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ＩＢＭ
Food Trustとは？
今日、消費者は季節、場所、環境に

関係なく、世界中から食品を入手でき

ます。しかしながら、食品の選択肢が

増加し、かつ、容易に入手できるよう

になったことで、食品のサプライチェー

ンが、これまでより複雑になっています。
また、扱うデータが増加し、エコシス

IBM Food Trust は、 権 限 付 与 を受 け た

テムが長くなるにつれて、関係者間の

ユーザーに対し、農場から店舗、そして最

なってきました。

チェーンデータへのアクセスを即時に提供

「信 頼」 が今までにないほど重 要に
生産者から加工業者、小売店、そして
消費者に至るまで、IBM Food Trust™

はエコシステムの透明性を確保するた

め「信頼」を活用します。このブロッ

クチェーンソリューションは、透明性を
担保することで、拡大する食品流通シ

ステムを支援します。

3|

IBM Food Trust は、食品の安全
性を高めながら、店舗における
保存期間を伸ばし、フードロス
の削減と、トレーサビリティーの
速度を改善します。

IBM Food Trust

終的には消費者に至るまでの食品サプライ

します。あらゆる食品の全履歴と所在地、
その他関連情報 ( 各種証明書、テストデー

タ、温度データなど ) に数秒でアクセス可
能です。

ガバナンス・モデル
今すぐ参加
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チームの組成

Food Trustを選ぶ理由

ガバナンス・モデル
今すぐ参加

Food Trust は一連の統合モジュールを提供するこ

とで、業界の複雑さに対応し、信頼関係を構築し
ます。

サプライチェーン効率化

プロセスの非効率性を識別し、需要予測にデータ
の洞察を活用し、継続的な成長のためにビジネス
を自動化・最適化し、食品システム全体をよりスマー

トなプロセスで運用します。

ブランド・ストーリー

サプライチェーン全体を可視化することにより、我々
が購入・消費する食品のについて、消費者、小売

業者、製造業者、サプライヤー、生産者、各々を
信頼できるようになります。

新鮮な食品

価値有る洞察と分析により、サプライチェーンデー

タの可視性を促進し、非効率を発見し、販売商品
の品質を担保します。

食の安全性

秒単位での商品の追跡を可能とし、廃棄物、食品
汚染、食中毒の拡散リスクを削減します。

食品偽装

取引の記録をデジタル化し、集中化されていない不

変の方法で保管し、完全な透明性を高め、食品シ

ステム全体における食品偽装の機会をなくします。

フードロス削減

サプライチェーン全体でデータを共有・管理できる
ので、効率化を促進し、フードロスを減らし、エコ
システムを最適化できます。

持続可能性

各種証明書や文書をデジタル化して、情報管理を
最適化し、食品の由来や、真正性を確かなものに

します。
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Food Trust
とブロックチェーン
IBM Food Trust はサプライ・チェーン・モジュー
ルとブロックチェーンのコア機能を組み合わせ、
食品エコシステムにガバナンス、標準、相互運
用性、テクノロジーを組み合わせたビジネス・
バリューを提供します。
本ソリューションは、閲覧許可された参加者に

食品エコシステム情報の共有ビューを提供し、
容易なデータ公開と共有情報管理を可能にし

ます。この目的達成のために、Food Trust は、
各参加者のデータ入力時に、暗号化されたブ

全てのデータはブロックチェーン台帳に
保管され、改ざん困難な商用最高レベ
ルの暗号によって守られています。

ロックチェーンデータへのアクセス制御を設定

できるようにしています。

こうすることで、取引相手のパートナーは、自

身がアクセス許可されたデータのみ閲覧するこ

とができるようになります。許可に基づくデー

IBM Blockchain
Platform

タ・アクセス制御は、本ソリューションに不可

欠な機能となります。アクセス制御機能によっ

て、各データのオーナーは、ネットワーク上の
アクセス権を、完全に制御することができます。
Food Trust の参加者は、国際取引商品番号

(GTIN) や共通商品コード (UPC) などの食品 ID

や商品名、日付を問い合わせることで、サプラ

イチェーン上でリアルタイムにすばやく商品アイ

テムを探し出すことができます。

ビルト・オン

パワード・バイ

オープン・スタンダード
Hyperledger Fabric

ソリューション・レイヤー
統合
モジュール

オンボーディング
サービス
プラットフォーム・レイヤー
IBM Blockchain Platform

Hyperledger Fabric
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モジュール型
アプローチ
IBM Food Trust の統合モジュール群は
食品業界のさまざまな課題やニーズに
対応します。
トレース

トレース

エンドツーエンド (E2E) の即時データ・アクセスで食品

がどこからきたのかを証明します。同様に、リアルタイ

ムで食品の所在と状態を表示し、事故発生時のリコー

ル対応を高速化します。

フレッシュ・インサイト

個々の食品データをつないで、洞察を引き出し、サプラ

イ・チェーン全体の在庫を可視化します。ロケーション

ごとのメトリクスを比較し、滞留時間と生産からの経過
時間 / 消費期限までの時間を表示し、危険在庫を計算

します。非効率を突き止めて、新鮮さを改善し、フード

フレッシュ・インサイト

ロスを減らします。

証明書管理

ビジネス上重要な認証・証明書や監査書類をデジタル

化して、情報管理を最適化することで、食品の由来や、
真正性の担保が可能です。

データ入力とアクセス

グローバル標準を活用することで、データの所有者から
閲覧権限を与えられたネットワーク参加者のみと自社

データを共有することが可能となります。セキュアな環

境のもとで、安心して該当情報を知る必要があるビジ

ネス・パートナーのみとデータをシェアすることが可能

です。
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モジュール型アプローチ

トレース
この食品がどこから来たのかをどうやって保証すればいいのでしょうか ?
この食品の川上、川下の経路は管理できますか ?
汚染源は何でしょうか ?

このモジュールによって、参加企業は迅速かつ正
確に出荷経路を特定できます。
透明性があり安全なネットワークであるため、食品流通

における川上から川下までを全て可視化して、特定食
品の所在やステータスを表示し、信頼性や安全性を検

証できます。トレース・モジュールによって食品システム
全体の効果的な管理と食の安全を保証することが可能

になります。

スピードと正確性は、2011 年に制定されたアメリカ合

衆国の食品安全強化法などの食品安全に関するグロー

バル法令へのコンプライアンスでも鍵になります。

トレース・モジュールの利点
•

食品の由来と信頼性を数秒で確認

•

食中毒発生の際に自社の食品が安全であるこ

•

食品の汚染をすばやく特定して、即座に対応
とを証明

• フードロスの削減
•
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顧客満足度と信頼性を向上

IBM Food Trust

Food Trust ソリューションを活用し食品を追跡するため

には、食品関連データをネットワークにアップロードす

る必要があります。

データがアップロードされると、トレース・モジュール

によって権限付与されたユーザーは (GTIN、食品名、
注文書で ) 食品の由来を検索して、特定日付で絞り込

むこともできます

そして権限のあるユーザーは問題範囲を特定し、さら
なる汚染を防ぎ、リコール範囲、影響を最小限に留め

ることができます。
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ガバナンス・モデル
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モジュール型アプローチ

フレッシュ・
インサイト
どうすれば在庫管理を最適化し、サプ
ライ・チェーン・プロセスを改善でき
るのか ? ビジネス上、最も効率的な
プロセスを活用できているか ? 賞味期
限を伸ばせる最適な条件で食品を扱っ
ているか ?
このモジュールによって企業は現在のプロセス、
食品の滞留時間や収穫後の経過時間、在庫等
から収集した既存データを洞察に用いることが
できます。
トレース・モジュールはデータをつないで、食品の由

来証明を可能にしますが、フレッシュ・インサイト・

モジュールは取得したデータを分析するレイヤーを

提供します。複数の船荷、ロット、設備、製造、パッ

キング、注文書、加工、発送等のイベントから食品

システム・データを収集して、ブロックチェーンに集

約します。モジュール内でデータを流して、ユーザー

に以下の情報を提供します。
•
•
•

現在庫と現状の危険在庫

滞 留 時 間 : 各 施 設 にどれくらいの期 間、 商 品
(GTIN) が滞留したか

収穫 / 生産からの経過時間 : 設備に投入してから

の経過日数

• インフロー / アウトフロー : 各施設における取扱
量の時間による変化
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ユーザー・インターフェイス

「現在庫」、「洞察」ビューに分類されたユーザー・
インターフェイスはサプライ・チェーン上の在庫詳細

情報を提供します。ロケーション間での動きの概要を
含め、ユーザーは生産、包装からの時間経過、期限

切れまでの時間、新鮮さに関わる問題、標準以下の
滞留時間、危険在庫なども閲覧できます。

API

フレッシュ・インサイトの API 利用で、社内システム
からデータを活用し、食品システム全体の分析が可
能です。

拡張

データ・ソースを追加することで、より詳細な情報を

抽出する追加機能が利用できます。例えば、温度・
湿度センサー、IoT デバイス、RFID などの情報を付

加することで、コールド・チェーン・データの分析を

可能とします。さらに、アラートの発信を可能にして、

カスタム・ダッシュボードを構築して、洞察結果を管
理、利用できます。
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ガバナンス・モデル
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モジュール型アプローチ

証明書管理
倉庫から出荷されたこの穀物の安全管理は不十分ではなかったでしょ
うか？この生産者は、最近検査を受けましたか ?
証明書モジュールによって、文書は定期的
に、または安全検査の際に必要に応じて
チェックできます。

このタスクを単純化するために、Food Trust は、証明書モジュールで

証明書と関連文書は、設備が適切に検査され

業務を可能にする文書、例えば免許、免状、検査結果などをアップロー

ていること、家畜が法令にしたがって飼育され

ていること、サプライヤーが合法的に販売をし
ていること、農場が業界標準に従って認証され
ていることを確認する手助けとなります。

しかし証明書は、様々な機関・組織により発行

されるため、異なる権限および重複する権限を

持ち、司法権が異なり、有効期間も様々です。
各種証明書が、有効かつ最新であることを確認

するのは、その多種多様性および複雑さから、
面倒なものです。
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総合的アプローチを提供して、すべての証明書を追跡し、保管する手
助けをします。

指名された証明書管理マネージャーは、組織の設備認定や、同様の
ド、管理する権限を持ちます。矛盾ないしは期限切れの証明書には

レビューのためのフラグを簡単に付けることができます。これは業務
遂行のために各種証明書を必要とするサプライヤー、供給元の農場

や工場の認証状況を知りたいバイヤーの双方に役立ちます。
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モジュール型アプローチ

データ入力
とアクセス

各参加組織は、ブロック
チェーン・ネットワーク上
に自分のデータを所有し
ていて、異なるデータ・エ
レメントへのアクセス権に
ついて完全な制御を行う
ことができます。すべての
データは、データの所有
者が関連レコードの共有
を許可した場合のみアク
セス可能になります。
ソリューション・ソフトウェア・アダ

ネットワークに効率的にアップロード

できるので、既存システムから IBM

FoodTrust ネットワークにデータを

シームレスに統合できます。小規模

な企業は使いやすいWeb 経由でデー

タを追加することができます。

SOE ユーザーはトランザクション・

データを組織のデータ仕様に基づい

て、ソリューション・ネットワークに
自動的にアップロードできます。

組織が参加し、データを追加すると

ユーザーと SOE アカウントはネット

ワークといくつかの方法で対話でき
ます。

• デスクトップ、モバイルユーザー

双方が使いやすいインターフェイ

•

スを利用

証明書モジュールを利用して、食

品サプライ・チェーン・パートナー

と共有する法令や検査文書をアッ

プロードする

• カスタマイズしたインターフェイス

でビジネス・パートナーが共有し

ていたデータを表示、管理する

注記：GS1 登録は IBM Food Trust では必須ではあ

りません。しかしながら GS1 に登録している企業に
対しては、IBM Food Trust は既存の企業 ID の継続

利用をサポートしています。

プターは、在庫一覧、注文記録、サ
プライヤー情報などなど既存業務記
録を活用するため、SAP などの既存

データプラットフォームからインポー

トしたデータを提供します。

すでに複雑 な情報環境を管理して

いるネットワーク管理者向けとして、
IBM Food Trust Connector API は、

レガシー・システム・データとネット
ワーク・データの統合自動化用に設
計されています。

組織は IBM Food Trust ソリューションを利用して、4 つの主要
データ要素をアップロード、またはプログラムで送信します。
1 サプライ・チェーン・イベント
2 トランザクション

3 マスター・データ
4 証明書データ

データ・コネクターの API によって、
企業の IT 担当者はサプライチェー

ンデータを SAP などの既存データプ

ラットフォームから IBM Food Trust
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Developer Zone でデータ・アップロード処理やその他に関してはこちら
をご覧ください : https://github.com/IBM/IFT-Developer-Zone/wiki
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Food Trust
ブロックチェーンのコア機能
当社のブロックチェーン・ソリューションは食品関連のトランザクショ
ン向けに信頼できる、許可制の環境を確立しています。ここではすべ
ての参加者が安全で意図したやり方でコラボレーションできます。
クラウド・ベースのオープンなブロックチェーン・

ソリューションが提供する本質的なコンポーネ
ントは以下の通りです。

API

• IBM Food Trust は豊富な API 群を開発し

ていて、エコシステムを深化させ、参加者、
パートナーにとっての価値を高めます。

• API は、プログラムに対応した UI ベース

スマート・コントラクト

• IBM Food Trust の参 加 者 はピアをインス
トールして、プライベート・チャネルでスマー

ト・コントラクトをインスタンス化できます。
これは 2 社以上のネットワーク会員間でサ

プライ・チェーンの意志決定を自動化する
ためのものです

• スマート・コントラクトは、トランザクション・
パートナーと事前に定義したビジネス・ルー

の IBM Food Trust モジュールとなっており、

ル / 事前に合意した条件を利用して、信頼

きます。

争を減らします

信頼できるデータを自社開発環境で利用で

できる、不変のデータに基づいて不要な紛

• API は在庫追跡、消費者アプリ、サプライ・

• スマート・コントラクト実行の関係者は自身

界団体アプリケーションなどのサードパー

ラクトは、プライベート・チャネルで実行さ

チェーン管理アプリ、温度モニタリング、業

ティ統合にも利用できます。

トラスト・アンカー

• トラスト・アンカーは小売業、食品サプライ
ヤーなどの Food Trust ネットワークの参加

者で、共有台帳の完全性に共同責任を負い、

セキュリティ確保だけでなく、プライバシー

とアクセス許可の保証も支援します。
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のピアが必要となります。スマート・コント
れていて、当事者しかアクセスできないため、

チャネルのデータは暗号化されません。

リモート・デプロイメント

• トラスト・アンカー・チャネルまたはプライ
ベート・チャネルの一部として、参加者は

IBM Blockchain Platform for IBM Cloud™

Private を使用し、自社のピアをクラウドや

オンプレミス環境にリモートで配置できます。

今すぐ参加
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Food Trust
ガバナンス・モデル
ガバナンス・モデルには、協調的
なエコシステムを可能にし、すべ
ての参加者が基準を順守しなが
ら価値を享受することを保証する
ポリシーが含まれています。

さまざまな業界の代表で構成されたアドバイザリー委員会が参加

ルールの設定を支援し、ブロックチェーン・コミュニティのガバナ

ンスに関わるアグリーメント厳守の説明責任を果たし、ソリューショ

ンが全参加者にとって有益であることを保証します。委員会は、
ポリシーがさまざまなセグメント、規模、国家に渡り、グローバ

ルな Food Trust コミュニティのニーズと価値を満たしていることを
公式にレビューし、保証します。

参加会員として、IBM® はユーザーがネットワークにアップロード

したいかなるデータも所有していませんし、商用、その他の目的
にデータを利用、共有しません。

安全なエコシステムと
信頼できるコミュニティ

アップロード、所有、管理
するデータ

食品エコシステムの未来を
導く

IBM Food Trust で共有するデータは

すべての人が独自のビジネス・ニー

ように慎重に検討されます。つまり、 所有者として、何を、いつ、誰に共

バイザリー委員会はすべてのニーズ

参加者は、身元が確認され、エコ

システムの原則に基づいて機能する

同じコミュニティのメンバーはネット

ワーク自体と同じように信頼できると
いうことです。

相互運用性 ...
そしてその先

IBM Food Trust は、オープン・スタ

完全に管理できます。そしてデータ
有するか決めることができます。

共謀を防ぐ

摩擦を減らします。

性を強化する一連の保証をあらわし

トワークの完全性を維持します。

ブロックチェーン・ネットワークにつ
なげるように拡張できます。
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将来にわたって参加者に価値を提供

でセキュリティ、プライバシー、完全

されているため、お客様が現在持っ

き、将来の新規ブロックチェーン、非

ソリューションは継続的に進化して、
します。最終目標 : 信頼できる、透

囲に分散した参加者のネットワーク

ています。このモデルは集合的責任

ているシステム、プログラムに接続で

を満たすことを確かにします。この

ソリューションの信頼モデルは、広範

ンダード、オープン・ガバナンスの
Linux Hyperledger Fabric 上に構築

ズを持っています。Food Trust アド

を促進しながら、共謀を防いで、ネッ

明性の高い食品システムを構築して、

Food Trust ガバナンス・モデルは

ソリューションの拡大、メンバーの
ニーズ、テクノロジー革新、法令
の変更にともなって継続的に再評
価され、更新されます。
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ネットワークと
データ・
セキュリティ
「セキュリティにはどう対処しま
すか ?」
「データはどう処理しますか ?」

重要な記録管理のために暗号化と制御さ

れたアクセスに依存するあらゆる分散ネット

ワーク同様に、疑問を持たれるでしょう。

この疑問に対する回答は、実装する価値の

あるシステムと企業にとって危険をもたらす
システムとの境界を示すものとなりえます。

IBM Food Trust は、IBM Blockchain

Platform と Hyperledger Fabric を基盤とし

たセキュリティを活用して、食品取引データ
に対して商用利用可能で最高レベルの耐改

ざん性を提供します。

Hyperledger Fabric の特徴は、完全許可型

のネットワークを備えていることです。この

ため、ネットワーク・トランザクションの正

当性と永続性を保証するために、PoW やそ

ネットワークとデータ・セキュリティの視点から、IT 担当者

は以下の手順を実施して、自社の環境を理解・準備できます。
•

関連するサプライ・チェーン上のプロセスを特定する

の他プロセッサ集約型の計算を必要とせし

•

Fabric ネットワーク上で誰がそれを閲覧でき

• テクニカル・リソースを見積もって、割り当てる

ません。データの所有者は、Hyperledger
るのかを管理します。
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•

システム等の自動化ユーザーを含めたユーザーを特定

する

外部利害関係者を含むそれぞれのユーザーのセキュリ

ティ・ニーズを入手して、機密情報管理やその他のセキュ

リティ・プロセスを開始する
IBM Food Trust
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ガバナンス・モデル
今すぐ参加

オンボーディング
とサポート
IBM Food Trust へのオンボーディングには、品目、ロケーション、注文
書ごとに、収穫から生産・輸送等の食品ライフサイクルに関するデータの
アップロードが必要です。

本ソリューションの利用開始にあたっては、ブロックチェーンを理解する必要はありません。現
在利用されているデータを自社の標準のままお使いいただけます。手持ちのデータで開始で
きます。

オンボーディングとサポートのオプションとしては、何
が利用できますか ?

• セルフ・ガイド・オンボーディングセルフサービス
の教育とコミュニティ・フォーラムを利用した、独

•
•

力でのオンボード

仮想ガイド付きオンボーディング事前定義済の教育

モジュールでの専門家との対話と追加の質問

支援付きオンボーディング専任の専門家がオン
ボーディング体験全般で指導

• IBM Food Trust の標準サポート デジタル・サポー
ト・ポータルにアクセスして、チケットによる問題

解決の透明性を向上、およびチャット、電子メール、

フォーラム、電話など選択された手段での支援

どのデータが IBM Food Trust に追加できるのでしょうか ?
• マスター・データ 施設のロケーションと取引品目の内
容。大部分は静的情報として記録

• 取引データ 注文書、事前出荷通知、受領確認を含む
ビジネス・トランザクション

• EPCIS イベント サプライ・チェーン全体における実世

界のイベントを記述する GS1 EPCIS 標準に対応したイ
ベント

• 証明書データ 監査日時、監査結果（点数）、有効期限
などの設備証明書を記述

• ペイロード・データ EPCIS イベントにリンク可能な、
サプライ・チェーンに関する洞察を強化できる追加の食
品関連データ ( 温度、湿度など )

自社のデータを統合する方法は ?
•
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自動化

• XML アップロード
IBM Food Trust

• Excel アップロード
•

直接データ入力
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チームの
組成
Food Trust エコシステムへの参加は、オ
ンラインでサインアップして、お客様に合っ
た最適なプランを購入していただくことか
ら始まります。ソリューション・ネットワー
クへの参加にはシステムを使うユーザー
ユーザー（人）、およびシステム・オブ・
エンゲージメント (SOE：システム、また
はアプリケーション ) ユーザー両方のアカ
ウント作成が含まれています。
ソリューションにアクセスできるように

なると、関連情報やデータを登録・

統合・共有するためのチームを組成

し、各組織に権限を与えることで自

身が関わるネットワークを構築します。
IBM Food Trust では、 各 参 加 者に
対し、自身の組織に代わりネットワー

ク内での特定のタスクを実行する権

限を付与するための事前定義済の

ロールを割り当てます。

ロール割り当てによってアカウント管

理者は、組織内の個人ユーザーに付
与するアクセスレベルを簡単に制御

できます。ソリューションに新規ユー

ザーを参加させるときは、アカウント

管理者は各ユーザーにロールを割り
当てる必要があります。
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Food Trust エコ システムへのオン
ボーディング :

• サプライ・チェーン専門家とデー
•
•

タ専門家を準備します

対象とする施設と商品を明確化し

ます

商品シナリオを定義します

• データをアップロードして、デー
タアクセス許可の設定を行います

チーム・メンバーの役割：

アカウント・オーナー

ユーザーは組織のアカウント設定と

サブスクリプションを管理できます

アカウント管理者

ユーザーはユーザーを追加、削除、
変更したり、組織の設定を変更でき

ます

オンボーディング・チーム・メ
ンバー ::

ユーザーは商品シナリオを作成し、

データをアップロードできます
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Food Trustを選ぶ理由
ブロックチェーンソリューションには、企業内および業界全体における以上のテ
クノロジーの適用とインパクトが求められます。IBM Food Trust は安全で信頼
できるプラットフォーム上に構築されているだけではなく、食品システムのコラボ
レーションに必須の要素として認められています。
IBM Food Trust の 5 本柱は効果的なブロックチェー

ン・ソリューションを達成する際に重要となる側面を
あらわしています。

ビジネス上の価値

エコシステムに参加している企業は、自社のビジネ

ス上の価値に即した方法で参加できます。食品シス

テムではすべての関係者にそれぞれの役割がありま

す。従って、各参加者によって自社が追求すべきメリッ

トは異なります。

エコシステム

食品会社は、業界の変化を先導する主役です献身的

で革新的なブランドは、業界に影響を与えうる洞察

を提供し、信頼と透明性が支配する新しい時代を迎

えるための推進力を向上させてゆきます。

ガバナンス・モデル

テクノロジーを採用する際には、自社にとってその技

術がどのように役立つかを定義することで、ソリュー

ション利用における安心感を得ることができます。ガ

バナンス・モデルはデータのオーナーシップ、アクセ

ス、許可を含めて、参加者ごとのソリューションの利
用形態構築を支援します。
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標準 & 相互運用性

企業はユーザーが活用し、他のテクノロジーから学

べるテクノロジーに投資しています。Food Trust は

グローバル標準、および他社とベンダーとの相互運

用性に取り組み、長期的に採用されるソリューション

を目指しています。

テクノロジー

参加者は、IBM が提供するテクノロジーを利用して、

データと洞察に対する一貫した、信頼できる、安全

なアクセスを享受できます。さらに、ここに示した５

本の柱すべてが、ブロックチェーン・ソリューション

を適用する際のテクノロジー検討にとって重要な要
素となります。

5 つの柱は、現在の食品システムにおいて、唯一の

エンタープライズクラスのブロック・チェーン・ソリュー
ションを生み出した要素を示しています。

IBM Food Trustとは?

Food Trustとブロックチェーン

ネットワーク&データ・セキュリティ

モジュール型アプローチ

オンボーディング&サポート

今すぐ参加
参加方法を学ぶ
価格の表示

ソリューションを試す
実際に見る
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