
 - 1 - 

 

 

 

 

 

食品トレーサビリティシステムにおける 

相互運用性に関する調査報告書 

 

 

 

 

 

平成 18 年 3 月 

 

 

 

 
 

平成 17 年度農林水産省消費・安全局補助
ユビキタス食の安全・安心システム開発事業



 - 2 - 

 

 



 - i - 

はじめに 

 
食品トレーサビリティシステム標準化推進協議会 

会長 松田友義 

（千葉大学大学院自然科学研究科） 

 

 本報告書は、平成 17 年度農林水産省消費・安全局補助事業「ユビキタス食の安全・安

心システム確立事業」の一環として行われた「食品トレーサビリティシステムにおける相

互運用性に関する調査」の報告書である。 

 トレーサビリティシステムの導入が緊急の課題として考慮され始めてから既に５年近く

経過している。トレーサビリティという言葉自体の認知は関連事業者の間にある程度進ん

だものと思われるが、その具体的な概念については曖昧な点が多く関係者間でも微妙に異

なる認識が為されているのが現状であろう。まして、トレーサビリティシステムの実際の

普及度ということになれば、残念ながら緒に就いたばかりと言わざるを得ない。 

 思ったように普及が進まない原因の一つに、「ガイドライン」に規定されたチェーン全体

を通したシステムを組むためには予め組織作りをしなければならず、それが困難だったこ

と、品目別・チェーン別のシステム開発が先行したため普及に広がりを持たせることがで

きなかったこと等が挙げられる。食品トレーサビリティシステム標準化推進協議会（Food 

Traceability System Standardization Initiative、略称：FTSSI）（以下 当協議会、または、

FTSSI という）は、システム開発企業を中心に食品加工・流通関連企業を含めた食品関連

業界横断的な組織として設立され、設立当初からこれらの困難の克服を課題としており、

相互運用性の確立を活動の目的としてきた。その意味で本調査を行うのに最も適した組織

であると言える。もちろん FTSSI の会員各企業には、それぞれトレーサビリティシステム

に対する立場に応じた相違点が存在する。本調査に当たっては、立場の相違があることを

前提として、調査結果の解釈には公正性を持たせるように留意した。 

 調査の過程で多くの役立つ知見を得ることができた。それらは報告書の中に生かされて

いるはずである。相互運用を図らなければならない部分の明確化や、普及促進のためには

ワンステップバック・ワンステップフォーワードの、チェーントレーサビリティの単位と

も言うべき取り組みから始めることが早道である等の提言は、TraceFish の例からも明ら

かなように世界の流れになりつつある。 

消費者が望む「安全な食品を安心して消費できる環境」を構築するためにも、関連企業・

組織の連携は必須である。連携して普及を図るのでなければ「食料・農業・農村基本計画」

や「IT 新改革戦略」に掲げられた目標の達成は困難となる。本報告書が食品関係企業・組

織の連携のための一助になれば幸である。 
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第１章 調査の背景 －食品トレーサビリティシステムの現状－  
 

１.１ 食品トレーサビリティの現状 

 

 2001 年 9 月に国内で BSE（牛海綿状脳症）が発見されて以来、農林水産分野のトレー

サビリティシステム（生産・加工から小売までの流通経路のトレースフォーワード、ある

いはその逆方向でのトレースバック）への要請が強まってきている。農林水産省は「食の

安全・安心のための政策推進本部」を設置して政策大綱をまとめ、平成 15 年度に法整備

（食品安全基本法等）を行うとともに、食糧庁の廃止や消費・安全局の創設などの組織改

革と新たな行政組織（食品安全委員会）創設を行った。国民の健康の保護が最も重要であ

るとの基本的認識に立った歴史的な政策転換が行われたのである。 

 こうした流れに迅速に対応しようと、現在、生産・流通・加工等食品業界に携わる各種

団体・企業等がトレーサビリティに関する様々な取り組みを開始し、食品トレーサビリテ

ィを実現するための情報システム導入が推進されている。 

 消費者の「食への不信感」を払拭するためには、食品に使用されている原材料や生産・

流通工程に関して、科学的・客観的な根拠に基づいた情報対策を講じることが基本となる。

そして食品の供給者は、確保した安全性に関する情報や履歴情報を、何らかの識別単位（個

体もしくはロット）毎に食品とリンクさせる仕組みを作る必要がある。このような安全と

安心の仕組みは、食品の生産・加工・流通に関わる各プレーヤーが独自性を発揮しながら

も、業界全体として消費者に「安心」を提供するものでなければならない。トレーサビリ

ティシステム実現のためには、消費者の信頼に応える「標準的枠組」と、それを支える「社

会基盤」作りについて、食品の生産・加工・流通・販売に関する各種プレーヤーが知恵を

出し合い、より効率的で効果的なしくみを作り上げることが必要になってきている。 

 

 

１.２ 国内の食品トレーサビリティシステム普及に向けた課題 

 

 「農場から食卓まで」の食品流通全過程で、各種履歴情報を食品とリンクさせるトレー

サビリティシステムは、業界全体として消費者に「安心」を提供するものでなければなら

ない。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。しかし、その意味・意義

については、未だ正しく理解されていないところも多く、実際の普及に至っては、食品業

界全体でみるとやっと第１歩を踏み出した段階に過ぎない。 

 ただし、第１歩と言っても、品目や生産者団体、流通事業者、システムベンダー毎に、

それぞれ独自のトレーサビリティシステムが開発・導入されているのが現状である。各プ
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レーヤーの独自性と初期段階での積極的な取り組み姿勢は高く評価できるが、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

準化が要求されることは明らかである。 

 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・互換制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・相互運用性が望まれてくる。 

 これは、一般の消費者が品目毎に、あるいはシステム毎に異なる手続きや操作で生産履

歴や流通履歴を入手する煩雑さを軽減するだけでなく、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、業務の標準化による効率化が期待できる等、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。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

図 1-1 トレーサビリティシステムの普及に向けた取り組み 

 

 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の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相互運

用可能となってい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仕組み作りが

重要であると考える。 

 

 

１.３ 食品トレーサビリティ普及に向けた目標 

 

 食品安全行政の指針である「食の安全・安心のための政策大綱（2003年6月20日：農林

水産省）」には、消費者の視点に立った安全・安心な食料の安定供給、政策作りへの国民の
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参画の重要性が唱われている。指針の中での政策の展開方向では、関係者の意識改革を徹

底することを狙いとした以下のような方針が定められている。 

① 新たな食品行政に対応するための体制の見直し・強化 

② 産地段階から消費段階にわたるリスク管理の確実な実施 

③ 消費者の安心・信頼の確保 

④ 食の安全・安心を確保するための環境保全の取組 

⑤ 研究の充実 

 また、食品トレーサビリティの普及に向けた具体的な目標としては「食料・農業・農村

基本計画（2005年3月25日閣議決定：農林水産省）」の中で、食の安全確保及び消費者の信

頼確保として、「平成19年度 生鮮食品及び加工度の低い加工品を対象として、トレーサ

ビリティシステムを導入した品目の割合：50％」という具体的な目標が定められている。 

 

図1-2 食料・農業・農村基本計画工程表 （2005年3月 農林水産省） 

 

 一方、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（IT 戦略本部）では、「IT 新改革戦

略（2006 年 1 月 19 日）」の中で、安全・安心な社会の実現に向け、「2010 年度までに消

費者ニーズの高い国内の主要な生鮮食品等について、多くの国民が生産流通履歴情報をイ

ンターネット等で確認し、選択できるようにする」と目標を定めている。また、実現に向

けて以下の具体的な方策が定められている。 

① 2007年度までに、消費者ニーズや社会的関心を十分に把握した上で、主要な食品に

ついて、品目毎のトレーサビリティシステムの導入に関するガイドラインを策定す

るとともに、生産履歴情報を第三者認証機関が認証するJAS規格を制定する。また、

流通履歴情報を第三者認証機関が認証するJAS規格を順次制定する。 

② 食品トレーサビリティによる豊かで安心な食生活を実現するため、普及啓発に取り

組むことにより、広く国民的理解を醸成する。 
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第２章 調査の概要 
 

２.１ 用語の定義 

 

ガイドラインでは、「食品トレーサビリティ」はフードチェーン全体を通して、食品と

その情報を追跡し遡及できることと定義されているが、トレーサビリティシステム導入の

第一段階では、必ずしもフードチェーン全体を通してではなく、生産、処理・加工、流通・

販売の一部の段階で追跡、遡及に取り組む場合が多いと想定される。またフードチェーン

全体を通して実施した場合でも各段階の事業者毎に以下の識別管理が必要になってくる。 

① 受け入れた原材料等がロット単位でどこからきたのか識別でき、一段階前の事業者

に遡及できること 

② 事業者自身が原材料を受け入れてから次の事業者に出荷するまでの間の対応関係

を追跡・遡及できること 

③ 事業者が製品として出荷したものがどこに行ったか一段階後の事業者へと追跡で

きること 

上記要件は、ワンステップバック（one step back：一段階前）、ワンステップフォーワ

ード（one step forward：一段階後）として、各事業者から見たときの追跡・遡及範囲を明

確にする。各々のプレーヤーがこの原則に則ってトレーサビリティを導入し、それらがつ

ながっていくことにより、フードチェーントレーサビリティが普及すると考える。 

本調査では、これらの識別管理の範囲を明確にするため、前述の識別管理で②を事業者

内に閉じた追跡・遡及管理として「インターナル・トレーサビリティ（Internal traceability）」、

①･③については事業者間に渡る追跡・遡及管理として「エクスターナル・トレーサビリテ

ィ（External traceability）」と定義していくこととする。図 2-1 にインターナル・トレーサ

ビリティ及びエクスターナル・トレーサビリティのイメージを示す。 

図 2-1 フードチェーンにおけるインターナル・トレーサビリティ 

 及びエクスターナル・トレーサビリティのイメージ 

 

 ガイドラインでも、トレーサビリティシステム導入の第一段階として取り組む場合には、
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ﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨ

物の流れ

事業者 事業者

ｲﾝﾀｰﾅﾙ
ﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨ

ｲﾝﾀｰﾅﾙ
ﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨ

ｴｸｽﾀｰﾅﾙ
ﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨ

ｴｸｽﾀｰﾅﾙ
ﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨ

ｴｸｽﾀｰﾅﾙ
ﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨ

物の流れ物の流れ
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「業者間の組織形成に多大な時間を要する場合や、事業者間で既に稼働している情報シス

テムの連携をはかることが難しい場合には、まず、事業者それぞれが自社の内部と前後の

事業者との間で、原材料の仕入先や食品の販売先などの記録を取り、保管する（トレーサ

ビリティシステム構築に向けた取り組み）。その後、相手先を連続的に広げていくようにす

ることが有効となるので、そのような取り組み方をも考慮に入れる」と示されている。こ

の部分は、正にワンステップフォーワード・ワンステップバックの取り組みを示したもの

と解釈することができる。 

 

 

２.２ 調査の目的 

 

 本調査では、まず食品トレーサビリティシステムの現状と普及に向けた課題を整理し、

次いでそれらの課題を踏まえた上で事例調査を行い、調査結果の分析を通じて改めて問題

点・課題等の整理を行った。それによって普及の目標として定められた指標の実現、今後

約３年を目途に食品トレーサビリティを一定レベルに普及させるという目的達成のために

役立つ提言を行うことを目的とした。 

 

 

２.３ 相互運用性の確保及び、標準化のための要素・要件の選定 

 

２.３.１ 食品トレーサビリティ普及の課題 

 食品トレーサビリティシステム普及のためには、共通性や連携性を確保した相互運用が

不可欠であるという前提の下に、現状の運用状況を踏まえて相互運用を実現するために克

服しなければならない課題をクローズアップして調査対象を選定した。 

 食品トレーサビリティ普及に向けての我々の共通認識は、 

① 食品トレーサビリティシステムに要するコスト負担・回収のしくみの確立（特定の

段階や事業者に利益が偏らないこと） 

② 食品トレーサビリティシステムを導入・運用する目的や意義がフードチェーンを構

成する各段階のステークホルダー間で共通認識として理解されていること 

③ 食品トレーサビリティシステムを運用するための情報リテラシーが具備されてい

ること 

④ 生産～加工～流通～小売～消費者へとフードチェーンを構成する業種間で、個々の

業界を越えてトレーサビリティに関する情報が連携されていること 

等が課題とされているというものである。 

さらに現実的には、経済的な側面や、業界間・省庁間にまたがる思惑の相違といった側
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面からも検討を進めなければならないということは言うまでもない。しかしながら、本調

査では、主テーマである「相互運用性」にターゲットを絞り、相互運用を実現する上で必

要となる技術的な側面を中心に調査を進めた。 

 

２.３.２ 要素・要件の選定 

食品トレーサビリティの普及を妨げる大きな要因として、先述のように「標準的なもの」

がないことを挙げることができる。そこで、始めに「標準とはどうあるべきか」を検討し、

「要素・要件」を洗い出し、調査対象の選定を図ることにした。 

ここでは、技術的側面を中心に標準化すべき「要素・要件」として、①情報とモノを一

体化する為の識別子、②情報を管理する為の技術、③情報を伝達する為のプロトコル、④

普及のためのガイドライン、すなわち以下の４項目を選定した。 

① コード関連 

② 情報管理関連 

③ 通信・プロトコル関連 

④ ガイドライン関連 

 

 

２.４ 調査対象の選定 

 

 調査対象としては、上記「要素・要件」を踏まえ、既に食品トレーサビリティに取り組

んでいる業界として、加工食品業界とヨーロッパの水産業界を選定した。 

加工食品業界では、（財）流通システム開発センターの主導で「原材料入出荷・履歴遡

及ガイドライン」を策定し、トレーサビリティの導入・普及の促進を図っている。また、

エクスターナル・トレーサビリティの重要な要素であるコード関連についても、同ガイド

ラインに詳細が規定されている。さらに、海外からの原料輸出入がある業界でもあり、相

互運用のための標準化への指向性は高い。また、リスク管理に関する情報管理技術の取り

組みは、すぐにでもインターナル・トレーサビリティへと移行できる可能性を持っている

といえる。 

ヨーロッパ水産業界では、現在 TraceFish といわれるトレーサビリティシステムの導入

が図られている。TraceFish は EU という言語・文化の異なる国家間を跨ぐことを視野に、

2002 年に開発プロジェクトが終了し、一般公開された。同業界では、EU を主体にフード

チェーン（Food-Plus）をも睨んで取り組んでおり、TraceFish ガイドラインを軸にコード

は GS1 標準を基本として、情報伝達技術には XML を採用し、普及に向けて展開中である。 

 本調査では、上記２つの取り組みを調査対象として選定し、現地視察及びヒアリング調

査を行った。 
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第３章 調査内容と調査結果 
 

３.１ 国内の加工食品業界と 

原材料入出荷・履歴情報遡及システムガイドライン 

 

３.１.１ 調査対象と調査方法 

加工食品については、食品トレーサビリティの相互運用に関して、原材料メーカーと加

工食品メーカー間のトレーサビリティに関する調査を実施した。 

この業界では、実証実験に留まることなく、実運用段階でトレーサビリティを実施して

いる企業が既に多く存在している。図 3.1-1 に加工食品トレーサビリティの概念図を示す。

また、トレーサビリティの導入、相互運用普及を進めていく上で、異なる企業間で情報を

伝達する際のコードや表示に関する取り決めが必要であるという理由により、原材料メー

カー、加工食品メーカー間のトレーサビリティのガイドラインとして、2004 年に（財）流

通システム開発センターから「原材料メーカー・加工食品メーカー間 原材料入出荷・履

歴情報遡及システムガイドライン －トレーサビリティ実現のために－（以下、原材料入

出荷・履歴情報遡及システムガイドラインとする）」が発行されている。 

 

 

加工食品については、まず上記ガイドラインを発行した（財）流通システム開発センタ

ーに対し、業界の概要及び同ガイドラインについてのヒアリング調査を行った。その上で

既にトレーサビリティを実施しているいくつかの加工メーカーを調査対象として選定し、

取り組みの実態及び同ガイドラインの活用実態についてヒアリング調査・アンケート調査

を行った。一方、トレーサビリティ未実施企業に対しても、今後の取り組みの可能性やそ

の上での課題についてヒアリング調査・アンケート調査を行った。 
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図 3.1-1 加工食品のトレーサビリティ概念図 
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調査対象の企業は、上記ガイドライン作成に関係した企業と、トレーサビリティを実施

している企業を中心に、製造する製品の扱い品目が重ならないように 14 社を選び、調査

を実施した。なお、調査対象企業の具体的な社名は伏せてあることを予めお断りしておく。 

 

 

３.１.２ ガイドライン策定団体調査結果 

加工食品の調査を進めていく上で「原材料入出荷・履歴情報遡及システムガイドライン」

を策定している（財）流通システム開発センター1に、本調査の主旨を説明し、食品トレー

サビリティ全般に対する現状や課題、方向性と同ガイドラインの運用状況、課題や調査を

進めるうえでのアドバイスを伺った。 

 

［加工食品原材料トレーサビリティの取り組み］ 

加工食品原材料トレーサビリティの取り組み状況については、メーカー毎に大きな温度

差がある。実際に取り組みを開始した企業も出てきており、その現状と普及に向けた調査

を行うことは意義があるとのことだった。 

 

［生鮮食品に関するトレーサビリティの取り組み］ 

生鮮食品に関するトレーサビリティについては、取り組みに向けた課題が多く、実態調

査を行うことは難しいと言うことだった。これは、生鮮食品に関する実証実験を実施して

も、その後に継続して実運用している事業が少ないことから、生鮮食品の生産段階からの

チェーントレーサビリティの実現は非常に厳しいと認識しているようだった。 

このことは「調査と情報 2006 年 1 月号（農林中金総合研究所）」における以下のよう

な記述からも裏付けすることができた。「農協での生産履歴記帳運動の始まりによって、デ

ータ保管率は 93％になったとしている。全農安心システムには 169 産地の参加であるが、

全国に広がる全生産地の全体数からすると非常に低い比率である。また、トレーサビリテ

ィを実施しているかどうかの判断も定義通りにはなっていない場合がある。」 

 

［生鮮食品と加工食品のトレーサビリティの整合性］ 

生鮮食品のトレーサビリティシステムに関しては、2005 年に行われた（社）食品需給研

究センターによる調査結果「トレーサビリティシステム導入事例集」において、品目毎に

使用するコードが異なっているため（例えば、米の生産から小売に至る流通経路は辿れて

も、それが加工食品の原材料として使用される場合には、受け入れ側である加工食品メー

カーは、産地毎のそれぞれ独自の仕組みやコードと連携をとる必要がある）、情報連携が非

                                                  
1 （財）流通システム開発センターは、我が国の共通食品コードとして流通情報システムの基盤となっ
ている JAN（Japanese Article Number）コードの管理及び普及を行っている機関である。 
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常に複雑になってしまうという難点が指摘されている。また、産地側においてトレーサビ

リティの取り組みが一部でしか始まっていないため、扱う産地が複数になった場合にはシ

ステムの運用が難しいという現状も指摘されている。この問題を克服するためにも、トレ

ーサビリティに取り組んでいない産地であっても、品名やロットの特定が可能な仕組みが

必要であるとのことであった。 

そのような問題を解決するために原材料入出荷・履歴情報遡及システムガイドラインで

は、食肉、青果、水産物について、（財）食品流通構造改善促進機構が 1997 年から 2001

年にかけて実施した「生鮮食品等取引電子化基盤整備開発事業」により策定したガイドラ

インで、標準化されたコードとの連携を行うことになっていることが紹介された。しかし、

この普及が思うように進んでいないことが、生鮮食品におけるチェーントレーサビリティ

の普及の遅れの一因になっている可能性があるとのことであった。また、生鮮食品のトレ

ーサビリティは扱うものが自然条件に負うところが多いことから、定数で管理可能な工業

製品より難しいとの認識も示された。 

 

［ヒアリング内容を踏まえた考察］ 

以上のヒアリング結果から、まずは工業製品に近い加工食品のトレーサビリティの現状

を調査することが、今後、生鮮食品へトレーサビリティを広げるに当たっても、その可能

性や課題を検証する上で大いに参考になるものと考えられた。 

 

 

３.１.３ 企業調査結果 

トレーサビリティを実施している加工食品企業を対象にして、トレーサビリティに関す

る取り組みの実態調査や、ガイドラインがどのように取り入れられているかについて調査

を実施した。また、現在はトレーサビリティを実施していない企業でも、今後トレーサビ

リティの取り組みの可能性や取り組みに当たっての問題点についてヒアリング調査を進め、

今後の普及・相互運用を進める上での課題を分析し、それを踏まえた施策等について検討

を行った。 

 調査項目は大きく２つに分け、トレーサビリティシステムにおける「標準化」について

必要な要件の調査を実施した。また、調査を実施した各企業において、すでに導入・運用・

提供・販売している、または開発の検討をしているトレーサビリティシステムについて、

取り組み状況をヒアリング調査し、その目的や取り扱う情報、情報の伝達・管理方法等の

具体的な内容・取組状況について分析した。さらに、今後の課題やトレーサビリティ普及

に向けた提言等についても調査を行った。 
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１）トレーサビリティシステムにおける「標準化」について 

～「標準化」を図る上で考慮すべき点～ 

 

 「標準化」を図る上で考慮すべき点として、各種コード、記録する情報、表示内容・方

法、情報管理・伝達方法に関して、各々の標準化すべき項目等について調査を行った。 

 

【調査 1.1】各種コードについて 

 

・ 生産者・企業コード、商品識別のためのコード、商品履歴情報に関するコード、流通

経路に関するコード、商品ロットに関するコード全てについて、６割以上の企業が標

準化を図る上で重要であると考えていた。特に商品識別のためのコードについては、

９割以上の企業が重要と考えていた。 

・ その他の標準化に相応しいコードとして、情報開示の際のコード、容器・リサイクル

のためのコード、商品のシリアル番号、期限に関するコードの統一等が上げられた。

・ 自社内は独自コードで運用し、外部に出す際に標準コードに変換して運用するという

提案が出された。このような運用ではガイドラインはあくまで external（事業者間）

のみで可能なのではと思われた。 

・ 標準化に相応しいコード体系として、国際標準準拠を望む企業があった。 

63.6% 9.1% 27.3%

72.7% 9.1% 18.2%

72.7% 9.1% 18.2%

90.9% 0.0%9.1%

81.8% 0.0% 18.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

⑤ 商品ロットに関する
     コード

④ 流通経路に関する
    コード

③ 商品履歴情報に関する
    コード

② 商品識別のための
    コード　　

① 生産者・企業
    コード　　　　　　

はい いいえ どちらとも

 

図 3.1-2 【調査 1.1】各種コードについて 
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図 3.1-2 中の①～⑤の他に標準化が必要として挙げられたコードとコードに関する意見

には以下のようなものがあった。 

・ 情報開示の際のコード、容器・リサイクルのためのコード 

・ 商品のシリアル番号 

・ 期限に関するコード（賞味期限と製造日時があるが賞味期限で統一すべき） 

・ ロットを特定するためのコードはメーカー固有コードとすべき 

・ 自社内は独自コードで運用。外部に出す際は変換（独自←→標準）で運用できるので

はないか。したがってガイドラインはあっても良いがあくまで external のみで可能な

のではと思われる。 

 

また、標準化に相応しいコード体系として、以下の２点が挙げられた。 

・ 民間会社の食品トレーサビリティ研究会が提唱したコード（ガイドライン） 

・ GTIN（輸入の割合が多く、国内コードでは限界） 

 

【調査 1.2】記録する情報について 

 

・記録する情報として、８割以上の企業が「流通・物流履歴に関する情報項目」の標準化

を望んでいる。次いで多かったのは「生産・栽培履歴に関する情報項目」であった。 

18.2% 45.5% 36.4%
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81.8% 18.2% 0.0%

63.6% 27.3% 9.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

④ 各種履歴情報の管理方法

③ 加工・製造履歴に関する
情報項目

② 流通・物流履歴に関する
情報項目

① 生産・栽培履歴に関する
情報項目

はい いいえ どちらとも

 

図 3.1-3 【調査 1.2】記録する情報について 
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具体的な意見としては以下のようなものがあった。 

・ 容器、リサイクルに関するもの。容器の材質は通常、プラスティック、紙、ペットの

類であるが材料と廃棄ルールについての標準化を求む。レベルとしては例えば野菜、

魚 etc の枠組みまでの標準化でよいのでは？ 

・ 原料を買い付けてそれを契約工場に委託生産する際、アレルギー、添加物に関する情

報は全て保有しているが、これは標準化していない。PB 製品の場合は逆に標準化すべ

きである。PR とリスク管理は別物と考えている。 

・ 原料表示、成分表示。法律で決められた範囲ではアレルゲン５項目を表示。 

・ 製造工程の履歴の情報公開を検討しているが、チルドなので製品検査より出荷の方が

先となり、「出荷判定基準の標準化」があると良い。 

 

【調査 1.3】表示内容・方法について 

 

・表示内容・方法等に関する標準化では、表示情報、書式、出荷日・賞味期限など日付に

関する表示の全てに対して 6 割以上の企業が標準化を望んでいた。 

80.0% 10.0% 10.0%

77.8% 11.1% 11.1%

66.7% 11.1% 22.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

③ 出荷日、賞味期限など
日付に関する表示

② 表示書式

① 表示情報
（内容や項目など）

はい いいえ どちらとも

 

図 3.1-4 【調査 1.3】表示内容・方法について 

 

その他関連する意見としては以下のものがあった。 

・ 全て法的に決まっている。JAS 法に則った形でしか運用しない。従ってコメントしよ

うがない。 

・ 表示情報については、最低必要な分を標準化したほうがいい。それ以上は任意。 

・ アレルゲン５項目は義務化されている。推奨としては 20 項目であるが、当社では全て

表示。 
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【調査 1.4】情報の管理・伝達に関する方法について 

 

・ 情報管理に関しては、共同利用型情報センター設置等による「集中型情報管理」を標

準化の目標として考える企業はなく、自社、自己での「分散型情報管理」を考えてい

た。 

・ 標準化のための異なるシステム間のデータ連携としては、コスト面を考慮して必ずし

も電子的なつながりとしてではなく、現状運用されている１次元、２次元バーコード

で連携できると考えている企業が多く、それを実現するためのコードの統一や標準化

されたものへの変換を望んでいた。 

 

（１） 集中型情報管理・分散型情報管理のうち、情報の管理方法について標準化に相応し

いもの 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

　① 集中型情報管理

 （共同利用型情報センター設置）

　② 分散型情報管理

  （自社、自己での管理）

　③ わからない

　④ その他

 

図 3.1-5 【調査 1.4】（１）情報の管理方法について 

 

 

（２）標準化に相応しい通信体系 

 通信体系としてはインターネット、携帯電話を挙げた回答が多かった。 

 

（３）標準化のための異なるシステム間のデータ連携 

 データ連携に関しては以下のような意見が示された。 

・ 各企業が、製品の生産情報や加工情報をコードに紐つける。そのコードを製品と一緒

に川下企業に渡す。コードは１次元、２次元バーコードもしくは電子タグが考えられ

る。 

・ コスト面で QR コードなど印刷だけで済むものでのデータ共有化が望ましい。 

・ 川上が標準化されていても、そのまま受けない。そうでなければ、その為の受け窓口

に原材料情報、産地、アレルゲン、規格、基準その他を Web にて入力してもらう。同

じ事をスーパーから要求される。 
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・ テンプレートで標準化できている。入力は CSV を受け取れないので最後は手入力。 

・ 標準化された識別子による標準化。 

・ ロット特定、商品特定のためのコードの統一、もしくは変換の標準化が望ましい。 

・ 当社指定のラベル発行機の設置を取引先に義務づけており、２次元 BC のデータフォー

マットを独自標準としているため、こことどう合わせるかが課題。 
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２）トレーサビリティシステムへの対応について 

 調査対象となった各企業に対して、すでに導入・運用・提供・販売している、または開

発の検討をしているトレーサビリティシステムについて、その目的や取扱う情報、情報の

伝達・管理方法等の具体的な内容・取組状況について調査を行った。また、今後の課題や

トレーサビリティ普及に向けた提言等について調査を行った。各社の主な取り組み状況は

以下の通りであった。 

 

【調査 2.1】調査対象企業、団体のトレーサビリティシステムの導入・開発状況 

 

 調査を行った企業のうち 80％は既にトレーサビリティシステム導入に取組んでおり、

未だ取り組んでいない企業の内 10％が、具体的にシステム化を検討していた。 

５ ）その他
10%４ ）取り組む予

定はない
0%

３ ）取り組むか
検討中である

10%

２ ）
準備中・取り組
む予定である

0%

１ ）すでに取り
組んでいる
80%

 

注）「その他」の回答の中には、アンケートを行った工場では取組んでいるもののまだ、全社的な取組み

となっていないため「その他」と回答したものが含まれる。 

図 3.1-6 【調査 2.1】トレーサビリティシステムの導入・開発状況 



 - 16 - 

【調査 2.2】トレーサビリティシステムの開発・導入、運用について（検討中も含む）、最

優先される判断基準 

 

・ トレーサビリティシステムの開発・導入、運用について、最優先される判断基準とし

て、ほぼ半数が所属する企業・団体の経営方針によると回答していた。 

・ 次に多かったのは取引先からの要請、消費者の意向・動向、導入コスト・費用対効果

だった。 

・「その他」の回答としては、各作業の円滑化や伝票入力・検索作業等の労力削減、作業

履歴が記録として残ることによる効果、リスク管理やそれによる効果、工場内の効率化

を判断基準として導入していた。 

所属業界団体

（組合や協会、協議

会など）の方針

0%

その他

27%

他社や業界の

導入状況

0%

行政からの

指導や法律

0%

導入コスト、

費用対効果

9%

消費者の意識、動向

9%

取引先からの要請

9%

所属する企業・団体

の方針（経営方針、

トップの意志など）

46%

 

図 3.1-7 【調査 2.2】トレーサビリティシステム開発・導入、運用における最優先される判断基準 
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【調査 2.3】各社で取り組んでいる（または検討している）トレーサビリティシステムの

具体的内容について 

 

（１）システムの名称または取り組み内容 

消費者向け情報開示システムを運用している企業もあるが、ほとんどは一つ手前の原材料

と一つ後の出荷先までを対象として取り組んでいた。 

 具体的な名称を示した企業は１社のみだった。取り組み内容については以下のような回

答が示された。 

・ OMRON QITEC 

・ 物流トレースは既に導入しているが、原材料トレースは検討中。 

・ 原材料は QR コードを読んで受入。対象範囲は製造工程と物流。全国の倉庫までの追

跡を可とする。ワンステップフォーワードまでを範囲として取り組んでいる。 

・ 履歴管理システム（トレーサビリティシステム）と消費者向け情報開示システムを運 

用している。 

 

（２）取扱品目（トレーサビリティの対象となる品目） 

取扱品目は、多種に渡るが、全品目を対象として取組んでいる企業もあった。 

対象としてあげられた品目は以下のように多岐に渡る。 

・ 乳製品 

・ 缶詰・冷凍食品 

・ 化粧品 

・ 現状でロット管理まで出来ているもの（養殖マグロ、輸入サーモン、冷凍野菜、鶏肉

加工品、鰻蒲焼、ちくわ、缶詰など） 

・ 全ての加工食品 

・ 特定産地（生産履歴管理を行っているもの）を対象とした製品 

 

（３）実行範囲（フードチェーンにおけるどの段階からどの段階までを実行範囲とするか） 

生産から消費者までのフードチェーン全体に渡って取組んでいる企業もあるが、ほとんど

は自社より１つ前の企業から１つ後の企業までを範囲として取り組んでいた。 

 以下のような具体的回答が示された。 

・ 自社より１つ前の企業から１つ後の企業まで 

・ 各サプライヤでの原材料、包装材料出荷段階から製造工程トレースを経て工場からの

最終製品出荷まで 

・ 原料の保証書等・生産履歴・出荷先等を各々システム化実施 

・ 生産から消費者まで
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（４）取り扱う情報 

取り扱う情報は多岐に渡っているが、全回答のうち 15％は原材料情報を扱っており、次

に製造工程管理情報と流通履歴情報が共に 13％と扱っている企業が多かった。 

0 1 2 3 4 5 6 7

① 生産･栽培履歴情報

② 原材料情報

③ 在庫管理情報

④ 入荷･出荷情報

⑤ 流通経路履歴情報

⑥ 製造工程管理情報

⑦ 品質管理情報

⑧ 環境管理情報

⑨　取引先向け開示情報

⑩消費者向け開示情報

⑪　その他（EAN,QR

 

図 3.1-8 【調査 2.3】（４）取り扱う情報 

 

 

（５）情報伝達媒体 

情報伝達媒体としては紙（証明書等）と 2 次元バーコード利用が共に 23％と多く、次に

バーコード利用が多かった。 

0 1 2 3 4 5

① 紙(証明書等)

② 紙(送り状､入･出荷伝票等)

③ 紙(ID番号等)

④ バーコード

⑤ ２次元コード

⑥ 電子タグ(ICタグ)

⑦ なし

⑧ その他（EAN　QR

 

図 3.1-9 【調査 2.3】（５）情報伝達媒体 
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（６）情報(記録)の保存方法 

情報の記録・保存方法は、データベースと文章（紙）の両方を併用している企業が多か

った。 

0 1 2 3 4

　① 文章化

　② データベース

化

　③ ①と②の両方

　④ その他

 

図 3.1-10 【調査 2.3】（６）情報（記録）の保存方法 

 

 

（７）採用しているコード体系 

採用しているコード体系に関しては、回答の半数近くが「自社独自コード」を利用してい

た。 

0 1 2 3 4 5 6

① 牛個体識別番号

② 青果物統一品名コード(ベジフルコード)

③ 業界規格･コード

④ ｢SEICA｣カタログ番号

⑤ JANコード

⑥ 生鮮食品等標準商品コード

⑦ 自社独自のコード

⑧ 取引先からの指定コード

⑨なし

⑩ その他

 

図 3.1-11 【調査 2.3】（７）採用しているコード体系 
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（８）食品の安全(衛生)や品質、環境管理の標準で取り組んでいる事項 

ほとんどの企業が安全（衛生）管理システム、品質管理システム、環境管理システムを導

入し運用していた。 

0 2 4 6 8

① ＥＵＲＥＰＧＡＰ

② 安全（衛生）管理システム

（例：HACCP等）

③ 品質管理ｼｽﾃﾑ

（例：ISO9000ｼﾘｰｽﾞ等）

④ 環境管理ｼｽﾃﾑ

（例：ISO14000ｼﾘｰｽﾞ等)

⑤ その他

 

図 3.1-12 【調査 2.3】（８）食品の安全(衛生)や品質、環境管理の標準で取り組んでいる事項 
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（９-１）流通経路履歴（流通、物流、在庫、入出庫など）に関する情報をどのように管理

しているか。 

回答があった企業のほとんどは、分散型（自社・自己管理）による流通履歴管理を行って

いた。 

0 1 2 3

　　① 集中型

     （共同利用型のDBセンター

     による管理など）

　　② 分散型

   （自社・自己管理など）

　　③ 取り扱いなし

　　④ その他

 

図 3.1-13 【調査 2.3】（9-1）流通履歴に関する情報管理 

 

（９-２）流通経路履歴に関する情報をどのような形で受け渡しを行っているか。実際の取

引の中で以下の場面における情報の伝達方法（受け渡し方法や通信手段）等。 

流通経路履歴に関する情報の受け渡し方法としては、紙での受渡しから EDI 利用、イン

ターネット利用と多様な形態がとられていた。 

以下のような局面において様々な方法が採られていることが示された。 

 ① 生産者 ⇒仲介業者間   ［原材料の流通履歴はなし、紙伝票］ 

 ② 仲介業者間            ［品質保証書（紙）］ 

 ③ 仲介業者 ⇒ 小売業者間［製品規格書および EDI（ファイネット等）］ 

 ④ 小売業者 ⇒ 消費者間 

 ⑤ その他 

    ・生産者 ⇒自社    [          紙              ] 

・自社  ⇒倉庫      [倉庫で荷受時にスキャンし、無線で倉庫 PC に伝送して 

DB に送付] 

・生産者 ⇒製造業者  [インターネットでの ID、パスワード管理。一部、QR コー

ドにより原材料のロット管理を実施] 

・製造業者⇒小売業者  [         同上              ] 

              [スーパーからの要望でリパックするスーパーに対し EAN 

              128をマスターカードに付けて出荷。検査結果を URL開示] 

 ⑥ 取り扱いなし      [３社] 
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（１０-1）安全管理に関する情報をどのように管理しているか 

 ※安全管理に関する情報･･･生産(栽培)履歴、原材料、製造工程、品質などに関する情報 

回答があった企業の全てが、分散型（自社・自己管理）による安全管理に関する情報管理

を行っていた。 

0 1 2 3 4

　　① 集中型

　　② 分散型

    （自社・自己管理など）

　　③ 取り扱いなし

　　④ その他

 

図 3.1-14 【調査 2.3】（10-1）安全管理に関する情報管理 

 

（１０-２）安全管理に関する情報をどのような形でアクセス可能にしているか。実際の取

引の中で以下の場面における情報の伝達方法（連絡方法や通信手段）等。 

安全管理に関する情報のアクセスは、問合せに対して検索して答える企業が多かった。ま

た、企業によっては残留農薬情報を提供するシステムも運用されていた。 

具体的には以下のような回答が得られた。 

 ① 生産者 ⇒ 仲介業者間 

 ② 仲介業者間 

 ③ 仲介業者 ⇒ 小売業者間 [社内の限定された者しかアクセスできない、問い合わせ

に応じて回答] 

 ④ 小売業者 ⇒ 消費者間 

 ⑤ その他   [電話や FAX による個別問合せ] 

  ・生産者 ⇒ 消費者 [自社管理：検索情報を取り次いで回答。残留農薬情報

は別システムにて開示] 

 ⑥ 取り扱いなし  [１社] 
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（１１）トレーサビリティシステムの導入・開発経緯 

トレーサビリティシステムの導入・開発経緯としては、工場内の作業効率の向上、リスク

管理等自社の経営改善を主眼においたものが多かったが、消費者への安全な商品提供の観

点まで多様であった。 

具体的には以下に示すような経緯で導入されていた。 

① 製造実行システムの一環として導入 

② 一次物流までのトレースを確実にする為に構築・導入 

③ 原料、包装材料から最終製品までに関して、どのロットがどの製品に使用されたかの 

”ひもつけ”のデータベース一元化を実施。作業の確実性を保証するために工程履歴

を記録し工程管理保証を実現し、熟練度に頼らない作業ミスを防ぐ、ポカよけ。 

・帳票作成作業の削減を目的とした電子化 

・情報収集（トレース）作業の効率化 

上記を目的に、他社で既に導入されていたシステムを参考にさせていただき、アレン

ジして開発。 

④ 世の中の要請。工場のシステム更改に合わせて導入 

 

（１２）トレーサビリティシステムの目的 

トレーサビリティシステムの導入は、工場内の作業効率の向上やリスクマネージメントを

目的としたものが多かった。 

具体的な目的として以下のようなものが挙げられた。 

①  IT 化によるトレース情報の精度を上げる 

問合せに対する迅速な回答 

不良品発生時の同一ロット製品の追跡の迅速な把握 

② 原料、包装材料から最終製品までに関して、どのロットがどの製品に使用されたかの 

”ひもつけ”のデータベース一元化。作業の確実性を保証するために工程履歴を記録

し工程管理保証を実現。配合ミスを防ぐポカよけ。帳票作成作業の削減を目的とした

電子化、情報収集（トレース）作業の効率化 

③ 当初は商品の付加価値をあげることに主眼をおいた（2001～2002 年、製品に原料、製

造履歴入り QR コード貼付）。ところが、情報が活用されない上にデータ管理の手間が

増大するというジレンマに陥り、現在ではリスク管理を最大目的に置く。原料から商

品までの固定的な仕様と変化する要素を把握して、商品の企画ミスを無くすという本

来の目的に回帰。 

④ リスク対策（回収対策）、情報収集の迅速化 

⑤ 原因の特定と対象品の迅速な回収といったリスクマネージメント 

⑥ 消費者に対する企業責任を果たす 
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⑦ トレーサビリティシステムを通してお客様との「顔の見える関係」を大切にし、「見え

る安心」を提供していくため 

 

（１３）トレーサビリティシステムの機能 

トレーサビリティシステムの機能としては、工場内の管理機能を主眼においたものが多か

ったが、全ての個品のシリアル管理による情報の追跡と遡及を可能にしたものも運用され

ていた。 

トレーサビリティシステムの機能としては、以下のような期待が挙げられた。 

① 製品ロットから一次出荷先のトラッキング 

 原材料・資材受入と在庫管理、副原料（調味料）の小分け秤量の作業指示、実績収集、

配合投入の作業指示、実績収集、製造数の実績収集、出荷計画提示、出荷実績収集 

② 小分け計量機能 

 配合機能、工程チェック機能、原料、資材投入履歴記録機能、出来高登録機能、ロット

トレース機能、QC 試験結果登録機能、出庫機能 

③ 商品仕様書の最新版管理 

 上記をベースとした物の動きの把握・（委託）製造業者に対する監査機能・分析に関する

データベース 

④ トレースバック（製造日時の中の充填時間をキーとして原材料までの特定が可能）、ト

レースフォーワード 

⑤ 全ての個品のシリアル管理による情報の遡及と追跡（鶏肉で有れば鶏舎までの遡及が

可能） 

 

（１４）トレーサビリティシステムの構成（ソフト、ハード） 

トレーサビリティシステムの構成は、実績のあるシステムで構成されているものから、自

社開発のものまで多様であった。 

具体的に示されたのは以下のようなシステムだった。 

① OMRON QITEC ４社 

② Windows＋SQL Server・利用側は PC・ラベル PR・イメージスキャナ 

③ 基幹システム（工場）の中に組み込まれている 

④ Oracle、クライアント PC、ラベル PR 

 

（１５）課題点 

課題としてはシステム運用時の作業負荷の軽減やさらなる効率化が挙げられた。 

課題としては調査対象企業・調査対象品目の特質等に応じて多様な課題が示された。 

・ ラベル読み取りによる作業負荷（作業時間が一時的に増加） 
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・ 一部の原料サプライヤでの納入前貼り付けの未実施のための、入荷後のラベル貼り付

け作業による負荷増加 

・ 出荷作業の QR コード読み取りに時間がかかる為、出荷作業が負担になっている。 

・ 今のバージョンのシステムをスタートしたばかり（2005/11 S-in2）のため、商品管理

DB とのリンクに課題を抱えるが、テンプレートレベルでの共有化が進めば解決可能。 

・ 現場においては労力についての不満があること、投入コスト 

・ 情報管理、情報開示、原材料の無添加、製造プロセスにおいて紙データも混在してお

り、全プロセスの自動識別 

 

 

 

 

【調査 2.4】調査企業のトレーサビリティに対する取り組み状況 

 

（１）各社の取り組み状況比較 

 調査した各企業のトレーサビリティシステムに対する取り組み状況一覧を表 3.1-1、表

3.1-2 に示す。 

 

                                                  
2 S-in とは、サービス・インの略称。マル S と略すこともある。本番稼働、本番移行のことを指し、こ
こでは「システム稼働」または「新バージョン稼働」という意味。  
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表 3.1-1 【調査 2.4】調査した企業のトレーサビリティに対する取り組み状況一覧（1/2） 

調査先 導入・開発
状況

導入に際して
優先される判断基準

目的・開発導入経緯 対象品目 特長・範囲・機能等 課題 今後の取組・ご意見等

A社 取組む方向
で検討中

経営方針、トップの判断等 ・品質・安全管理の向上 ・カット野菜
・サラダ等の業務用食品加
工物

具体的な取組を検討中 ・農薬のポジティブリスト制度への対応
・ISO２２０００の動きやHACCEP等との　整合

・導入に向けての具体的な検討
・消費者への情報公開
　（期限、アレルゲン・添加物情報、カロリー表
示等）

B社 既に取組ん
でいる

取扱商品のリスク軽減 ・取組当初は商品の付加価値を上げ
ることだったが、現在ではリスク管理
が目的

養殖マグロ、輸入サーモ
ン、冷凍野菜、鶏肉加工、
鰻蒲焼、ちくわ、缶詰など

・商品仕様書の最新版管理
・上記をベースとした物の動き
の把握
・（委託）製造業者に対する監査
機能

商品管理ＤＢとのリンクに課題を抱えるが、
テンプレートレベルでの共有化が進めば解
決可能

・コードの仕様は、極力標準化に合わせて
対応予定
（コード変換を前提としており、システムの
柔軟性が特徴）

C社 既に取組ん
でいる

リスク管理 原因の特定と対象品の迅速な回収と
いったリスクマネジメント

全商品 ・トレースバック→製造日時の
中の充填時間をキーとして原材
料までの特定が可能

・投入コスト
・現場においては労力についての不満があ
ること

・なるべくガイドラインを意識して進めようと
している

D社 既に取組ん
でいる

消費者の意識・動向 消費者に対する企業責任を果たすこ
とが目的

全商品 全ての個品のシリアル管理によ
る情報の遡及と追跡

製造プロセスにおいて紙データも混在してお
り、全プロセスの自動識別化が課題

E社 取り組み準
備中

リスク管理 経営効率化及びリスク管理の徹底に
よる品質向上

自社工場→１次出荷先 取り扱い商品が液体であり、ロットという概念
がないため、製造プロセスに起因する難易
度をいかに解決するかが課題

F社 既に取組ん
でいる

経営方針、トップの判断等 物流トレースシステム；不良品発生
時など１次物流の状況を迅速に把握
するため

N工場の製造全品目 製品ロットから一次出荷先をト
ラッキングできる

出荷作業のＱＲコード読み取りに時間がか
かるため、出荷作業が負担

G社 既に取組ん
でいる

経営方針、トップの判断等 各種作業の円滑化（伝票入力、検索
作業等の労力削減、作業確実性の
証明としての効果（記録として残る）

原料、包装材料、最終製品 各サプライヤーでの原料、包装
材料の出荷段階から、製造工
程管理状況のトレーサビリ
ティーを経て工場からの最終製
品出荷まで

・ラベル読み取りによる作業負荷（作業時間
が一時的に増加）
・一部の原料サプライヤーでの納入前貼り付
けの未実施のための、入荷後のラベル貼り
付け作業による負荷増加
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表 3.1-2 【調査 2.4】調査した企業のトレーサビリティに対する取り組み状況一覧（2/2） 

調査先 導入・開発
状況

導入に際して
優先される判断基準

目的・開発導入経緯 対象品目 特長・範囲・機能等 課題 今後の取組・ご意見等

H社 既に取組ん
でいる

調査対象工場独自では調
合ミス撲滅の観点

経営効率化及びリスク管理の徹底に
よる品質向上

現状では、工場に原料が入った段階で全
て自社でラベルを貼っているので、表示ラ
ベルの貼付間違いが懸念されるが、ガイド
ラインに則って実施することにより大きな効
果を期待

I社 既に取組ん
でいる

経営方針、トップの判断等 紙の記録を電子化に変えることによ
り、、トレーサビリティの精度向上及
び調査時間の短縮が目的

缶詰・冷凍食品 自社より川上側の企業から、一
つ川下側の企業まで（ワンフォ
ワード、ワンビハインド）

システム運用の定着
（H18年１月からの稼動）

J社 取組む方向
で検討中

リスク管理 原材料誤使用防止 具体的な取組を検討中 QRコードを用いる予定であり、今まで目視
確認を行っていたことに比べ、誤投入防止
が図られるとともに大幅な効率化につなが
るものと期待

K社 既に取組ん
でいる

経営方針、トップの判断等 経営効率化及びリスク管理の徹底に
よる品質向上

・ロットNo.を納入個体毎に管理
することで、工程での個別管理
を明確にする

単品で一回の購入量が多い原材料、少量・
多品種の原材料を納入している業者に対し
て個別で原材料現品ラベル納品を依頼して
いるが、原材料現品情報に対する認識が低
く、協力が得られない場合あり

「原材料入出荷・履歴情報遡及システムガ
イドライン」の認知度を高めるよう普及促進
を行い、コードの相互利用を高めていくよう
にしていきたい

L社 既に取組ん
でいる

経営方針、トップの判断等 トレーサビリティシステムを通してお
客様との「顔の見える関係」を大切に
し、「見える安心」を提供していくため

取り扱い商品の一部
（トレーサビリティに取組ん
でいる産地の商品）

生産～消費者
・消費者がHPで検索可

・産地との思いが一致して特別なしくみの
準備なしで実現できるのであれば対象商
品を拡大していきたい

M社 既に取組ん
でいる

リスク対策（回収対策）
情報収集の迅速化

リスク対策（回収対策）
情報収集の迅速化

①原料の保証書等
②生産履歴
③出荷先等
を各々システム化実施

「トレーサビリティのコストは消費者が払う
のが当然だ」的な考え方は好ましくないと
考える。
安くて安全なものを提供していくべきであ
り、そのためには必要以上の履歴要求は
好ましくない

N社 既に取組ん
でいる

リスク管理 1．迅速な事故原因の究明
2．事故の拡大防止
3．生産、加工、流通までの情報の
データベース化

T工場の全品目 ・最小限の情報を付加すること
により、JANコードを利用してい
ない原材料メーカとの間でも同
一の方法で運用し効率化を
図っている。

自社開発したFA（ファクトリー・オートメー
ション）システムで、生産管理、品質管理、
在庫管理等の各分野の生産計画を1つの
流れにまとめました。これにより、製造量、
製造過程、成分などがすぐに正確に把握
可能である
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（２）各社の取り組み状況 

 調査対象となった各社における取り組みの状況を以下に紹介する。 

 

［Ａ社］ 

マヨネーズやマヨネーズに係るカット野菜、サラダ等の業務用食品加工物を製造してい

る。業務向けなので相対取引が主体であるが、トレーサビリティについてはその重要性に

ついて認識し、今後取り組みたいと考えている。５月に施行されるポジティブリスト制度

（農薬等が残留する食品の販売等を原則禁止する制度）や、カット野菜に対する品質管理

である ISO22000、HACCP に対して取り組みを進めている。トレーサビリティに関しては

設備投資が伴うので、やるべきことを明確にしてから取り組みたい。 

カット野菜工場では農家から仕入れた野菜を加工して、大手企業の原材料として納品さ

れるため、トレーサビリティをどのように構築するかが課題として取り上げられている。 

これらの取引の伝票の整理などから取り組まなければならない。バーコードは現状、業

務の効率化に向けて利用されているが、コード体系はＡ社独自のものを利用している。相

互運用に関しては標準化を取り入れていくことが今後の課題である。原材料メーカーから

の取引条件や履歴情報の統一とともに、出荷先へ情報を送るためには課題が多い。他社の

取り組み状況を考慮しつつ、自社内の品質・安全管理向上を目指し取り組んでいる。 

 

［Ｂ社］ 

 Ｂ社では、全売上のうち６割以上を水産物が占めつつも、魚肉ハム、ソーセージなどの

加工食品、畜産品や冷凍食品、デザート、加工食品などの化成食品も扱う。 

製造拠点として直営工場は５工場しか保有せず、ほとんどの製品は委託契約を結んだ国

内外の 200 以上の工場で製造されている。 

トレーサビリティへの取り組みは台湾産の枝豆、中国産のうなぎを対象として 2000 年

より開始し、現在ではロット管理可能な全製品へと適用を拡大している。 

 Ｂ社の製品は国内外での委託生産が大部分を占めており、昨年 11 月より稼動した第三

期のトレーサビリティシステムは仕様書を中心に構築されている。 

仕様書（原料仕様書、製品仕様書、流通仕様書）はルールであり、この改版及びこれを

ベースとした物の動きの確認（ロットの把握）、監査、関係者間での情報共有がトレーサビ

リティシステムの機能である。 

Ｂ社では、当初のトレーサビリティシステムの目的を消費者への安心の提供や有事の際

の回収範囲の特定と迅速な回収においていたが、現在では原料から商品に至るまでの仕様

書の管理と変動要素の把握によるリスク管理の実践を最大の目的としている。 
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［Ｃ社］ 

 Ｃ社では、社会的要請を受け、2004 年に表示作成全体を管理するシステムの更改に同期

を合わせてカレー、レトルト食品、スナック菓子、袋めん、ミネラルウォーターなど全商

品に対するトレーサビリティシステムを構築した。 

トレーサビリティシステム構築の目的として「安全性の高い原材料の使用」「信頼性の

高い生産」「わかりやすい表示」「正確な配送」を重視し、予期せぬ問題が発生した時の原

因追及及び問題の製品の範囲特定および問い合わせに対する迅速な情報提供を目指してい

る。構築に際しては原材料入出荷・履歴情報遡及システムガイドラインを意識して構築を

行った。原材料の受入時に QR コードをスキャンし、製品１点ごとに付ける製造時刻記号

により製造履歴の管理を行うとともに、全国の倉庫までのワンステップフォーワードを実

現している。 

 

［Ｄ社］ 

Ｄ社は、企業理念・方針として「安全であること」「ヘルシーであること」「地球環境に

やさしいこと」の３大原則を基本として、添加物を使わない無添加調理、素材のおいしさ

を最大限に引き出すためと、安全のために食品添加物を使用しないで調理をしている。製

品には品質保証番号をつけ、その製品の素材の産地・調理する工場・管理方法などを厳正

に管理している。 

Ｄ社の目指す会社のあり方としては、いわゆる「大会社」を目指すのではなく、顧客に

情報を開示しかつ顧客の要望に応えていくという「いい会社」を目指そうとしている。 

Ｄ社では、顧客とのコミュニケーションの中で、顧客の持つ添加物に対する関心と収穫

の由来への関心の高さを重く見て、1999 年に無添加の方針を打ち出した。 

同時に当時全売上の 15％を占めていたコンビニ向けトレー惣菜事業は、無添加での製造

が事実上困難であるため撤退を決断した。 

無添加調理を「おいしく」実現するためには、素材を厳選しかつ製造工程を見直す必要

があり、その結果原材料の徹底した管理と製造工程の可視化を実践することでトレーサビ

リティシステムへと繋がっていくこととなった。 

Ｄ社では、原材料メーカーに対して QR コード貼着での納品を要請しており、現在のと

ころ約７割の実現率である。QR コードを貼着していない残りの３割に関しては、自社に

て対応している。これにより、Ｄ社では、例えば鶏肉であれば生産者のみならず鶏舎番号

までの特定を可能としている。 

現在、Ｄ社のトレーサビリティシステム（２次元履歴管理システム）では、全ての個品

を品質保証番号でシリアル管理することにより情報の追跡、遡及、開示を可能としている。 

また、Ｄ社では、消費者重視の方針により 2001 年より消費者が Web で原材料、アレル

ゲン、農薬情報、産地情報を閲覧することを可能としている（2003 年より携帯電話でも閲
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覧可能）。 

 

［Ｅ社］ 

現在、社会情勢やリスク管理を考慮しトレーサビリティシステム導入に向けた準備中で

ある。対象品目としては同社の主力製品である醤油から取り組んでいきたい意向であり、

社内で検討チームを発作させているが、流体であり、ロットという概念のない取扱商品独

自の製造プロセスに起因する難易度をいかに解決するかが課題となっている。 

 

［Ｆ社］ 

安心・安全に対する取り組みを積極的に進めている。原材料についてはパレットごとに、

必要項目を紙に表示して管理をしている。製品のパック１つずつに QR コードのラベルを

表示して出荷製品のトレーサビリティが出来るような表示を進めている。 

社長は製品の安心・安全性に関して、Ｎ社の取り組みに注目をしていた。工程管理やト

レーサビリティについて、Ｎ社の工場見学を何回も行い、その手法やコード管理について

も参考にして工場のトレーサビリティシステムの構築を進めた。現状は生産ラインの工程

上でトレーサビリティが可能な QR コードラベルを全数自動的に貼付するシステムを工程

内に持ちライン上でそのデータを自動的に読み取る装置も稼動している。 

これらのシステムは製品の安全性を確保するためには必要なシステムであり、今後も積

極的な投資を実施する計画である。 

2006 年５月に施行されるポジティブリスト制度は、乳製品の場合、牛の飼料等も対象と

なるため、どのように対応すべきか、試行錯誤しながら検討中である。 

 

［Ｇ社］ 

Ｓ工場のシャンプー等のパーソナルケア、ホームケア製品の製造工程ラインに、混合の

誤配合防止システムとして、QR コードを利用したシステムが稼動している。混合工程は

食品業界に限らず、幅広い工業製品に対しても同様のトレーサビリティシステムが有効で

ある。原材料の取引先に対する表示に関して表示項目は基本的に食品と同様である。 

この業界の最大手が表示について動かない限りは、原材料メーカーの対応は期待できな

いと考えている。現状は、工場内で工程管理用の表示を自社で実施しているが、原材料メ

ーカーが表示をして納品すれば作業の合理化につながると認識している。 

 

［Ｈ社］ 

Ｋ工場では工場のクレームゼロ運動を進めている。その運動のなかで、原材料の工程投

与ミスを 100％防ぐには、QR コードを活用したラインへの誤投入防止の仕組みが必要と

いう現場からの要請でトレーサビリティシステムを導入した。Ｈ社の工場は、Ｋ工場の他
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にＦ工場、Ｈ工場、Ａ工場の合計４工場がある。現状はＫ工場のみのシステム導入である。

システム導入が現場からの発案要請であったため、現状はＫ工場独自の取り組みにとどま

っている。原材料入出荷・履歴情報遡及システムガイドラインの存在は知らず、工場に原

材料が入った段階で、全て自社で表示ラベルを貼付している。そのための人員が必要であ

ることと、表示ラベルを間違って違う原材料に貼付する危険性があることから、原材料メ

ーカーに同ガイドラインに基づく表示をするメリットは十分にある。今後の検討となる。 

 

［Ｉ社］ 

Ｉ社Ｔ食品：加工食品ビーフカレー、スイートコーン缶詰、フライドポテト、水産缶詰

に応用を検討。 

・ 2006 年 2 月から原材料トレースを実施している。生鮮品以外の添加物や一次加工品等

をＮ社ガイドラインのコードに準拠した。項目としてＩ社設定の得意先コード、品目

コードを表示している。Ｉ社の加工食品子会社であるＩ社Ｔ食品においてＮ社の外販

向けシステムを 2006年 1月より稼動させる。Ｉ社グループ初のシステム導入で、今後、

実運用の中で改良・開発を行い、Ｉ社のモデル工場として他工場への展開を予定。 

・ 主原材料・包装資材納入業者へ現品ラベルの貼り付け納品を依頼しているが、積極的

な協力を得る事は難しいと考えている。導入にあたり紙ベースの記録管理から DB 化す

る事でトレースの精度向上と迅速な遡及、追跡を目論んでいる。 

・ コード体系について原材料入出荷・履歴情報遡及システムガイドラインに準拠した標

準化が望ましいと考えており、特に商品識別コードの標準化（GTIN）を望んでいる。 

・ 流通経路履歴、安全情報管理は分散型情報管理でワンステップバック、ワンステップ

フォーワードのエクスターナル・トレーサビリティが望ましいと考えている。 

 

表 3.1-3 【調査 2.4】Ｉ社で利用しているコード体系 

商品コード 必須 

賞味期限 必須 

製造年月日 必須 

ロットNo 必須 

ユーザー設定原材料コード 必須 

ユーザー設定納入会社コード 必須 

原材料製造会社コード 必須 

原材料名 任意 

原材料製造会社名 任意 

※ロット No に対するシリアル No は無い 
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［Ｊ社］ 

Ｊ社の製造する一部製品のライン原材料について、原材料入出荷・履歴情報遡及システ

ムガイドラインに基づく原材料トレーサビリティを検討している。原材料への現品表示を

行うことで、トレーサビリティの構築、原料誤使用防止を目指しており、既にお取引先様

への説明会も数回実施している。 

原材料の品目、数量間違いの防止や品質保持期限切れ原料の排除が効率よく正確に実施

することが可能となる。これらの現品表示を自社工程内で原材料表示をすることは間違っ

た表示をして原料誤使用の危険性がある。作業の効率化からも原材料メーカーでの現品表

示を要請している。原材料メーカーでの表示が実現すると、入荷検品時に納入間違いがチ

ェックできる。QR コードでチェックすることで、目視でチェックするよりも精度の高い

検品が実現する。 

説明会を実施したが、上記ガイドラインの認知度は低く、原材料メーカー各社は他の加

工食品メーカーの動向を見ながら対応を検討している状況である。 

同ガイドラインのコードに関しては、JAN コードを取得していない企業に対し、Ｊ社が

企業を特定するため、自由コード欄を利用してＪ社が指定する項目の表示を要請している。

他の加工食品メーカーへ同ガイドラインに基づく表示が普及することで、原材料メーカー

の現品表示対応が進むことになる。出来るだけ多くの加工食品メーカーの展開を望む。 

 

［Ｋ社］ 

・ Ｎ社外販向けシステム 2006 年５月から本稼動、Ｉ社と同じデータ項目 

・ ラベル ID、シリアルが必要、企業の差別化、値段競争。 

・ Ｎ社データ項目の特徴として原材料メーカーのロット No.の細分化をする為、ラベル ID

と呼ぶシリアルコードを表示。 

・ データ項目の特徴 

西暦（YYYY）、月（MM）、日（DD）、時（HH）、分（FF）、秒（SS）の日付情報に加

え、連番３桁を追加。 

YYYYMMDDHHFFSS－連番３桁 

ロット No.を納入固体毎に管理する事で、工程での個別管理を明確にする。 

原材料メーカーは約 120 社あるが、その中で単品における１回あたりの購入量が多い原

材料、または少量であっても多品種の原材料を納入している業者に対し、個別に原材料現

品ラベル貼付納品を依頼しているが、納入業者の原材料現品情報に対する認識が低く、積

極的に協力してくれる納入業者は少ない。継続して個別依頼をするが、当面受入時に自社

発行、貼り付けが多くなると考えている。 

原材料入出荷・履歴情報遡及システムガイドラインの認知度を広め、コードの相互利用
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を高めていく事が重要と認識している。 

 

表 3.1-4 【調査 2.4】Ｋ社で利用しているコード体系 

商品コード 必須 

保証期限日 必須 

製造日 必須 

品目コード 必須 

ロットNo 必須 

ラベルID 必須 

重量 必須 

商品名 任意 

製造者 任意 

仕入先コード 任意 

仕入先名称 任意 

ラベル種別 任意 

 

 

［Ｌ社］ 

いち早くトレーサビリティに取り組めたのは、原産地がいち早く取り組んでおり、ブラ

ンド力向上を目指していたためである。加工食品メーカーとして「お客様と顔の見える関

係」、「お客様に見える安心」といった製品を取り扱いたいという思いが、トレーサビリテ

ィへの取り組みと一致したために実現できた。 

また、トレーサビリティ導入に際して、特別に新たなシステムや作業の追加等がなかっ

たことが早期に着手できた経緯である。トレーサビリティを適用した商品を扱ったメリッ

トはとしては、小売や量販店も安心して扱えるし、流通会社の感触も非常に良いことがあ

げられる。 

原料供給を行う JA とは、契約栽培に近い形で取引しているが、お互いのブランド力ア

ップが図られて効果が大きいと考えている。 

 

［Ｍ社］ 

トレーサビリティに関する該当部署がわからず、電話にて担当窓口を確認した。 

アンケートのみ回答があったが、リスク管理については会社全体として取り組んでいる。

開発センターや本社等、色々な部署が取り組んでいる。トレーサビリティという言葉が独

り歩きをして困惑しているところがある。トレーサビリティは消費者のためにやるのでは
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なく、企業が安全を担保するためにやるものである。トレーサビリティの取り組みに対し

て、本来の目的を明確にして対応すべきである。 

 

［Ｎ社］ 

トレーサビリティの効率の良い運用として、業界で標準化したコードを標準化したバー

コード表示し、それを入荷や移動時に読み取り、運用することになる。 

そのコードや表示に関してＮ社は、原材料メーカーに対して JAN コード登録してもらう

ことを原則としている。JAN コードは主に小売店で POS（Point of Sale）に使われている。

原材料メーカーの扱い商品の中には、小売店まで流通しないために、JAN コードを登録し

ておらず、その表示のないものがある。JAN コードの表示を要請するが、どうしても JAN

コードを表示出来ない場合、Ｎ社は原材料メーカーにコードを指定することで、最小限の

情報で、JAN コードの無い原材料メーカーを特定する仕組みを構築し運用している。 

ロットに関しては、同一ロットの複数小口データを入力する場合、同じデータを複数回

読み込んでしまう危険性がある。その対応策として、ロットの中にシリアル番号や時間ス

タンプのような区別コードを入れるように原材料メーカーに要請している（原材料入出

荷・履歴情報遡及システムガイドラインではシリアルコード表示は任意となっている）。 

Ｎ社のＫ農産物加工工場で原材料の一時処理としてフリーズドライを行っている。そこ

では JA、生産者と組んで栽培履歴の管理を行っている。また、SEICA ネットの利用を JA

と共同で進めている。Ｎ社Ｔ工場でも行っている。 
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３.１.４ 調査結果の分析 

 

１）トレーサビリティシステムについて 

加工食品メーカーにおけるトレーサビリティへの取り組み実態を調査した結果、チェー

ントレーサビリティを考慮した事例はほぼ皆無であることが分かった。 

４～５年前、トレーサビリティへの取り組みの必要性が唱えられ始めた頃は、トレーサ

ビリティシステムの定義も効果もわからないまま、消費者に対する情報開示等を積極的に

意識して取り組んだ事例も調査対象の中には存在した。しかし、当初期待したイメージア

ップによる売上増加、単価アップに直接結びつかないことが次第に判明し、現在はトレー

サビリティの目的を自社のリスクマネージメントにおく事例が大部分である。 

加工食品メーカーにとっては、製品の安心・安全を確保することは企業の存続を掛けた

取り組みである。調査対象の加工食品メーカーに比較的大手企業が多かったということも

あってか、HACCP、ISO9000（14000）の取得・運用と併せてリスクマネージメントの柱

としてインターナル・トレーサビリティに取り組んでいる事例が多く存在した。 

また、原材料を多くの原材料メーカーからの調達に委ねるという加工食品メーカーの特

性上、自社工程内の管理のみではリスクマネージメントは完全とはいえず、事故の際の迅

速かつ正確な原因究明と影響範囲の特定のため、「ワンステップバック」のトレーサビリテ

ィを併せて実践している事例がほとんどであった。これら事例の多くは、インターナル・

トレーサビリティと「ワンステップバック」のトレーサビリティをシームレスに連携させ

る上で、物理的接点である原材料投入の場面において、“誤投入”というプリミティブでは

あるが重大なミスを撲滅するために QR コードの読み取りが実践されている。調査した中

では、原材料投入の際に対象物を認識する手段として他の識別子（１次元バーコード、他

の２次元バーコード、電子タグ）が使用されているケースはほとんどなく、ほぼ 100％QR

コードであった。 

一方、事故の際に対象となる商品ロットを特定し、迅速な回収を図るという目的のため

「ワンステップフォーワード」のトレーサビリティも多く導入されていた。このようにリ

スクマネージメント効果を主眼におく加工食品メーカーにとって、ワンステップバックと

ワンステップフォーワードのエクスターナル・トレーサビリティは、インターナル・トレ

ーサビリティと一体であるといえる。この２つをシームレスに実現することで、自社リス

クマネージメントの最大化が図られるため、多くの事例ではこの２つを同時に実現してい

るか、もしくは導入計画中の企業においても最初から２つを一体として検討がなされてい

た。 

加工食品メーカーが自社工程内のインターナル・トレーサビリティに併せて、一つ前の

ステップである原材料メーカーとのトレーサビリティを構築し、かつ自社の製品について

の出荷記録を持つことは、エクスターナル・トレーサビリティの実現であり、理にかなっ
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た対応である。メーカー、卸、小売の個々のプレーヤーが入荷と出荷の記録を正確に持つ

ことが出来れば、大掛かりなサプライチェーン全体を１つの単位とするトレーサビリティ

システムを構築することなく、結果的にチェーントレーサビリティの仕組みが実現すると

いえた。 

企業間の情報のやり取りを円滑に進めるための最低限の取り決めが必要であることは

論を待たない。原材料メーカーと加工食品メーカー間のガイドラインで定められたコード

の項目及びバーコード等の表示方法は、この取り決めに当たる。今後、小売までのトレー

サビリティをサプライチェーンの中で効率よく成立させるためには、加工食品メーカーと

卸の間や卸と小売の間で、加工食品の製品においてどのような項目が標準化され、表示さ

れれば、効率良く最低限の費用で現実的なトレーサビリティが構築できるのか、検討する

必要がある。 

昨今、サプライチェーン全体にわたるトレーサビリティの仕組みを構築する実験に、電

子タグを使う試みが多く見受けられる。しかし、今回調査した原材料メーカーと加工食品

メーカーの間のトレーサビリティにおいては、前述したように大部分が情報伝達手段とし

て QR コードが使用されており、効率良く正確な情報入力を実現していた。 

QR コード採用の理由として挙げられたのは以下の諸点である。 

 

・ １次元、２次元バーコードともに従来の表示にそれほどの費用をかけずに表示が可能

であるが、電子タグにおいては新たなるコストが原材料メーカー、加工食品メーカー

双方に発生する。 

・ 加工食品メーカーのリスクマネージメントのためには、より多くの情報項目が必要と

なるが、２次元バーコードの方が１次元バーコードよりも扱えるデータ量が多い（コ

ードをシンプルにして情報項目は全てコンピュータシステムで持たせる方法もあるが

その分のコストがかかる）。 

・ 複数ある２次元バーコードのうち、日本国内で最もポピュラーなのが QR コードであ

り、漢字データの収容など国内使用における機能性にすぐれており、かつ縮小印字可

能であることから印字スペースを小さく出来、シールコスト自体も低減できる。 

 

電子タグは、①一括して複数のデータの読み取りが可能、②表面印字されていなくても

段ボールの中のデータの読み取りが可能、③汚れに強く耐久性がある、④遠隔かつ高速移

動の読み取りが可能であり自動認識性に優れる等の特徴があり、将来を期待されている技

術である。しかし、現時点では、伝達すべき情報項目を決め、それを表示・伝達する媒体

手段としては電子タグ、バーコード、QR コードの中から何れかを選択する余地を残して

おくことが必要であると考える。 

 食品メーカーは製造業に属し、かつ日本の製造業はその極めて精微な工程や品質の管理
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において世界をリードしてきたといえる。トヨタに代表される日本のトップメーカーは、

工程におけるコード管理に関しても「かんばん方式」に見られるように独自でありながら

合理性、正確性において突出しており、次世代コード規格ともいえる RFID（電子タグ）

の国際標準化作業においても ISO の SC31 国際委員会にて大きな影響を与えつつある。食

品メーカーは、この製造業の中に属しフードチェーンにおいて少なからぬバイングパワー

を持つ。 

しかしながら、この食品メーカーにおいても QR コードに代表されるバーコードベース

のインターナル・トレーサビリティ、エクスターナル・トレーサビリティは緒についたば

かりといえ、未だ発展途上であるといえた。複数の業界が連なるフードチェーンの中で、

インターナルな工程管理においては HACCP、ISO への取り組みも含めて他の追随を許さ

ないトップレベルにあると思われる食品メーカーであってもこの様な状況である。まして

や、バーコードベースのサプライチェーン化すらなしえていないフードチェーンにとって、

一足飛びでの電子タグによるサプライチェーンでの実運用化は、仕様、価格、技術の面か

ら極めて困難であり、実現性は低いと考えざるを得ない。 

フードチェーンにおいてもコードによるサプライチェーン化の進んだ他の業界同様、ま

ずはバーコードベースでの確立があって、その基盤の上に次世代、すなわち電子タグによ

るサプライチェーン化という段階を踏んだ取り組み過程が論じられるべきであり、いきな

りの電子タグ待望論は余りにも現実から乖離した議論に他ならないとすら思われる。 

 

 

２）ガイドラインとコードについて 

「原材料入出荷・履歴情報遡及システムガイドライン」により、加工食品メーカーに納

品する原材料メーカーが、どんな項目をどのように表示すればよいかの指針が明確になっ

たことの意義は大きいと言えるのではないだろうか。それまでは原材料メーカーは加工食

品メーカーから指定されるコードを表示していた。原材料メーカーにとって、表示項目が

出荷先の加工食品メーカー毎に違う場合は個別対応となり、非効率かつ多大の負荷がかか

っていた。一方、加工食品メーカー側でも、原材料メーカーに対して自社独自の必要コー

ドの表示要請に対する遠慮があった。しかしながら、上記ガイドラインにより、原材料メ

ーカーと加工食品メーカー間における必要最低限の表示項目が提示されたことで、加工食

品メーカー側からの表示要請が出しやすくなった。また、原材料メーカーにとっても個別

対応分の負担が軽減されるなど一定の評価がなされている。 

反面、今回の調査で意外にその認知度が低いことも明らかになった。トレーサビリティ

は、企業内において複数の部署が関わる。経営、情報システム、物流、生産技術、営業、

と幅広い部署が担当するため、ガイドラインの情報が伝わり難い。今後一層の啓蒙普及に

向けた努力が必要である。 
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上記ガイドラインにより、原材料メーカーと加工食品メーカーのエクスターナルな部分

での表示項目とコードの標準化が定義されたが、従来から各社がインターナルな部分で保

有する独自のコード体系との連携の方式については示されていない。インターナル・トレ

ーサビリティとエクスターナル・トレーサビリティのシームレスな連携を各社に負担をか

けずに実現するためには、このガイドラインにおける標準コード部分と各社の独自コード

との間の相互連携の仕組みを確立することが課題として挙げられよう。 

図 3.1-15 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。 

図 3.1-15 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 

 

各企業にとって自社の事業に直接関係するのはインターナル・トレーサビリティおよび
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ものである。 

現時点で、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、何のためにそのコードを使って

対象物を特定するかという使用目的については、それぞれ異なっている。原材料メーカー・

加工食品メーカー間のエクスターナル・トレーサビリティにおける実態調査を踏まえ、チ

ェーントレーサビリティ実現に向けた課題の一つとしてコードの標準化を検討する上で、

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。 

 

① 生産、撰果 

生産や撰果も加工（図 3.1-15 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、インターナルなプロセスである。 

インターナルな環境においては、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 など共同体内でのプロセスであり、広義の意味でインターナルなプロセスであるといえ

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、原材料メーカー・加工食品メーカー間というエクスターナル・トレー

サビリティに関する業界基準として「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、業界内に閉じた独自基準であり、加工メーカーのインターナル

な独自コードと併せて図 3.1-15 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 JAN

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 PLU3

であるといえる。PLU そのものは小売業におけるインターナル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ーや卸の対応が煩雑

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

                                                  
3 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という意味。 
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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 GS1-128 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、す

なわち、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 GS1-128

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。 

 

「チェーントレーサビリティはインターナル・トレーサビリティとエクスターナル・ト

レーサビリティの集合によって形成されるという論理に立てば、チェーントレーサビリテ

ィのためのコードとは現状の延長線上にあるべきものである。」と前述したが、この観点か

らは、チェーントレーサビリティのためのコードを考察した場合、今のところ GS1-128

が一歩先行しているといえる。 

また、それぞれの業界（企業）で目的に特化した形でインターナル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。インターナルなプロセスを阻害しない、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、現に特定業界や個別企業がインターナルに使用している業界コード、独自コ

ードを GS1-128 に包含することが、チェーントレーサビリティ構築にとっての早道である

と考えることができる。 

 

 

３）原材料生鮮品について 

加工食品の原材料としては生鮮品も対象となるが、「原材料入出荷・履歴情報遡及シス

テムガイドライン」では、生鮮品の表示コードを対象外としている。生鮮原材料（食肉、

青果物（野菜・果物）、水産物等）については、（財）食品流通構造改善促進機構が 1997

年から 2001 年にかけて実施した「生鮮食品等取引電子化基盤整備開発事業」により、商

品コード体系、EDI メッセージ、物流標準ラベル等が標準化されていることから、その各

ガイドライン（以下、生鮮ガイドライン群）に対応した表示が実現できれば、加工食品メ

ーカーでの取り組みが可能になるとの判断である。 

しかしながら、生鮮ガイドライン群を使用して生鮮品出荷者と加工食品メーカー間で、

原材料メーカー・加工食品メーカー間と同様のエクスターナル・トレーサビリティを構築

しようとした場合、以下の２点が大きな障壁となる。 
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① 現状では生鮮ガイドライン群の普及率が乏しく、従って生鮮品出荷者側でもガイド

ラインにもとづいた表示がほとんど実施されていないため、対応する場合、新たに

コストが発生する。 

② 全国一意の牛肉の個体識別番号を除き、リスクマネージメント上最も重要であるロ

ットを識別するための生産者や圃場を含むロット番号、シリアル番号の概念がない

ため、現状のままではトレーサビリティには使用できない。 

 

上記①に関しては、ガイドラインの有無、適用不適用を抜きにしても対象物の識別とい

うトレーサビリティ実現上の最低条件であり、また産地側においても農薬取締薬法違反な

ど事故が起きた場合、出荷ロットの特定といったリスクマネージメントに繋がるため、早

急に取り組んでいくべきである。 

一方、②に関しては、本年５月から施行されるポジティブリスト制度（農薬等が残留す

る食品の販売等を原則禁止する制度）により、製造販売された製品から残留農薬が検出さ

れた場合、その責任が加工食品メーカー側にも及ぶため、その範囲や原因を明確にする必

要がある。原材料メーカーから納入される原材料同様に生鮮品もワンステップバックを可

能とすることの重要性が高まってきたといえるが、生鮮ガイドライン群にロット番号やシ

リアル番号がないため、このままでは一部先行メーカーにより独自コードに基づく表示要

請がなされる恐れがある。加えて、複数の加工食品メーカーの表示要請に対しての個別対

応の負担が増えるといった懸念もある。 

これらの問題を回避し、チェーントレーサビリティを構築するためには、生鮮品出荷者

と加工食品メーカー間におけるエクスターナル・トレーサビリティ実現に向けた標準化が

必要といえるのではないだろうか。 
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３.２ ノルウェー等の水産業界と TraceFish 
 

３.２.１ 調査の背景および目的 

相互運用性の高いトレーサビリティシステム（仕

組み）を構築するためには、様々な要件の標準化、

あるいは相互運用性の確保が必要になる。 

TraceFish は、記録・伝達すべき情報項目を、生

産段階から小売段階に至る各段階で規定していると

ともに、伝達するための技術的要件（記述方法、コ

ード体系等）をも規定しており、相互運用性の点で

は、必要最低限の要件を具備した標準と考えられる。

よって、トレーサビリティの相互運用性に関するモデルとして、本調査の対象に適してい

ると考えられる。 

なお、EU を中心として TrachFish の普及が進められていることも、海外との相互運用

性を確保する上で考慮すべき重要な点である。 

以上の認識のもとに、主に、 

・ TraceFish の仕組み、開発・普及状況や今後の取り組みを明らかにすること 

・ 国内外における TraceFish に関する取り組みや普及状況を把握し、その実態や普及を

進める上での課題を明らかにすること 

を目的に調査し、その調査結果から、水産物に限らず、他の品目・業界や品目間・業界間

で相互運用性を有したトレーサビリティシステムあるいはその標準、標準化の構想が具備

すべき要件、およびその開発・普及に関する取り組みについて検討を行った。 

 

３.２.２ 調査項目 

 前述の目的のもとに、TraceFish の概要、国内事例、海外事例という３つの項目に分け

て調査を実施した。 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-1 調査／作業フロー  
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出典：TraceFish QLK1-2000-00164 
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ａ．TraceFish の概要 

  TraceFish の目的やコンセプト、およびこれを構成する各種標準等について把握を行

うとともに、普及状況や開発・普及に関する取り組み状況等を調査する。 

 主な調査項目 

・ 開発された背景や目的 

・ トレーサビリティに関する基本コンセプト 

・ 構成する各種標準の概要 

・ 普及・開発等に関する取り組み状況や今後の計画 等 

 調査方法 

・ 関連ＨＰ、文献等の調査 

・ 開発関係者等に対するヒアリング調査 

□ヒアリング先： SINTEF / Fisheries and Aquaculture 

Brattorkaia 17b, 4.etg 7465 Trondheim, Norway 

www.sintef.no 

主な対応者： Jostein P.Storoy 

       Master of Siceience / Research  

Director 

        備考：当該研究所は、TraceFish の開発におい 

て中心的な役割を果たし、J.P.Storoy 博 

士は、その中でも開発の主要メンバーの 

一人である。 

 

□ヒアリング先： Fiskeriforskning（ノルウェー漁業・水産養殖研究所） 

(Norwegian Institute of Fisheries and Aquaculture Research) 

Fiskeriforskning Muninbakken 9-13 Postboks 6122 N-9291 Tromso 

www.fiskeriforskning.no 

主な対応者： Petter Olsen 

       Scientist / MSc 

        備考：当該研究所は、SINTEF 研究所とともに、 

TraceFish の開発において中心的な役割 

を果たし、P.Olsen 博士は、J.P.Storoy 

博士とともに、TraceFish の生みの親と 

称されている。 
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□ヒアリング先： Norwegian Seafood Federation(fhl) 

Box 1214, Pirsenteret N-7462 Trondheim, Norway 

www.fhl.no 

主な対応者： Knut A. Hjelt 

       Dep. Managing Director 

        備考：水産関係の飼料や養殖業者、輸出業者等から構成される業界団体  

           であり、水産物の安全確保にも積極的に取り組んでおり、トレー 

           サビリティの普及活動や実証試験等にも参加している。 

            

□ヒアリング先： Norwegian Seafood Export Council 

主な対応者： Ola Brattvoll 

       Fiskeriutsending 

       Head of Japan Office 

        備考：水産物の輸出業者等から構成される業界団体であり、上記 fhl と 

           同様に、トレーサビリティの普及活動や実証試験等にも積極的に 

           取り組んでいる。 

 

ｂ．国内事例 

  国内における TraceFish の普及状況や普及に関する取り組み等の把握を行う。 

 主な調査項目 

・ 国内における普及の概観 

・ 利用実態 

・ 普及等に関する取り組み 等 

 調査方法 

・ 関連ＨＰ、文献等の調査 

・ 水産関連企業に対するヒアリング調査 

□ヒアリング先： 株式会社システムインテック 

主な対応者： 技術部長 橋本 民雄殿 

        備考：橋本氏は、スペインで開催された「TraceFish」の総会に日本で唯 

一参加され、国内において「TraceFish」の推進に尽力されている。 

 

□ヒアリング先： 社団法人大日本水産会 

主な対応者： 品質保証部長 高鳥 直樹殿 

        備考：同団体は、水産関係各種団体・企業から組織される日本の水 

産業界を代表する団体である。 
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□ヒアリング先： 株式会社マルハグループ本社 

主な対応者： 環境・品質保証グループ副部長 山口 龍一殿 

        備考：同社は、漁業、水産物の輸入・加工の他、缶詰・冷凍食品など 

の製造販売を行う日本有数の大手水産会社である。 

 

ｃ．海外事例 

海外における TraceFish の利用実態および、TraceFish にもとづいたトレーサビ 

リティシステム等の概要、導入状況等に関する把握を行う。 

 主な調査項目 

・ 利用実態 

・ TraceFish にもとづいたトレーサビリティシステム等の概要、導入状等 

 調査方法 

・ 視察およびヒアリング調査 

□ヒアリング先： SALMAR（養殖業者） 

主な対応者： Gustav Witzoe 

       Director 

       備考：サーモン等を大規模に養殖している企業であり、トレーサビリティ 

          についても先進的に取り組んでいる。 

 

□ヒアリング先： Tracetracker（システムベンダー） 

CHRISTIAN KROHGS GT.32 0186 OSLO, Norway 

www.tracetracker.com 

主な対応者： Jan M Olsson 

       Business Development Director 

         備考：TraceFish に準拠したシステムを開発し提供している。 

            TraceFish の開発や各種の実証試験等にも参加している。 

 

□ヒアリング先： AkvaSmart（システムベンダー） 

http://www.akvasmart.no/start.htm 

主な対応者： Elin Løvtangen 

       MSc Solution architect/Project Manager 
         備考：Traccetracker 社と同様に、TraceFish に準拠したシステムを開 

            発し提供しているとともに、TraceFish の開発や各種の実証試 

            験等にも参加している。 
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 なお、上記の海外の開発関係者、企業・団体等に対するヒアリング調査および視察調査

は、平成 18 年 2 月 12 日から 18 日まで、ノルウェー（オスロ、トロンハイム、トロムス）

において、（社）食品需給研究センター、（社）海洋水産システム協会のご協力により共同

して実施した。FTSSI からはワーキンググループの２名が参加した。 

 

３.２.３ TraceFish について 

１）開発の経緯 

 食品の安全を望むノルウェーを含むヨーロッパの消費者や小売業者のニーズを背景に、

TraceFish の開発プロジェクトは 2000 年にスタートし、2002 年まで実施された。当初は、

欧州委員会から「生活の質と生物資源の管理」プロジェクト（プロジェクト番号

QLK1-2000-00164）の一環として資金の提供を受けた。 

 プロジェクトのコーディネートは、Fiskeriforskning（ノルウェー漁業・水産養殖研究所）

が行い、コンソーシアムのメンバーとして 24 の会社や研究所が参加した。プロジェクト

の最終段階では、ヨーロッパにおける 100 以上の主な水産物の輸出入業者、加工業者及び

研究所が参加した。 

 プロジェクトでは国際会議を４回開催し、養殖魚や天然魚のトレーサビリティ及びその

技術的な側面について検討を行った。 

 

２）開発の基本認識および目的 

 TraceFish は、増える一方の製品関連情報に対するバイヤーや消費者の要求に対応する

ためであるとしても「情報を製品と共にすべて物理的に伝達することは現実的ではない」

という認識に立って構築されている。 

 より現実的な方法は、各パッケージにユニークな識別子をつけて、関連する全ての情報

を電子的に伝達または取り出すことである。この電子的な方法を、より効率的に実施する

ためには、“標準”が必要となる。 

 TraceFish プロジェクトの目的は、将来、水産物やその製品のサプライチェーン全体に

トレーサビリティを導入する際、基礎となる３つの“標準”を開発することであった。 

 

３）TraceFish におけるトレーサビリティについて 

〔トレーサビリティのための基本情報〕 

 2005 年 1 月から施行される EU 食品法一般原則と一般要件（Regulation（EC）

No.178/2002）では、食品に関わる各種事業者に、食品（原料、製品）の供給元と供給先

を記録することを求めている。即ち「誰から買って、誰に売ったか」（one-up、one-down：

ワンステップバック、ワンステップフォーワード）を明確にすることを基本としている。 
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TraceFish のコンテンツに関する標準は、この原則に基づき、水産物の製造から流通・

加工の各段階で one-up、one-down に関し記録すべき情報項目を規定している。ただし、

one-up、one-down に関する情報だけではなく、各段階で行う固有の処理や発生する情報

等も記録することとしており、原則として求められる以上の情報を記録・管理することを

規定している。 

 

〔トレーサビリティの区分〕 

 標準に明確に定められているわけではないが、TraceFish の開発プロジェクトでは、ト

レーサビリティを「インターナル・トレーサビリティ」と「チェーントレーサビリティ」

とに明確に分けて考えられている。 

 

      Internal Traceability:  
一つの企業内だけで実施されるトレーサビリティである。ここで扱う情報

は、自社内の情報が主となる。トレーサビリティの取り組みとしては、最

初の段階であるが、次のチェーントレーサビリティに進展するためには、

まずこのトレーサビリティを実現する必要がある。 

           Chain Traceability:  

              複数の企業間や国と国との間のトレーサビリティである。このトレーサビ

リティでは、仕入れ先から情報を入手し、販売先に情報を伝達することに

なる。この情報の授受を効率的に行うためには、標準が必要である。 

       なお、チェーントレーサビリティの情報の質は、個々の企業のインターナ

ル・トレーサビリティに依存する。 

 

 食品の安全を支えるためには、チェーントレーサビリティを実現する必要があり、

TraceFish の開発や各種の実証試験は、その実現を最終的な目標としている。しかし、現

時点では、個々の企業がインターナル・トレーサビリティを実現する必要がある。 

また、システムベンダーも、それぞれのトレーサビリティ区分向けにシステム開発・提

供しており、各社の製品、サービスには機能や適応対象にそれぞれ特徴がある。 

 

〔トレーサビリティ・データの種類〕 

 トレーサビリティに関連する情報には、大別して製品情報（Product data）と変換情報

（Transformation data：対応関係に関する情報、紐付け情報）とがある。製品情報は、そ

の製品を製造または加工等する際に発生した各種情報である。製品情報はその企業にとっ

ては非常に重要な情報であり、いろいろな意味で利益を生む情報である。ただし、トレー

サビリティを実現する上では、変換情報に比べると重要性は低いと言える。 
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図 3.2-2 トレーサビリティ・データの種類（出典：Petter Olsen 博士作成資料）  

 

 

〔変換の種類（ロットの形成）〕 

 変換には、以下のように様々なタイプがあるが、トレーサビリティを実現するためには、

これらの変換に関する情報を正確に記録・管理する必要がある。しかし、この情報の記録・

管理には当然ながらコストが発生し、直接的な利益にはつながり難い。よって、トレーサ

ビリティは、一般に企業にとってコスト要因として認識される傾向にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-3 変換のタイプ（出典：Petter Olsen 博士作成資料）  

Join Split 

Group Ungroup

New ID ID 

Traceability data

変換情報 製品情報

原材料に関するデータ 物理的特性に関するデータ 加工に関するデータ

Traceability data

変換情報 製品情報

原材料に関するデータ 物理的特性に関するデータ 加工に関するデータ
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〔識別子（ユニーク ID）〕 

 トレーサビリティを実現するための取り組みの第一歩は、自社の製品や取引単位に、識

別子を付与し、製品情報や変換情報等を記録・管理するとともに、ラベル等で表示するこ

とである。 

識別子の種類として以下に示すようにローカルなものと、グローバルにユニーク性を確

保されたものがある 

  

      Local identifiers 
一つの企業内で製品の製造やその保管・管理等に使用するローカルな識別

子は、独自に付与し管理・運用されるものであり、標準化することは出来

ないとされている。 

           Global identifiers 

              異なる企業間や国の間でチェーントレーサビリティを実現するために、グ

ローバルにユニーク性が確保されている識別子を使用する必要がある。

TraceFish では、その識別として GTIN にバッチ No.＋シリアル No.または

タイム・スタンプ等のユニークなデータを付加して使用することを求めて

いる。 

 

TraceFish では、ローカルな識別子の利用を否定してはいないが、トレーサビリティを

実現するためには、グローバルな識別子の利用を求めている。具体的には、そのため国際

的ユニーク性が確保されている GS1（旧称 EAN/UCC）が定める GTIN（Global Trade Item 

Number）を基本とした以下のようなコード体系の利用を求めている。 

なお、バッチ No.だけでなく、シリアル No.の付番も求めているのは、バッチ No.のみを

伝達または管理するだけでは、流通経路や所在等を一意に特定できない場合があるためで

ある。 

 

 

 

                  

 

 

図 3.2-4 TraceFish で使用する識別子 

GTIN ＋ バッチ No. シリアル No. ＋ 

GTIN ＋ タイム・スタンプ等のユニークなデータ 

または 



 - 50 - 

４）二つの標準 

 前述のように、TraceFish は、水産物およびその加工品のトレーサビリティに関する情

報を電子的に授受するための標準を定めたものであり、その標準は以下に示すように３つ

ある（詳細は次節参照）。 

 なお、以下の標準は、あくまでその使用は任意であり、なんら法的な義務づけはされて

いない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-5 TraceFish が規定している標準の構成  

 

 

［コンテンツに関する標準］ 

 養殖魚および天然魚それぞれのサプライチェーン全体において、各段階の関係者が記録

または伝達しなければならいない情報項目について規定している。これらの標準は、CEN

（European Committee for Standardization）によって配布されている。 

  ＊水産物のトレーサビリティ／養殖魚のサプライチェーンにおいて記録されるべき情

報に関する規格（CWA 14659:2003） 

  ＊水産物のトレーサビリティ／天然魚のサプライチェーンにおいて記録されるべき情

報に関する規格（CWA 14660:2003） 

 なお、これらの標準は、電子的に記録することを規定していない。しかし梱包材や商品

に貼付された情報を、より正確にかつ省力化して読み取るために、GS1（旧称 EAN/UCC）

が定める各種コード体系（GLN、GTIN、SSCC 等）の使用を求めている。特に、そのユニ

ーク性と識別子の多様性が評価され、利用が推奨されていると考えられる。 

 

［電子的な情報の授受に関する技術的な標準］ 

 前述のように上記標準は、電子的に情報を記録することや伝達することを規定していな

い。しかし、情報を正確かつ省力化して記録・伝達・読み取るためには、電子的に情報交

換を行うことが有用であり、それをより効率的に行うためには“標準”が必要である。よ

TraceFish 

記録・伝達すべきコンテンツに関する標準 電子的情報交換に関する技術的な標準 

養殖魚に関する標準 天然魚に関する標準 
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って、TraceFish では、電子的な情報交換のための標準として、上記コンテンツに関する

標準に対応した XML のスキーマを開発・定義している。また、利用を推奨している GS1

が定める各種コード体系（GLN,GTIN,SSCC 等）に関連した定義のモジュールも開発され

ている。 

 なお、TraceFish は、水産物だけでなく、より多くの食品のトレーサビリティにも適用

されることが期待されており、後述するようにそのためのプロジェクトも既に立ち上がっ

ている。2005 年 12 月 14 日には、この技術的な標準がバージョンアップされた。その目

的は、XML スキーマのうち、以前は一体となっていた一般的な情報交換に関する定義と水

産物固有のコンテンツに関する定義とを分離し、他の食品にもそれぞれ固有のコンテンツ

の定義を開発することで、TraceFish の手法が他の食品でも活用できるようにすることで

ある。 

 

５）現在の開発状況および取り組み 

 2000 年から開始された TraceFish の開発プロジェクトは、2002 年に終了し、完成をみ

ている。その後、本格導入に向けた数々の実証試験が実施されている。 

 その過程で、TraceFish の手法をミネラルウォーター、シリアル、鶏肉等の他品目へ適

用することが計画されており、前述のように 2005 年 12 月には技術的な標準がバージョン

アップされた。XML 等に関する技術的な標準の管理は、Fiskeriforskning が行っており、

実際の作業は、システムベンダーである Mritech 社に委託して実施した。 

また、水産物固有のパラメーターは、SINTEF 研究所が管理を行っており、実際の作業

は、Petter Olsen 博士が担当している。 
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６）コンテンツに関する標準 

 TraceFish のコンテンツに関する標準では、魚のサプライチェーンの各段階において、

記録・伝達が必要な項目を設定している。 

 その項目は、図 3.2-6 に示す養殖魚、天然魚それぞれ固有の段階毎、または共通する段

階毎に、記録・伝達する項目を定義している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-6 TraceFish が対象としている水産物のサプライチェーン 

 

 天然魚のサプライチェーンでは魚、または魚から製造した製品について、陸揚げした船

から消費者へ販売する時点までのサプライチェーン全体をトレースする必要があり、また

養殖魚の場合においても、魚の親、育成に関する飼料まで遡ったトレースが必要であると

定義している。 

 サプライチェーンの各段階で記録・伝達することが求められる項目は、トレーサビリテ

ィを実現する上での必要性、関係法令の規定、衛生・品質管理等における重要性等により、

必須、推奨、可能に区分されている。 

 

「必須」：製品を識別し、物理的に追跡するために必要な基本情報であり、この要素の情報

は記録されなければならない。 

「推奨」：食品安全性、品質、ラベル付けに関連して法的に要求されている特定情報で、こ

れらの事項に関連した商品的に望まれる重要な要素に関する情報も含む。これらの

情報は記録されることが望まれる。 

「可能」：法的に要求されているさらに特定化された情報ならびに商業的に望まれる情報で、

文書に書き入れるのに十分な関連性があるとみなされたもの。これらの要素の記録

は事業者が選択することができる。 

 

 表 3.2-1 には、例として、成魚養殖場における項目を示す。 
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表 3.2-1 養魚場で記録・伝達する情報 

カテゴリ データ要素  内容  例  

必  

須  

推  

奨  

可  

能  

養魚場  

FFF01  食品事業 ID 養魚事業を運営する食品事

業の名称 と住 所 あるいは

GLN 

フィヨルドハーベスト株

式会社  

67345 ベルゲン 

ノルウェー 

×   

FFF02 養魚場事業 ID 養魚場事業の名称、住所、

登録番号、あるいは GLN

（n3+n13） 

フィヨルドハーベスト 

オーシャンサイト 2 

67345 ベルゲン 

ノルウェー 

×   

FFF03 養魚場の GMP 計

画の名称  

養魚場が認定されている魚

の品質または食品安全性

GMP 計画の名称  

Debio   × 

識別  

FFF04  単位 ID SSCC（n2+n18）（物流単位

で受領した場合 ）あるいは

GTIN＋（n2+n14+AI）（個別

の取引単位で受領した場

合） 

GTIN＋ 

（01） 

07012345000001 

（10）000000125 

×   

FFF05 取引単位 ID 物流単位で受領した場合に

物流単位に含まれる取引単

位 ID 

GLN+（n2+n14+AI）のリスト

GTIN＋のリスト ×   

注：ここでいう「養魚場」とは魚を受領し、それを成長段階の期間にわたり保持し、魚を  

と殺／加工関連へ出荷する事業とする。  

 

本表の記述内容から読み取れるように、TraceFish の基本的考えであるワンステップフ

ォーワード、ワンステップバックを実行するために、必須項目として、単位 ID や取引 ID

が「必須」条件となり、一方品質に関する項目に関しては、「推奨」または「可能」となっ

ている。 
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このことから TraceFish は、その第一義として確実に製品をトレースする仕組みを提供

していると言えよう。 

 

７）情報交換に関する技術的な標準 

［データ形式］ 

TraceFish では、コンテンツに関する標準で規定した項目について、企業、国間等で確

実かつ円滑にワンスップフォーワード、ワンステップバックが行えるように、そのデータ

項目の記述方式を標準化している。この記述方式の標準化には、XML を用いている。 

XML を用いるメリットは、コンピュータ間のデータ送受信が可能になることである。デ

ータの互換性を担保する XML を用いることで、ワンスップフォーワード、ワンステップ

バックにおけるデータの追跡・遡及を可能としている。 

記録・伝達することが求められている各項目は、その内容に応じて階層化され、データ

の型が設定されている。データの型は、数値型であれば String 型 20 バイト長というよう

に規定されている。 

 

図 3.2-7 は、2005 年 12 月に改訂されたものであるが、そのデータ構造、データタイプ

等が詳細に規定されており、システムベンダーは、本図を参照することにより、容易にシ

ステム構築が可能となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-7 TraceCore - XML Standard Guidelines 

 

このように、基本的なデータ項目が、コンテンツに関する標準でその内容が規定される

だけでなく、技術的標準のなかで XML を用いて名称やデータ形式等が明確に規定される

ことにより、データの送受信だけではなく、受け取った XML ファイルを各企業間が持つ
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コンピュータ特有のデータベース形式に容易に取り込むことが可能になる。また、逆に送

信する際にもデータ形式を変換することなく、XML を生成して送信することが容易になる。 

なお、データの送受信方式においても、XML は単なるテキストファイルであるため、コ

ンピュータ等に依存したローカルなテキスト・コードに留意する必要があるものの、特に

プロトコルに依存することなく、データの送受信が可能である。 

ただし、現行、多くの企業間のシステムが独自システム、独自のデータを利用している

ため、既存アプリケーション、既存インフラ等によっては、これらを TraceFish のような

汎用的標準データ形式に変換するインターフェイスを導入し、データの送受信方式につい

て変更を行う必要がある。 

 

［コード］ 

 TraceFish で利用されているコードは、EAN/UCC コード体系の利用を推奨している。そ

の理由は、世界規模で利用されているコード体系であること、製品を一意に識別できるこ

と、コンピュータシステムで利用する際にも容易にハンドリングが可能であること等であ

る。 

 

［ラベル］ 

ラベルは物流ラベルとして、EAN/UCC が規定しているバーコードによる表記を求めて

いる。ラベルは、取引する製品を運搬するパレットまたはその他の物流ユニットを識別し、

かつ記載された情報を正確かつ省力化して読み取るために使用される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-8 TraceFish に準拠した情報伝達方式 
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［システム（情報伝達としてのあり様）］ 

TraceFish に準拠した情報の伝達方式は、図 3.2-8 に示すように２つの方式があると考え

られる。 

方式①は、AKVAsmart 社の製品 SPOT（後述）が採用している方式であり、サプライチ

ェーンの各段階で個々に蓄積されたデータを、標準化されたデータ形式で授受することに

より、トレースフォーワード、トレースバックを行う方式である。 

方式②では、製品に関する各種データをある規定のもとに集中的に蓄積・管理すること

によって、必ずしもワンステップフォーワード、ワンステップバックのプロセスを経るこ

となく、どの段階のデータも参照することが可能となる。Tracetracer 社が提供している

ASP サービスである GTNet（後述）は、この方式である。 

方式①は、トレースフォーワード、トレースバックを原則としたトレースを実現するも

のであるため、データの授受は、取引の当事者間（２者間）の取り決めだけで最低限実現

することが可能である。ただし、TraceFish におけるデータ形式は、２者間の取り決めと

してではなく、サプライチェーン全体で汎用的に、かつ必要最小限の取り決めとして定義

されている。 

一方、方式②では、製品に関する各種情報をサプライチェーン全体で一元的に記録・運

用するために、データ形式の取り決めだけでなく、その間の通信方式やプログラムのイン

ターフェイスを定義する必要がある。また、この方法では、一元化されたデータベースシ

ステムを管理する組織・団体が必要となる。 

図 3.2-9 に示すように、IT システム構築のためには以下の３要素が必要となる。 

 
図 3.2-9 IT システムの必須構成要素  
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 方式①を実現するために規定されなければならない要素は、データコンテンツのみであ

り、ソフトウェア（アーキテクチャを含む）、ハードウェアインフラを規定する必要性は低

い。その理由は、単にトレースフォーワード、トレースバックに関して、データを伝達す

るためには、データコンテンツに関する取り決めがあれば、個々の２者間の取り決めで実

現できるからである。 

 方式②を実現するためには、上図のすべての要素を標準化する必要があり、いつでもど

こでもデータの参照が比較的迅速に可能である、というメリットがある一方で、システム

の構築・運用には多大な費用と時間が必要となる。 

 方式①は現実的にみて実現性が高く、必要となるシステムや機能もシンプルなため、サ

プライチェーンへの浸透も比較的に容易であり、低コスト運用やトレーサビリティの早期

実現を図る上では、有用と考えられる。ただし、方式②は、各種標準の確立と普及および

一定規模の利用者数が確保できれば、コストの軽減が可能であり、またデータの正確性や

トレースの迅速性などにおいてメリットが大きいと考えられる。 

 

８）考察 

 TraceFish に準拠した前出の方式①の場合、システム間の連携は、次の図 3.2-10 のよう

なものになると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-10 TraceFish におけるシステム連携のイメージ 

 

 川上から川下へデータを送信する場合、自社で用いているアプリケーションの形式で格

納されているデータを TraceFish で規定しているデータ形式の XML ファイルに変換し、川

下の企業へとデータを送信する（TraceFish では、送信方式について規定していない。EDI

ではなく、単なるメールでも可能である）。 

 川下では、XML ファイルを受け取った後、自社で用いているアプリケーションの形式に
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データを変換し、データベースへ格納する。 

 TraceFish では、データ項目や項目の記述方式について規定しており、そのデータを社

内で用いる場合のシステムやアプリケーションについての規定はない。企業によってシス

テムについての考え方や、システムにおける成熟度、IT 投資額も異なり、ある一定水準の

アプリケーションを各社同時に構築することは不可能に近い。 

TraceFish では、単に中間ファイルの形式を標準化するだけで、大規模なシステム構築

は必要ない。例えば、ある会社では、その情報を単なる表計算ソフトを用い、そのソフト

のマクロ言語で XML ファイルの入出力処理をカスタマイズすればよいということになる。

そのため、サプライチェーンの中で容易に TraceFish に規定された情報の伝達が可能とな

り、情報のトレーシングも可能になるといえる。 

つまり、TraceFish が規定する方式は、ワンステップフォーワード、ワンステップバッ

クのデータの一意性を維持し、情報のトレーシングができるということから必要十分条件

を満たしており、かつ比較的容易に各企業が導入することが可能であるといえる。 

 TraceFish に準拠し、規定された情報の管理と XML での入出力機能を持つシステムは欧

州では既に販売されており、システム化の現実性が実証されている。日本においては、本

要件を満たすシステムは未だに製造されていないが、自社の既存システムに、そのサプラ

イチェーンの中で各企業間におけるデータの入出力インターフェイスの処理機能を、本方

式をもってアドオンすることにより、実現することは可能であると考えられる。特に食品

加工業界においては、HACCP の導入により製品の原料から出荷までの情報を管理してい

る企業が多く、特別なシステムを新規に導入するより、このような導入方法が現実的であ

ると考えられる。 

 そのため TraceFish は、トレーサビリティを実現するシステムとしては、柔軟で現実性

の高い標準であり、また、データ形式を産業別サブセットに拡張する等により、水産物だ

けでなく他の食品や工業製品等にも適応が可能であり、応用性の高い標準であると考えら

れる。 
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３.２.４ 国内事例 

１）概観 

日本国内の水産業界においても、他の食品と同様にトレーサビリティの実現に向けた実

証試験など幾つかの取り組みが実施されている。「牡蠣（宮城）」、「うなぎ（浜名湖）」、「真

鯛（三重）」、「鰤（鹿児島）」などがその例であり、下関の「とらふぐ」の実証実験では

QR コードを活用している。 

ただし、TraceFish に関する取り組みは未だ非常に少ないのが実態である。本調査にお

いて把握された取り組みは以下の通りである。 

 

（１）株式会社オプティマ・フーズ（愛媛県愛南町）が、水産物の安全・安心をさらに強

化するため TraceFish の運営サービス顧問契約を株式会社システムインテック（東

京都港区芝浦）と締結したと発表した。同社では平成 17 年の初めから陸上型ふぐ

の養殖に従事し、現時点の育成履歴をペーパーで記録しているが、現時点では未だ

育成履歴と共にふぐを出荷した実績はないようである。 

（２）株式会社マルハグループ本社では、チリからの輸入魚ついて TraceFish のデータを

入手している（詳細は後述）。 

（３）社団法人大日本水産会、社団法人海洋水産システム協会では、平成 17 年度ユビキ

タス食の安全システム開発事業で、TraceFish の思想と技術を活用したシステム構

築を行っている（詳細は後述）。 

 

TraceFish に限らず、日本の水産業界でトレーサビリティシステムを導入した例は未だ

に少ない、即ち水産物に関しても他の食品と同様にトレーサビリティの普及が遅れている

のが現状であると言える。その要因の一つとして、国内の漁業には、記録を残すという文

化が定着していないことが挙げられている。漁師の仕事は仲買に魚を卸した時点で終了し

ており、TraceFish の必要性を感じていない、とする指摘もあり、導入の前に意識改革の

必要性が求められていると言える。 

また、日本国内における食品トレーサビリティは、厚生労働省が定める食品衛生法３条

が基本となっており、本法規を踏まえた上で定義されるべきであり、「トレーサビリティ＝

情報の遡及」と捉えてトレースにのみ着目するのではなく、食品の安全を保障することを

第一義とするべきであるとする指摘もある。確かに、トレーサビリティそのものは、食品

の安全を保証するものではなく、関連する情報を正確かつ確実に伝達するための“仕組み”

を提供するものである。トレーサビリティを実現すれば、食品の安全が保証されるもので

はないが、未だにこのような誤解が多いのも事実である。トレーサビリティの普及を図る

上では、その正しい知識の普及が前提とならなければならない。 
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 なお、水産物の生産現場である漁業の現場では、様々な情報通信システムを積極的に導

入し、市況、気象、GPS 等の各種情報を活用している。このように情報化や電子化が進ん

でいけば、商品に関する情報の登録や伝達が IT を活用して行なわれることが今後一層期待

される。水産業においては、一般に考えられているほど生産現場に IT を導入する際の困難

は少ないのかもしれないが、そのためには利用者に導入の意義とメリットを十分に理解し

てもらう必要がある。 

また、水産食品加工の分野では、HACCP 等に準拠した衛生管理が普及しており、いわ

ばインターナル・トレーサビリティが実現しているといえる。よって、情報を遡及するた

めのワンステップバック、ワンステップフォーワードは、容易に実現できる状況が既に整

備されている、との指摘もあった。 

このように、日本国内の水産物におけるトレーサビリティの普及は遅れているものの、

導入を可能とする環境や条件は徐々に整いつつあると考えられる。普及の課題は、トレー

サビリティに関する理解や認識の普及と、取り組むためのインセンティブやメリットを作

り出す点にあると考えられる。 

 

２）株式会社マルハグループ本社 

マルハグループ本社における TraceFish の利用状況は、以下のとおりである。 

チリ産の銀鮭の輸入先６社では、TraceFishに準拠したAKVAsmart社製のシステム

「SPOT」が導入されており、養殖魚の生産等に関する履歴情報をXML形式で提供するこ

とができる環境が整備されている。「SPOT」は、無償の専用ビューア「SPOT Light」が

ありデータ閲覧等を行うことができる仕組みになっているが、同社では現在、取引ロット

毎にEXCELのファイル形式でトレーサビリティに必要なデータをメールに添付して受け

取っている。 

 

 

 

 

 

 

 
図3.2-11 「SPOT Light」表示画面 

（出典：AKVAsmart社ホームページwwww.akvasmart.com） 
 

 また、同社独自のトレーサビリティシステムが既に動いている。この自社システムと

「SPOT」との連携を模索したが、会社毎（輸入先）または年によって送られてくるデー
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タの書式や項目が異なること、投薬履歴等の必要な情報が含まれていないこと等により、

システム間のデータ連携を行っておらず、現状は、データを蓄積するに留まっている。 

 輸入先から箱単位に付番された識別番号（チリの場合はシリアル No.）を入手しており、

これによるトレースも可能であるが、現時点で利用しているデータは、賞味期限を把握す

るための出荷日（賞味期限から逆算）データのみである。何れにしろ箱単位の識別番号だ

けでは流通仕分け上の現物確認は困難であり、出荷日が識別できればブランド名（輸入先）

が、商品の箱に表示されているためにトレースが可能であるということだった。 

 また、現在受領しているデータには、生簀を特定する情報（ID 番号）も含まれているが、

投薬履歴等に関する情報は入手していない。同社としては提供を求めているが、現時点で

は開示されていないということだった。ただし、開示して欲しい情報はあっても、仮に箱

単位に種苗場段階からデータが添付されている場合、データ量は膨大になり、記録・管理

や閲覧には相応の労力とシステム整備が必要になると考えられていた。 

 同社では、このようなデータ（情報）をファイルでもらう“仕組み”としては評価でき

るとしているが、公開項目等の不足（主に流通履歴情報）や言語の問題の他にも、輸入コ

ンテナ単位・ロット区分と日本国内での流通単位に対応する識別単位との紐付けが対応し

ていないなど、入手したデータをそのまま日本で利用・閲覧するには、まだ検討が必要で

あると考えている。 

 なお、チリにおける TraceFish の導入状況は、種苗場は少なく、養殖場や特に加工場で

の使用が多いようだった。基本システムが１千万円規模で、それに加えて養殖や加工など

各段階用に１千万円程度のシステムが必要であり、経営的には少なくない投資であると考

えられている。また、導入のインセンティブについては、輸出先における安全性への関心

の高まりに対応したもので、商品の安全性や信頼性をアピールするために有効である等の

ビジネス上の理由を挙げていた。 

 

３）ユビキタス食の安全・安心システムの開発事業  （出典：農林水産省ホームページ） 

  農林水産省では、平成17年度からユビキタス・コンピューティング技術を活用して情報

の記録等の自動化・簡便化を進め、トレーサビリティの確保とともに、食品の安全管理等

の向上や消費者が簡単に入手できる情報の充実等を図ることが可能となる先進的なシステ 

ム（ 食の安全・安心システム）の開発を進めている。 

  平成 17 年度の当該事業の一環として、（社）大日本水産会、（社）海洋水産システム 

協会が中心となって「EUのTraceFishを活用した統合型水産物安全・安心トレーサビリテ

ィシステムの開発実証事業」を実施している。対象は、水産物（鮮魚、冷凍魚）であり、

EUのTraceFishの思想と技術を活用し、水産業界の多様な生産・流通形態に対応したトレ

ーサビリティシステムを開発し、産地から消費者に至る水産物フードチェーンの各段階に

おける安全・安心を実現するための包括的な枠組みを構築することを目的としている。 
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図3.2-12 EUのTraceFishを活用した統合型水産物安全・安心トレーサビリティ 

システムの開発実証事業のコンセプト 

（出典：農林水産省ホームページ） 

 

 主な実施内容を以下に示す。 

 

［TraceFish を導入した安全・安心トレーサビリティシステムの開発］ 

・ 産地（生産者）から消費地（消費者）までの水産物フードチェーンを構成する各事

業者が、相互に協調・連携する「水産物安全・安心トレーサビリティシステム」を

開発する。 

・ 実現に当っては、先駆的な水産物トレーサビリティシステムであるEU TraceFish 

の思想と実現技術を活用しつつ、日本の水産業界の実情に対応したシステムとする。

さらに輸出用水産物への適用を考慮し、TraceFish との相互運用性を実現する。 

 

［生産と流通における多様な情報の活用による普及の促進］ 

・TraceFish におけるシステムのオープン（解放）性、情報の公開性を活かし、全食

品業界その他にも、情報を提供できる、開かれたシステムとする。 

・システムはトレーサビリティに留まらず、生産段階のリスク管理のための業務支援、

地域の水産物情報や水産物の利用に関する情報を活用した関係者間の情報交流を支

援する。 

・生産から消費までを横断する業界標準的なトレーサビリティシステムとするため、

既存の業務システムや個別分野のトレーサビリティシステムを取り込み、水産業界

の社会インフラ的なシステムをめざす。 
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［水産における代表的な５つの業態を対象にした実証］ 

水産における代表的な５つの業態（遠洋、沖合、沿岸の各漁業、養殖、養殖輸出）を

対象に実証を行う。 

 

 同事業は、国内の水産業の産地から卸売・小売段階までをカバーし、その主要な団体・

企業が参加している。この事業を契機に、国内水産業においてトレーサビリティへの取り

組みが一層加速され、さらには国際的にも相互互換性を有したチェーントレーサビリティ

が実現されることが期待されている。 

なお、本稿作成段階では事業実施中のため、その詳細および成果等については、今後作

成される当該事業の報告書等を参照頂きたい。 
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３.２.５ 海外事例 

１）養殖業者（SALMAR） 

サルマー社は、ノルウェー産アトランティックサーモンとマスの生産において、ノルウ

ェー有数のプロデューサーである。積極的な機械化と質の高い労働力により、高品質でか

つ低価格な製品を製造していることで評価が高い。 

サルマー社におけるトレーサビリティの取り組は、フランスの顧客の要求で 1995 年か

らスタートしており、今日の様な業務フローが構築するまでは大変な苦労があったとのこ

とだった。同社では、「昨日よりもっと良くあること、良くすること」という社是のもとに、

トレーサビリティのシステム構築に取り組んだとのことだった。 

本調査では、フロイア島にある加工場とその沖合約 16km にあるサーモンの養殖施設を

視察した。 

養殖施設は、監視棟（写真 1 の右上の建物）と６つのケージ（生簀）で構成されている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1：ケージから見た監視棟（浮き島）  

   

１つのケージは、直径 50m の円形生簀になっており、現在約 16 万匹のサーモンが養殖

されている（写真 1）。ケージには、真水で 80g までに成長した稚魚が移され、出荷される

まで飼育される。ケージは、魚の生育状況や海底の状態を外部の研究機関に委託調査した

結果を踏まえて移動している。 

監視棟では、24 時間体制で１週間単位のシフト勤務により、魚の監視と生産情報の記録

等を行っている。監視棟の中では、電子化が進んでおり AKVAsmart 社のシステムが導入

されている。監視棟の作業卓には、パーソナルコンピュータが設置され、水中カメラの映

像は、壁面に設置された液晶 CRT に写し出される仕組みである。水中カメラの画面を切り

替えながら、魚の成育状況、給餌状況の監視、与えた餌の量等を電子データとして蓄積を

行っている（写真 2-1）。近代的な工場のコントロール・ルームと、１週間連続して洋上で

生活するための快適な居住空間を兼ね備えた施設・設備である。 
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写真 2-1：水中の監視画面    写真 2-2：ケージ（６箇所）の監視画面 

 

このように飼育に関する主なデータは、自動的にシステムに記録される仕組みであるが、

記録された電子データはあくまで補助であり、作業者が手で記録する紙データを正として

おり、電子データとともに保管・運用している。なお、紙に情報を書き留めることは、人

間の記憶に情報を残す為に必要かつ大切な行為として、その重要性が強調されていた。作

業者には、管理目標（数値目標）が与えられており、紙に記録し、人間の記憶に残すこと

で次に行うべき行動を考えさせるのにも役立てるとのことであった。 

 

水揚げできるまでに成長したサーモンは、ゲージ毎に活魚タンカー（well-boat：写真 3-1）

にポンプで吸い上げ加工場まで輸送される。加工場の船着き場まで運ばれたサーモンは、

活魚タンカーの生簀（写真 3-2）からポンプで吸い上げられ、サイズ・重量を計測（写真

3-3）し、仮死状態化装置（８個のチャンバ）へ送られる。この装置は、８つに区分けされ、

ゆっくり温度を下げ、また水中の CO2濃度が高められており、これにより仮死状態にして

工場に送られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真 3-1：活魚ﾀﾝｶｰ（Well-boat）を工場脇に接岸   写真 3-2：活魚タンカー内の生簀 
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写真 3-3：ポンプで吸い上げられ１匹ずつ 

計測（サイズ・重量）される 
  

船中でも、機械化・電子化が進んでいるが、紙による記録・管理も行われている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 5：モニターを見ながらポンプで吸い上げている 

 

加工場の中は、オートメーション化が進んでいるばかりではなく、HACCP による衛生

管理も行われており、見学者も手洗い、着替えを行った後、入室が認められる。加工処理

は、ケージ単位に数日にわたって実施されており、最低でもケージ単位でのロット管理が

可能になっている。また、このような生産情報はコンピュータで管理されている。 
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写真 6-1：入室の様子                 写真 6-2：生産管理室 

           

生産ラインでは、刺殺されたサーモンは半身にカットされ、骨および皮を除去した後、

パッキングされる。同社では、「フィレ（三枚下ろし）」、「ポーション（１人前毎カット）」、

「ラウンド（１匹丸ごと：内臓無し）」の３種類の製品が加工出荷されている。 
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サルマー社は、生産情報として卵→孵化・稚魚の育成→養殖→刺殺・加工→出荷のそれ

ぞれの工程で、識別するためのバッチ ID を付番してインターナル・トレーサビリティを行

っている。その起点は受精時であり、一組の雄雌から採取された受精卵を１つのバッチと

して記録・管理している。一組の雄雌からは約２万個の受精卵が得られ、この約 95％が成

魚となり出荷される。同社では、加工された原魚の親までのトレースバックを可能とする

とともに、原種の DNA を代々記録している（現在で 14 代目とのことであった）。 

 加工場に搬入し製品として出荷するまでの工程の中での危機管理ポイント（クリティカ

ル・コントロールポイント）については、ラウンドの場合、活魚タンカーから収穫すると

き（生簀 No．、飢餓時間、ローディングの時間、量、気象条件）、出荷時（パッキング、

重さ、ラベル）、フィレでは、入荷時情報（温度、氷、年齢等）、カッティング後の真空パ

ック時またはフリージング時と出荷時（パッキング、重さ、ラベル）とされている。 

出荷時には、TraceFish で推奨されている EAN/UCC-128 が、箱にラベリングされてい

る。ラベルには、インターナル・トレーサビリティに用いているバッチ ID と、EAN/UCC-128

で表記されたチェーントレーサビリティ向けのバッチ ID の２つが印刷されている（図

3.2-13）。またその他に、出荷日、重量、種類、ファームサイト ID、ロケーション ID、ケ

ージ ID を文字情報として印刷している。同社が、チェーントレーサビリティ向けの ID に

EAN/UCC-128 を使用したのは、1997 年からとのことだった。 

 

 サルマー社では、現在も更なる取り組みを進めており、顧客が飼育履歴等の情報を簡便

に入手できるようシステム開発を行っているとのことであった。 

 このように養殖現場から加工過程まで、一貫して整備された各種情報の管理手法や使用

している施設・設備（含む情報システム）は、日本において今後、養殖業や水産加工業に

おいてトレーサビリティを導入する上で非常に参考になると思われる。当該分野の専門家

による、より詳細な評価・分析が期待される。 

 なお、同社の規模は、ノルウェーでも大規模な部類に属するとともに、トレーサビリテ

ィへの取り組みも含め、整備されている施設・設備は最先端のものであるとのことであっ

た。そのため、当該社が製品に印字している各種 ID も、日本を含めた各販売先において、

十分に利用されている状況ではなかった。しかし、業界をリードするこのような取り組み

は、世界規模での社会的要請でもあり、ノルウェーのみならず日本における取り組みの促

進を期待しているとのことだった。 

 最後に、同社による紹介のなかで、何度も魚の“Welfare（福祉、快適、幸福）”という

用語が用いられた。その意図するところは、人間だけでなく他の生き物にもその命の尊厳

や生活の質を守り、持続的に共存・共栄を図ろうとするものである。 
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ただし、このようなヨーロッパ社会での考え方やそれにもとづく取り組みは、例えば、

魚の飼育や処理過程でストレスを軽減し、ひいてはより良質な商品の製造を可能にするも

のでもあると考えることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   図 3.2-13 Round 用ラベルの例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01  :GTIN
3102:Net weight 
30  :Number 
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２）システムベンダー 

［AKVAsmart 社］ 

 AKVAsmart 社は、グローバルな養殖業者へソフトウ

ェアと技術を提供しているベンダーである。 

同社が提供している「SPOT」（Superior Organizer Tracing）

は、養殖漁業産業向けの電子的に生産や流通に関する

証拠書類を扱うためのスタンドアロンのシステムであ

る。 

 このシステムが扱う書類は、サプライチェーンの

各段階にいおいて、魚に関係のある製品履歴をたど

る証拠書類として使用することができ、以下のよう

な特徴がある。 

・ 電子的に生産や流通等に関する情報を格納することが出来る 

（テキスト、画像、スプレッドシート等も可） 

・ バッチ ID から関係する魚のすべての情報をリンクすることができる 

トレーサビリティ情報は、すべての種類の製品ドキュメントを扱うために SPOT に集め

られて記録される。記録された情報は、一つのファイルとしてサプライチェーンの次の段

階に送ることができる。その情報を受けた次の段階では、新たな情報を加え、さらに次の

段階で使用されている SPOT にデータを送信する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 3.2-14 SPOT Light の画面とレポート表示 

（出典：AKVAsmart 社ホームページ wwww.akvasmart.com） 

Norwegian Seafood Federation(fhl)の事務
所が入っているビル。 fhl の事務所のテレビ
会議システムを使って当該社から説明を受

けた。  
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 テキスト・スプレッドシート等の一般的なファイルは、そのまま取り扱うことが可能で

あるが、ピットマップ等の特別なファイルは別途ソフトウェアを組み込むことが必要との

ことであった。 

 データの送信方法として、“メール”と“Web”がサポートされている。また、送られた

情報は、「SPOT Light（無償ビューア）」を使用することにより、誰もが簡便にかつローコ

ストで情報を閲覧することができるようになっている。 

 同製品のデータ送信は、基本的にバッチ処理であり、取引単位等でメールなどにより情

報を送る仕組みである。サプライチェーンの各段階でデータ追加をしていくのであれば同

じ製品を購入する必要がある（閲覧のみであれば、無償のビューアで対応可）。 

 SPOT でエクスポートされたデータは、XML 形式のデータでありサードパーティ

（TraceFish 対応のソフトウェア）製品でも読むことが可能であるとのことであったが、

未だ実績は無いようだった。同製品は、ノルウェーの養殖漁業産業で約 80％のシェアを持

っているとのことであり、その高いシェア故に、他製品との相互運用に対するニーズが少

ないとも考えられる。 

 前述のように日本国内においても、輸入した魚介類に関する情報が、同製品によって作

成・送付されている事例があり、今後とも増える可能性は少なくはない。日本国内の既存

のトレーサビリティシステム等とオープンな環境で自由にデータの相互運用を図るために

は、早い段階で他の製品や既存社内システム等とのデータ・インポートのテストする必要

があると思われる。例えば、受け取るデータが XML 形式のデータとは限らずビットマッ

プの可能性もあり、必要な情報を既存システムに直接インポートすることができない可能

性もあるからである。 

 さらに、このような方式のシステムを採用する場合には、授受するデータ項目について、

個々の取引契約等の中で取り決めを行うか、あるいはサプライチェーン、または業界内で

の一定の運用ルール、もしくはガイドラインを定めることも検討する必要があると考えら

れる。 

 

［Tracetracker 社］  

Tracetracker 社は、リサーチ＆開発会社としてスター

トし、現在は以下４つのプロジェクトに参加している。 

 

 

 

・TELOP Trace (Norwegian Research Council)  

 Salmon value chain, today 15 companies participating From a    

dditives and fishmeal, to retail and restaurant 
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・TRACE (The major EU-project with chain traceability) 

 TraceTracker chosen as the traceability backbone Mineral water, honey, chicken, cereals, 

        meat52 research institutes  

・SEAFOODplus (EU) 

Wild fish, farmed fish 15 fish companies, 65 research institutes and labs 

・TraceFish (EU) 

 Established standard for exchange of electronic information in the fish industry 

 

 Tracetracker 社は、同社のグローバル・トレーサビリティ・ソリューションとして

「GTNet」を開発・提供している。GTNet は、トレーサビリティに関連する各種情報を記

録および授受するための ASP サービスである。 

同社では、トレーサビリティのレベルを、以下の３種類に区分している。 

① Global traceability、（企業間） 

② Enterprise traceability、（同一企業の事業所間） 

③ Internal traceability（単一事業所内） 

 GTNet は、①を Global Traceability、②を Internal Traceability と位置づけ、この２つの

レベルを対象としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-15 Tracetracker 社の traceability Level の定義（Tracetracker 社作成資料） 

 

 また、GTNet はセキュリティレベルの高いネットワークであり、企業間のネットワーク

として提供されている。 
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 各企業は、自社のトレーサビリティ等に関する情報を GTNet 上のデータベースに蓄積し、

公開可能な情報だけを指定して GTNet を介して公開することが出来る仕組みである。 

 トレースを行う場合は、各企業は GTNet にログインし、Tarde Unit Level または Barch 

Level で ID 番号による検索を行う。検索対象を Global View から Internal View に段階的に

絞込み、最終的に求める製品のプロパティを表示することが出来る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-16 トレースの方法（Tracetracker 社作成資料）  

この仕組みでは、Barch ID の流れ全体を容易に把握することができ、ピンポイントでリ

コール等の対応を実施することが可能になる。 
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このサービスは、2005 年 1 月より 15 社が実運用ベースで使用しているとのことであっ

た。また、品質管理への利用として、運送事業者がトラックのコンテナの温度を 15 分間

隔で GTNet へ送信し、温度履歴管理を行っている事例があるとのことであった。 

 サービス・メニューとしては、①リードオンリー、②アドバンス、③エンタープライズ

の３種類があり、売上規模によって使用料金が異なる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-17 GTNet Solution Architecture（Tracetracker 社作成資料）  

 

GTNet には、サードパーティの製品からもアダプター経由で接続することが可能となっ

ており、アダプターは DIS の単純なデータ通信と TWA の SOAP 通信機能を持っている。

通信方法として“Web Service”と“https”がサポートされており、これらはインターネ

ット技術を使用したアプリケーションとしては一般的なものであり、相互運用は比較的容

易に実現できると考えられる。しかし、他製品や既存の自社システム、あるいは他社の同

様の ASP サービスとのデータ連携の実績は未だ無いため、今後、同サービスの普及に応じ

て、相互運用を図るための検証や検討等が必要になると考えられる。 

 

 なお、日本国内では、トレーサビリティに限らず、他の分野においても一般に ASP サー

ビスは普及していない。Tracetracker 社のシステムの問題ではなく、まずは ASP システム

が日本の企業に受け入れられることが普及の条件となるであろう。或いは日本国内に独自

のトレーサビリティに対応した EDI ネットワークを構築し、国内外の利用者間の連携は、

ネットワークのローミングによる方法も検討すべきであろう。 

 さらに、日本国内では、消費者に対する情報開示もトレーサビリティの機能として重視
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されているが、当該システムは、企業間ネットワークであり消費者を明示的に対象とはし

ていない。よって、日本国内で普及を図るためには、新たなサービスとして機能追加する

か、あるいは小売段階の企業が個別に消費者向けアプリケーションを開発する必要があろ

う。 

 

３）TraceFish 関連プロジェクトおよび EU の取り組み 

 前述のように TraceFish は基本的に開発段階を終え、普及・導入段階に入っている。現

在は、以下に示すような導入を目的とした各種プロジェクトが実施されている。現時点に

おいて TraceFish は、決して普及が進んでいるといえる状況ではないが、このようなプロ

ジェクトを実施することが、普及に繋がると考えられている。 

 TraceFishの導入にフォーカスしたプロジェクトもあるが、Traceや SEAFOODplusは、

食品全体や水産物全体の安全・安心を確保し、消費者の健康と福祉の向上を目指した取り

組みである。そのため、取り組むテーマも広範なものになっており、TraceFish に関する

導入および検討は、安全・安心を支えるツールや方法論として位置付けられている。 

 なお、我が国においても食の安全・安心に関する取り組みは、EU と同様に省庁横断的

に広範に進められているが、一つのプロジェクトとして認知されることが少ないのが現状

である。関係業界や消費者に、食の安全・安心に関する取り組みを、また具体的な手法や

仕組みとしてトレーサビリティを周知させ、普及を促進させるためには、これら EU にお

けるプロジェクトの事例は有用であり、特にプロジェクト・マネージメントや PR の手法

には、学ぶべき点が多いと考えられる。 

 

［Trace］ 

 Trace プロジェクトは、食品に対する信頼性を

高めるトレーサビリティシステムを提供し、EU

各国の国民の健康と福祉を増進させることを目的

として、EU の資金により 2005 年から５カ年計画

で実施されている。 

プロジェクトでは、一般的、或いは特定の品目のトレーサビリティシステムを統合し、

食品の出所を決定、立証する費用対効果に優れた分析手法を開発する計画である。第一段

階として、ミネラルウォーター、シリアル、蜂蜜、肉および鶏を対象とし、以降、他の食

品にも拡大する計画である。その検討のベースとなっているのは、TraceFish プロジェク

トで開発された技術的な標準である。 

以下に示すように同プロジェクトでは、食品トレーサビリティシステムとして、トレー

サビリティシステムだけでなく、費用対効果に配慮した分析手法の開発や、消費者意識や

行動の調査・研究など、広範な取り組みがなされている。 

http://www.trace.eu.org/ 
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図 3.2-18 Trace プロジェクトの概念図（出典：EU ホームページ www.trace.eu.org）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

図 3.2-19 Trace プロジェクトの実施体制（出典：EU ホームページ www.trace.eu.org）  

 

 トレーサビリティシステムのグループでは、Jostein P.Storoy 博士が、一般的なトレーサ

ビリティに関する検討（GTR）のリーダーを務めている。その主な検討テーマは、農場か

ら食卓までの全てのフードチェーンにおいて、完全なトレーサビリティを保証する一般的

な情報インフラやプラットフォームを開発および検証すること。食品産業界に向けて適切

なトレーサビリティの実施に関するガイドを作成すること等である。 

 また、特定品目のトレーサビリティに関する検討（STR）は、リーダーを Petter Olsen

博士が務め、前述の GTR で得られた成果を特定の品目（ミネラルウォーター、蜂蜜、シ

分析ツール・グループ(ATG)            技術移転グループ(TTG) 
・食品出所マッピング (FOM)            ・デモンストレーション (DEM) 
・指紋手法およびプロファイリング手法 (FPM)    ・トレーニング・ネットワーク (TNK) 
・遺伝子分析手法 (SOM)              ・諮問委員会 (ADB) 
・統計的手法 (STS) 

トレーサビリティシステム・グループ(TSG)    管理およびコミュニケーション・グループ(MCG) 
・一般的なトレーサビリティ (GTR)         ・情報管理および通信システム (IMC) 
・特定の品目のトレーサビリティ (STR)       ・事務局 (MAN) 

消費者行動と意識のグループ(CAG) 
・消費者行動 (CNB) 
・消費者意識 (CNA) 
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リアルおよび肉）に適用するための様々な調査や検討が行われており、それぞれの品目に

向けにガイドが作成される予定である。 

 

［SEAFOODplus］  

 SEAFOODplus プロジェクトは、EU の支援を受け 2004 年

に開始され 2008 年まで実施される。その目的として、安全

でおいしい水産物を食することにより、健康問題の解消、病

気の予防、福祉の向上を実現することが掲げられている。同

プロジェクトには 70 以上の企業・団体（含む研究機関）が

参加している。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-20 SEAFOODplus の目的とトレーサビリティの対象  

（出典：SEAFOODplus ホームページ）  

 

プロジェクトでは、水産物と栄養、水産物と消費者行動および福祉、水産物の安全性、

原料から小売製品までの水産物、養殖水産物、消費者の信用を保証する水産物のトレーサ

ビリティという６つの調査及び技術開発の分野が設定されている。 

 水産物のトレーサビリティに関する調査及び技術開発分野（RTD6）の中では、方法論、

導入、検証という３つのプロジェクトが計画されている。最初の方法論に関するプロジェ

クトでは、他の品目に関する既存のトレーサビリティの標準をベースにしたトレーサビリ

ティ用語を開発すること、およびサプライチェーンにおける運用管理に関する要件を定義

したトレーサビリティの導入ガイドラインを開発することを、目的としている。 

導入に関するプロジェクトの主な目的は、一次生産者からサプライチェーンに連なる他

社への情報の流れを、グローバルなバッチ識別、データ取得、記録、伝達に関する新しい

http://www.seafoodplus.org/ 
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技術を用いて統合することである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-21 SEAFOODplus における調査および技術開発分野 

（出典：SEAFOODplus ホームページ）  

 

検証に関するプロジェクトでは、開発・導入されたトレーサビリティシステムを検証す

ることが主な目的であり、これには他の手法に由来するトレーサビリティ・データの検証

（例えば確実性等について）も含まれている。 

 

［Telop trace Project（TELOP: Technology development for profitable fishfarming）］  

Telop trace プロジェクトは、2003 年

から 2006 年まで実施される予定で、約

15 の企業・団体が参加している。対象と

される範囲は、サーモンのサプライチェーン全体で、魚粉や添加物から小売店やレストラ

ンまでである。 

プロジェクトのミッションとして、自動化されたグローバルなトレーサビリティ・チェ

ーンを構築する際に、電子的チェーントレーサビリティに関するオープンな標準を提供す

る上で、積極的な役割を担うことを掲げている。また、トレーサビリティのソリューショ

ンは、独立したプラットフォームであり、インフラである。それゆえ他のソリューション・

プロバイダーを排除するのではなく、むしろ包含しているとしている。 

 

 

 

 

 

 

http://www.traceability.no/telop/default_TELOP.asp 
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図 3.2-22 Telop trace が対象とするサーモンのサプライチェーン 

（出典：SINTEF ホームページ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-23 プロジェクトの実施体制と対象とするサプライチェーン  

（出典：BASF 社作成資料）  
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［TRAINS(The TraceFish implementation program)］  

 2006 年 2 月より約３年以内をめどに、ノルウェー水産物連盟、ノルウェー水産物協会、

ノルウェー漁業従事者連盟および研究機関（Fiskeriforskning、SINTEF）、システムベンダ

ー（Maritech､AKvasmart、Tracetracker、 Intentia Norway､ABC Group）が参加して、

TraceFish の導入プロジェクトが開始される予定である。 

 TraceFish の開発が終了した後、Bit というインターナル・トレーサビリティ向けのソフ

トウェアが提供された。また、他の業種でも同様なソフトウェアが使われてきた。しかし、

サプライチェーンの異業種間で連携する機能を有したソフトウェアや連携するためのソフ

トウェアがなかった。 

そのため、複数のソフトウェアを統合し、企業間、業種間を連携する必要性が高まって

いる。また、生産から販売まで一貫して行う企業も出現したため、そのような企業向けの

ソフトウェアが求められている。 

このような背景のもとに、TraceFish の導入を目指したプロジェクトが実施されること

になっている。現在、コンテンツを作成している段階であり、当面の実証フィールドとし

てノルウェー国内が予定されている。将来は、ヨーロッパや日本にも拡大する計画である。 

なお、このプロジェクトには、国だけでなく企業からも資金が提供されている。ノルウ

ェーでは、調査・研究に投資した場合、税制上の優遇措置が受けられる制度があり、この

ようなプロジェクトに対して企業が投資するインセンティブとなっている。 

 

４）現時点での普及状況 

〔コンテンツに関する標準の普及状況〕 

 Petter Olsen 博士の推測では、ノルウェーの水産業界におけるトレーサビリティの普及

状況は、トレーサビリティの段階別に以下のとおりである。なお、博士は、TraceFish の

コンテンツに関する標準と、技術的な標準とを区分している。以下は、コンテンツに関す

る標準の普及状況である。 

  第１段階：ID を付与しない製品情報の記録（最低レベルのトレーサビリティ） 

       90～100％程度実施されているものと考えられる。 

  第２段階：電子化して製品情報を記録 

       企業の数では 60％程度は実施しているものと考えられる。小規模企業は紙 

ベースの記録が主である。小規模企業の取扱数は少ないため、製品の数で 

は、電子化されて記録されている割合はもっと高いと考えられる。 

  第３段階：ユニーク ID および GTIN を使用している 

       企業数では 10％程度であり、その多くは大企業であると考えられる（この 
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ような企業は、TraceFish プロジェクトに参加している）。 

第４段階：ユニーク ID を記録・伝達し、またそれを取引先が読み取り・記録している。 

     ほぼ０％であると考えられている。 

     先進的な養殖業者はユニーク ID をラベリングしているものの、自社内で 

の使用にとどまっており、取引先では未だ利用されていない状況のようで 

ある。 

 

〔技術的な標準の普及状況〕 

 Petter Olsen 博士によると TraceFish の技術的な標準は、多くのシステムベンダーで採

用されており、その意味では普及率は高いとしている。また、それらの会社は、TraceFish

の各種プロジェクトに参加している。以下には、採用している主なシステムベンダーを示

す。 

Maritech 社 ：欧州では 60％のシェアを占める大手企業である。2005 年 12 月の

TraceFish の技術的標準（XML）のバーションアップは、同社が担当し

た。また、Trace プロジェクトでは、技術的標準（XML）を担当してい

る 

 Tracetracker 社：以前より TraceFish を導入したシステム“GTNet”を開発・提供して 

いる。Trace プロジェクトでは、チェーントレーサビリティを担当し 

ている。 

 e-Blana 社 ：アイルランドの企業であり、Trace プロジェクトでは、インターナル・

トレーサビリティを担当している。 

 AKVA 社  ：養殖業用のインターナル・トレーサビリティのシステム“Superior”を

開発・提供している。 

 Intentia Norway 社：大手水産会社マリンハーベスト社にシステムを提供している。 

Nesco 社 ：既に TraceFish を採用している。 

 

 

〔オルセンの卵〕 

 TraceFish の開発を担当した Petter Olsen 博士は、当初、トレーサビリティが普及しな

いのは、使用するソフトウェアの機能等が十分でないからと考えていた。しかし、その後、

普及を促進するためには、ソフトウェアの機能の改善では根本的な解決にはならず、サプ

ライチェーンを形成する生産から小売段階までの関係業者に対して、インセンティブを提

供する必要があると考えるに至った。 

Petter Olsen 博士がそのために考案した“トレーサビリティの卵”（別称：オルセンの

卵）について紹介する（図 3.2-24）。 
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 中央の大きな楕円（卵）には、トレーサビリティを実現する上で必要な要件が示されて

いる。関係企業や団体には、これらの要件を満たすよう業務やシステムの整備、見直し等

が求められる。 

 トレーサビリティを実現することで得られる効果が、卵の左右に示されている。左側に

示された効果は、食品の安全確保や関係法令への対応である。非常に重要ではあるが、一

般的にこのような効果は、関係企業・団体にとって、積極的にトレーサビリティに取り組

むためのインセンティブにはなり難い。これらの効果だけでは、トレーサビリティはコス

ト要因として捉えられてしまう。 

 左側には、ビジネス上で期待される直接的または間接的に利益に結びつく効果が示され

ている。各種コストの削減や、サプライチェーン間の連携強化による競争力や結束力の強

化など、ビジネス上のインセンティブが多数示されている。 

 このようにトレーサビリティの実現や取り組みには二面性があり、その普及にはコスト

要因や遵法要因を強調するだけではなく、ビジネスとしてメリットがあることの理解を広

め、インセンティブを作り出すことが重要である。普及に向けた理解促進を図るとともに、

実際のビジネスでメリットが得られることを検証し、数多くの成功事例を早期に作り出し、

関係業界等に提示することが肝要であると考えられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-24 トレーサビリティの要件と効果”オルセンの卵“（Petter Olsen 博士作成） 

和訳指導：食品需給研究センター白戸佑希子氏  

 トレーサビリティ 
 ・ユニークな識別子 
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３.２.６ 考察 

１）分析結果 

〔概要〕 

TraceFish は開発段階を終え、導入段階に入っており、導入のための各種プロジェクト

が実施されている。また、TraceFish で開発された手法や各種標準の他の食品への適用も

試みられており、そのために TraceFish 標準の改良が行われている。 

TraceFish を構成するコンテンツ及び情報交換に関する技術的標準は、生産形態（養殖

か天然か）に対応し、実際の業務や取引等に即したものとなっている。また、XML や GS1

のコード体系の利用を推奨するなど、データコンテンツとしての現実性が高くまた相互運

用性に富んだものと考えられる。 

さらに、システムベンダー等により、TraceFish に準拠した、インターナルまたはチェ

ーントレーサビリティ向けのシステムが、既に、開発・提供されており、アプリケーショ

ン・ソフトウェアに対する TraceFish の技術的な標準の普及という意味では進んでいると

言うことができる。 

 

〔相互運用性〕 

TraceFish において規定されているのは、データコンテンツ（項目、形式）についての

みであり、通信方式やプログラムのインターフェイス等については規定されていない。こ

うした意味合いにおいて、この規定は必要最小限の規定であると言える。通信方法等は、

多様な方式が存在し各社で異なっている。これらは、技術の進展や経済状況等の影響によ

り変化するものであることから、個々の企業間で取り決めれば良いこととされている。 

今回調査したシステムベンダー２社の製品について、データの通信方法を比較すると一

つは、“メール”、“Web”によるファイル転送であり、もう一つは、“Web Service”、“https”

によるデータ転送と異なっていたが、異なるシステム間の相互運用をどの程度考慮してい

るかは不詳である。 

TraceFish の評価すべき点は、データコンテンツのみを規定したことにより、標準とし

て高い汎用性や柔軟性を確保した点にある。しかし、その一方で、通信方法等に関しては

規定されておらず自由であるため、特にシステム間の相互運用性の確保については、今後

の課題であると考えられる。今後異なるシステム間の互換性、あるいは標準のデータ形式

に変換するインターフェイスの互換性を確保する取り組みが必要になると考えられる。 

 

〔普及状況〕 

ノルウェーの水産業界におけるトレーサビリティの普及状況は、一企業・団体内のイン

ターナル・トレーサビリティが、先進的な企業で導入され始めている段階である。チェー

ントレーサビリティが実現されている事例は未だないと考えられている。その主たる要因
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は、トレーサビリティを取り組むことによるソフトウェアの機能を利用したインセンティ

ブが関係業者に提供されていない、または、認知されていないことにあると考えられてい

る。そのため、現在、業界関係者にトレーサビリティがもたらす多様な効果を説き、イン

センティブを提供することが試みられている。 

 

２）国内における普及・導入の課題  

〔多様な導入効果〕 

以前、EU では、トレーサビリティの普及を衛生管理や品質管理の目的で進めていた時

期もあったが、その当時は産業界からの反発が強かったとのことであった。しかし、トレ

ーサビリティは、各種コストの削減や取引関係の強化等につながるということを企業に対

して知らせ、啓発を進めることで、その普及が進みはじめたとのことであった。 

日本においても同じことがいえる。トレーサビリティの多様な導入効果についてアピー

ルし、関係企業や団体に理解を求める必要があろう。即ち、“オルセンの卵”の右側の部

分の効果への認識および理解を深めることが肝要であると考えられる。 

 

〔基幹業務との連携〕 

 TraceFish に準拠したシステムの中には、連携可能な ERP として ASP を挙げ、トレー

サビリティシステムは、統合システムの一部であることを強調しているものがあった。 

 トレーサビリティを実現し、物の流れをトレースする、管理することは、物の出入りを

管理することである。これは即ち在庫管理に他ならない。そこに、単価の概念を取り入れ

ると買掛金、売掛金等の“お金”の管理が可能になる。 

 このようにトレーサビリティの機能やシステムは、様々な基幹業務と連携可能であり、

逆に連携を図ることで初めて前述のような多様な効果を得ることが可能になる。普及を図

るためには、基幹業務との連携から取り組むことも有用と考えられる。 

 

〔日本国内の流通特性への適応性〕 

日本の国内事情の特徴として、水産物に限らず多くの分野で多段階かつ多数の流通経路

の存在が指摘されている。TraceFish は、サプライチェーンの各段階でワンステップバッ

ク、ワンステップフォーワードによる、情報伝達を実現しようとするものである。このよ

うなサプライチェーンの前後との関係を基本とする方式は、上記のような特徴を有する日

本国内の流通経路に、比較的導入しやすいものと考えられる。特に、普及の初期段階ある

いは導入の第一ステップとして、取り組み範囲が限定される本方式は有用と考えられる。 

 

３）他の分野や対象への示唆 

コンテンツに関する標準と情報交換に関する技術的標準から構成される TraceFish の手
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法は、既に EU でも他の食品に対して適用が試みられているように、日本においても相互

互換性を有したトレーサビリティシステムを開発・普及する上で有用と考えられる。 

ただし、標準を開発できても、システムベンダーの開発効率のみに寄与し、異なるシス

テム間の互換性に配慮されなければ、標準の本来の意味をなさない。データコンテンツに

関する標準化と共に、相互運用性を担保する取り組みが必須であると考えられる。 

また、その普及を進める上では、トレーサビリティの概念（Internal と Chain との区分）

や伝達すべき情報（Transformation data と Producut data）の相違を明確にし、関係業者

のインセンティブを喚起することが標準を開発することと同様に重要であり、他の食品等

においても同様な取り組みが必要であると考えられる。 
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第４章 総括および提言 
～トレーサビリティシステムの相互運用性の確保と早期普及に向けて～ 

 

 

 第３章では、加工食品、TraceFish それぞれについて、第２章であげた「相互運用を確

保する、または標準化すべき要件」を抽出した上で、今後トレーサビリティを普及させる

ための課題抽出を行った。 

 本章では、第２章で掲げた調査対象の総括として第３章の調査結果を総括的にとりまと

めるとともに、そのトレーサビリティの現状や普及についての課題等を踏まえ、トレーサ

ビリティシステムにおける相互運用性の確保及びその早期普及に向けた提言を行う。 

 

 

４.１ トレーサビリティシステムの相互運用性についての課題 

 

４.１.１ 加工食品業界における課題 

 加工食品業界においては、多くの工場で HACCP の視点に立った食品の衛生・品質管理

を行うために、工場単位でのインターナル・トレーサビリティが既に実現されている。ま

た、原材料から出荷製品までのロット管理は実現されており、それは複数の工場間でも実

施されている。ここで使用されているロット管理は、同一企業内または特定な環境での運

用を前提としている。これは独自のコードとそのコードに紐づく情報を用いている場合が

多いためである。業界内における情報管理のシステム化のレベルには相当の格差があるが、

トレーサビリティシステムを実施している企業においては、エクスターナル・トレーサビ

リティの一部で実現されている。今後は、複数の企業間のフードチェーンにおいて、食品

トレーサビリティの共通性や連携性を確保した相互運用を行い、現状のインターナル・ト

レーサビリティ情報をエクスタール・トレーサビリティ情報に紐づけ、生産者から小売ま

でを連携して、事故等に対していつでも迅速にトレースバックが出来るシステム作りが必

要となる。 

ただし、インターナル・トレーサビリティ情報には、各事業者のプライバシー情報が含

まれており、公開する場合には十分な配慮も必要である。 

 上記の見地に立って、加工食品の現場を対象に、トレーサビリティシステムの相互運用

を確保する要件及び普及に関する課題を整理すると以下のようになるであろう。 
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表 4-1 加工食品における相互運用を確保する要件と普及に関する課題 

① 多くの企業が独自コードを利用しているため、複数企業に対してのエクスター

ナル・トレーサビリティの実現が難しい。自社・グループ間を越えた標準化さ

れたコードの利用の徹底化と、さらにそれに紐づく情報の連携、標準化を図る

必要がある。 

② 中小企業ではインターナル・トレーサビリティでさえも実現は難しい。一部の

企業だけではなく、フードチェーンに関わる全ての企業がトレーサビリティを

取り入れる必要がある。 

③ 加工プロセスは企業のプライバシー情報であり、その情報提供は難しい。その

ため、公開情報としては、プライバシー情報に関わらない情報の標準化を目指

す必要がある（ただし、公開するか否かは各企業の判断によるものとし、強制

されるべきものではない）。 

 

また、「原材料入出荷・履歴情報遡及システムガイドライン（第２版）」冒頭の課題にお

いても原材料明細情報の不足や標準化がされていない、また、情報と生産ロットとの紐付

けが困難であることやサプライチェーン全体で情報伝達が最適に行われておらず、情報が

寸断化されている等、上記表における課題①と②と同様の問題点が挙げられている。 

第３章の加工食品企業調査において、上記ガイドラインの内容に対する不満は特に聞か

れていないため、今後は同ガイドラインの啓蒙・普及が重要となる。 

 

 

４.１.２ Tracefish の普及への課題 

TraceFish については、調査の結果、国内の導入実績が残念ながら存在しないため、ガ

イドラインで定義されている内容や海外調査によって得られた結果のみから検証すること

とした。 

TraceFishでは、フードチェーンの各段階で運用する情報項目が XMLで定義されている。

また、技術的観点からデータの XML 化を見ると、データをテキスト形式のファイルとし

て取り扱うことが利点となっており、データの伝達に高度なシステムを用いずとも、一般

的な表計算ソフト、CSV ファイルとしてメールで転送するだけでも可能であることから、

仕組みとしては容易に実現でき、その普及性は高いと言える。 

しかし、アプリケーション上での相互運用については何も定義されていないため、各シ

ステムベンダーが独自のシステム仕様に併せてデータの管理を行っている。そのため、そ

のシステムの枠内においては円滑な運用が可能となっているが、異なるシステムベンダー

のシステム間については、相互運用性が明確には担保されていない。 

現時点では未だ TraceFish の普及は草創期であり、それ故に具体的課題は未だに顕在化
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していない。しかし、加工食品業界では、長期間に渡る HACCP の観点からの取り組みの

間に多くの課題が抽出されていることからも、何れ TraceFish においても加工食品と同様

の事項（表 4-1）が課題として抽出されることが容易に推測できる。よって、この課題は

加工食品、TraceFish だけではなく、同一のプロセスを踏む食品、あるいは広く製造業に

共通する課題と考えられる。 

 

 

４.１.３ トレーサビリティにおける共通の課題 

トレーサビリティを実施する上での品目等に共通した課題として先の３項目を整理す

ると、下記のように分類がなされると思われる。 

 

表 4-2 品目等に共通した課題と対応 

 共通課題（←加工食品の課題） 対応 

① 多くの企業が独自コードを利用してい

るため、複数企業に対してのエクスタ

ーナル・トレーサビリティの実現が難

しい。自社・グループ間を越えた標準

化されたコードの利用の徹底化と、さ

らにそれに紐づく情報の連携、標準化

を図る必要がある。 

コードと伝達情報（項目）の標準化 

② 中小企業ではインターナル・トレーサ

ビリティでさえも実現は難しい。一部

の企業だけではなく、フードチェーン

に関わる全ての企業がトレーサビリテ

ィを取り入れる必要がある。 

中小企業でも導入可能な低価格システ

ムの開発と運用費の軽減 

 

③ 企業のプライバシーに関連する情報の

公開は難しい。そのため、プライバシ

ー情報に関わらない情報の標準化を目

指す必要がある。 

伝達情報（項目）の妥当性とその標準

化 

※妥当性：誰もが納得する公開情報の

定義 

 

 上記の②の課題としては、単純にトレーサビリティを構築するための費用対効果の問題

である。これは、次項「４.２ トレーサビリティの普及のために」で詳細に記述するため、

ここでは割愛するが、基本的には導入・ランニングコストの低減を実現することが、トレ

ーサビリティの普及につながるものと思われる。 

また、③については、エクスターナル・トレーサビリティのために相互運用される情報
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を、プライバシー情報以外の項目に限定する必要がある。このように情報が限定できれば

問題は解決される。ただし、企業としての公開可否情報の選定に関しては、業界内での調

整が必要になると思われる。その場合にも、企業が現在有する優位性を損なう恐れのある

情報提供を望むことは困難である。この点に関しては、互いの利害性を越えた枠組みの構

築が必要である。これには、各企業の食の安心・安全に対する意識が、企業間の競争の原

理を超えた公益性の確保という見地が必要である。 

しかし、この意識改革は一部の企業・団体だけでなく、そのマーケットに関連する全て

の企業・団体を巻き込むだけの規模で行われることが必要であり、実現は難しい問題であ

る。 

 

最後に最も困難であると思われる①について述べる。各企業が既に導入しているトレー

サビリティの整合性、企業毎の情報に対する必要性の差異、独自事情等を考慮すると、生

産から小売までのサプライチェーン全体で、標準化されたコードを利用することは極めて

難しい問題といえる。 

 製品あるいは製品群を識別するために最低限度必要な情報は、メーカー名、商品名、ロ

ット番号・シリアル番号（またはタイムスタンプ）である。ロット番号を使用するかシリ

アル番号を使用するかは、遡及または追跡する単位に依存する。 

このうちロット番号・シリアル番号は、もっぱら個々の企業等で独自に体系付けされて

運用されている場合がほとんどで、その標準化はメリットよりも現行の体系を変更するこ

との弊害の方が大きいと考えられる。 

標準化の検討が必要なものは、メーカー（事業者）コードおよび商品コードであり、こ

れらには標準が複数存在する。トレーサビリティを実現するよう規定されたコード体系や

その運用方法であれば、メーカー名や商品名に、独自のコード体系を使用するか、標準的

なコード体系を使用するかは、トレーサビリティの実現の可否を左右するものではない。 

特に、限定的な利用（一企業内、固定的な取引関係者間等）では、独自のコード体系を

採用する方が業務や商品特性等をより反映しやすく、運用が容易となる場合が多い。しか

し、不特定多数と取り引きする場合や複雑な流通経路を経る場合には、標準的なコード体

系を用いる方が有用な場合が多いと考えられる。「原材料入出荷・履歴情報遡及システムガ

イドライン（第２版）」にも同様に、特に、原材料に関してはその製品特性と同様に多種多

様であり、商品コードだけではなく、メーカーのコード、原材料工場のコードの共通化が

重要課題とされている。 

 

実際の導入時には、トレーサビリティの要件を踏まえ、かつ使用する対象や範囲、介在

する業務等を考慮して、使用するコード体系を決定する必要がある。このような検討の際

に参考となるよう、検討ポイントや検討方法、実際の使用例、コード体系のサンプルなど
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を検討・整備し、導入マニュアル等の形式で関係者に配布するような取り組みも、トレー

サビリティの効率的かつ迅速な普及を図る上で有用と考えられる。 

 

 また、本調査では、トレーサビリティの実現にあたり、日本国内における加工食品業界

についてもノルウェー等における TraceFish を実施している水産業界についても、リスク

管理、業務の効率化という点で共通していた。トレーサビリティにより何が実現できるの

か、導入目的を再度、明確にしていく必要がある。 

 

 

４.１.４ トレーサビリティ標準のひな形の策定とナショナル・リポジトリの構築 

 現在我が国では、特定の品目や分野毎に、あるいは産地や大手量販店等を中心に、様々

なトレーサビリティの個別標準（含む規定、ガイドライン等）が作成され、それにもとづ

いたトレーサビリティシステムが開発・運用されている。多くの個別標準には、トレーサ

ビリティの導入目的や用語定義など、基本的要件は規定されている。しかし、そこで使用

する情報システムの相互運用性を確保するための規定は皆無に等しい。その結果、これら

個別標準にもとづいて開発・運用されているトレーサビリティシステムは、相互運用性に

乏しいものになっている。 

情報システムの相互運用性を確保するための個々の要素・要件（コード、情報項目等）

という、品目や分野等に共通した、いわば横串の検討も重要であるが、同時に、縦串とい

うべき、個々の品目や分野を対象としたトレーサビリティの標準（個別標準）として規定

すべき項目や内容、レベル、規定方法等を定めた“標準のひな形”の検討および策定も必

要である。この両方向からの検討により、はじめて相互運用性が確保されたトレーサビリ

ティの標準を、効率的かつ合理的に作成できるとともに、それにもとづいて開発・運用さ

れるシステムの相互運用性も確保できると考えられる。 

なお、このひな形に基づいて開発された様々なトレーサビリティの標準を、効率的かつ

効果的に管理・運用するためには、ナショナル・リポジトリ4が有用と考えられ、その構築

に向けた取り組みへの着手および体制の整備が早期に求められる。生産者や流通事業者等

は、このリポジトリを参照することで、トレーサビリティの導入の迅速化や入手したトレ

ーサビリティ・データの利活用を図ることが可能になる。 

                                                  
4 リポジトリ：repository。容器、貯蔵庫、倉庫、集積所といった意味であるが、ここではトレーサビリ
ティに関わるデータや情報（含むガイドライン等）、プログラムなどが、体系だてて保管されている場所、

またはデータベース等を指す。  
トレーサビリティにおいて、システム間でデータ授受するためには、様々な情報を入手し、システム

開発だけでなく、管理・運用方法や責任分担等のルール決め等を行う必要がある。このような情報（＝

ひな形に基づいて開発された「トレーサビリティへの標準」）に関する様々な情報を管理・提供するもの

を、本報告書では単なるデータベースではなく「リポジトリ」と定義する。  
この「リポジトリ」にアクセスさえすれば、対象とする商品のトレーサビリティに関する情報が全て

入手できるようなものを想定している。 
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図 4-1 トレーサビリティ標準のひな形の例と個別標準（品目や事業者毎等） 

 

 

 なお、今後、標準のひな形として規定すべき要素・要件、その内容、レベル等を明確に

定義する必要がある。その参考として、“TraceFish”および“原材料入出荷・履歴情報遡

及システムガイドライン”で規定されている要素・要件を図 4-2 に示す（ただし、前述の

定義の明確化とともに、図 4-2 は必要に応じて修正等を行う可能性があることに留意され

たい）。 
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図 4-2 〔参考〕TraceFish および原材料入出荷・履歴情報遡及システムガイドラインで 

規定されている要素・要件 

TraceFish
原材料入出荷・履歴情報
遡及システムガイドライ
ン
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ベースとしている「TRACEABILITY OF
FISH GUIDELINES」（2002.11
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４.１.５ 相互運用性の検証 

TraceFish の調査結果でも述べたように、アプリケーション上での相互運用性について

は、今後普及が進むにつれて大きな課題になると考えられる。そのため、相互運用性を確

保したトレーサビリティ標準に準拠した情報システムを開発・運用する際に、確実に相互

運用性を有しているか否か、技術的な見地から検証を行う必要がある。この検証を行って

はじめて、システム上の相互運用性を確保できる。特にトレーサビリティのアプリケーシ

ョンを開発・販売する際には、システムの機能だけでなく、このような検証を実施し、相

互運用性が検証されたという“お墨付き”が、ユーザーの信頼性を得る上で有効である。 

 また、このような検証を行う特定の企業に依存しない中立性を有した組織や客観性、再

現性を有した検証手法等の整備も必要である。 

 

 

４.１.６ コードの表記・記録に関する検討 

トレーサビリティに用いられるコードに関する議論や検討は、往々にしてその体系と表

記方法（文字、１次元／２次元コード等）や記録方法（印字・印刷、電子タグへの書き込

み等）が混同されてなされている場合が多い。メーカーや商品名のコード体系については、

上述のように標準的な体系を用いるか、独自の体系を開発するか等、検討の余地がある。

しかし、加工食品の調査結果からもわかるように、コードの表記方法や記録方法は、相互

運用性を確保するためには、より標準的な方法が望ましいと言える。特に、バーコード、

２次元コード、電子タグを使用する場合には、標準的な規格に基づいたものを使用するこ

とで、利用範囲や適用業務が拡大するとともに、使用するハードウェアやソフトウェアの

コスト削減や導入の迅速化等を図ることが可能である。 
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４.２ トレーサビリティの普及のために 

前述したように、「各企業の食の安心・安全に対する意識が、企業間の競争の原理を超

えた公益性の確保という見地に立つという意識改革が必要」という主張は、理想論として、

あるいは総論としては認知されやすいものと思われる。しかしながら、現実的には、企業

の存在原理等により、一足飛びに理想に到達することは困難である。 

 

４.２.１ インターナル・トレーサビリティの早期実現 

 これまで我が国では、ある特定品目や業界毎のチェーントレーサビリティの早期実現を

目指した取り組みが多く、国産牛肉のように法的強制力があって実現した例もあるが、実

証試験的な試みで終わった例が多いのが実態である。 

サプライチェーン全体で、一定のトレーサビリティ標準を導入し、チェーントレーサビ

リティを実現することは、信頼性や精度の高いトレーサビリティを実現する上で有用な取

り組みである。しかし、チェーントレーサビリティを実現する前提として、各事業者が事

業者内でインターナル・トレーサビリティを実現することが前提条件とならざるを得ない。 

これらをほぼ同時に実現することは、不可能ではないが非常に難しいと考えられる。現

実的、実際的な取り組み段階を考慮した場合、インターナル・トレーサビリティを実現し

た後に、一気にチェーントレーサビリティの実現を目指すより、まずは、流通の前後の事 

 

 

図 4-3 インターナル・トレーサビリティとエクスターナル・トレーサビリティ 
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業者間でエクスターナル・トレーサビリティの実現を目指すことの方が、より実現性が高

いものと考えられる。また、サプライチェーン全体で、同時にエクスターナル・トレーサ

ビリティを導入しようとする取り組みは、結果的にはチェーントレーサビリティを実現し

ようとする取り組みに極めて近いものとなる。 

いずれにせよチェーントレーサビリティを実現することが究極の目的であることには

間違いない。そのための取り組みとして、例えば３年以内等の期限を設定し、業界やサプ

ライチェーン全体で、まず最初にインターナル・トレーサビリティを導入し、次いでエク

スターナル・トレーサビリティの実現を目指す取り組みを実施することが、トレーサビリ

ティの早期普及を図る上で有効と考えられる。 

 

 

４.２.２ トレーサビリティ普及のために企業が取り組む動機 

フードチェーンのステークホルダーが民間企業である限り、その目的の第一は利益追求

である。トレーサビリティを実現することによる費用がその利益を圧迫するのであれば、

積極的な導入は期待できない。当然のことであるが、トレーサビリティを構築することに

よる費用―システム構築費用、そのランニング費用（人件費を含む諸々の諸経費）―が、

結果としてそれ以上の利益を生み出すことになれば、あるいは事故等の発生を予防する効

率的なリスクマネージメントが可能になるということを示すことができれば、多くの企業

が導入について積極的に取り組むことは確かである。 

 しかし、エクスターナル・トレーサビリティの導入が利益を生み出すことは誰も保証で

きない。確かに消費者の食品の安心・安全に関する声は高まっているが、実際にトレーサ

ビリティシステムの導入により、恒常的（短期間では存在するが）に利益を生み出してい

る企業は見当たらなかった。トレービリティが、消費者に対して企業の信頼を高めること

に役立ち、それによって収益の増大が実現可能となる、というようなシナリオがなければ、

トレーサビリティの定着は見込めないと言える。 

 また、リスクマネージメントによる事故防止という観点からは、今までの食品事故の損

害例からも、実際に事故が発生した場合の損害の大きさは容易に推測することが出来、シ

ステム導入・ランニング費用とのトレードオフで、費用対効果を得ることができれば導入

の可能性があろう。加工食品業界において既に確立されているインターナル・トレーサビ

リティの目的も、事故防止による自己防衛と大量の製品を取り扱うための最大のコストで

ある人件費の抑制であり、そのために IT システムが導入されていると考えることができる。 

 

 

４.２.３ 普及のためのインセンティブ 

 サプライチェーンの担い手である企業にとって、コスト削減はトレーサビリティ導入の
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非常に大きな決め手となると言える。TraceFish の生みの親であるオルセン氏が示してい

るように「ビジネス上での直接または間接的な利益を生む効果」を実現することにより、

ビジネス上のインセンティブが生まれる。そのためには、トレーサビリティ導入が、製品

の差別化による売上の拡大や業務改善（在庫管理等）による利益の拡大を導き出す一つの

方法であることを示す事例を多く作り、広く宣伝し業界全体にメリットを認識させる必要

があると考える。 

 TraceFish では、前章で報告し

たようにプロジェクトによるシス

テム導入を促進していた。その具

体例として、養殖サーモンのグロ

ーバルなチェーントレーサビリテ

ィ構築に向けた“Telop Trace”プ

ロジェクトがスタートしていた

（2003 年～2006 年）。また、複数

のソフトウェアを統合し、企業

間・業種間の連携を促進するため

の“TRAINS”プロジェクトもスタートするところであった（2006 年 2 月～）。また、プ

ロジェクト参加企業には、トレーサビリティの研究・開発費等に対する減税処置というイ

ンセンティブを与え、システムの普及を支援している。 

 加工食品においてのワンステップバック、ワンステップフォーワードの実現は、自己防

衛とコストの削減というインセンティブがあると考えられる。しかし、そのコードが独自

コードであることから、チェーントレーサビリティが実現できても、そのチェーンは単一

であり、複数の組織に対する広がりは期待できそうもない。ある企業が製品を複数の下流

の企業に出荷する際に、その下流にある企業がそれぞれ独自コード、伝達情報による納品

を指示していれば、それぞれの企業毎にコードを設定（変換）する必要が生じ、結果、そ

の費用が莫大なものとなり、上流の企業における利益を圧迫するものになる。 

このコストを削減することにより、ビジネス上のインセンティブが喚起されることにな

るが、それを可能とするためには前提として、コードと伝達情報の標準化が必要になると

考えられる。これは加工食品業界での相互運用における調査結果から導き出された結果で

もある。また、コードだけではなく、より一歩進め、伝達情報の相互運用を目的とした、

技術要件としてデータ形式を XMLで定義している TraceFishのガイドラインを検討した結

果でもある。TraceFish 以外の品目においても同様にコードの標準化に加え伝達情報のデ

ータ形式を定義することにより、システム導入費用におけるコスト低減が可能となるとさ

れている。さらに、システムベンダーが標準化されたデータ定義を取り入れたシステムを

標準パッケージとして開発することによって、システム導入費用の低減が可能となり、ト

図 4-4 トレーサビリティにおけるインセンティブ 
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レーサビリティの普及に大きな影響を及ぼすことになる。 

結果としてシステムベンダー業界においても、トレーサビリティシステムの市場が活性

化され、多くのシステムベンダーの参入による競争が激化することによって、システム価

格の低減とシステムの品質向上という有益なスパイラルが形成される。そうしたスパイラ

ルの中で、相互運用する情報についても徐々に整理され、プライバシーとされる情報と伝

達すべき情報が標準として一般に定着することが期待される。もっとも、このコスト削減

には、コードやその伝達内容、システム費用だけではなく、運用費用として、経済的な観

点から製品に対して個別認証するためのラベルの貼り付けコストや貼り付けた紙、もしく

は電子タグの回収等の費用、特にその作業における人件費についても検討しなければなら

ないことに留意する必要がある。 

図 4-5 トレーサビリティによる有益なスパイラル 

 

 

４．３ おわりに 

 本調査により得られたトレーサビリティシステムの現状や抽出された課題等は、加工食

品や水産食品以外の他の品目等に対しても一定の共通性と妥当性を持つものと考えられる。

しかしながら、総ての食品トレーサビリティに共通するものであると断定することは性急

である。今後、他の品目においても同様の調査を行い、より普遍性のある取り組みを確立

し、相互運用性を確保したトレーサビリティシステムの早期普及を図ることが期待される。 
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資 料 
「食品トレーサビリティシステムにおける相互運用性に関する調査」実施体制 

 

１）調査の体制 

本調査は「食品トレーサビリティシステム標準化推進協議会（FTSSI）」が、協議会の「相

互運用研究部会」内に、同部会のメンバーの中から選出されたメンバーからなる「ワーキ

ンググループ（調査委員会）」を組織して行った。 

 

図 5-1 調査体制 

 

※相互運用研究部会について 

 現在，数多く開発されているシステム間でのデータの共用等、標準化が必要な

部分について、どのような形で標準化するか等について検討し、トレーサビリテ

ィシステムの導入を目指す利用者の混乱を回避するとともに、社会的インフラと

してのトレーサビリティシステムの普及を支援することを目的に設置された。 

 活動指針としては、横断型思考にもとづく調査及び研究活動を進めることで、

相互運用性あるシステム化に繋がるアウトプットを目指している。 

 

事業実施リーダー 大野耕太郎（株式会社オプティマ）  

サブリーダー   野崎 陽志（日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社） 

         渡部 浩幸（東日本電信電話株式会社） 

メンバー     谷  和夫（セイコーインスツル株式会社） 

         福田  亙（株式会社三菱総合研究所） 

         須藤 富弘（三菱電機エンジニアリング株式会社） 

         江原 正規（東京工科大学） 

         淡路 正明（株式会社イッツコーポレーション） 

食品トレーサビリティシステム
標準化推進協議会 

相互運用研究部会 

相互運用性に関する
調査ワーキンググループ 

幹事会 
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         久保田康裕（株式会社イッツコーポレーション） 

         白石 裕雄（株式会社サトー、社団法人日本自動認識システム協会） 

         佐藤 達也（株式会社サトー） 

         西尾 哲弥（日本電気株式会社） 

         小松 健司（東日本電信電話株式会社） 

事業窓口担当   河合 幹裕（食品トレーサビリティシステム標準化推進協議会事務局） 

図 5-2 FTSSI ワーキンググループメンバー 

 

 

２）食品トレーサビリティシステム標準化推進協議会（FTSSI）について 

FTSSI：Food Traceability System Standardization Initiative 

所在地 〒305-0034 茨城県つくば市小野崎 143-3 農業情報学会事務局内 

    電話 029-856-1201、FAX 029-856-0024、Ｅメール mail@trace-sys.jp 

設 立：平成 15 年 3 月 16 日  準備会の発足 

    平成 15 年 6 月 13 日  現団体名にて正式設立 

役 員：会長 松田友義（千葉大学大学院自然科学研究科） 

    副会長兼事務局長 田上隆一（農業情報学会） 

幹 事：尾崎泰弘（カゴメ）、小野田六郎（菱食）、越塚登（東京大学）、木村浩（ソリマチ）、

白石裕雄（サトー）、須藤富弘（三菱電機エンジニアリング）、高山勇（キューピ

ー）、谷和夫（セイコーインスツル）、中幸雄（横浜丸中青果）、長瀬忠夫（東京

シティ青果）、西尾哲弥（日本電気）、福田亙（三菱総研）、渡辺勉（山武） 

会員数：56 会員（平成 17 年 12 月現在 ※個人会員も含む ） 
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 「農場から食卓まで」の食品流通全過程で、安全性に関する情報と履歴情報を個体別（ロ

ット別）に食品とリンクさせるトレーサビリティシステムは、食品の生産・加工・流通・

販売に関わる各プレーヤーが独自性を発揮しながらも、業界全体として消費者に「安心」

を提供するものでなければなりません。 

 食品トレーサビリティシステム標準化推進協議会は、このようなトレーサビリティシス

テム実現のために、生産から販売までの広範な食品関連産業に携わる事業者、団体等が一

体となって協議・研究し、消費者の信頼に応えるトレーサビリティシステムの「標準的枠

組」と、それを支える「社会的基盤」について提言します。 

 本協議会は、消費者のための「安全」「安心」の食品産業形成に関心を持つ企業・団体等

によって構成し、構成員の総意に基づいて事業運営します。構成員は自由な立場で議論し、

協議会活動は農水産業界、食品産業界ならびに社会に幅広く公開することを原則とします。 
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