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スマートな食品流通実現に向けて
「食」の安全・安心にITを有効活用する
食品の調達・販売先がグローバル化し複雑になってき
ている中、食の安全安心を確保するための国際標準に
対応したトレーサビリティ・システムが注目を集めていま
す。生産地から食卓まで、すべての食品の流れにおいて
「どこで生産され」「どのように流通し」「どこでどのよう
な使われ方をしているのか」が正確に把握できれば、在
庫管理や物流の最適化にもつながります。 消費者が食
品の原材料から加工、流通、販売まで、すべての情報
をたどることができ、その安全性を自分自身で確認できる
ようにもなります。この数年で、RFID などのセンシング
技術やイベント・データ共有技術がグローバル標準化さ
れ、トレーサビリティ・システム構築に向けた環境が整っ
てきました。海外でも多くの導入事例が出てきています。
これからのトレーサビリティは、食の安全を保証すること
で消費者に安心を与えるだけでなく、食品流通プロセス
全体の無駄をなくし、変化対応力に優れたサプライチェー
ンを構築することにより社会全体に大きな価値をもたらす
ことが求められるでしょう。

❶ 食の安全を取り巻く環境

Article

3

Effective Use of IT in Food Safety and
Security to Achieve Smarter Food
Distribution
As the procurement of food and sales locations become
more global and complicated, traceability systems that support
international standards for the securing of food safety and
security are garnering attention. From the production center to
the dinner table, if the location where the product was
produced, how it was distributed and handled could be
understood for the distribution of all food, this would also lead
to the optimization of inventory management and distribution.
The consumer would also be able to confirm the safety of the
product on their own by going back over the food’s materials,
processing, distribution, sales and all other information. In
recent years, RFID and other sensor technology and event
data sharing technology has been globally standardized and
the environment for the establishment of a traceability system
has been put into place. There are many case examples of
this technology being introduced abroad. What is required is a
level of traceability that will not only reassure the consumer by
guaranteeing food safety, but also reduce waste in the total
food distribution process and construct a supply chain with
superior transformation adaptability that will bring about a
large amount of value to society as a whole.

は、「政府は全食品のトレーサビリティ導入等を検討す
る」との条文が加えられています。

近年、国内外において、消費・賞味期限の改ざん

2009 年 9 月には、商品の表示基準に関する権限を

や産地・原材料の偽装表示、有害物質の食品への混

持つ「消費者庁」が発足し、景品表示、JAS 法、食

入事件など、「食」の安全・安心を脅かす事件が数多

品衛生法、健康増進法などの食の安全・安心に関連

く発生しています。わが国でも、2008 年 9 月に発覚し

する法律が移管されました。このように、日本でも、食

た事故米穀の不正規流通問題に対応して、2009 年 4

の安全を確保する法制度の整備や所轄官庁が設置さ

月に「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情

れ、食品メーカーや流通業でも生産履歴の開示といった

報の伝達に関する法律」が成立し、2010 年 10 月に一

さまざまな取り組みが始まっています。

部を除いて施行されることが決定。これにより、牛肉の

日本の食 料 総 支出は約 35 兆円で、GDP のおよそ

BSE 問題に対応して 2003 年 12 月に施行された牛トレー

7.5% にも上りますが、日本の食料自給率は約 4 割と世

サビリティ法に続き、米穀でもトレーサビリティが義務付け

界でも最も自給率の低い国の１つとなっており、米国や

られることになりました。さらにこの米トレーサビリティ法に

中国といった海外からの輸入に頼っているのが現状で
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す。その一方、最近の築地の初せりでは中国の和食レ

付くことが期待されます。

ストランがマグロを競り落とすといったように、日本の高品
質な食品への海外の関心は年々高まっています。
このように食の調達や販売先がますますグローバル化

❷ トレーサビリティのグローバル標準化動向
トレーサビリティは、一企業内のみならず、その生産、

し複雑になってきている中で、単一の企業の、国内に
閉じた取り組みだけでは、食の安全・安心において十

流通、販売にかかわるすべての企業が商品にかかわる

分な効果を得ることが難しくなっています。今後は、食

履歴・イベント情報を共有化しないと実現できません。こ

にかかわる企業は、グローバル標準に対応した食品のト

の履歴・イベント情報を国や業界、企業をまたがって共

レーサビリティ・システムを構築して、食の生産履歴や

有するためのグローバル標準として注目されている技術

流通経路といった情報の開示・共有を積極的に行うこと

が EPCIS（Electronic Product Code Information

が求められるでしょう。

Service）です。EPCIS は、グローバルの RFID（電

生産地から食卓まで、すべての食品の流れにおいて

子タグ）標準化団体である「EPCglobal」が規定する、

「どこでどのように生産され」「どのように流通し」「どこ

企業間のモノの動きをとらえ情報共有を支援する標準規

でどのような使われ方をしているのか」が正確に把握で

格であり、企業間にまたがるビジネス情報の「見える化」

きれば、製品の出荷や納品の確認、在庫管理や物流

のための標準技術として世界各国で普及が進んできて

の最適化、品質管理の向上にもつながります。商品に

います。

何らかの問題が生じた場合には、出荷済みの商品の回

EPCglobal は 2003 年に設立されて以来、RFID タ

収や返品の際の効率も格段に上がり、高級ブランド品の

グや企業間情報共有化技術の標準化を進めてきまし

偽造取り締まりも可能となります。また、消費者が食品

た。世界に１つだけという商品識別を行うコード体系と

の原材料から加工、流通、販売まで、すべての情報を

し て EPC（Electronic Product Code） を 策 定 し、

自らたどって、安全性を自分自身で確認することができる

RFID システムをグローバルでどこでも利用できるように

ようになれば、商品に対する安心感が高まり、結果的に

UHF（Ultra High Frequency）帯無線通信プロトコ

商品のブランド化が維持され、さらなる消費拡大に結び

ルやインターフェースなどを標準化。そして、2007 年 4

EPCglobal 標準
ネットワーク・アーキテクチャー
社内用
アプリケーション

IBMセンサーソフトウェア
社内
ポータル

社外
ポータル

社外用
アプリケーション

EPCIS クエリー・インターフェース
EPCIS
リポジトリー

（ビジネス・プロセス）

IBM InfoSphere
Traceability Server

基幹システム

EPCIS キャプチャー・インターフェース
EPCISキャプチャー・
アプリケーション

（システム連携）
エンタープライズ・サービス・バス

フィルタリング &
コレクション

IBM WebSphere
Sensor Events

リーダー・プロトコル
リーダー

RFIDリーダー／ライター

RFIDミドルウェア

ALEインターフェース

基幹システム

プリンター

ALE:Application Level Event
図 1. EPCglobal アーキテクチャーと IBM ソフトウェア製品の位置付け
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月に EPCIS を標準策定し発表しました。現在、IBM も

品レベルでの数量データに関するイベントを記述

含め各 IT ベンダーがその標準に基づいたソフトウェア

- Aggregation Event：オブジェクト（EPC）間の関連

製品を開発し、EPCglobal から標準準拠認定を受けて
販売しています（図 1）。

付けの管理
例）パレットに積載された商品のような異なるオブジェ

EPCIS は、ユニークな ID で識別されるオブジェクト
に対するイベント・データ・モデルであり、イベントのキャ

クト（EPC）間での集約や集約解除などの集
合体についてのイベントを記述

プチャーおよびクエリー・インターフェースを提供（図 2）。

- Transaction Event：ビジネス・イベントとオブジェクト

EPCIS 標準では、現在以下の 4 つの標準の XML イ

（EPC）の関連付けの管理

ベントを定義しています。

例）注文伝票のようなビジネス取引・ビジネス処理（商

- Object Event：検知イベントの管理（ライフサイクル
管理）

取引）とオブジェクト（EPC）間での関連付け
や関連付け解除についてのイベントを記述

例）オブジェクト（EPC）の登録・
発生に始まり、入庫、ピッキン
グ、出庫などを経て、最終的
に償却・廃棄されるまでの「も
の」 がサプライチェーン上を
流通する際に発生するイベン
トを記述
- Quantity Event：集合体（クラス）
における数量の管理
例）個 々のオブジェクト（EPC）
レベルではなく、製品別在庫
データや販売データなど、製
図 2. EPCIS イベント・データ・モデル

EPCIS標準インターフェース

EPCglobalネットワーク

クエリー・
インターフェース

クエリー・
インターフェース

クエリー・
インターフェース

クエリー・
インターフェース

クエリー・
インターフェース

EPCIS

EPCIS

EPCIS

EPCIS

EPCIS

キャプチャー・
インターフェース

キャプチャー・
インターフェース

キャプチャー・
インターフェース

キャプチャー・
インターフェース

キャプチャー・
インターフェース

イベント

イベント

生産業者

3PL

イベント

製造業者

イベント

海運業者

EPCISクエリー・
インターフェース

EPCIS
データベース

EPCISキャプチャー・
インターフェース

イベント

卸業者

図 3. EPCIS データ共有方法
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これらのイベントは、RFID リーダーなどによってスキャ
ンされると、キャプチャー・インターフェースによってそれ

❸ IBMトレーサビリティ・ソリューション

ぞれの EPCIS データベースに保管され、クエリー・イン

IBM は EPCglobal 標準の仕様策定に長い間主導

ターフェース経由で通信してデータ共有を行います（図

的にかかわってきており、その過程およびさまざまな企業

3）。EPCIS 標準はデータ・キャリアに依存せずにデー

における導入支援から得られたノウハウをソフトウェア製

タ共有を可能とする仕組みであり、保管されるイベント

品およびサービスとして提供しています。

は RFID やセンサーの読み取りを起因にするものだけで

IBM InfoSphereTM Traceability Server は、EPC

なく、バーコードやほかのデータ・キャリア、または既存

標準に準拠した分散型 EPCIS データ・リポジトリーとし

のビジネス・プロセスから生成された情報を取り込むこと

て、高いセキィリティーによるパートナーとの情報共有とト

も可能です。EPCIS を利用することにより、ユーザー

レーサビリティ機能、およびビジネス・インテリジェンス（蓄

は企業間をまたがってトレース対象となる商品に関して、

積された膨大なデータを分析・加工して、ビジネスにお

「何が」「どこで」「いつ」「どのような」というイベント
属性を、物理サーバーやデータがどこにあるか意識する

ける意思決定を迅速に行うことを支援する）機能を提供
します。
その特長としては、大規模かつ高速なセンサー・イ

ことなく容易に知ることができるようになります。
EPCIS は、基本的にはどの業界でも使用可能なクロ

ベント・リポジトリーにより、パレットやケースのみならず、

ス・インダストリー・フレームワークとして設計されていま

SKU（Stock Keeping Unit）単品レベルの商品のモ

すが、それぞれの業界やユーザー特有のボキャブラリー

ノの動きを可視化・追跡し、それぞれの処理における

やイベント属性の拡張が可能な柔軟な構造となっていま

What、Where、When、Why の属性情報を含んだサ

す。また、既存システムの置き換えではなく、例えば既

プライチェーン全体にわたる個体認識とトレースに活用で

存の EDI（Electronic Data Interchange）を補完

きることが挙げられます。

するシステムとして位置付けることが可能なため、比較

企業間にまたがるトレーサビリティ情報共有を進めるた
めには、取引企業同士の信頼関係の確立が不可欠で

的安価にシステムを構築することが可能です。
現在は事前に取り決められた企業間での情
報の共有しかできませんが、将来は EPC ディ
スカバリー・サービスによって、相手が特定さ

ePedigree

リターナブル・
コンテナ管理

パートナー／アクセス・ユーザー

れていないイベント・データの検索も可能となり
ます。例えば、消費者は、自分が小売店で
購入しようとしている食品のバーコードを携帯
電話でスキャンすると、そのコードをキーにネッ

EPCISクエリー・インターフェース

トワーク経由でメーカーの工場にある EPCIS
データベースにアクセスして原材料情報を確

外部アラート・システム
（アラート・エンジン）

認することが可能になります。さらに物流会社
の EPCIS データベースにもアクセスして倉庫
における入庫・出荷履歴や在庫の温度管理
保存状態をチェックすることにより、安心して
商品を購入することができます。逆に、それら
の履歴情報にアクセスできなければ、その商
品の購入をやめるという判断も成り立つでしょ

アラート／通知

監査

MDM
インターフェース

セキュリティー・
フレームワーク

シリアル番号管理
MDMシステム

拡張イベント管理
マスター・データ／
メタ・データ管理
イベント監視

リポジトリー

EPCISキャプチャー・インターフェース

う。その商品は正規の物流経路を通らない偽
物である可能性が高いからです。
サプライチェーン

図 4. InfoSphere Traceability Server 概要
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Cognos
Cognos 8 BI（同梱）

エンタープライズ・
アプリケーション

あり、他社に見せたくない情報の保護機能が重要となり

います。

ます。InfoSphere Traceability Server は、 デ ータ

EU では、すべての食品の基本的な生産・流通履歴

の粒度に対する公開・非公開制御を確実に行うセキュリ

情報の開示が法律で義務化されています。ノルウェー

ティー機能に優れ、情報の内容に応じ参照ユーザーの

の食 品メーカーであるマティック社は、 農 場からスー

制限をきめ細かく管理することが可能です。

パーマーケットの棚に至る食肉のサプライチェーン管理を

8 BI v8.4 が同梱

RFID と EPCIS を活用したインフラにより実現。マティッ

されており、Cognos が備えるダッシュボード、スコアカー

ク社の食肉工場では、鳥の胸肉、ポークチョップ、ラム

ド、分析、レポーティング、イベント管理機能により、トラッ

のすね肉、ビーフのヒレ肉といったすべての食肉製品に

ク＆トレース業務の可視化を行うことで、サプライチェー

RFID タグが添付されパッケージングされています。食

ン全体の業務プロセス改革のサポートが可能となってい

肉がカットされれば、牛や豚の農場での生産履歴や健

ます（図 4）。

康状態といった個体情報がセンサーに伝達され、RFID

また、本製品には IBM Cognos

タグに自動的にひも付けられます。そしてそれらの情報

❹ 海外におけるトレーサビリティ・システム
導入事例

は、生産、流通、配送といった異なったプロセスをまた
がって、EPCIS によりトラッキングすることが可能となりま
す。このシステムにより、ノルウェーのスーパーマーケット

タイやベトナムは、エビや食肉の大輸出国の 1 つで

は、自分たちが販売する食肉についてより詳しい生産履

あり、官民一体となって食品輸出産業の競争力向上を

歴や配送状況を容易に知ることが可能となったのです。

図っています。特に、輸出が増加している養殖エビのブ

米国では、偽薬の市場への流入が大きな社会問題に

ランドを守るために、政府が主導して生産・流通履歴シ

なっています。カリフォルニア州やフロリダ州などでは医

ステムの構築を進めており、IBM は現地企業と連携し

薬品のトレーサビリティの義務が立法化されたことを受け

て EPCIS グローバル標準に準拠したエビのトレーサビリ

て、大手医薬品卸売業では RFID による医薬品追跡シ

ティ・システムを開発しました。これにより、各国の輸入

ステムを構築し、偽造医薬品問題に対応しています。

業者や小売業者は、養殖エビへの餌や投薬情報といっ

この医薬品追跡システムは、サプライチェーン上を

た生産履歴や出荷・輸送状況をネットワーク経由で瞬

通過するすべての医薬品に対して電子流通履歴証明

時に把握でき、さらには商品鮮度やルール順守の確認、

書（電子ぺディグリー：ePedigree）を作成することに

不良品・事故品への対応などに活用できるようになって

より、医薬品の生産から販売までの信頼性を担保する

図 5. 製薬業界における電子ペディグリー
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図 6. 温度センサー・タグによる物流管理

ことを目的としています。電子ペディグリーについては、

う一方の RFID タグのある側の端を箱の外に出すことに

EPCglobal にて 2007 年に標準が策定されており、製

よって、温度センサーのログは RFID タグからいつでも

薬会社にて管理される製品・製造情報（製品基本情

読み出せる仕組みになっており、DHL は荷主に対して

報、ロット番号、有効期限など）に加えて、製薬卸会

輸送中の温度に異常がなかったことを、箱を開けなくて

社などの医薬品の流通にかかわる入出庫情報（所有

も証明することができます（図 6）。

者移動情報）を記録証明することが規定されているの
です（図 5）。この医薬品のサプライチェーンにまたが
る、一気通貫した移動履歴を管理することにより、州法
（ePedigree 法）への対応、医薬品の真偽・流通経

62

❺ おわりに
日本でも、例えば鮮魚流通では、水揚げの場所によ

路の特定、およびサプライチェーンの可視化による最適

るブランド産地の保証や、低温や冷凍などの保存方法、

化・効率化を実現することが可能となります。なお、前

輸送の手段といった履歴情報を消費者に分かりやすく

述の IBM InfoSphere Traceability Server は、この

開示する仕組みの構築に向けて動き出しています。

ePedigree 標準に準拠した機能コンポーネントを標準装

企業活動は、生産から物流、販売、保守、リサイク

備しており、米国の複数の医薬品卸業者にて導入・利

ル、廃棄まで、それぞれ異なる仕組み、業績評価指標

用されています。

で展開されています。一見効率のよい活動に見えても、

ドイツポスト傘下の DHL 社では、荷物のエクスプレス・

実際には個々の部門や企業の論理が優先され、企業

サービスに温度センサー・タグを活用しています。厳し

活動全体としての市場への対応が後手に回ることが多

い温度管理が必要な薬品や生体物の運送では、コンテ

いのです。こうした課題の解決手段の 1 つがトレーサビ

ナ内の温度管理だけでは不十分で、個品ごとにきめ細

リティ・システムの導入です。トレーサビリティの仕組み

かい温度管理を行う必要があります。運送・保管中に

が整うと、組織やパートナーの活動と責任範囲が横断

温度が規定値以上に上昇した薬品や生体物の投与は

的に可視化され、市場対応のスピードが向上し、お客

人体に危険を及ぼす可能性があるからです。パッケージ

様のご要望にいち早く応える無駄の少ないスマートな企

ングされた箱内に帯状の温度センサー側の端を入れ、も

業活動が実現します。IBM の考えるトレーサビリティは、
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食の安全を保証することで消費者に安心を与えるだけで
なく、食品流通プロセス全体の無駄をなくし、変化対応
力に優れたサプライチェーンの構築により、社会全体に
大きな価値をもたらすというものです。
今まで述べてきたように、欧米では食の安全安心のた
めのグローバルなトレーサビリティ・システムの構築事例
が数多く出てきました。これらの導入実績やこれまで培っ
てきた知見をもとに、日本における「スマート」な食品
流通の実現に向けてこれからも支援をしていきたいと思
います。

日本アイ・ビー・エム株式会社
グローバル・ビジネス・サービス事業
バリューネット・コンサルティング リーダー
アソシエイト・パートナー

久保田 和孝

Kazutaka Kubota

［プロフィール］
企業間 SCM の先駆けである CRP の本邦初の導入など、流通業、
製造業を中心にさまざまな業界における e- ビジネス、 SCM プロ
ジェクトの立ち上げを担当。SCM ソリューション、オンデマンド・
ビジネスの営業推進リーダーを経て、 2006 年より RFID とネット
ワークを活用した次世代のイベント・ドリブン型ビジネス・ソリュー
ション - バリューネットの立ち上げ・展開を推進。

日本アイ・ビー・エム株式会社
開発製造．ソフトウェア開発研究所
SOA ソリューション

佐藤 圭嗣

Keiji Satoh

［プロフィール］
RFID、センサーなどを活用したセンサー・ソリューションの設計・
開発、ミドルウェア製品を中心としたパートナー様向け技術支援、
およびお客様向けソリューションへの適用・技術支援に従事。また、
RFID 高度利活用に関する研究開発や国際物流実証実験などの
省庁関連のプロジェクトにも参画。
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