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水産物トレーサビリティー情報の
オープンデータ化による利活用促進と
新たな価値の創出
【プロフィール】

日本アイ・ビー・エム株式会社
スマーター・シティー事業
テクニカル・ソリューション
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2000 年日本 IBM に入社後、サービス部門にて Linux、グリッド・コンピューティング、
SOA、クラウドといった最新技術を駆使した実プロジェクトのソリューショニングや提
案、設計・開発に従事。 2012 年からはスマーター・シティー事業にて、クラウド技
術のスペシャリストとして業界クラウドやトレーサビリティー・ソリューション、エネル
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ギー・マネージメント・システムなどの技術営業を担当。

あり、水産業が重要産業として位置付けら

はじめに

アプリケーションについて

れる岩手県の沿岸部（久慈市および下閉
平成 24 年度、総務省では、従来より縦

伊郡山田町）の水産加工業者や漁業協同

軸で行っていた行政、医療、教育などの個

組合の協力を得て、関東圏のスーパー、料

自らのスマートフォンを使って鮮魚や料理

別分野ごとの情報化だけでなく、分野を横

理店、一般消費者に対して水産物を直送

に添えられた個別識別タグからucode ※ 3

断して情報を利活用するために、横軸での

する方法で、平成 24 年 12 月 1 日から平成

を読み取り、スマートフォン上に水産物

情報連携を実現させる情報流通連携基盤

25 年 2 月 28 日までの 3 カ月間、週に 1

情報を表示することができます。本アプリ

システムの構築と実証を行う事業を実施し

度のペースで計 12 回実施しました
（図 1）
。

ケーションでは、水産物の「属性情報」だ

ました。この実証事業のひと一つとして、日
本 IBM は、被災地の重要な産業である水
産業に着目し、水産物の安心・安全に関わ

けでなく、流通過程を表す「物流情報」や
対象とする水産物に関する「目利き情報」

水産物情報流通連携基盤
システムについて

や「レシピ情報」を表示することができま

る情報やトレーサビリティー情報を消費者
に提供するとともに、それらをインターネッ

鮮魚店や飲食店に来店した消費者は、

す（図 2）。さらに、消費者が購入した水
水産物情報流通連携基盤システムは、

産物について感想やコメントを入力し、生

ト上のさまざまな情報とマッシュアップ可能

水産物のトレーサビリティー情報や基本情

産者にフィードバックできる仕組みとして、

にする
「水産物情報流通連携基盤システム」

報（水産物情報）を、オープンデータとし

Facebook や Twitter などのソーシャル・

の開発と実証を行いました。当コラムでは、

て収集・公開します（表 1）。本システム

メディアとの連携機能を有します。これに

その内容をご紹介します。

が取り扱うオープンデータは、YRP ユビ

よって、消費者が購入した水産物の感想

が策

を書き込み、生産者が料理方法についてア

定したデータ規格に準拠し、標準 API を

ドバイスするなど、双方向のコミュニケー

使ってアクセスすることが可能です。

ションが実現します。実際、本実証に協力

キタス・ネットワーキング研究所

実証実験の概要
本事業では、従来は生産・加工業者側

※2

本事業で開発した
電子商取引サイト

久慈市

のシステムでのみ利用されていた水産物の
生産・加工に関する情報を、消費者からも
※1

参照できるようにオープンデータ化

し、

注文
配送

一般消費者
石垣タイ、さわら、ほうぼう、シャケ、たこ
の加工品などを販売。

それらの効果的な利活用を促進する基盤と
なる「水産物情報流通連携基盤システム」
を構築しました。さらに、これら水産物情
報と水産物のレシピ情報や目利き情報など

スーパー宮前店
（川崎市）

高価値な食材を元に加工品を扱う。
魚河岸料理店 千秋からの注文にあわせ
た加工品販売や商品開発。

山田町

魚河岸料理店
（東京築地）

のインターネット上のさまざまな情報を組
み合わせて新たなサービスを実現するアプ
リケーションを開発し検証を行いました。
実証実験は、東日本大震災の被災地で
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山田湾の養殖や牡蠣小屋で有名。
現在、復興中であるが、ほたてと牡蠣を
販売。

ヤマト運輸

図 1．実証実験の概要

表 1．基盤システムが管理する水産物情報
データ

評価情報 等

定義

天然物、
養殖物、水産加工物に関する
属性情報
水産物
属性情報 【例】品名、
態様、
採捕方法、
水揚げ港、
水揚げ
年月日、
加工方法、
製造年月日など

タグのＱＲコード等を
端末で読み取ることで
情報を表示

FacebookやTwitterとの
連携による評価情報の
入力・表示・コミュニケー
ション

荷物に関する情報
物流情報 【例】
出荷先、
出荷日時、
出荷元、配送追跡コード、
EPC※5コード、温度履歴など

（天然物、
イベント ucode※3が振られて管理されるもの
養殖物、水産加工物)の状態遷移を表す情報
情報

メタ
データ

レシピ情報、
目利き情報などネット上のデー
タを参照するために必要となる情報

詳細情報

安全情報

商品に基づいた
詳細情報を表示

商品に基づいた
安全情報を表示

物流情報
荷物に基づいた物流情報を
表示／流通過程における
温度情報も参照可能

目利き情報

レシピ情報

魚種に基づいた
目利き情報を表示

魚種に基づいた
レシピ情報を表示

図 2．アプリケーションの概要

いただいた生産者の方からは、
「消費者と

が扱えるようになり、消費者や販売業

のやり取りを通して、どんなものが求めら

者がスマートフォンなどの端末を通し

れているのかが分かれば、新しい商品の開

てこれらの安心・安全情報を簡単に参

発につなげることもできる」と情報を付与し

照することが可能になりました。

ムの目的は、有事の際に責任の所在をト

て提供することによる新しい価値について

（3）水産物情報とオープンな情報との連携

レース・バックするためのフード・チェイン

水産物情報流通連携基盤システムと

の記録にあります。しかし本事業では、ト

評価をいただきました。
水産物情報流通連携基盤システムは、

最後に
本来、食品トレーサビリティー・システ

ソーシャル・メディアの情報をマッシュ

レーサビリティー情報を含む水産物情報

標準化された API を通してデータが提供さ

アップすることにより、消費者が購入し

をインターネットと親和性が高いシンプル

れるため、アプリケーションを比較的容易

た水産者に対してコメントすることが

で標準化された方法で公開し、レシピ情

に開発することが可能です。本事業で開発

でき、生産者もそのフィードバックを

報や目利き情報、ソーシャル・メディアの

したアプリケーションも、新人レベルの開

参照したり返信したりできる環境が整

情報などと組み合わせて新たな価値を創

発者が数週間といった短期間で開発を行

いました。これにより、生産者の顔が

出することにより、ICT やクラウドを活用し

いました。例えば今後は、販売促進や商品

見え、消費者の商品への安心や愛着が

た新しい水産業ビジネス・モデルの構築

に関する消費者の声を収集するといったさ

より高まり、生産者は自分が出荷した

や、水産業の高収益化、六次産業化、ブ

まざまなアプリケーションが短期間・低コ

商品が消費者側でどのように評価され

ランド競争力の向上などにつながる可能性

ストで開発されることが期待されます。

調理され食されているかを知ることが

を示すことができました。

できるようになりました。

成果とまとめ
本事業を通して得られた成果を以下に
ご紹介します。

国際物流標準である EPCIS

（4）水産物情報流通連携基盤システムの活用

も本事業を通して得られた知見やノウハウ

による水産業発展への寄与の可能性

を広く展開していきたいと考えています。

本実証では、知名度が低く市場に出荷
されず産地でしか食されていないよう

（1）トレーサビリティー・システムの連携
※4

を採用し、

な水産物を、水産物情報流通連携基
盤システムを活用し、情報を付与して

水産物情報流通連携基盤システムとの連

消費者に販売・提供する実験を行いま

携を行いました。水産物には ucode を付

した。産地や旬の情報と共に提供する

与し、
それを梱包した荷物には EPC

※5

を

今後は、水産業のみならず、農業分野に

ことで、高値で買ってもよいというアン

付与しました。本事業では、
これらの異な

ケート結果や、地元ならではの食べ方

る体系のコードを相互運用することが可

や産地でしか食べられないメニューの

能であることを実証しました。

提供を求める声が得られました。水産

（2）水産物の安心・安全に関わる

物情報流通連携基盤システムを利用し

情報提供の仕組みづくり

たこれらの取り組みは、産地における

水産物情報流通連携基盤システムに

珍しい水産物のブランド化につながる

てトレーサビリティー情報や基本情報

可能性があることが示されました。

※ 1 公共性のあるデータを機械判読可能な形で公開
し、営利・非営利を問わず利用・再利用可能にす
ることで新たな価値を創出していこうという考え方
や取り組み。
※ 2 2002 年 1 月に、TRON の 開 発 者 である東 京
大学大学院 坂村健教授を所長として設立され
た。ユビキタス社会を目指して、T-Engine などの
ハードウェアや、ITRON・BTRON を発展させた
T-Kernel の開発・普及を行っている。
※ 3 ユビキタス ID センターによって管理されるモノ・
場所・概念を識別する国際標準規格の識別子。
※ 4 EPC Information Service。 取 引 関 係 者 の 間
で EPC に紐 付 けられたもの（ 商 品 や 製 品 ）に
関連する情報を共有（登録・検索）するための
EPCglobal 標準のサービス。
※ 5 Electronic Product Code。RFID に関する国
際標準化団体の EPCglobal が規定した個品管理
を目的とした識別コード体系。
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