝や説得

とは異なるはずであり、何らかの理解が目指されていると考えなければならない、コミ

ュニケーションの主体は行政なのか食品関連企業なのか、消費者はどう関与すべきかな

ど、安心に関しては研究されなければならない課題が山積している。

上記のように安心に関しては未だに解決を待つ問題が多いことを前提にした上で、こ

こでは安心を消費者の心の中の問題であり、心に働きかけるためには情報の提供が必要

である、という意味で、情報の世界の問題としてとらえる。

安心の確保

安心を確保する仕組み

安全に関する情報の開示
ラベル表示

基礎に二つの仕組みの信頼性を確保する仕組みが必要

＝認証制度

科学的基礎知識に裏付けられた認証・検証・点検でなければ消費者の
信頼を得ることは困難

安全な食品を安心して購入・消費できる環境

認証制度と安全・安心

安全の確保

意識改革
Compliance
従業員教育

安全管理
HACCP

品質管理
ISO9000

PP
SSOP
GMP
GAP

衛生管理等

安全を確保する仕組み

別の問題
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第1章 食品トレーサビリティ基礎

1.1. 相互運用について

農林水産業、食品加工・流通業に携わる企業・団体や個人、および一般消費者におい

て「トレーサビリティ」という用語は概ね定着した感がある。

今後、様々な品目や流通経路等に導入が進められる状況を想定した場合、異なる産

地・品目・業態等のなかで使用されるトレーサビリティシステムには、相互運用性の確

保あるいは一定の標準化が必要である。そのためには、それぞれの品目を扱う業界にお

いて、トレーサビリティのための取り組みに一定の共通性があることが求められる。具

体的には、各対象品目におけるトレーサビリティの目的、識別単位、記録すべき基本的

な項目、記録の保存期間等について最低限の共通性が望まれてくる。

これは、生産者や流通事業者にとっても、システム開発や運用のコスト削減、業務の

標準化等の効果が期待できるなど、トレーサビリティの普及段階において必要不可欠な

要件と考えられる。

さらに、自動認識技術やコンピュータ・ネットワークを活用して取り組む場合には、

より高度な共通性ないし連携性確保が必要になってくる。具体的には事業者間を流通す

る原料や製品に付与される識別記号の媒体、コード、事業者間で伝達する書式などが共

通（もしくは相互運用可能）となってくることが期待される。

このように、食品トレーサビリティの普及に向けて共通性や連携性を確保した相互運

用は不可欠であり、これらを実現するために行政や業界団体等が中心となったしくみづ

くりが重要であると考える。

1.2. トレーサビリティシステムガイドライン

「食品トレーサビリティシステム導入の手引き（食品トレーサビリティガイドライ

ン）」が 2003 年 3 月に策定されて、その後トレーサビリティガイドラインが 2007 年 3

月に改定された（「食品トレーサビリティシステム導入の手引き」改訂委員会）。

新たなガイドラインの特徴は、従来「生産，処理・加工，流通・販売のフードチェー

ンの各段階で，食品とその情報を追跡し遡及できること」とされていた定義を「生産、

加工および流通の特定の一つまたは複数の段階を通じて、食品の移動を把握できるこ

と」に改めたことである。

新たな定義では「一つあるいは複数の特定の段階で」遡及・追跡が可能であればトレ

ーサビリティシステムと呼んでも構わないということになったのである。いわゆる WTO

傘下のコーデックス委員会の定義※1 に準拠する改訂だったのである。

※ １「食品のトレーサビリティ」とは、“生産、加工および流通の特定の一つま

たは複数の段階を通じて、食品の移動を把握できること”。
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改訂ガイドラインではトレーサビリティシステム導入の目的についての前段に「食品の

安全性に関わる事故や不適合が生じたときに備え，また表示などの情報の信頼性が揺ら

いだときに正しさを検証できるシステムである．食品の安全性を確保する直接の手段で

はないが，消費者や取引先からの信頼を確保するために役立つ」と書かれている。目的

としては、(1)食品の安全性への寄与、(2)情報の信頼性の向上、(3)業務の効率性の向上

への寄与が挙げられている。従来のガイドラインでは、(1)情報の信頼性の向上、(2)食品

の安全性への寄与となっており、順番が入れ替わっている。旧ガイドラインが策定され

た当時の補助事業名が「安全・安心情報提供高度化事業」だったことからもわかるよう

に、当初は適切な情報をどうやって消費者に提供するかに重点が置かれていたことの表

れであろう。また改訂ガイドラインでは、食品の安全性への寄与の具体的な目的として

「①食品事故や不適合が生じた場合に、その原因を探索するために、迅速かつ、容易に
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プロセスを遡ることができる。その食品の安全性に関するモニタリング・データが記録

されていれば、原因の究明が容易になる」(下線筆者)とされている。この部分は従来の

ガイドラインでは「①製品の安全性などに事故が生じた場合に、その原因をプロセスを

遡って迅速かつ容易に探索できるようにする」となっていた．事故原因を究明するため

にはフードチェーンの各段階で安全性に関するデータを管理しておかなければならな

いこと、安全性に関するデータが存在してはじめて迅速な原因究明ができることを改め

て明らかにしたということである。

何れにしても事故・事件が起きた時に原因究明をより容易にし、リスクの高い食品をよ

り迅速に回収できるようにすることがトレーサビリティシステム導入の主目的の一つ

であるということに関しては旧手引きでも改訂手引きでも変わりはない。

トレーサビリティは直接安全を担保するシステムでないのはもちろん、事故・事件を

予防するシステムでもない。何か事が起きた後に被害の拡大を防ぐという効果が期待さ

れるシステムなのである。このことはガイドラインにも，「上記①、②によって、消費

者の被害を最小限にくい止め、またフードチェーン全体の経済的損失を最小限にとどめ

ることに寄与できる。」とされていることからも分かる。

事故・事件が起きた後にはじめて効力を発揮するのでは，現在の消費者の行動パター

ンからいっても企業側の多大の損害は免れない。冷凍ギョーザ事件後の冷凍食品市場の

落ち込みからもそれは明らかである。事故が起きて、期待通りに機能しても企業が存続

しなくなるのでは、何のために多額の費用を費やして導入するのか分からない。トレー

サビリティシステムはその性格からいって、安全を担保するシステムではなく、適切な

情報を提供することによって、事故・事件による被害を最小限に抑えるためのシステム

である。いわば情報の受け渡しに関するシステム，システムを通じて関連企業間で情報

を伝達するシステムである。フードチェーンの各段階で適切なデータ管理が為されてい

れば、トレーサビリティシステムは情報のパイプラインとして利用価値の多いシステム

なのである。
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第2章 現状の課題

2.1. 無農薬・無科学肥料栽培農産物生産者の課題の概要

この度の実証事業の参加者である、無農薬・無化学肥料栽培野菜の卸売と販売

事業を営む有限会社ヴェジキュー・代表取締役の田村氏の仕入先に当たる、埼玉

県・寄居町にある無農薬農産物生産者の圃場から、東京都内での小売に於ける流通の中

に発生し得る、食品事故発生に対し、遡及と追跡に関する現状の課題をヒアリングし、

また、現場での実証実験を通して課題抽出をした。

生産農家は、少量・多品種のプライベートブランド農家である。無農薬農業は、慣行

農業と比べ多くの労力が必要とされ、経営面積や栽培品目が限定される為、基本的なと

ころでは「堆肥等による土造り」に専念し、環境の変化等に適応した「品種の選定」、

連作障害を防止するための「輪作」の実施、「病害虫の発生」に配慮した作型や作付時

期、栽植密度に留意するなど様々な工夫がなされており、また、生産技術の面でも工夫

が見られる。

無農薬農業に取り組む生産者は、栽培技術や販売先の開拓等について、独自の取り組

みにより行われている。しかし生産者数も少なく、栽培技術を習得する為の研修や指導

体制の整備が必要である。また、農地は借地による利用形態が多いことから、収益拡大

の為の農地の利用、確保への障壁がある。何よりも労働負荷が高いわりに、低い収益性

の為、設備導入に関しても経費的ハードルが高く、経営の安定化への課題が山積してい

る。

寄居の農家の圃場外観
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2.2. 有機ＪＡＳ農産物認証の認定取得と認定維持に関する現状と課題

品質保証の規格となる有機ＪＡＳ認証認定を取得しようとした際の様々な課題を以

下に纏めてみた。

年間に約 60 品目にのぼる、旬の野菜を生産する多品種・少量の生産をする無農薬野菜

の零細農家にとって、ＪＡＳ有機農産物の認定取得後も、認定後の維持管理の為、夫々、

野菜 1 品目について、毎日の詳細な記録文書より、生産・小分けの有機認定に係る業務

の作業日時・作業内容・格付数量等を正確に記録し、その記録をいつでもロット毎にト

レースできるよう管理することが求められる。また、有機格付/格付表示の実績を定期的

に報告しなければならない。

例えば、60 品目が、１年に 2 回収穫できるとすると 120 枚の記録文書が必要となる。

毎年 100 枚以上もの記録文書の作成作業は、多大なる手間と時間を費やす結果となって

いる。しかし、安全・安心・美味しい農産物を生産するのには、土作り、苗作り、除草、

害虫防除等、農作業に費やす時間を十分に確保しなければならず、その為、ＪＡＳ有機

認定料やＪＡＳ有機認定の維持管理費の負担の重荷、また労働時間の延長により、結果、

経済的、体力的、精神的負担を増加させることと成っている。

ＪＡＳ有機認定の維持管理は、零細農家に取って、大きな負担となっており、JAS 有機

農産物認定を継続しない生産農家や、あえて同認証の認定取得しないを生産農家が、多

く存在するようである。有機 JAS の認定を受ける農業者(生産行程管理者)数が伸び悩ん

でいるようだが、認定を取った有機農家からも「法が重荷だ」というため息が漏れてい

る。欧米に比べ、国の支援制度が遅れているため、国産有機の将来が見えにくいとのこ

とが囁かれている。有機栽培をする某農業者は、有機 JAS 認定の登録が始まった三年前

に認定をとったが、有機だから高く売れるわけでもなく、膨大な書類の書き込みに手が

回らなくなり、認定を続けるか悩んでいる。

また埼玉県寄居町の生産者の方は、野菜、豆、麦を作る、某農業者は、二年間続けた

認定を、今年取りやめたとのことだった。「有機栽培の技術よりも、認定の手続きや経

費に苦しんだ。小さな農家は非常に厳しい法律に従うか、やめるしか方法がない」との

言葉に現状が端的に示されている。

有機 JAS 法の規定には、農地や表示の条件に加え、選別、調製、包装、輸送と多岐に

わたる厳しい規定がある。さらに認定を受けるには、日々の生産警理や格付けの記録な

ど事務的な手続きと、年間約十万円にも上がる監査のための費用など、農作業以外の負

担も重くのしかかる。米国、カナダ、欧州運合(EU)といった先進国は、有機農業を環境

に優しい持続型農業と位置づける。そのため、生産量が落ちた分の所得補助、申請費の

補助、技術開発などの支援が充実し、着実に有機農業が成長する制度が整う。日本には

こうした支援制度はない。
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第3章 過去の事例

今回の事業におけるロット管理の目的は事故原因の特定と早期回収にあるが、そのこと

が為されずに被害を拡大した事例を考察した。 実はトレーサビリティが叫ばれだした遠

因でもある 1997 年の O157 事件より本年に至るまで多くの事故事例で早期回収の遅延に

より被害が拡大した事例を特定することは難しかった。 言い換えれば問題発生の主体を

食品事業者からみれば、そのリスクは時間軸と共に変化しているのである。端的な事例を

トレーサビリティという概念の生みの親ともいえる Y 乳業食中毒事件を凡例としてみよ

う。

この事件は Y 乳業大阪工場で製造された製品を原因とする食中毒事件であり、2000 年

6 月 27 日に最初の届出がなされ、最終的に報告が寄せられた有症者数は 14,780 名に及ぶ

大規模な食中毒事件であった。自主回収が決定されたのは最初の被害連絡から 2 日後の 6

月 29 日であった。自主回収の遅れと併せて原因究明にも手間取り、脱脂粉乳に含まれて

いたエントロキシン A 型が原因と判明したのは事件発生後 50 日余りたってからであった。

この間でマスメディアの反応は原因特定に対する姿勢から企業モラルの姿勢への批判へ

と大きく変わってしまった。この事を加速させた「私も寝てないんだ」との企業トップの

失言もあったが、メディアの報道は原因追及から、企業モラルの是非を問う声で覆いつく

され、結果として大阪工場は廃業、Y 乳業として連結決算で 529 億円（前期実績は 285

億円の赤字）の大幅赤字に陥り、企業として消費者や市場から厳しい鉄槌を受けた。この

事件で食品事故は企業の存続に関わることを世に知らしめた。

前文に自主回収の遅れが被害の拡大となったことの事例が少ないことに記したが、そも

そもロット管理によるトレーサビリティの仕組みを取り入れている事業者は食品流通に

対する意識も高く、事故の発生を未然に防いでいると考えられる。言い換えれば迅速な回

収を可能とするトレーサビリティの仕組みは食品安全に対する意識の現われであり、Y 乳

業においても自主回収の遅れや原因特定の過程において、食品製造業としてのモラルを問

われるような根本的な問題が発覚しており、先に述べた消費者へ影響の大きいマスメディ

アからのバッシングに助長され最悪の事態を招いたのである。

上記の問題は、企業（時には輸入国）が食品事故により甚大な経済的打撃を受けること

を証明した。その後、食品事故は後を絶たないが、中小零細によって成り立っている食品

業界全体のモラルの向上になれば、過去の教訓として生かされるのではないだろうか。
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第4章 構想

「食品トレーサビリティシステム導入のガイドライン」にシステム導入の目的について

①食品の安全性に対する担保として（原因究明や問題食品の回収等の迅速化） ②食品の

安全性や品質等に関する消費者への情報提供や表示の信頼性の確保 ③生産者や食品事業

者のおこなう製品管理、品質管理等の向上や効率化に資すること。

以上の三点を挙げたが、今回は①の安全性の担保を確保しつつ②の主題にも繋げた。

品目は、青果（にんじん・ネギ・きゃべつ） 品質表示が難しい品目でありながら国産の

要求が高い品目を選択した。

＜参加事業者の現状＞

今回の実証事業参加者の生産・卸における現状であるが、参加生産者は三農家である。

各自、埼玉県寄居に圃場を構えている。中心の黒川氏は就農 8 年目である。各生産者とも

に少量多品種であり、菜園野の扉は数年前まで有機 JAS を取得していた。

参加者の一人である中村氏の軒が集荷場であり、ここでヴェジキュー（卸）が集荷し、

小分けをする。ヴェジキューは都内の小売店をメインに販売を行っているが、出荷は店に

より毎日であったり週一であったり、また隔週と販売先で異なっている。

商品はヴェジキューの名称で販売しており、秩父山麓の生産者が、化学肥料や農薬を使

用せずに生産していることを売りにして販売しているものである。

昨今表示に関わる偽装や米の不正流通のような人為的な事故が表に出ているが、ポジテ

ィブリストの基準値である 0・01PPM に抵触する事例も出ており、その際に、遡及が出来

ない共販システムでは多くの農家が回収リスクを負ってしまう。現在の流通形態は複数農

家の青果が混在して小売へ出荷されるために回収・改善の要因たる圃場・生産者に遡及が

出来ない。薄利の生産者にとっては万一のときに的確に回収できる仕組みとして、また良

心的な生産プロセスの担保として集荷・卸売段階での「トレーサビリティ・ロット管理の

実証事業」に取り組むことに合意のうえ参加してもらった。

＜実証事業の仕組み＞

生産者は圃場単位の識別コードを栽培日誌に記載する。圃場に紐ついた青果を、重量・

個数で搬出。卸（ヴェジキュー）が小分け時に小売の要求に応じたロットに分解する。週

一の出荷先ならロットは大きくなるし日時毎の出荷先ならロットは小さくなる。また品質

によってもロットの分け方が変る。

その際に必ず圃場の識別子と紐付くことで流通途上における不測の事態に対して迅速

な回収を実証でき圃場データを担保にした品質保証が出来る。
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第5章 実証事業主旨

生産者は品目別に圃場単位に栽培日誌に記載する。圃場に紐ついた青果を、重量・個数

単位で出荷する。卸売（ヴェジキュー）が小分け時に小売の要求に応じたロットの分割・

混合が発生する。ロットのサイズは、週に１回の出荷であればロットは大きくなり、日時

毎の出荷であればロットは小さくなる。また品質によってもロットの分け方が変わる。

出荷する商品に必ずその圃場の識別子を紐付けることで流通途上における不測の事態

に対して圃場単位の回収が可能となる。また、圃場データを担保にした品質保証が可能と

なる。ロット番号は、商品と圃場を紐付ける。

ロット管理の概念をまとめると（図 5-1）用になる

ロットの概念：図 5-1

実証試験に関わる商品の小売はファーマーズマーケット「マルシェ・ジャポン・プロジ

ェクト」を活用することにした。食品事故や不適合の発生地点を上記で想定し、その原因

を探索し、正確で迅速な撤去・回収を行うために、事故や不適合が生じた品目を絞り込み

、その行き先を特定する事のモニタリングを実施して、その圃場特定に要する時間と卸（

ヴェジキュー）で確認し、圃場を特定出来る工程を実証する。

またロット管理の副次的効果として常に流通経路が透明性を確保されることにより、関係

食品事業者の良心的な取り組みや、自主的改善に寄与できると考える。

Del 02 50

Del04 50

店頭

分割ロット

Del 03 100
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圃場（畑） 集荷場

統合ロット
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Prot_odr01 100
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ー
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ー

３
５
０
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第6章 実証事業の技術

6.1. ロットの考え方

本実験を行うロット管理は、商品ラベルにロット番号を印字して、商品の特定を行こと

である。従って、ロットをどのように表現するかが課題であり、かつロットの大きさがト

レーサビリティの精度を左右する。

ロットには大きく分けて次の２つの機能が求められる。

 ロット番号からその商品の生産圃場が特定できる。（遡及）

 ロット番号からその紐付けされた情報により商品の出荷先が全て明らかにで

きる。（追跡）

商品のロットを構成する要素（図 6-1）として商品名、圃場、日付（集荷日）の３つ

が有り、それらを紐付けるものがロットと考える。

図 6-1：ロットの要素図

野菜のフードチェーンにおけるロットは、生産ロットと出荷ロットの２つがある。

生産ロットは、圃場出荷時に発生し、出荷ロットは、集荷場（卸売業）出荷時に発生

する。集荷場の選別・袋詰め作業では、生産ロットの移動、生産ロットの分割、ロッ

トの統合が発生して出荷ロットになる。（図 6-1）

生産ロットは、生産者別に圃場番号＋品目＋集荷日で構成し、出荷ロットは、出荷

先別に出荷者番号＋出荷日＋シリアル番号で構成される。出荷ロットのシリアル番号

は、出荷先別品目名毎に発行する。

従って、圃場から出荷される商品に、生産ロット番号を設定し、集荷場（卸売業）

で袋詰めされた商品に出荷ロット番号を発行して、出荷を行うことにする。

ロット番号による圃場から小売店までのフードチェーン図を（図 6-2）に表示した。

これにより小売店から圃場までの遡及（小売店 → 出荷ロット番号 → 生産ロット番

号 →圃場番号）、圃場から出荷先全ての追跡（圃場番号 → 生産ロット番号 → 出荷

ロット番号 → 出荷先）が可能となる。

商品名

集荷日

圃場

生産ロット
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図 6-2：野菜のフードチェーン

各農家では、生産ロット番号を発行せずに、納品書に圃場番号を記入し、集荷場（卸

売業）では、選別・袋詰め作業（加工工程）時に、出荷先毎に商品ラベルに出荷ロッ

ト番号を印字し出荷することにした。

フードチェーンにおける出荷台帳は、

納品書であり、生産ロットを構成する

商品名、集荷日、圃場が記入される書

類である。その為、生産ロット番号は

新たに発行せず、納品書（帳票 6-1）

に、品目毎に圃場番号を記入して対応

した。選別・袋詰め現場では、出荷ロ

ットに生産ロットを紐付け、さらに生

産ロットに圃場を紐付けずに、納品書

を元に直接出荷ロットと圃場の紐付け

を行う。

出荷ロット番号の発行は、発行プロ

グラムを使用しラベルシールに印字を

行った。また、発行した出荷ロット番

号の履歴は、コンピュータシステムへ

取り込み、コンピュータシステム上で、出荷ロット番号等から圃場番号の検索表示、

生産ロット番号から出荷先検索表示機能を用意した。

野菜のフードチェーンにおけるトレーサビリティシステムを構築するにはさらに、

生産ロット番号から圃場とその栽培履歴（収穫時期）を紐付ける必要がある。

生産者 卸売業者 小売店

生産ロット
生産者
品目
圃場番号
集荷日
出荷重量

出荷台帳

生産ロット
生産者
品目
圃場番号
集荷日
入荷重量

入荷台帳

生産ロット
出荷ロット
包装日
品目
内容量

包装台帳

(出荷者)
出荷ロット
集荷日
品目
内容量
数量
出荷先

出荷台帳

品目
出荷ロット
集荷日
出荷者
産地
生産者
内容量
金額

商品ラベル

圃場番号

を記入

納品書の例：（帳票 6-1）
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その為には、生産ロットには、商品名、集荷日、圃場番号を紐付け、さらに圃場番

号に、商品の集荷時期（収穫時期）の栽培履歴情報を紐付ける必要がある。

栽培計画及び栽培確認書には、下記の項目を記入している。

・ 栽培年度及び記入日と生産者情報

・ 品目の情報（品種・購入先・種子の消毒と薬剤名）

・ 床土情報（原料・消毒と薬剤）

・ 栽培計画（圃場番号・面積・品種名・露地／露地雨避け

／トンネル／ハウス・播種期・定植期・収穫期・貯蔵期など）

・ 肥料及び土地改良材、天然防除資材、その他防除材

・ 過去３作の作物と天然防除資材使用状況 など

尚、今回使用した野菜は、農薬を使用していないため、栽培確認書には、農薬情報は、

記入されていないが、農薬を使用していた場合は、農薬情報も記入する。

本事業で栽培確認書は、スキャナで読込みコンピュータシステムに登録を行った。

卸売業者は、販売責任として生産者から収穫時期前に品目別に各圃場の栽培履歴を

提出してもらい適切に管理し、事故発生時に圃場が特定出来れば即座に栽培状況を把

握できる必要がある。

今回、協力してもらう卸売業者（ヴェジキュー）は、生産者から栽培履歴（＝栽培

計画及び栽培確認書（帳票 6-2）を提出してもらっており、事故発生時に迅速な対応

が出来るようになっている。
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帳票 6-2：栽培計画及び栽培確認書カード

6.2. ロット番号とＧＳ１コード

食品以外の業界においても、商品のトレーサビリティのためのコードとして GS1

－128 が使用されている。従って本実証事業では、ＧＳ１コードを使用することにし

た。ここで使用する商品コードは、財団法人 食品流通構造改善促進機構が発行して

いる「青果標準商品コード」である生鮮 JAN コードを使用することにした。

圃場番号は、流通業界の標準的な事業所コードとして普及を進めている Global

Location Number (GLN) を使用することにした。

食品トレーサビリティにおけるＧＳ１を利用した場合のコード体系を（図 10-5）に

図示する。
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第7章 検証と効果測定

７.1. 検証対象と内容

少量多品種の青果流通におけるロット管理の検証を行った。検証は、遡及・追跡がど

の程度の迅速さ・簡単さ・正確さ・精度で出来るかを確かめることにした。

検証を行うに当たり、社団法人食品需給研究センターが発行している「遡及・追跡テス

ト報告書」に沿って行った。

まず、「遡及・追跡テスト計画書」（12.1 章成果報告書）を作成することにした。

計画書には、以下の項目を記入することにした。

・ 対象品目

・ スケジュール

・ 対象になるフードチェーンと各事業者の位置づけ

・ 遡及・追跡の起点となる事業者

・ 担当とその連絡先

・ 遡及・追跡をしたときの、絞込みの範囲や所要時間の目標

・ 遡及・追跡の手順

・ 遡及・追跡テスト実施における問題発生の想定

テスト実施によって得た情報は、フードチェーンの各事業者で記入する「実施結果記入

票」（11.1 章成果報告書）と全体をまとめた「テスト結果報告シート」（11.1 章成果報告

書）を作成し、テスト結果を記入することにした。

実験は、第一段階（生産者） →第二段階（卸売業者） → 第三段階（小売店）の

三段階で行う。

７.1.1. 検証に参加した団体・企業

寄居町生産者 ：すずき農園（仮称）

たなか農園（仮称）

さとう農園（仮称）

対象商品 ：キャベツ、ニンジン、長ネギ（３品目）

卸売業者 ：ヴェジキュー

小売（販売） ：ファーマーズマーケット（マルシェジャポン青山会場） 注１）

都内有名スーパーＡ

都内有名スーパーＢ

検証期間 ： 平成２２年１月２３日 ～ 平成２２年２月７日

注１）マルシェジャポンとは： 自分の作物を愛し、誇れるものだけをつくる生産者が、
それを食べるひとりひとりに、直接販売する市場。
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７.1.2. 商品管理と識別方法

現状では卸売業者（ヴェジキュー）が行っている商品の管理は、生産者からの納品書

（帳票 6-1）に記入された項目（①生産者名、②出荷日、③商品名、⑤数量情報）と、

その商品の卸売業者の出荷日である。

商品を識別する方法としては、店頭表示として生産者の名前の表示を行っている。

（写真 7-1）

図 7-1：価格表示ラベル

尚、価格表示ラベルには、出荷者のコードと金額が印字されている。

実証実験では、納品書に圃場番号を追加記入して納品をお願いした。 これで、生産

者の圃場まで遡及できるようなる。

店頭の表示例

生産者コード
金額
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従って、商品ラベル（商品識別ラベル）には、商品名・内容量・価格の他にロット番号・

集荷日・圃場番号等を印字するようにした。 また、それらの項目は、ＱＲコードで追

加印字した。

この商品ラベルを使用することで、ロット番号による商品の識別が出来るようにした。

また、使用する商品ラベルは、以下のように貼り付けをした。（写真 7-2）。

図 7-2：商品ラベルの例

①(0１)商品コード

②(1１)集荷日

③(10)ロット番号

④(412)圃場番号

⑤(99)生産者

⑥(93)価格

店頭の表示例

（写真 7-2）
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本実験におけるフードチェーンの情報の流れ（図 6-2）をまとめると、以下のようにな

情報の流れになる。(図 7-3)

図 7-3：情報の流れ

これにより、ロット番号による商品の産地圃場までの遡及が可能となる。

また、マルシェジャポン青山会場は、野外直売場のため、現地にレジが無く会計は電卓

によるものであり、販売情報を収集するには別途機材が必要であった。

今回販売情報の収集は、ハンディバーコードリーダを使用して実際に販売した商品ラベ

ルのＱＲコードを読込み、情報をハンディバーコードリーダに保存するこにした。

収集した販売情報は、ロット番号，JAN コード（品目名），金額，販売日時である。

７.2. 検証実験

７.2.1. スーパーＡ吉祥寺店で検証実験１（１月２３日）

（１）対象

対象商品は、ニンジン・長ネギの２品目で行った。

生産者から出荷されたニンジンと長ネギは、現状では、卸売業者（ヴェジキュー）が

小売店Ａへ配送し、小売店で選別・包装と価格情報のみの商品ラベルの貼付であるが、

今回の商品ラベルは、集荷日、出荷先、生産者、圃場番号を入力し、ラベル印刷を行

い、商品ラベルの印刷・貼付作業を行った。そのラベル情報をサーバへアップロード

した。

その後、商品を店頭で販売を行った。（写真７-2） そのうち、購入された商品から出

荷先産地である生産者の圃場までの遡及とその圃場から最終製品配送先への追跡テス

トを行うことにした。 そのフードチェーンは、下記（図 7-4）の通りである。

生産者 小売店

産地 ヴェジキュー

①出荷ロット
番号
② Ｊ Ａ Ｎ （ 商
品名）
③販売日時
④金額

出荷した
記録

出荷した
記録

①品 目
②出荷ロット
番号
③集荷日
④生産者
⑤圃場番号

商品ラベル

卸売業者

ファーマーズ
販売した
記録

①生産者名
②圃場番号
③集荷日
④品目名
⑤重量

納品書
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店頭に、商品ラベルを貼った野菜を並べた風景は、下記の通りです。

写真 7-3：検証風景

産地Ａ：すずき農園

ニンジン・圃場１
長ネギ ・圃場１

産地Ｂ：たなか農園

ニンジン・圃場２

卸売業者：

ヴェジキュー

仕分け・袋詰め・
ラベル印刷作業

小売店：

スーパーＡ

店頭販売

同時作業

１月２３日：午後 １月２３日：午後

図 7-4：フードチェーンにおける作業分担
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（２）遡及の連絡経路

顧客様（購入者）がスーパーＡ（小売店）にクレームを上げる（①）。 小売店の窓口

担当者は、卸売業者（ヴェジキュー）にロット番号を元に遡及を依頼する（②）。 卸

売業者は、コンピュータシステムで生産者と圃場を特定し小売店へ連絡する（③）。

連絡経路は、下記の経路図（図 7-5）の通りです。

図 7-5：経路図

（３）遡及の結果と評価

当日は、商品ラベルへの出荷ロット印字とラベル貼りを今まで通り小分け作業を行

う店頭で行うことにしたが、想定通りの作業が出来なかった。

出来なかった原因の洗い出しを行った結果、主な問題点は次の通りになった。

１）正確な商品数が把握できず商品ラベルの必要枚数が確定できなかった。

（商品ラベルの管理が出来なかった）

２）当日のロット問い合わせに対応できなかった。

（販売当日にラベル発行した場合）

前もって商品ラベルの発行とラベルはりを行い出荷情報をコンピュータシステムへ

記録しておいたほうが良いと考える。

今回は、現状の仕組みでの実証テストを行った。

現状の仕組みで、商品の移動履歴を遡及・追跡する方法は、生産者からの納品書の確

認になる。このスーパーＡでは、１週間おきに週 2 回の配送を行っているため遡及・

追跡を次のように行った。

農家Ａ

圃場１

農家Ａ

圃場２

卸売業者

ヴェジキュー

出荷ロット
↓

生産ロット
↓

圃場番号

小売店

スーパーＡ
吉祥寺店 問合せ

①②

③

品 目

ロット番号

栽培履歴

Ａ

栽培履歴

Ｂ

商品ラベル

消費者
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①現状の仕組みでの遡及・追跡の絞込みの範囲

【遡及】

・顧客様の購入日

↓

・スーパーＡへの納品日（ヴェジキュー出荷日）

↓

・納品日に対応する生産者からの納品書

↓

・ 絞り込んだ対象納品書（帳票 7-1）

帳票 7-1：生産者からの納品書

今回は、取引生産者８名の中で２人の農家まで絞り込めたがその先は、特定するこ

とが出来なかった。

【追跡】

対象商品の出荷日

↓

その日の集荷先全て

この方法では、特定の生産者の納品書から出荷先を特定することは出来なかった。

追跡は、対象商品が、出荷した日の出荷先全てとなった。

結果、出荷日単位での追跡となった。
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7.2.2. ファーマーズマーケット青山会場実証実験２（１月３０、３１日）

（１）対象

対象商品は、ニンジン、キャベツ、長ネギの３品目で行った。

対象商品は、販売の前日の午前中に農家から集荷し、その日の午後に卸売業者（ヴェジ

キュー）の集荷場で午後に選別・袋詰めと商品ラベル印刷と貼付作業を行い、翌日朝か

ら店頭販売を行うようにした。

商品ラベル発行情報は、集荷場からコンピュータシステムで送信を行った。

写真 7-4：すずき農園圃場

写真 7-5：卸の集荷場でラベル貼り

集
荷
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写真 7-6：マルシェジャポン直売場（１コマ）

フードチェーンにおける作業分担は、以下の（図 7-6）のようになります。

図 7-6：フードチェーンにおける作業分担

今回の商品は、ニンジンが２つの圃場から集荷されていたが、混載の商品が存在しなか

った。

産地Ａ：すずき農園

ニンジン・圃場１
長ネギ ・圃場１

産地Ｂ：たなか農園

ニンジン・圃場２
キャベツ・圃場１

卸売業者：ヴェジキュー

仕分け・袋詰め・
ラベル印刷・貼付作業
データのアップロード

小売店：

マルシェジャポン

青山会場

1 月 30 日：午前 1 月 30 日：午後
１月 31 日

販
売
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（２）遡及の連絡経路

マルシェジャポン青山会場で、キャベツを購入した顧客が会場に訪れ、家でキャベツ

を切ったら中が腐っていたと言ってきた（①）。話を聞いた担当は、会社（卸売業者）

へ集荷ロット番号を連絡して遡及を依頼した(②)。会社では、コンピュータシステムで

生産者と圃場を特定して直売場の担当へ連絡する。（③）

その連絡経路は、次の連絡経路図（図 7-7）の通りです。

図 7-7：遡及連絡経路図

（３）遡及の結果と評価

①移動の履歴の把握

資料２－１～３の通り、ニンジンとキャベツの２種類の商品の移動履歴について、

実証テストを行った。

まず、ロット番号 0710013002 のニンジンで不具合が発生したことで、コンピュータ

システムのロット番号による検索機能を使用して、商品の移動履歴を表示させた。

ロット番号検索結果として集荷日、農場名、圃場番号等の履歴が表示されるので、問

い合わせ内容を確認し即、回答することが出来た。

ニンジンのロット番号検索による表示例を（図 7-8）に示す。

図 7-8：ニンジンのロット番号 0710013002 の検索結果

生産者

農家Ａ

圃場１

農家Ａ

圃場２

卸売業者

ヴェジキュー

出荷ロット
↓

生産ロット
↓

圃場番号

直売場

マルシェジャポン
青山 問合せ

①②

③

品 目

ロット番号

栽培履歴

Ｂ

商品ラベル

消費者

単位：袋

数量：７
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キャベツについても同様にロット番号による検索機能を利用してキャベツの履歴

を表示させた。

検索結果の表示例を（図 7-9）の通りに示す

図 7-9：キャベツロット番号 0710013005 の検索結果

ロット番号の桁数が、１０桁あり伝達ミスもあり検討する必要があると考える。

②絞込みの範囲

ニンジンでは、たなか農園・圃場２の商品で不具合があったことが判明した。

コンピュータシステムの検索機能で、商品の栽培した圃場と集荷日を特定することが

予想通り確認することができた。

キャベツでは、すずき農園・圃場３の商品で不具合があったことが判明した。

すずき農園・圃場３で栽培したキャベツの栽培確認書は、（票 6-2）の通りになる。

③ 所要時間

問い合わせ電話の中で即座に回答することが出来たいずれも、所要時間は 2 分程

であった。
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（４）追跡の経路

生産者から出荷した商品で特定圃場のキャベツに不良があると卸（ヴェジキュー）に

連絡があった。（①） 卸は、出荷先全てを確定（②）して店舗へ回収ロットを連絡す

る。（図 7-10）

図 7-10：追跡連絡経路図

（５）追跡の結果と評価

①移動の履歴の把握

遡及と同じように、ニンジンとキャベツの２種類の商品の生産者・圃場、集荷日から

商品の移動履歴の把握について実証テストを行った。

いずれもコンピュータシステムによる生産者・圃場、集荷日で検索を行い、指定した圃

場から出荷された商品の出荷先全てを表示することができた。

ニンンジンとキャベツの検索表示画面は（図 7-11）、（図 7-12）の通りになった。

図 7-11：指定圃場のニンジンの検索表示画面

図 7-12：指定圃場のキャベツの検索表示画面

生産者

農家Ａ

圃場１

農家Ａ

圃場２

卸売業者

ヴェジキュー

出荷先
↑

出荷ロット
↑

生産ロット
↑

圃場番号

直売場

マルシェジャポン
青山

①

②

栽培履歴

Ａ

栽培履歴

Ｂ

小売店Ａ

小売店Ｂ
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②絞込みの範囲

コンピュータシステムの検索機能で生産者・圃場と集荷日で出荷先を全て確認するこ

とができた。

ニンジンは、マルシェジャポン会場とスーパーＢへ出荷していたことが判明した。

キャベツは、マルシェジャポン会場のみであることが判明した。

③所要時間

いずれも 2 分
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7.2.3. ファーマーズマーケット青山会場実証実験３（２月６、７日）

（１）対象

対象商品は、ニンジン、長ネギの２種類の商品で実証テストを行った。

対象商品は、販売の前日の午前中に農家から集荷し、その日の午後に卸売業者（ヴェジ

キュー）の集荷場で午後に選別・袋詰めと商品ラベル印刷と貼付作業（写真 7-5）を行

い、翌日朝からマルシェジャポン会場（写真 7-8）で販売を行うようにした。

商品ラベル発行情報は、集荷場からコンピュータシステムで送信を行った。

写真 7-7：たなか農園・圃場２のニンジン畑

写真 7-8：ヴェジキューでラベル発行

集
荷
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今回は、ニンジンが“すずき農園”と“たなか農園”の２つの圃場から出荷されてい

たので、ロットの混載がある商品を作ることにした。

写真 7-9：マルシェジャポン会場(2 コマ)

マルシェジャポン青山会場では、２コマを借りて実証テストを行うことにした。

今回は、前回より一歩進んで、不良ロットの回収までの時間を調べた。

フードチェーンにおける作業分担は、下記（図 7-10）のようになる。

図 7-10：フードチェーンにおける作業分担

産地Ａ：すずき農園

ニンジン・圃場１
長ネギ ・圃場１

産地Ｂ：たなか農園

ニンジン・圃場２

卸売業者：ヴェジキュー

仕分け・袋詰め・
ラベル印刷・貼付作業
データのアップロード

小売店：マルシェ

ジャポン青山会場

・検証場所

（回収まで行った）

2 月 6 日：午前 2 月 6 日：午後
2 月 7 日

販
売
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（２）遡及の経路

マルシェジャポン青山会場で、ニンジンを購入した顧客が会場に訪れ、家でニンジンを

袋から取り出し切ったところ中が腐っていたと言ってきた（①）。話を聞いた担当は、

会社（卸売業者）へ集荷ロット番号を連絡して遡及を依頼した(②)。会社では、コンピ

ュータシステムで生産者と圃場を特定して直売場の担当へ連絡する。（③）

遡及の連絡経路は、（図 7-11）のようになる。

図 7-11：遡及の連絡経路図

（３）遡及の結果と評価

②移動の履歴の把握

ニンジンでロット番号 0710020605 の商品で不具合が発生したことを想定して、実

証テストを行った。商品の移動の履歴について、コンピュータシステムのロット番号

による検索機能で、商品の移動履歴が表示され問い合わせ内容を確認し回答すること

が出来た。

コンピュータシステムでロット番号による検索結果をニンジンの例を（図 7-12）に示

す。

図 7-12：ニンジンロット番号 0710020605 の検索表示画面：

生産者

農家Ａ

圃場１

農家Ａ

圃場２

卸売業者

ヴェジキュー

出荷ロット
↓

生産ロット
↓

圃場番号

直売場

マルシェジャポン
青山

問合せ

①

②

③

品 目

ロット番号

栽培履歴

Ａ

栽培履歴

Ｂ

商品ラベル
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③ 絞込みの範囲

ロット番号から対象のニンジンは、2010/02/06 に“たなか農園・圃場２”から集荷さ

れたものと判明した。コンピュータシステムの検索機能で、商品の生産圃場と集荷日

を特定することが予定通り出来た。

コンピュータシステムで圃場番号を選択すると栽培確認書が表示される。

たなか農園・圃場２で栽培したニンジンの栽培確認書は、（票 6-2）の通りである。

③ 所要時間

問い合わせ電話の中で即座に回答することが出来た。所要時間は２分程である。

（４）追跡の経路

追跡の経路を表すと（図 7-12）のようになる。

遡及した商品ロットの圃場（①）から出荷したロット全て確認し、出荷先全てを確定

（②）して店舗へ回収ロットを連絡する。連絡を受けた店舗は、店頭にある回収ロット

を確認し回収を行う。

図 7-12：追跡の連絡経路図

（５）追跡の結果と評価

①移動の履歴の把握

指定ロット番号から圃場を特定してその圃場から出荷された商品の出荷先を全て特定

し回収指示を出すころが出来た。

出荷先の特定は、コンピュータシステムの検索機能を利用して指定した「生産者・圃

場」、「出荷日」で検索を行い、指定した圃場から出荷された商品の出荷先全てを表示

生産者

農家Ａ

圃場１

農家Ａ

圃場２

卸売業者

ヴェジキュー

出荷先
↑

出荷ロット
↑

生産ロット
↑

圃場番号

直売場

マルシェジャポン
青山

①

②

栽培履歴

Ａ

栽培履歴

Ｂ

小売店Ａ

小売店Ｂ
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することができた。

たなか農園・圃場２から出荷したニンンジンの検索表示画面は（図 7-13）の通りにな

った。

図 7-13：指定圃場のニンジンの検索表示画面

表示内容から、その圃場から出荷された全ての出荷先とその量を把握することができ

た。

②絞込みの範囲

マルシェジャポン会場には、３つのロット番号（0710020607,07100205,071002604），

スーパーＢには１つのロット番号（071002606）が出荷されていた,ことが判明した。

商品の圃場と集荷日を指定することとで、全ての出荷先を特定することが出来た。

③回収作業

今回の実証テストでは、マルシェジャポン会場のみ実際に回収作業を行った。

本店舗には、４８袋のニンジンが出荷（図 7-14）されており回収作業に時間が掛かる

予想していたが、それぞれのロット番号で金額が異なっていた為、商品の確認が比較

的容易に回収ができた。

図 7-14：マルシェジャポンへ出荷された全てのニンジンの情報

マルシェジャポン会場で、集荷場からの回収連絡を受けて、不良ロットの商品の回収

実証テストを行った。
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写真 7-10：店頭で回収の連絡を受ける

連絡を受けた不良ロットの商品の回収テストを行った結果は、（写真 7-11）(写真 7-12)

の通り店頭からの回収はできた。

写真 7-11：回収を行ったロット番号 0710020605（3）、0710020605（1）

回
収
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写真 7-12：回収を行ったロット番号 0710020605（12）

回収ロット番号の回収が完了した結果、各ロットがそれぞれ１袋ずつなくなっており

販売されていたと予測された。

また、売上データを確認したところ、回収対象ロット番号の商品が、それぞれが１袋

ずつ販売されていたことを確認することができた。

これは、（図 7-13）のニンジン出荷情報と一致した。

この日の検証商品の販売履歴は、（図 7-16）の通りであった。

図 7-16：2010/02/07 マルシェジャポン会場売上データ
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④所要時間

不良ロット確認 ：２分

不良ロットの回収まで ：さらに４分
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第8章 問題発生と情報開示

8.1. 本事業で消費者への情報開示を検証の対象外とした背景

今回の実証事業では、無農薬・無化学肥料栽培農産物のフードサプライチェーンで、

想定される問題発生として、下表のとおり、できるだけ具体的な問題の発生を想定し、

圃場の確認から店頭商品を撤去するまでの対応について、連絡経路や対応時間の確認と

検証を行った（6.2 参照）。なお、実証テスト実施に至らなかった検証実験１については

割愛した。

検 証 実 験 の

区分

対象会場 遡及実験想定される問題と

その対応

（消費者契機）

追跡実験想定される問題と

その対応

（卸売業者契機）

検証実験２

2010/1/30-31

マルシェジ

ャポン青山

会場

クレーム（キャベツ中心部

の腐れ）→キャベツとニン

ジンの生産者・圃場遡及

特定圃場のキャベツに不良

→キャベツとニンジンの出

荷先追跡→回収ロット連絡

検証実験３

2010/2/30-31

マルシェジ

ャポン青山

会場

クレーム（ニンジン中心部

の腐れ）→ニンジンの生産

者・圃場遡及→回収ロット

特定→★

★→出荷先追跡→回収ロッ

ト連絡→回収

表 8-1 検証実験の想定リスクと対応

実際に上表のような問題が発生した場合、当然のことながら消費者への告知や対応を

どうすべきかが、無農薬野菜のフードサプライチェーンを構成する事業者にとっては課

題となるが、今回は消費者への告知や対応は検証の対象外とした。

消費者への告知や対応を対象外とした理由は、今回の検証実験では、実際に小売の店

頭（マルシェジャポン青山会場やスーパーＡ等）で、一般の消費者に対して商品を販売

するという状況で実証事業視したからである。小売店頭から商品を撤去するオペレーシ

ョンを実際に検証すると、（1）消費者への告知や対応までの検証を行った場合に、却っ

て消費者の不安や混乱を喚起する恐れがあった、（2）消費者の不安や混乱を招いた場合、

実証実験では仮想のリスクが消費者に現実と誤解され、風評被害が発生する可能性があ

ったためである。
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8.2. 問題発生時の情報伝達をめぐる問題意識

今回の検証実験では消費者への告知を検証の対象外としたものの、実際にそのような

ケースが発生した場合、小売事業者にとって消費者への告知や対応は、組織の存続にも

関わる大きな課題となる。その点では、消費者への告知や対応についても検証し、無用

な不安や混乱を招かない問題発生時における情報伝達のあり方を検討し、ノウハウを蓄

積、広く共有することの意義は大きい。しかし、第一節で言及したように、風評被害の

可能性があるとなれば、実際の検証は慎重に進める必要がある。

一方で、無農薬野菜の問題発生時の消費者への対応や告知については、「はじめに」

で指摘したとおり、発生した問題をどのように管理するかという課題については多くの

議論が存在する。小売業界での標準的な対応策や、行政による指針等が設定されてはお

らず、個々の小売事業者の判断に任されているのが現状である。

8.3. 調査概要

前述の問題意識をもとに、検証実験の補足として、消費者への告知、対応を含めた包

括的な検証に至る前段階として、無農薬・無化学肥料栽培農産物のフードサプライチェ

ーンを構成する事業者を対象に、インタビューを行い、無農薬・無化学肥料栽培農産物

の流通において発生しうる問題と対応の実態を明らかにすることにした。ただし、無農

薬・無化学肥料栽培農産物は農産物の一部にすぎないため、絞って調査を行うと農産物

流通全体における無農薬・無化学肥料栽培農産物流通の位置づけが不明確になる。そこ

で、実際のインタビューでは農産物全般をベースに、トレーサビリティ野菜や無農薬野

菜、有機野菜等についての情報を収集することにした。

8.3.1. 調査目的

農産物流通において発生しうる問題を、農産物のフードサプライチェーンを構成する

組織がどのように把握し、問題が発生した場合にどのような対応を想定しているか、と

くに消費者への告知に着目し、実態を明らかにすることを調査目的とする。

また、本事業が注目した無農薬・無化学肥料栽培農産物におけるトレーサビリティに

おいて、平時の消費者に対する農産物の情報提供やコミュニケーションの実態について

も明らかにすることを目的とする。

8.3.2. 調査対象

インタビュー調査の対象、実施日時等は以下の通りである。
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対象 卸売業者

ヴェジキュー 田村氏

スーパーA（小売店）

店長 B 氏、青果物課主任 C 氏

日時 2010 年 2 月 28 日（日）

13：20～14：30

2010 年 2 月 28 日（日）

14：30～15：20

場所 スーパーA（小売店）入口販

売スペース（写真参照）

スーパーA（小売店）食堂

手法 ・インタビュー

・店頭で田村氏と消費者との

コミュニケーション観察

・インタビュー

・店内観察

表 8-2 インタビュー概要

8.4. インタビュー調査結果

消費者の購買行動やコミュニケーションを中心に、インタビュー結果をまとめる。

8.4.1. 現状（野菜の遡及可能に関する消費者の評価）

(１) 消費者が産地表示できる野菜は極めて稀。スーパーA の店頭では、調査当日、春

菊で 1 点のみ、2 次元バーコード付き商品あり。青果物課主任 C 氏よりほとんど

トレーサビリティできる野菜は見たことないとのこと。ヴェジキュー田村氏が取

り扱う野菜は無農薬・無化学肥料栽培農産物で特定の農家との取引であり、ＩＴ

化されているか否かは別としてトレーサビリティは可能。

(２) 消費者は、産地（国産か海外産か）は気にするが、圃場、農薬などの詳細なトレ

ーサビリティ情報は気にしない人、見ない人が多数派との意見あり。「店」を信頼

して買う。

(３) ヴェジキュー（無農薬野菜）、スーパーＡ（有機野菜）ともに、無農薬・無化学肥

料栽培農産物や有機農産物では、固定客のリピート購買が主。田村氏いわく、リ

ピート購買理由は、安心より「おいしい」が重要。

写真 8-1 スーパーA 入口販売スペース（左）とヴェジキュー田村氏（右）
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8.4.2. 問題発生時の情報提供：平時

(１) スーパーＡの店頭では、インタビュー前日まで有機野菜コーナーを設置していた

が、実験的に有機野菜コーナーを廃止し、有機野菜とそうではない野菜とを比較

購買しやすいように陳列を変更したばかりだった。有機野菜については、そうと

判るようなラベルが付けられている。

(２) ヴェジキュー（無農薬野菜）の店頭販売では田村氏と消費者との会話が密に行わ

れる。田村氏にとって顧客は多くが顔見知り（常連）の様子だった。産地、製法、

おすすめの料理方法などの情報が、田村氏から提供される。消費者は 40 代後半か

ら 60 代とみられる女性客が中心。ひとりがほとんど。女性に男性が随行した客（夫

婦や母子）が 2 組。男性ひとり客はゼロ。

8.4.3. 問題発生時の情報提供：不具合があった時

(１) ヴェジキュー田村氏、スーパーＡ店長Ｂ氏、青果物課主任 C 氏、3 人ともに、青

果物では、腐れ、無農薬野菜での農薬使用、不法農薬物使用などによる店頭商品

の回収は極めて稀とのこと。したがって、回収告知などもほとんど過去に実施し

た例はない。ただし、スーパーＡ店長Ｂ氏によると、野菜でも缶詰など加工品で

は回収経験があるとのことだった。実際、スーパーＡの店頭では、缶入りトマト

ジュースのカビ問題で、回収告知中だった（図 8-2）。

(２) スーパーＡで回収事案が発生した場合、本

部商品部のマニュアルに従って、店頭告

知・商品回収、購買したカード会員への電

話での告知・商品回収、健康被害がある場

合は新聞のお詫び広告出稿、といった手順

で告知が進められる。保健所にも連絡し、

健康被害の有無についての調査・確認、回

収等の対応策の検討を、連携して行う。

8.5. まとめ

8.5.1. 考察

インタビュー調査の結果から、消費者への告知

と対応については図 8-3 のようにまとめられる。

損害は、無農薬・無化学肥料栽培農産物の場合、健康被害とブランドイメージへの影響

が考えられる。損害がある程度以上大きくなると、健康被害の有無にかかわらず商品回

写真 8-2 回収告知
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収が実施され、健康被害の程度に応じた告知が実施される。告知は、店頭告知、電話告

知、お詫び広告と順を追って実施されるとは限らず、社会への影響度合いに応じて柔軟

な対応が必要となる。また、いずれの告知も実施されない場合には、顧客に対しては個

別対応が行われる。

今後、無農薬・無化学肥料栽培農産物の消費者への告知や対応を検討するうえでは、

まずは、無農薬・無化学肥料栽培農産物のフードサプライチェーンにおいて発生しうる

問題発生の頻度と損害について整理したうえで、リスクの分類別に具体的な告知や対応

について検討することが可能であろう。

検討の際は、はじめにで指摘したように、想定外の問題発生に対する対応についても

考慮に入れる必要がある。

8.5.2. 限界と今後の課題

本インタビュー調査の限界は、本ロット管理方式実証事業の参画組織であったヴェジ

キューと都内小売Ａという２組織のインタビュー結果から、帰納的に抽出した結果にす

ぎないという点にある。したがって一般化するには限界がある。

今後は、本調査をベースに、対象を他社にも広げ、ハザードの大きさと頻度、および、

消費者への告知と対応についての調査を行うことが望まれる。

今後も地道な調査を重ね、無農薬・無化学肥料栽培農産物を含め農産物のフードサプ

ライチェーンにおけるリスクの整理と、消費者への告知と対応の手法を確立できるだろ

う。消費者への告知と対応のありかたの標準化ができれば、消費者に余計な不安や風評

被害を招くことなしに、検証を行える可能性が高い。検証ができれば、ノウハウが蓄積

されることとなる。

フードサプライチェーンを構成する組織間で消費者への告知と対応の在り方につい

てのノウハウを共有することができれば、フードサプライチェーンを構成する組織が本

図 8-3 損害と頻度の分類と消費者への告知

損
害

農産物で

回収を伴う

リスク発生

事例は過去に

経験がない

とのこと

商品回収

新聞のお詫び広告

会員への電話告知

店頭告知

健康被害、

ブランドイメ

ージ被害
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業に専念し、より効率的かつ効果的なフードサプライチェーンを実現することができる

であろう。
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第9章 仮説と相違点

9.1. 遡及の仮説と検証

本実験テストでは、ロット番号を利用して効率的に栽培圃場までの遡及が出来るか否

かの実証テストを行った。現状のロット番号を使用しない商品管理方法では、農家から

出荷日毎に生産者別に記入された納品書と、卸売業が発行した販売者と販売金額か印字

された商品ラベルだけであり、小売店への納品日に該当する商品名の生産者名までしか、

遡及することが出来ない。

実証事業で圃場番号を紐付けた生産ロットと出荷ロットを定義し付番することによ

って、不良商品のロット番号からその商品の出荷された生産者の圃場まで遡及可能とな

ることを、コンピュータシステムを利用することで実証することが出来た。

具体的には、ロット番号を集荷日（圃場から）、圃場番号と商品名を要素として発行し

ている為、必ずその要素までの識別ができたと考える。

問題点としては、ロット番号の桁数をできるだけ短くしないと“ことば”での伝達方法

では、発音等で数字の識別に誤認識が生じ、ロット番号を何度か繰り返したことがあっ

た。

9.2. 追跡の仮説と検証

ロット番号を利用して効率的に不良ロットの回収が出来るかの検証を行った。

現状の商品管理の方式では、生産者からの納品書では出荷日だけしか識別が出来ず、出

荷先全てが対象となり、圃場への遡及が困難である。

不良ロットの出荷先まで特定することは、仮説通り、コンピュータシステムを利用する

ことで間単に行うことが出来た。

今回のロット管理方式では、ロット番号発行時に集荷日、圃場番号、商品名に加え出荷

先の要素を紐付けたことで、出荷先を特定することができた。

もし、特定の圃場から複数の卸へ出荷されていて、同じ仕組みを利用した場合はさらに

販売者（卸）も紐付ける必要がある。

9.3. 現状との相違点

現状の商品管理の方法は、生産者からの納品書と商品に貼り付けた価格ラベルのみであ

り、遡及・追跡は、出荷日と生産者の制度でしか識別が出来ない。

ロット管理方式により、遡及は、圃場までの識別が可能で、追跡は、出荷先まで識別が

できることが判った。

これにより、事故発生時の遡及・追跡を行うための効率的な手段であることがわかった。
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第10章 費用と効果

10.1. 全体としての効果：圃場の表示に対する信頼性の向上

消費者や小売業者が、産地等の表示に対し、信頼をおくことができる。産地等の表示

が信頼できることは、公正な取引や、自由な商品選択を保証するための必須条件である。

10.2. 各事業者に期待される効果

①生産者にとっての効果

・圃場までの遡及が出来ることは逆に生産者ごとの評価を受けやすくなり、

品質向上へのモチベーションが向上する。

・ 少量多品種農家の労力は前章で記載したが、消費者に対してその労力が訴求できる

ことは生産品質向上への喚起になる。

・ 前章の通り JAS 有機等の取得困難な生産者の基準作りの一助となれば生産意欲向

上となる。

②卸売りにとっての効果

・問題発生時の説明がしやすくなる。また責任の所在を絞り込みやすくなる。

・識別や記録の方法のシステム化により、取引先に対して、自社の取り組みについて

説明が可能となった。

③地域にとっての効果

・ 地域経済活性化の商品を形成する要素技術となりえる。

10.3. 費用

初期費用として、現段階では以下のような費用が発生すると予想される。

ただし、参加事業者の数など想定する条件により、費用は大きく異なる。

想定している形態は生産者を纏める生産者法人単位

①費用項目

・トレーサビリティ用ＷＥＢサービス 生産者単価 １万円／月

・ラベル・プリンタ・ＰＣ 集配所単位 約 30 万円

・ハードウェア設置・設定費 集配所単位 約 10 万円

・インターネットに接続する PC の設置 １法人あたり 15 万円

※既に PC とインターネット接続環境を持っている場合は、それを活用可である。

②小分け作業とラベル貼りにおける手間

・小分作業とラベル貼りに関しては量にもよるが、最低 1 人できれば２人の人員が必

要である。

③運転費用

運転費用として、現段階で以下のものが想定される。

・認証ラベル代 １枚あたり約 2 円

・ロットの為の小分け及びシール貼付作業 （試算しない）

囲み：システム・運用に関する積算についての注意

ここに示した積算のうち、システム開発に伴って以下のような費用が発生する見込みで

あるが、含んでいない。

・システムエンジニアによる現地調査のための交通費。

・システム開発を発注した側の開発監理・検収作業の費用。

・導入時の現場での調査やテストなどへのシステム利用者の協力。

・ 開発にあたっての検討や導入にあたっての説明会や講習会の開催。
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第11章 トレーサビリティ普及の課題

トレーサビリティとは、Ｔｒａｃｅ（トレース：追跡）とＡｂｉｌｉｔｙ（アビリテ

ィ：可能性）が合成された造語であり、トレーサビリティシステムとは生産、処理・加

工、流通・販売の段階で、各部署がその食品に関する記録を取り、そのデータを保管し

ておき、トラブル発生時、それらの情報の追跡と遡及を可能にする仕組みの事である。

しかし加工食品製造の場合、品質トラブル等が発生した後の遡及、追跡をする為のトレ

ーサビリティシステムを構築する前に、現場のトラブルを未然に防止し、安全な製品を

作り続け、それらの製造工程チェックデータを保存しておく事が最も重要である。

そしてもしトラブル発生時した場合、そのデータを元に検索を行い、製品、ロットを限

定して、速やかなトレーサビリティが結果として出来るようにシステム構築をする事が

大切である。私は大手食品会社に４１年間勤務し工場の工務課約２０年、本社技術本部

で約２０年ずっと技術系で現場の改善活動、システム開発を手がけてきた経験がある。

食品工場の現場はほとんどパート従業員で構成されており、高温多湿、冷凍冷蔵品が

多く等厳しい作業環境の中で多品種少量の生産活動を行っているが、自然食物相手であ

り、毎日人間の五感に頼って品質管理を行い、高品質製品を安価で作り続ける厳しい現

実がある。このような厳しい現場に何か問題が発生した際の遡及、追跡の為にトレーサ

ビリティシステムを導入し、現場確認、記録作業を増やしてシステムを使い続ける事は

不可能に近く、様々なトレーサビリティ実証試験、システムモデル開発をしても実績が

上がらないのが現状である。重要な事は現場作業者の作業軽減、人による品質管理の心

の負担軽減を行う為の事故未然防止システムを初めに構築し、何か問題が発生した際の

結果として迅速な遡及、追跡が出来るような仕組み作りが大切である。

11.1. 農産物におけるトレーサビリティの構築について

農産物の安全・安心を保証するものとして生産履歴情報の開示が消費者側から強く求

められるようになり、全国の自治体や JA では生産履歴の記帳運動や農産物のトレーサ

ビリティ確立の事業とあわせて進められてきた。しかし生産履歴情報を収集するうえで

最も問題となるのはデータ入力に要する労力やコスト、またその事で生産者に負担を強

いることである。農産物は品種によってその流通が異なるが、主要機能で分類すると、

生産⇒規格選別⇒集出荷⇒物流⇒荷受け・荷捌き⇒店舗となる。トレーサビリティシス

テムを構築する上での問題として、生産の段階では、同一の圃場で複数の時期に分かれ

て収穫する際、農薬、肥料等の使用状況の表示方法である。選別の段階では農家が個々

で箱詰めまで行う場合は良いが、共同選果場の場合、農家での生産履歴情報と、共同選

果での受入規格と選別を確実に紐付けする事は大変複雑で困難である。

物流の段階ではダンボール、バラコンテナ等様々な形態があり生産履歴を記帳してあ
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る製品と出来ていない製品の区分けがつけにくい問題がある。

店舗段階では、バックヤードまでは分別流通ができても店舗で商品が混ざってしまう

事が考えられ、混在しないように販売と物流にシステム開発が必要である。種々のシス

テム化の記録データは、生産情報として生産概要（生産者名、産地等）、集出荷情報と

して農産物検査情報（銘柄、等級等）、集荷履歴（集荷日、数量等）、出荷履歴（出荷日、

保管先、数量等）等、流通履歴も含めて、データベースに保存され、追跡が出来るよう

になっている。

11.2. コード標準化の重要性について

11.2.1.標準化必要性

フードチェーンを網羅するコードの標準化は普及範囲の大きい規格の延長線上が合

理的である。現状、フードチェーンにおいては様々なコードが使用されている。これら

コードは対象物を特定するという機能においては皆同様であるが、コードの使用目的に

ついては、それぞれ異なっている。従って既存コードの目的とその実態を充分に把握す

る必要がある。以下に現在、フードチェーンの各段階において使用されている代表的な

コードを示す。

③加工
工程ロット管理
シリアル管理

独自コード

③加工
工程ロット管理
シリアル管理

独自コード

④販売
ＰＬＵ
受発注

ＪＡＮ
生鮮ＪＡＮ

①生産
生産単位区別
、個体識別

（圃場番号）
（牛個体

識別番号）

⑤流通
商品単位識別

ＩＴＦ
ＧＳ１-１２８

②撰果
生産者区別
等階級区別

（生産者番号）
（等階級記号）

シンボル化されていない領域

（○×番号）
シンボル化されている領域

コード名称

シンボルを使用しているシンボルを使用していない

シ
ン
ボ
ル
を
使
用
し
て
い
な
い

③加工
工程ロット管理
シリアル管理

独自コード

③加工
工程ロット管理
シリアル管理

独自コード

④販売
ＰＬＵ
受発注

ＪＡＮ
生鮮ＪＡＮ

①生産
生産単位区別
、個体識別

（圃場番号）
（牛個体

識別番号）

⑤流通
商品単位識別

ＩＴＦ
ＧＳ１-１２８

②撰果
生産者区別
等階級区別

（生産者番号）
（等階級記号）

シンボル化されていない領域

（○×番号）
シンボル化されている領域

コード名称

シンボルを使用しているシンボルを使用していない

シ
ン
ボ
ル
を
使
用
し
て
い
な
い

図 12-1 フードチェーンの各段階で使用されるコードとその目的
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①生産と撰果

生産や撰果も加工（図 12-1）では便宜上、原材料と加工食品を一つの段階とした）同様

に、内部的なプロセスである。

内部的な環境においては、対象物を区別・識別する場合のコードは独自基準で充分であ

り、標準化を必要としない。（牛肉だけは、牛肉トレーサビリティ法により加工、流通、

小売の全プロセスで個体識別を可能とする必要があるため個体識別番号が一貫して受

け渡しがなされており標準となっている。）

撰果は複数の生産者の生産物を一定規格に沿って選別するプロセスであるが、一般的に

ＪＡなど共同体にてのプロセスであり広義の意味で内部工程といえる。

つまり生産、撰果に関しても、それぞれのプロセス内に閉じた環境で対象物を識別、区

分が可能であれば良く、加えてラベリング等の適用が困難であるということからコード

シンボルはほとんど使用されていないというのが実態である。

② 加工

加工においては、原材料メーカ←→加工食品メーカ間という外部的な環境での業界基準

として「原材料入出荷・履歴情報遡及システムガイドライン」の現品表示基準があるが、

業界内の閉じた独自基準であり加工メーカの内部的な独自コードと併せて上図では独

自コードとしている。

③ 販売

販売においては、一般的にＪＡＮコードが使用されている。一般的に小売におけるＪＡ

Ｎコードの使用目的は商品管理、売上管理等多面的となってはいるが、原始的な目的は

ＰＬＵ：プライスルックアップ（ＰＯＳ端末でのバーコード読取による価格認識）であ

るといえる。ＰＬＵそのものは小売業における内部的なプロセスであるが、各社ごとに

独自コードを使用したのでは、ソースマーキングを担うメーカや卸の対応が煩雑となる

ことから業界を超えた標準としてのＪＡＮコードが普及したといえる。

④ 流通

ＪＡＮコードの目的がＰＬＵにあることから、そのシンボルの貼着対象はあくまで個品

である。従って、ＪＡＮコードそのものには外梱や形状、数量等商品ロット識別のため

の機能は存在しない。このため流通の世界では物流コードとしてＩＴＦ、次世代のＧＳ

１－１２８が用いられてきているが、このうちＩＴＦに関してはロットをユニークに識

別するための機能＝シリアル番号の概念がない。

つまり、商品ロットをユニークに識別することを目的としたコードは、このＧＳ１－１

２８のみであるといえる。また、食品以外の多くの業界においても、商品のトレーサビ

リティのためのコードとしてＧＳ１－１２８が使用される。

「フードチェーンを網羅するコードの標準化は普及範囲の大きい規格の延長線上が合

理的である。」と前述したが、この観点でチェーントレーサビリティのためのコードを
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考察した場合、JAN コードの延長線上にあるＧＳ１－１２８が最適解であるといえる。

また、それぞれの業界（企業）で目的に特化した形で内部工程に使用されている既存コ

ードとの親和性もたいへん重要である。これを無視してのいかなるチェーントレーサビ

リティ用コードも、多くの企業に工程の組み替えなどの負担を強いることで普及には繋

がらないであろう。外部工程を阻害しない、つまり独自コードを標準コードに変換、組

み込むことが必要条件となるが、完全変換は現場での可視性を考慮した場合、運用面か

らの課題が想定される。

以上から、現状特定業界や個別企業が内部工程に使用している業界コード、独自コード

をＧＳ－１２８に包含することが、チェーントレーサビリティにとっての現実解である

と考えられる。

11.2.2.ＧＳ１－１２８ 国際標準のコード体系

標準化コードを決めるにあたりどのコード体系を採用するかを検討したところ、国際

標準として取り決めがされているＧＳ１－１２８国際標準のコード体系を採用する事

にした。これは米国、ヨーロッパで標準化され医薬品にも採用されており、特徴は約１

００項目のＡＩ(アプリケーションインジケーター)が決められている事である。

例えば（０１）の後はＧＴＩＮ１４桁、（１０）の後は賞味期限の年月日６桁、（１７）

の後は製造日６桁、（２１）の後はロットでＭＡＸ２０文字までとルールが決められて

いる。ＧＴＩＮ１４桁とはＪＡＮコード１３桁の先頭にパッケージインジケータの０を

付加し、合計１４桁に揃えて、国際標準に合わせている。このＡＩとその後ろに表現し

たい内容を書き込みすれば良く、書き込みする方法は、バーコード、二次元コード、Ｒ

ＦＩＤ等何でも良いのである。又読取側は、ＡＩを見て自分が欲しい情報だけをコンピ

ュータ等に取り込めば採用すれば良いのでコンピュータシステムでバイト長の制限な

どなく大変使いやすい。

規格についてはＩＳＯ／ＩＥＣ１５４１８規格で定義されＧＳ１－１２８標準のコー

ド体系アプリケーション識別子（略称ＡＩ）を使用して標準項目を二次元コード、又は

バーコードで表示することを原則としており、二次元コードはＡＩを利用する「フォー

マット０５」を基本となっている。

メッセージヘッダ、フォーマットヘッダ、レコードセパレータ、グループセパレータ、

フォーマットデータ等が内容に含まれるが、バーコードの場合はスタートキャラクタＣ

の直後にファンクション１（ＦＮＣ１）キャラクタを設定する。

印字サンプルを示す
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図 11-2

図 11-3
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11.2.3.チェーントレーサビリティを可能にするモデル

トレーサビリティシステムの標準化、モデル構築をする為に多くの実証試験が行われ

てきたがほとんどは実用化に至っていないのが現状である。

原因は加工、処理を行う工場現場は長い歴史の中で安全性、効率化を求め自社内作業標

準が確立されており、それらを変える事は不可能である。

又レシピ、工程管理はノウハウの塊であり企業の生命線でありそれらを外部のデータベ

ースに保存したり、ネットワークを行ったりする事などあり得ないのである。原材料を

購入し、使用する際、標準化コードを読み取り、生産工程は現有の自社内システムで事

故未然防止を行い、出来上がった製品に標準化されたコードを印字して出荷すれば、次

の工程で同じようにステップを踏めばチェーン式に川上にも川下にも紐づけ出来る。

入りと出をしっかり標準化コードで運用すれば自社内部は何も変わらない。

図 11-4
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11.3. 各種コード体系について

11.3.1.ＪＡＮコード

(財)流通システム開発センターが管理を行っており、各企業が申請書に必要事項を記

入して提出し申請手数料を納付すれば付番貸与される。

ＪＡＮコード（Japanese Article Number）とは共通商品コードとして流通情報ツールと

して利用され、バーコードとして商品等に表示され、ＰＯＳシステムをはじめ。受発注、

棚卸、在庫管理等に広く利用されている。

ＪＡＮコードは国際的にはＥＡＮコードとして国際的な共通コード体系である。ＪＡＮ

コードは標準タイプ（１３桁）と短縮タイプ（８桁）の２つがあり、さらに標準タイプ

には最初７桁がＪＡＮメーカコードとなっているものと９桁がＪＡＮメーカコードと

なっているものに分けられる。

① 標準タイプ（１３桁）９桁ＪＡＮメーカコード

最初２桁＝４５（国コードで４５は日本）

次の７桁＝ＪＡＮメーカコード（各企業が申請して数字が登録される）

次の３桁＝商品アイテムコード（各企業が商品アイテム毎に申請して登録される）

最後１桁＝チェックデジット（コード変換された値で奇数か偶数かで読み取りミ

ス防止に利用）

② 標準タイプ（１３桁）７桁ＪＡＮメーカコード

最初２桁＝４９又は４５（国コードで４９と４５は日本）

次の５桁＝ＪＡＮメーカコード（各企業が申請して数字が登録される）次の５桁＝

商品アイテムコード（各企業が商品アイテム毎に申請して登録される）

最後１桁＝チェックデジット（コード変換された値で奇数か偶数かで読み取りミ

ス防止に利用）

③ 短縮タイプ（８桁）

最初２桁＝４５（国コードで４５は日本）

次の４桁＝ＪＡＮメーカコード（各企業が申請して数字が登録される）

次の１桁＝商品アイテムコード（各企業が商品アイテム毎に申請して登録される）

最後１桁＝チェックデジット（コード変換された値で奇数か偶数かで読み取りミ

ス防止に利用）

11.3.2.ＩＴＦコード

ＩＴＦ（Inter Leaved Two of Five）は集合包装用商品コードであり消費者が小売業の

店頭で購入する単位（共通商品コード：ＪＡＮコード）の商品を取り除いた企業間取引

単位（ケース、ボール、パレット等）に使われる商品コードである。

当初はＩＴＦ１６桁で運用されていたが、医薬品等は同じ商品であっても包装荷姿単位

で別個に申請して運用されておりシステム構成上等で無駄が多く１９９９年にＥＡＮ
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／ＵＣＣ共通ゼネラル仕様によりＩＴＦ１４桁を推進するＧＴＩＮ（Global Trade Item

Number）で統一される事になり、現在はＧＳ１（旧：国際ＥＡＮ協会）が各国のコー

ド管理機関に対して集合包装用商品コードも１４桁で統一するよう勧告が行われ、我が

国も今後はすべてＩＴＦ１４桁に統一されていく。

① ＩＴＦ１４桁の内容

最初１桁＝ＰＩ（パッケージインジケータ）を表す

１～８＝内箱と外箱を区別する場合や同一商品で小箱、中箱、外箱を区別する場

合に各企業で決めれば良い。

９＝計量商品に表示する場合

０＝集合包装を１つの商品として認識する場合

次の２桁＝最初２桁＝４９又は４５（国コードで４９と４５は日本）

次の５桁＝ＪＡＮメーカコード（各企業が申請して数字が登録される）

次の５桁＝商品アイテムコード（各企業が商品アイテム毎に申請して登録される）

又は次の７桁＝ＪＡＮメーカコード（各企業が申請して数字が登録される）

次の３桁＝商品アイテムコード（各企業が商品アイテム毎に申請して登録される）

最後１桁＝チェックデジット（コード変換された値で奇数か偶数かで読み取りミ

ス防止に利用）

図 11-5 ＩＴＦシンボル

11.3.3.商品識別コード（ＧＴＩＮ）

① ＧＴＩＮ(Global Trade Item Number)は国際基準に基づく商品コードの事である

ＧＳ１（旧：国際ＥＡＮ協会）とＧＳ１ＵＳ（旧：ＵＣＣ）は現在使われている

各種の国際標準の商品コードを包括し１４桁で表すように２００５年１月よりＧ

ＴＩＮに統一する事を推進している。

② ＧＴＩＮのポイントは商品コードの表示を商品マスターファイル上１４桁に統一

する事であり、現在使われているＪＡＮコードやＩＴＦコードはこのＧＴＩＮの体

系に含まれる。

現行１３桁以下のＪＡＮコードの場合、商品マスターファイルは先頭に“0“を追
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加して１４桁で表記する。

③ ＪＡＮコードをバーコードシンボルの形で表現し、ソースマーキング等をする場合

は１３桁又は８桁を従来と同様の方法で表示すれば良く、ＰＯＳレジのスキャナや

読み取り用のソフトウェアについては変更の必要はない。

11.3.4.事業所コード（ＧＬＮ）

① ＧＬＮ(Global Location Number)はＧＳ１（国際的な流通標準化機関）が国際標準

の企業・事業所識別コードとして制定したコードである。

② 多くの生産、物流、販売企業は独自に社内で相手先の企業コードを決め取引を行

っているがこれでは共通化されておらず大変不便であり、国際標準で決められた

コードを採用することでプライベートコード管理が不要となり便利となる。

③ コード体系（１３桁）・ＪＡＮ企業コード７桁を使用したＧＬＮ企業コード７桁＋

ロケーションコード５桁＋ＣＤ・ＪＡＮ企業コード９桁を使用したＧＬＮ

企業コード９桁＋ロケーションコード３桁＋ＣＤ

・ＪＡＮ企業コード１０桁を使用したＧＬＮ

企業コード１０桁＋ロケーションコード２桁＋ＣＤ

・ＪＡＮ企業コード１１桁を使用したＧＬＮ

企業コード１１桁＋ロケーションコード１桁＋ＣＤ

11.3.5.生鮮ＪＡＮ

生鮮食品は生産者が小規模が多く多岐に渡りＪＡＮコードがほとんど利用されてお

らず販売者のプライベートコードでの処理がほとんどである。

（財）食品流通改造促進機構を中心として生鮮商品コードとこれをベースとした生鮮Ｊ

ＡＮコードが策定されたがその利用と普及は進んでいない。

① コード内容

花き ４９２２１＋ＸＸＸＸＸ＋００（ゼロ固定）＋Ｃ／Ｄ

野菜 ４９２２３＋ＸＸＸＸ＋Ｐ（栽培方法）＋００（ゼロ固定）＋Ｃ／Ｄ

果実 ４９２２４＋ＸＸＸＸ＋Ｐ（栽培方法）＋００（ゼロ固定）＋Ｃ／Ｄ

水産生鮮 ４９２２６＋ＸＸＸＸ＋Ｔ（態様）＋Ｆ１Ｆ２（形状・部位）＋Ｃ／

Ｄ

水産加工 ４９２２６＋ＸＸＸＸ＋Ｔ（態様）＋Ｐ１Ｐ２（加工方法）＋Ｃ/Ｄ

精肉 ４９２２７＋ＸＸＸＸＸ＋００（ゼロ固定）＋Ｃ／Ｄ

部分肉 ４９２２８＋ＸＸＸＸＸ＋００（ゼロ固定）＋Ｃ／Ｄ

② 種類表現

ＸＸＸＸの部分は品目が詳細に分類されており、たとえば生鮮野菜できゅうり、と
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まと、茄子等が１品目毎付番されている。

又水産物での加工品では魚が解体された部位が番号で決められている。

③ なぜ普及が進まないのか

品目が全て決められており便利に利用できると考えるが産地情報がない為に結局

生産、流通、販売での各部門でなんらかの情報を付加する必要があるが、すでに

１３桁が使用されておりどうする事も出来ない状態である。

④ 販売者は日々多くの産地から多くの品物が入荷されさらに特売情報等常に情報

が変化している為にインストアーコードを自社内で府番しバーコード印刷を行っ

てＰＯＳレジで読み取り運用を行っている。

⑤ 近年様々な食品トラブルが発生し迅速な品物、範囲を限定、網掛けが必要になっ

てきており、１３桁のみでなく賞味期限、ロット等必要最小限の情報が含まれ、

さらに輸入、輸出等に利用できる国際標準化されたコード体系を利用するしかな

い。

11.4. まとめ

今回の実証試験では生産現場や卸売り事業者という川上に近いプレーヤーの負担を

かけないことに留意し、かつ標準化コードを利用しての実証実験を行う事に重点を置い

た。

方法論から延べれば牛トレーサビリティのように行政機関で耳票をシンボルとして１

０桁のユニーク番号を発番する手法や、ユビキタスコードのように大学のシステムでデ

ータベース管理、ユニーク番号管理を行う手法や、SEICA カタログのようにインターネ

ット上の登録制で、生産者が管理する手法などがあるが、所詮番号を附番するというこ

とはその番号に対する名前を管理するデータベースが必要でありインターネットでの

環境も必要となってくる。このインフラ整備に必要な膨大なコストをだれが負担するの

かが問題なのである。

今回は産地を特定する為に取得した GLN を圃場、小分け所で貼付し、青果物は生鮮 JAN

を利用し、国際標準化コードＧＳ１－１２８を採用して収穫日、ロット番号をＱＲコー

ドでラベル印字して包装した青果物に貼り付け、販売時にこれを読み取る事でトレース

バック（遡及）もトレースフォワード（追跡）が可能となっている。

食品は生産⇒集荷⇒加工⇒物流⇒販売と複雑な工程をたどる為に各箇所で、この標準

化されたコードを読み取る事で一歩川下、一歩川上のチェーントレーサビリティが可能

となるのである。
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第12章 成果報告

第 1 回目 平成 22 年１月 2３日 スーパーＡ吉祥寺店

第２回目 平成 22 年 1 月 31 日 マルシェジャポン青山

第 3 回目 平成 22 年 2 月 7 日 マルシェジャポン青山

の実証テストの計画及びその結果報告を作成した。

1 月２３日は、ロット管理を導入したテストを行うことが出来なかったが、導入前のテ

ストを行うことが出来た。

その後、２，3 回目は、ロット管理を導入した場合の実証テストを行った。
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12.1. 2010 年 1 月 23 日 スーパーＡでの実証テスト報告

遡及テストの報告書

対象品目 ニンジン

スケジュール 導入前 ２０１０年１月２３日

スケジュール 導入後 ２０１０年１月２３日

対象になるフードチェ

ーン

生産者 → 卸（ヴェジキュー） → 直売場（ヴェジキュー）

【遡及の起点と目標】

遡及の起点となる事業

者の店舗及び担当者・

連絡先

スーパーＡの販売員 田村氏

遡及をしたとき、どの精

度で絞り込めることを意

図していますか

野菜において、複数の生産者が混じっていても、生産者を特定すること

ができる

遡及開始から出荷元

特定までに要する目標

時間

３０分

遡及の想定される手順 〈ロット管理導入前〉

特に手順は、整備されていない。

電話・ＦＡＸによって事業者間で問い合わせを行い、既存の納品伝票と

栽培確認書を用いて回答することになる。

〈ロット管理を導入後〉

店舗担当者は、該当商品の表示情報（ロット番号）を連絡し、問い合わ

せを依頼する。

卸担当者は、「野菜履歴管理システム」を利用しロット番号から生産者と

圃場番号を検索する。

卸担当者は、問い合わせを受けた店舗担当者へ遡及結果を報告す

る。

遡及テスト実施のおけ

る問題発生の想定

購入した、ニンジンの一部が腐っていたと連絡が入った。
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遡及テスト 実施結果記入票（導入前）

〔集荷場 ヴェジキュー〕

【問い合わせ内容】

問い合わせ受けた日

時

２０１０年 １月 ２３日 １８：００

問い合わせてきた人 ＦＴＳＳＩ 鈴木

問い合わせ対象商品 ニンジンが腐っていた

回答日時 ２０１０年 １月 ２３日 １８：４０

【出荷した商品】

品 名 ニンジン

食品の識別記号 無し

出 荷 日 ２０１０年 １月 ２１日、２３日

出荷元事業者・事業所 ヴェジキュー

一歩川上の事業者 生産者 すずき農園、たなか農園

識別単位のサイズ ６０袋（シール発行数は 60 枚）

（実袋詰はすずき農園、たなか農園が各 10 袋、混在 5 袋の計 25 袋）

約 300ｇ*25 袋＝7.5Kg

根拠となる記録の所在 ヴェジキュー事務所

【内部トレーサビリティ】

品 名 ニンジン

食品の識別記号 無し

元になった商品の品目

と識別記号

品目：ニンジン

根拠となる記録の所在 なし
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【受領した商品】

品 名 ニンジン

食品の識別記号 生産者名、集荷日

受領日 ２０１０年１月２１、２３日

受け入れた事業者 ヴェジキュー

一歩川上の事業者 生産者：すずき農園

識別単位のサイズ ５．２㎏（２１日）、５．０㎏（２３日）

根拠となる記録の所在 ヴェジキュー：出荷伝票，栽培履歴 １月２１and２３日集荷分

【受領した商品】

品 名 ニンジン

食品の識別記号 生産者名、集荷日

受領日 ２０１０年１月２１、２３日

受け入れた事業者 ヴェジキュー

一歩川上の事業者 生産者：たなか農園

識別単位のサイズ ５.０㎏（２１日）、７．５㎏（２３日）

根拠となる記録の所在 ヴェジキュー：出荷伝票，栽培履歴 １月２１and２３日集荷分
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遡及テスト 実施結果記入票

〔スーパーＡ吉祥寺店 ヴェジキュー〕

【問い合わせ内容】

問い合わせ受けた日

時

２０１０年 １月 ２３日 １８：００

問い合わせてきた人 ＦＴＳＳＩ鈴木

問い合わせ対象商品 ニンジンが腐っていた

回答日時 ２０１０年 １月 ２３日 １８：０５

【販売した商品】

品 名 ニンジン

食品の識別記号 無し

出荷日 ２０１０年 １月 ２１、２３日

出荷元事業者・事業所 ヴェジキュー

一歩川上の事業者 出荷者 ： ヴェジキュー

識別単位のサイズ １袋（約 300ｇ）

根拠となる記録の所在 ヴェジキュー（納品書）

【内部トレーサビリティ】

品 名 －

食品の識別記号

元になった商品の品目

と識別記号

根拠となる記録の所在

【受領した商品】

品 名 ニンジン

食品の識別記号 生産者名：たなか農園、集荷日：２０１０年１月２１日・２２日

受領日 ２０１０年１月２１、２３日

受け入れた事業者 ヴェジキュー

一歩川上の事業者 出荷者：ヴェジキュー

識別単位のサイズ 納品書に書かれた重量

根拠となる記録の所在 ヴェジキュー（納品書）
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遡及テスト結果報告シート（導入前）

対象品目 ニンジン

実施日時 2010 年 １月２３日 １４時 ４分

責任者 ＦＴＳＳＩ 橋本

遡及の流れ 消費者 → 店舗 → 卸

実施結果

遡及開始から出荷元

特定までに要した時間

とその自己評価

① ２３日に販売した商品は、２１日、２３日集荷分の商品である。

（２週間おきに週２回の納品）

② この日の集荷は、納品伝票から寄居町の生産者及び小川町産農家

であることが判明

③ ニンジンを出荷したのは「すずき農園」と「たなか農園」であると判明。

ここまでの調査で、複数の出荷者を特定するにとどまり、特定の出荷者ま

でたどり着くことは不可能であった。

また、各生産者・出荷団体８名で、該当する２日の納品伝票調査の結果

から、該当する出荷者（２名）を特定するまでの時間は、１名当たり約５分

掛かった。

調査時間：４０分（５分 x ８名）

絞込み範囲の自己評

価

生産者を特定出来なかった。

応答が想定した手順

通りできたか

出来た

遡及の実施の手間

（担当者がどれくらい大

変だったか）

納品伝票の確認のためには、８生産者で２１、２３日の納品伝票の内容を

確認する為には、５分 x ８人の工数が掛かった。

その他
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遡及テスト結果報告シート（導入後）（１）

対象品目 ニンジン

実施日時 ２０１０年１月２３日

責任者 ＦＴＳＳＩ 橋本

遡及の流れ

実施結果 出来なかった

遡及開始から出荷元特

定までに要した時間とそ

の自己評価

－

絞込み範囲の自己評価 －

応答が想定した手順通

りできたか

－

遡及の実施の手間

（担当者がどれくらい大

変だったか）

－

その他 －
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追跡テストの計画書

対象品目 ニンジン

スケジュール 導入前 ２０１０年１月２３日

スケジュール 導入後

対象になるフードチェ

ーン

生産者 → 卸（ヴェジキュー） → 直売場（ヴェジキュー）

【追跡の起点と目標】

追跡の起点となる事業

者の店舗及び担当者・

連絡先

生産者

追跡をしたとき、どの精

度で絞り込めるか？

生産者と圃場番号から出荷先をすべて特定することができない。

追跡開始から販売先特

定までに要する目標時

間

１０分

追跡時に想定される手

順

〈ロット管理導入前〉

特に手順は、整備されていない。

電話・ＦＡＸによって事業者間で問い合わせを行い、既存の納品伝票を

用いて回答することになる

〈ロット管理を導入後〉

１，追跡の依頼を受けた卸事業者の担当者は、「野菜履歴管理システ

ム」を使用し追跡対商品のロット番号から販売先を全て明らかにする

２，販売先担当者に電話し、ロット番号を伝え追跡と報告を依頼する

３，また、販売されていない（店内にある）場合は、現場担当者に知らせ、

現場にあることを確認させ、現場にある該当商品の数やロット番号の報

告をえる。

追跡テスト実施におけ

る問題発生の想定

出荷したロットに保存状態の悪い“ニンジン”が誤って混入したことが発

覚し、店舗へ連絡
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追跡テスト 実施結果記入票（導入前）

〔集荷場 ヴェジキュー〕

【問い合わせ内容】

問い合わせ受けた日時 ２０１０年 １月 ２３日 １８：０７

問い合わせてきた人 ＦＴＳＳＩ 橋本

問い合わせ対象商品 ニンジン

回答日時 ２０１０年 １月２３日

【出荷した商品】

品 名 ニンジン

食品の識別記号 無し

出荷日 ２０１０年 １月 ２３日

出荷元事業者 すずき農園、たなか農園

一歩川上の事業者・ 出荷者 ヴェジキュー

識別単位のサイズ 袋詰め（1 袋約 300ｇ）

根拠となる記録の所在 ヴェジキュー

【内部トレーサビリティ】

品 名 ニンジン

食品の識別記号 生産者名

元になった商品の品目

と識別記号

品目：ニンジン

集荷日：２０１０年１月２３日

生産者名：すすき農園、たなか農園

根拠となる記録の所在 ヴェジキュー

【受領した商品】

品 名 ニンジン

食品の識別記号 生産者名：すずき農園、集荷日：２０１０年１月２３日

受領日 １月２３日

受け入れた事業者 ヴェジキュー

一歩川上の事業者 すずき農園

識別単位のサイズ 納品書に書かれた重量５㎏

根拠となる記録の所在 ヴェジキュー出荷伝票，栽培履歴 １月 ２３日集荷分
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【受領した商品】

品 名 ニンジン

食品の識別記号 生産者名：たなか農園、集荷日：２０１０年１月２３日

受領日 １月２３日

受け入れた事業者 ヴェジキュー

一歩川上の事業者 たなか農園

識別単位のサイズ ７.5 ㎏

根拠となる記録の所在 ヴェジキュー出荷伝票，栽培履歴 １月 ２３日集荷分
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追跡テスト 実施結果記入票（導入前）

〔スーパーＡ吉祥寺店 ヴェジキュー〕

【問い合わせ内容】

問い合わせ受けた日時 ２０１０年 １月 ２３日 １８：０７

問い合わせてきた人 ＦＴＳＳＩ 橋本

問い合わせ対象商品 ニンジン

回答日時 ２０１０年 １月２３日

【販売した商品】

品 名 ニンジン

食品の識別記号 無し

出荷日 ２０１０年 １月 ２３日

出荷元事業者 すずき農園、たなか農園

一歩川上の事業者・ 出荷者 ヴェジキュー

識別単位のサイズ 不明

根拠となる記録の所在 ヴェジキュー

【内部トレーサビリティ】

品 名

食品の識別記号

元になった商品の品目

と識別記号

根拠となる記録の所在

【受領した商品】

品 名 ニンジン

食品の識別記号 無し

受領日 ２０１０年１月２３日

受け入れた事業者 ヴェジキュー

一歩川上の事業者 ヴェジキュー

識別単位のサイズ 不明

根拠となる記録の所在 ヴェジキュー
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追跡テスト結果報告シート（導入前）

対象品目 ニンジン

実施日時 2010 年 １月 ２３日 １８時０７分

責任者 ＦＴＳＳＩ 橋本

追跡の流れ 生産者 → 卸売業 → 店舗

実施結果 できなかった

追跡開始から販売先

特定までに要した時間

とその自己評価

その日に出荷先全てが対象となってしまった為、測定せず。

絞り込み範囲の自己

評価

生産者からの納品書とスーパーへの納品伝票の紐付けができていな

い為、納品先の絞り込みが出来なかった。

その日に出荷先全てが対象となってしまった。

応答が想定した手順

通りできたか

出来なかった

追跡の実施の手間

（担当者がどれくらい

大変だったか）

－

その他 －
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追跡テスト結果報告シート（導入後）

対象品目（原料及び製

品）

ニンジン

実施日時 ２０１０年１月２３日

責任者 ＦＴＳＳＩ 橋本

追跡の流れ

実施結果 出来なかった。

追跡開始から販売先

特定までに要した時間

とその自己評価

絞り込み範囲の自己

評価

応答が想定した手順

通りできたか

追跡の実施の手間

（担当者がどれくらい

大変だったか）

その他
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12.2. 2010 年 1 月 31 日 マルシェジャポン青山会場実証テスト報告

遡及テストの計画書（１）

対象品目 ニンジン

スケジュール 導入前 －

スケジュール 導入後 ２０１０年１月３１日

対象になるフードチェ

ーン

生産者 → 卸（ヴェジキュー） → 直売場（ヴェジキュー）

【遡及の起点と目標】

遡及の起点となる事業

者の店舗及び担当者・

連絡先

マルシェ会場のため、店舗担当者をＦＴＳＳＩ会員が行う

遡及をしたとき、どの精

度で絞り込めることを意

図していますか

野菜において、複数の生産者が混じっていても、ロット番号から

圃場を特定することができる

遡及開始から出荷元

特定までに要する目標

時間

１０分

遡及の想定される手順 〈ロット管理を導入後〉

店舗担当者は、該当商品の表示情報（ロット番号）を連絡し、問い合わ

せを依頼する。

卸担当者は、「野菜履歴管理システム」を利用しロット番号から生産者と

圃場番号を検索する。

卸担当者は、問い合わせを受けた店舗担当者へ遡及結果を報告す

る。

遡及テスト実施のおけ

る問題発生の想定

購入した、ニンジンの一部が腐っていたと連絡が入った。
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遡及テスト結果報告シート（１）

対象品目 ニンジン

実施日時 2010 年 １月 ３１日 １４時 ４分

責任者 ＦＴＳＳＩ 淡路

遡及の流れ 消費者 → 店舗 → 卸

実施結果 ＯＫ

遡及開始から出荷元特

定までに要した時間とそ

の自己評価

遡及の時間 ２分

絞込み範囲の自己評価 品目別に圃場を特定できた。

応答が想定した手順通

りできたか

ロット番号を 1 回で正しく伝えられなかった。

遡及の実施の手間

（担当者がどれくらい大

変だったか）

特に手間は掛からない

その他
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遡及テスト 実施結果記入票（１）

〔集荷場 ヴェジキュー〕

【問い合わせ内容】

問い合わせ受けた日

時

２０１０年 １月 ３１日 １４：０５

問い合わせてきた人 ＦＴＳＳＩ 鈴木

問い合わせ対象商品 ニンジン

回答日時 ２０１０年 １月 ３１日 １４：０７

【出荷した商品】

品 名 ニンジン

食品の識別記号 ロット番号：０７１００１３００２

出 荷 日 ２０１０年 １月 ３０日

出荷元事業者・事業所 ヴェジキュー

一歩川上の事業者 生産者 たなか農園

識別単位のサイズ ７袋（約 300ｇ*7 袋＝約 2.1Kg）

根拠となる記録の所在 コンピュータシステム

【内部トレーサビリティ】

品 名 ニンジン

食品の識別記号 ０７１００１３００２

元になった商品の品目

と識別記号

ニンジン ＪＡＮコード：４９２２３０３０００００５

生産者名：すずき農園、たなか農園

集荷日： ２０１０年 1 月３０日

根拠となる記録の所在 サーバ

【受領した商品】

品 名 ニンジン

食品の識別記号 生産者：たなか農園、集荷日：2010 年 1 月３０日

受領日 ２０１０年１月３０日

受け入れた事業者 ヴェジキュー

一歩川上の事業者 生産者：たなか農園 圃場：２番

識別単位のサイズ ５㎏

根拠となる記録の所在 ヴェジキュー：出荷伝票，栽培履歴 １月３０日集荷分
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遡及テスト 実施結果記入票（１）

〔マルシェジャポン青山直売所 ヴェジキュー〕

【問い合わせ内容】

問い合わせ受けた日

時

２０１０年 １月 ３１日 １４：０５

問い合わせてきた人 ＦＴＳＳＩ 鈴木

問い合わせ対象商品 ニンジン

回答日時 ２０１０年 １月 ３１日 １４：０７

【販売した商品】

品 名 ニンジン

食品の識別記号 ロット番号：０７１００１３００２

出荷日 ２０１０年 １月 ３１日

出荷元事業者・事業所 ヴェジキュー

一歩川上の事業者 出荷者 ： ヴェジキュー

識別単位のサイズ ２袋（約 300ｇ*2 袋＝約 600ｇ）

根拠となる記録の所在 ヴェジキュー

【内部トレーサビリティ】

品 名

食品の識別記号

元になった商品の品目

と識別記号

根拠となる記録の所在

【受領した商品】

品 名 ニンジン

食品の識別記号 ロット番号：０７１００１３００２

受領日 ２０１０年１月３０日

受け入れた事業者 ヴェジキュー

一歩川上の事業者 出荷者：ヴェジキュー

識別単位のサイズ ７袋（約 300ｇ*7 袋＝約 2.1Kg）

根拠となる記録の所在 ヴェジキュー：コンピュータシステム
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追跡テストの計画書（１）

対象品目 ニンジン

スケジュール 導入前

スケジュール 導入後 ２０１０年１月３１日

対象になるフードチェ

ーン

生産者 → 卸（ヴェジキュー） → 直売場（ヴェジキュー）

【追跡の起点と目標】

追跡の起点となる事業

者の店舗及び担当者・

連絡先

生産者

追跡をしたとき、どの精

度で絞り込めるか？

生産者と圃場番号から出荷先をすべて特定することができる

追跡開始から販売先特

定までに要する目標時

間

１０分

追跡時に想定される手

順

〈ロット管理を導入後〉

１，追跡の依頼を受けた卸事業者の担当者は、「野菜履歴管理システ

ム」を使用し追跡対商品のロット番号から販売先を全て明らかにする

２，販売先担当者に電話し、ロット番号を伝え追跡と報告を依頼する

３，また、販売されていない（店内にある）場合は、現場担当者に知ら

せ、現場にあることを確認させ、現場にある該当商品の数やロット番号

の報告をえる。

追跡テスト実施におけ

る問題発生の想定

出荷したロットに保存状態の悪い“ニンジン”が誤って混入したことが発

覚し、店舗へ連絡
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追跡テスト結果報告シート（１）

対象品目（原料及び製

品）

ニンジン

実施日時 2010 年 １月 ３１日 １６時 ７分

責任者 ＦＴＳＳＩ 淡路

追跡の流れ 生産者 → 卸売業 → 店舗

実施結果 ＯＫ

追跡開始から販売先

特定までに要した時間

とその自己評価

遡及の時間

絞り込み範囲の自己

評価

想定どおり集荷先を特定できた

応答が想定した手順

通りできたか

想定どおりできた

追跡の実施の手間

（担当者がどれくらい

大変だったか）

検索だけで、手間はかからなかった

その他
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追跡テスト 実施結果記入票（１）

〔集荷場 ヴェジキュー〕

【問い合わせ内容】

問い合わせ受けた日時 ２０１０年 １月 ３１日 １４：０７

問い合わせてきた人 ＦＴＳＳＩ 鈴木

問い合わせ対象商品 ニンジン 購入したニンジンの内側が腐っていた

回答日時 ２０１０年 １月 ３１日

【出荷した商品】

品 名 ニンジン

食品の識別記号 ロット番号：０７１００１３００２

出荷日 ２０１０年 １月 ３０日

出荷元事業者 ヴェジキューに問い合わせ

一歩川上の事業者・ 出荷者 ヴェジキュー

識別単位のサイズ ７袋（約 300ｇ*7 袋＝約 2.1Kg）

根拠となる記録の所在 コンピュータシステム

【内部トレーサビリティ】

品 名 ニンジン

食品の識別記号 ロット番号：０７１００１３００２

元になった商品の品目

と識別記号

ニンジン：ＪＡＮコード：４９２２３０３０００００５

集荷日 ： ２０１０年 １月 ３０日

生産者名；たなか農園

根拠となる記録の所在 コンピュータシステム

【受領した商品】

品 名 ニンジン

食品の識別記号 無し

受領日 １月３０日

受け入れた事業者 ヴェジキュー

一歩川上の事業者 たなか農園

識別単位のサイズ ５㎏

根拠となる記録の所在 出荷伝票，栽培履歴 １月 ３０日集荷分
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追跡テスト 実施結果記入票（１）

〔マルシェジャポン青山直売場 ヴェジキュー〕

【問い合わせ内容】

問い合わせ受けた日時 ２０１０年 １月 ３１日 １４：０７

問い合わせてきた人 ＦＴＳＳＩ鈴木

問い合わせ対象商品 ニンジン 購入したニンジンの内側が腐っていた

回答日時 ２０１０年 １月 ３１日

【販売した商品】

品 名 ニンジン

食品の識別記号 ロット番号：０７１００１３００２

出荷日 ２０１０年 １月 ３０日

出荷元事業者 ヴェジキューに問い合わせ

一歩川上の事業者・ 出荷者 ヴェジキュー

識別単位のサイズ 圃場別の袋詰め

根拠となる記録の所在

【内部トレーサビリティ】

品 名

食品の識別記号

元になった商品の品目

と識別記号

根拠となる記録の所在

【受領した商品】

品 名 ニンジン

食品の識別記号 ロット番号：０７１００１３００２

受領日 ２０１０年１月３１日

受け入れた事業者 ヴェジキュー

一歩川上の事業者 ヴェジキュー

識別単位のサイズ 圃場別 ７袋（約 300ｇ*7 袋＝約 2.1Kg）

根拠となる記録の所在 コンピュータシステム
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遡及・追跡テストの計画書（２）

対象品目 キャベツ

スケジュール 導入前 －

スケジュール 導入後 ２０１０年１月３１日

対象になるフードチェ

ーン

生産者 → 卸（ヴェジキュー） → 直売場（ヴェジキュー）

【遡及の起点と目標】

遡及の起点となる事業

者の店舗及び担当者

マルシェ会場のため、店舗担当者をＦＴＳＳＩ会員が行う

遡及をしたとき、どの精

度で絞り込めることを意

図していますか

野菜において、複数の生産者が混じっていても、ロット番号から

圃場を特定することができる

遡及開始から出荷元

特定までに要する目標

時間

１０分

遡及の想定される手順 〈ロット管理を導入後〉

店舗担当者は、該当商品の表示情報（ロット番号）を連絡し、問い合わ

せを依頼する。

卸担当者は、「野菜履歴管理システム」を利用しロット番号から生産者と

圃場番号を検索する。

卸担当者は、問い合わせを受けた店舗担当者へ遡及結果を報告す

る。

遡及テスト実施のおけ

る問題発生の想定

購入した、キャベツの一部が腐っていたと連絡が入った。
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遡及テスト結果報告シート（２）

対象品目（原料及び製

品）

キャベツ

実施日時 2010 年 １月 ３１日 １６時 ４分

責任者 ＦＴＳＳＩ 淡路

遡及の流れ 消費者 → 卸

実施結果 ＯＫ

遡及開始から出荷元

特定までに要した時間

とその自己評価

遡及の時間 ２分

絞り込み範囲の自己

評価

品目別に圃場を特定できた。

応答が想定した手順

通りできたか

想定どおり

遡及の実施の手間

（担当者がどれくらい

大変だったか）

特に掛からない

その他
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遡及テスト 実施結果記入票（２）

〔集荷場 ヴェジキュー〕

【問い合わせ内容】

問い合わせ受けた日時 ２０１０年 １月 ３１日 １６：０５

問い合わせてきた人 ＦＴＳＳＩ鈴木

問い合わせ対象商品 キャベツ 先程、購入したキャベツの内側が腐っていた

回答日時 ２０１０年 １月 ３１日 １６：０７

【出荷した商品】

品 名 キャベツ

食品の識別記号 ロット番号：０７１００１３００５

出荷日 ２０１０年 １月 ３０日

出荷元事業者 ヴェジキュー

一歩川上の事業者 生産者 ：すずき農園

識別単位のサイズ ３個

根拠となる記録の所在 コンピュータシステム

【内部トレーサビリティ】

品 名 キャベツ

食品の識別記号 ロット番号：０７１００１３００５

元になった商品の品目

と識別記号

キャベツ

生産者名：すずき農園

集荷日 ： ２０１０年 １月 ３０日

根拠となる記録の所在 サーバ

【受領した商品】

品 名 キャベツ

食品の識別記号 生産者名すずき農園、集荷日：２０１０年 1 月３０日

受領日 ２０１０年１月３０日

受け入れた事業者 ヴェジキュー

一歩川上の事業者 生産者：すずき農園

識別単位のサイズ ３個

根拠となる記録の所在 ヴェジキュー：出荷伝票，栽培履歴 １月３０日集荷分



- 86 -

遡及テスト 実施結果記入票（２）

〔マルシェジャポン青山直売所 ヴェジキュー〕

【問い合わせ内容】

問い合わせ受けた日時 ２０１０年 １月 ３１日 １６：０５

問い合わせてきた人 ＦＴＳＳＩ 鈴木

問い合わせ対象商品 キャベツ 先程、購入したキャベツの内側が腐っていた

回答日時 ２０１０年 １月 ３１日 １６：０７

【出荷した商品】

品 名 キャベツ

食品の識別記号 ロット番号：０７１００１３００５

出荷日 ２０１０年 １月 ３０日

出荷元事業者・事業所 ヴェジキューに問い合わせ

一歩川上の事業者 生産者 ： すずき農園

識別単位のサイズ １個

根拠となる記録の所在 直売場 売上情報

【内部トレーサビリティ】

品 名

食品の識別記号

元になった商品の品目

と識別記号

根拠となる記録の所在

【受領した商品】

品 名 キャベツ

食品の識別記号 ロット番号：０７１００１３００５

受領日 ２０１０年１月３０日

受け入れた事業者 ヴェジキュー

一歩川上の事業者 ヴェジキュー

識別単位のサイズ ３個

根拠となる記録の所在 コンピュータシステム
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追跡テストの計画書（２）

対象品目 キャベツ

スケジュール 導入前

スケジュール 導入後 ２０１０年１月３１日

対象になるフードチェ

ーン

生産者 → 卸（ヴェジキュー） → 直売場（ヴェジキュー）

【追跡の起点と目標】

追跡の起点となる事業

者の店舗及び担当者・

連絡先

生産者

追跡をしたとき、どの精

度で絞り込めるか

生産者と圃場番号から出荷先をすべて特定することができる

追跡開始から販売先

特定までに要する目標

時間

１０分

追跡時に想定される手

順

〈ロット管理を導入後〉

１，追跡の依頼を受けた卸事業者の担当者は、「野菜履歴管理シス

テム」を使用し追跡対商品のロット番号から販売先を全て明らかにす

る

２，販売先担当者に電話し、ロット番号を伝え追跡と報告を依頼する

３，また、販売されていない（店内にある）場合は、現場担当者に知ら

せ、現場にあることを確認させ、現場にある該当商品の数やロット番

号の報告をえる。

追跡テスト実施におけ

る問題発生の想定

出荷したロットに保存状態の悪い“キャベツ”が誤って混入したことが

発覚し店舗へ連絡した。
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追跡テスト結果報告シート（２）

対象品目 キャベツ

実施日時 2010 年 １月 ３１日 １６時 ４分

責任者 ＦＴＳＳＩ 鈴木

追跡の流れ 生産者 → 卸 → 店舗

実施結果 ＯＫ

追跡開始から販売先特

定までに要した時間とそ

の自己評価

遡及の時間 ２分

絞込み範囲の自己評価 特定の出荷先を特定できた。

応答が想定した手順通

りできたか

コンピュータシステムで検索ができ、想定道理の表示ができた

追跡の実施の手間

（担当者がどれくらい大

変だったか）

1 回のコンピュータ検索でできた。

その他
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追跡テスト 実施結果記入票（２）

〔集荷場 ヴェジキュー〕

【問い合わせ内容】

問い合わせ受けた日

時

２０１０年 １月 ３１日 １６：０５

問い合わせてきた人 生産者：すずき農園

問い合わせ対象商品 キャベツ １月３０日に出荷した圃場３のキャベツ

回答日時 ２０１０年 １月 ３１日 １６：０７

【出荷した商品】

品 名 キャベツ

食品の識別記号 ロット番号：０７１００１３００５

出荷日 ２０１０年 １月 ３０日

出荷元事業者 ヴェジキューに問い合わせ

一歩川上の事業者 生産者 ： すずき農園 圃場 ： １番

識別単位のサイズ ３個

根拠となる記録の所在 出荷伝票，栽培履歴 １月 ３０日集荷分

【内部トレーサビリティ】

品 名 キャベツ

食品の識別記号 ロット番号：０７１００１３００５

元になった商品の品目

と識別記号

キャベツ

生産者名：すずき農園

集荷日 ： ２０１０年 １月 ３０日

根拠となる記録の所在 サーバ

【受領した商品】

品 名 キャベツ

食品の識別記号 生産者名：すずき農園、集荷日：1 月３０日

受領日 １月３０日

受け入れた事業者 ヴェジキュー

一歩川上の事業者 すずき農園

識別単位のサイズ ３個

根拠となる記録の所在 出荷伝票，栽培履歴 １月 ３０日集荷分
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追跡テスト 実施結果記入票（２）

〔マルシェジャポン青山直売場 ヴェジキュー〕

【問い合わせ内容】

問い合わせ受けた日

時

２０１０年 １月 ３１日 １６：０５

問い合わせてきた人 鈴木

問い合わせ対象商品 キャベツ 先程、購入したキャベツの内側が腐っていた

回答日時 ２０１０年 １月 ３１日 １６：０７

【出荷した商品】

品 名 キャベツ

食品の識別記号 ロット番号：０７１００１３００５

出荷日 ２０１０年 １月 ３０日

出荷元事業者 ヴェジキュー

一歩川上の事業者 生産者 ： すずき農園 圃場 ： １番

識別単位のサイズ １個

根拠となる記録の所在 出荷伝票，栽培履歴 １月 ３０日集荷分

【内部トレーサビリティ】

品 名

食品の識別記号

元になった商品の品目

と識別記号

根拠となる記録の所在

【受領した商品】

品 名 キャベツ

食品の識別記号 ロット番号：０７１００１３００５

受領日 ２０１０年１月３０日

受け入れた事業者 ヴェジキュー

一歩川上の事業者 生産者 ： すずき農園 圃場 ： １番

識別単位のサイズ １個

根拠となる記録の所在 出荷伝票，栽培履歴 １月 ３０日集荷分
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12.3. 2010 年 2 月７日 マルシェジャポン青山会場実証テスト報告

遡及テストの計画書

対象品目 ニンジン

スケジュール 導入前 －

スケジュール 導入後 ２０１０年２月７日

対象になるフードチェー

ン

顧客 → 直売場（ヴェジキュー） → 卸（ヴェジキュー）

【遡及の起点と目標】

遡及の起点となる事業者

の店舗及び担当者・連絡

先

顧客がマルシェ会場へ来てニンジンの不良を言ってきた

卸売業者（田村氏）が事務所（橋本氏）へ電話を掛ける

遡及をしたとき、どの精度

で絞り込めるか

不良ニンジンのロット番号から生産者と圃場番号から出荷先をすべて

特定することができる

追跡開始から販売先特

定までに要する目標時間

１０分以内

追跡時に想定される手順 〈ロット管理を導入後〉

１，不良ロットを発見した卸売業者（ヴェジキュー）の担当者は、「野菜

履歴管理システム」を使用し不良商品のロット番号から生産者と圃場

番号を特定し、販売先を全て明らかにする

２，販売先担当者に電話し、ロット番号を伝え追跡と報告を依頼する

遡及テスト実施における

問題発生の想定

卸売業者（ヴェジキュー）でニンジンが不良であることが判明した。
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遡及テスト 実施結果記入票

〔集荷場 ヴェジキュー〕

【問い合わせ内容】

問い合わせ受けた日時 ２０１０年 ２月 ７日 １６：０２

問い合わせてきた人・連

絡先

顧客が販売をしているヴェジキューへ味賀おかしいと言ってきた。

問い合わせ対象商品 ニンジン ロット番号：０７１００２０６０７

回答日時 ２０１０年 ２月 ７日 １６：１０

【出荷した商品】

品 名 ニンジン

食品の識別記号 ロット番号：０７１００２０６０７

出荷日 ２０１０年 ２月 ７日

出荷元事業者 ヴェジキュー

一歩川上の事業者 生産者 ： すずき農園、たなか農園

識別単位のサイズ ２袋（約 300ｇ*2 袋＝約 600ｇ）

根拠となる記録の所在 コンピュータシステム

【内部トレーサビリティ】

品 名 ニンジン

食品の識別記号 ロット番号：０７１００２０６０７

元になった商品の品目と

識別記号

商品 ：ニンジン

生産者：たなか農園、すずき農園

集荷日：２０１０年 2 月６日

根拠となる記録の所在 コンピュータシステム

【受領した商品】

品 名 ニンジン

食品の識別記号 生産者名：たなか農園、集荷日：２０１０年 2 月６日 （納品書）

受領日 ２０１０年２月６日

受け入れた事業者 ヴェジキュー

一歩川上の事業者 生産者：たなか農園

識別単位のサイズ ５㎏

根拠となる記録の所在 ヴェジキュ-（卸売業） 出荷伝票、栽培履歴 ２月６日分



- 93 -

【受領した商品】

品 名 ニンジン

食品の識別記号 生産者名：すずき農園、集荷日：２０１０年 2 月６日 （納品書）

受領日 ２０１０年２月６日

受け入れた事業者 ヴェジキュー

一歩川上の事業者 生産者：すずき農園

識別単位のサイズ ３㎏

根拠となる記録の所在 ヴェジキュー（卸売業） 出荷伝票、栽培履歴 ２月６日分
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遡及テスト 実施結果記入票

〔マルシェジャポン青山直売場 ヴェジキュー〕

【問い合わせ内容】

問い合わせ受けた日時 ２０１０年 ２月 ７日 １６：０２

問い合わせてきた人・連

絡先

顧客が販売をしているヴェジキューへ味がおかしいと言ってきた。

問い合わせ対象商品 ニンジン ロット番号：０７１００２０６０７

回答日時 ２０１０年 ２月 ７日 １６：１０

【販売した商品】

品 名 ニンジン

食品の識別記号 ロット番号：０７１００２０６０７

出荷日 ２０１０年 ２月 ７日

出荷元事業者 ヴェジキュー

一歩川上の事業者 生産者 ： すずき農園、たなか農園

識別単位のサイズ １袋（約 300ｇ）

根拠となる記録の所在

【内部トレーサビリティ】

品 名

食品の識別記号

元になった商品の品目

と識別記号

根拠となる記録の所在

【受領した商品】

品 名 ニンジン

食品の識別記号 ロット番号：０７１００２０６０７

受領日 ２０１０年２月７日

受け入れた事業者 ヴェジキュー

一歩川上の事業者 生産者：すずき農園、たなか農園

識別単位のサイズ ２袋（約 300ｇ*2＝約 600ｇ）

根拠となる記録の所在 ヴェジキュー（卸売業） 出荷伝票、栽培履歴 ２月６日分
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追跡テストの計画書

対象品目 ニンジン

スケジュール 導入前

スケジュール 導入後 ２０１０年２月７日

対象になるフードチェー

ン

生産者 → 卸（ヴェジキュー） → 直売場（ヴェジキュー）

【追跡の起点と目標】

追跡の起点となる事業者

の店舗及び担当者・連絡

先

卸売業者（ヴェジキュー）がマルシェ会場で発見した。

卸売業者（田村氏）が事務所（徳丸氏）へ電話を掛ける

追跡をしたとき、どの精度

で絞り込めるか

腐っている人参のロット番号から生産者と圃場番号から出荷先をす

べて特定することができる

追跡開始から販売先特

定までに要する目標時間

１０分以内

追跡時に想定される手順 〈ロット管理を導入後〉

１，不良ロットを発見した卸売業者（ヴェジキュー）の担当者は、「野菜

履歴管理システム」を使用し不良商品のロット番号から生産者と圃場

番号を特定し、販売先を全て明らかにする

２，販売先担当者に電話し、ロット番号を伝え追跡と報告を依頼する

３，また、販売されていない（店内にある）場合は、現場担当者に知ら

せ、現場にあることを確認させ、現場にある該当商品の数やロット番

号の報告をえる。

４，現場にある該当商品の回収を行う（マルシェ会場）

追跡テスト実施における

問題発生の想定

卸売業者（ヴェジキュー）で人参の１つが腐っていることがマルシェ会

場で判明した。
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遡及テスト結果報告シート

対象品目 ニンジン

実施日時 2010 年 ２月 ７日 １６時 ４分

責任者 ＦＴＳＳＩ 淡路

追跡の流れ 生産者 → 卸 → 店舗

実施結果 ＯＫ

追跡開始から販売先特

定までに要した時間とそ

の自己評価

遡及の時間 ２分

絞込み範囲の自己評価 圃場まで遡及できた

応答が想定した手順通

りできたか

想定どおり

追跡の実施の手間

（担当者がどれくらい大

変だったか）

掛からなかった

その他
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追跡テスト 実施結果記入票

〔集荷場 ヴェジキュー〕

【問い合わせ内容】

問い合わせ受けた日時 ２０１０年 ２月 ７日 １６：０２

問い合わせてきた人・連

絡先

直売場の田村さんからニンジンの不良ロットの連絡あり、たなか農園に

確認したところニンジンの圃場に農薬混入のおそれがあることが判明。

問い合わせ対象商品 人参 ロット番号：０７１００２０６０７

回答日時 ２０１０年 ２月 ７日 １６：１０

【出荷した商品】

品 名 ニンジン

食品の識別記号 ロット番号：０７１００２０６０７、０７１００２０６０５、０７１００２０６０４

出荷日 ２０１０年 ２月 ７日

出荷元事業者 ヴェジキュー

一歩川上の事業者 生産者 ： たなか農園

識別単位のサイズ ３９袋（約 300g＊4 袋+約 150ｇ*2 袋+約 100ｇ*33 袋＝約 4.8Kg）

※混在のロットは半分の重量の 150ｇとした

根拠となる記録の所在 サーバ

【内部トレーサビリティ】

品 名 ニンジン

食品の識別記号 ロット番号：０７１００２０６０７、０７１００２０６０５、０７１００２０６０４

元になった商品の品目と

識別記号

ニンジン 集荷日：２０１０年２月６日

生産者：たなか農園、圃場２

根拠となる記録の所在 サーバ

【受領した商品】

品 名 ニンジン

食品の識別記号 生産者名、品目名、集荷日 （納品書）

受領日 ２０１０年２月６日

受け入れた事業者 ヴェジキュー

一歩川上の事業者 生産者：たなか農園

識別単位のサイズ ５㎏

根拠となる記録の所在 ヴェジキュー（卸売業）
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追跡テスト 実施結果記入票

〔マルシェジャポン青山直売場 ヴェジキュー〕

【問い合わせ内容】

問い合わせ受けた日時 ２０１０年 ２月 ７日 １６：０２

問い合わせてきた人・連

絡先

直売場の田村さんが、ニンジンの不良ロットを発見して、事務所に連

絡して原因調査を依頼

問い合わせ対象商品 ニンジン ロット番号：０７１００２０６０７

回答日時 ２０１０年 ２月 ７日 １６：１０

【回収した商品】

回収指示の連絡 ２０１０年 ２月 ７日 １６：０２

ヴェジキューから連絡があり、該当商品の回収を指示される。

１５：４５に連絡されるも、販売対応の為、電話連絡が繋がらなかった。

回収指示の内容

ロット番号の確認

２０１０年 ２月 ７日 １６：０４

ロット番号：０７１００２０６０７ 数量：２袋

ロット番号：０７１００２０６０５ 数量：４袋

ロット番号：０７１００２０６０４ 数量：１３袋

回収作業 ２０１０年 ２月 ７日 １６：０４ ～ １６：０８

店頭に並べた４８袋の店頭在庫から該当のロット番号を探す。

ロット番号：０７１００２０６０７ 数量：１袋 生産者：すずき農園、たなか

農園

ロット番号：０７１００２０６０５ 数量：３袋 生産者：たなか農園

ロット番号:０７１００２０６０４ 数量：１２袋 生産者：たなか農園

を抽出し、回収する。

回収結果 回収指示のあった、全１９袋のうち、１６袋は店頭在庫から回収でき

た。残り、３袋は販売済みであり、消費者が購入済みと判明した。

[販売済みのロット番号]

ロット番号：０７１００２０６０７ 数量：１袋

ロット番号：０７１００２０６０５ 数量：１袋

ロット番号：０７１００２０６０４ 数量：１袋

別途、消費者に対する告知を行わなければならない。

回収結果の連絡 ２０１０年 ２月 ７日 １６：１０

回収完了分及び未回収分について、ヴェジキューに連絡する。
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【内部トレーサビリティ】

品 名

食品の識別記号

元になった商品の品目と

識別記号

根拠となる記録の所在

【受領した商品】

品 名 ニンジン

食品の識別記号 生産者名、品目名、集荷日 （納品書）

受領日 ２０１０年２月６日

受け入れた事業者 ヴェジキュー

一歩川上の事業者 生産者：たなか農園

識別単位のサイズ ３９袋（約 300g＊4 袋+約 150ｇ*2 袋+約 100ｇ*33 袋＝約 4.8Kg）

※混在のロットは半分の重量の 150ｇとした

根拠となる記録の所在 ヴェジキュー（卸売業）
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追跡テスト結果報告シート

対象品目 ニンジン

実施日時 2010 年 ２月 ７日 １６時 ４分

責任者 ＦＴＳＳＩ 鈴木

追跡の流れ 生産者 → 卸 → 店舗

実施結果 ＯＫ

追跡開始から販売先特

定までに要した時間とそ

の自己評価

追跡の時間 ２分

今回は、店頭の回収のシミュレーションまで行った。

多くの店頭在庫から探す時間が掛かってしまった。

絞込み範囲の自己評価 サーバの情報から出荷先を短時間で特定できた。

応答が想定した手順通

りできたか

手順どおり出きた。

追跡の実施の手間

（担当者がどれくらい大

変だったか）

店頭在庫から特定のロットを探しだす作業に手間が掛かってしまう。

ロット番号：０７１００２０６０４は、他の商品と金額も場所も異なっていた

為回収は、比較的簡単であった。

その他 回収商品を探すのが大変になると創造します。
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