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6次産業化を推進するICT基盤の開発

－ 水産業や農業の6次産業で地域経済活性化をサポートするクラウド・
アーキテクチャー －
スマーター・フィッシュ・プロジェクトを推進するととも
に地方都市とかかわる機会が増えました。地方の地域コ
ミュニティーに参加すると必ず話題に出てくるのが、水産
業・農業の 6 次産業化の推進です。生産者の方々は、
産地でより良い商品を作るために思いを込めて努力され
ていますが、それが十分に消費者に伝わらず、その結果
が報われないという話を耳にします。
一方スマートフォンをはじめとするインターネットに接続
可能な情報機器が普及し、インターネット・アクセス手
段のコモディティー化が急速に進んでいます。クラウド・
コンピューティングで提供される情報システムが身近にな
り、比較的資本力の限られる地方の生産者であっても初
期投資を抑えた IT インフラを使うことが可能になってきま
した。
ここではスマーター・フィッシュ・プロジェクトを通じて
構築・検証されてきたユニバーサル・デジタル・トレーサ
ビリティー・プラットフォームを販売・物流システムと連携
する仕組みに拡張し、地域振興策の 1 つである水産業
や農業の 6 次産業化を支援する ICT 基盤（Information
& Communications Technology 基盤：以下、ICT 基盤）
として提供するアーキテクチャーをご紹介します。

❶ スマートな鮮魚流通：スマーター・フィッシュ
実証実験プロジェクトの背景

日本アイ・ビー・エム株式会社（以下、日本 IBM）はグロー
バルの電子タグ標準化団体である EPCglobal[1] が規定す
る、商品／製品コードを用いた情報共有システム仕様である
EPCIS（Electronic Product Code Information Service）

Article

3

Developing ICT Infrastructure to
Promote Sixth-Order Industrialization
- Cloud Architecture to Support the Revitalization
of Local Economies by Developing Fishing Industry
and Agriculture into Sixth-Order Industries We have had increasing opportunities to interact with residents of
local cities as we implemented our Smarter Fish project. One subject
which was always brought up during discussions at their local
community gatherings is the need to develop fishing industry and
agriculture into sixth-order industries (a Japanese term used to
describe the combination of primary industries (e.g. agriculture and
fishery) with secondary industries (e.g. food processing) and tertiary
industries (e.g. sales and distribution)). We frequently heard that local
producers’ sincere efforts to create high-quality products often go
unnoticed by consumers and as a result unrewarded.
Meanwhile, smartphones and other digital devices with Internet
connectivity are widely used today, and the commoditization of
Internet access methods is rapidly accelerating. Information systems
making use of cloud computing are now also widely available, and
accordingly, it has become possible for even for local producers with
relatively limited capital to utilize IT infrastructure with only a small
initial investment.
In this article, we will explain the architecture provided in the form of
ICT infrastructure which has been upgraded to integrate with sales
and distribution systems via the Universal Digital Traceability Platform
planned and built as part of the “Smarter Fish” project. This
architecture supports the sixth-order industrialization of the fishing
industry and agriculture, which is one of the measures being taken for
local economic development.

りました。このため、産地は消費者の顔が見えないまま疲弊
し、地域経済に大きな影響を与えていました［4］。
その対策として、地域経済を研究している大学と地元事
業者、地元行政が産学協同で、グローバル・
トレーサビリティー
の仕組みを使った実証実験を開始することになりました。
実証実験では、鮮魚流通の過程における魚とその情報を
ひも付けて管理し、高速・高鮮度物流における魚の品質担

［2］
［3］に準拠したトレーサビリティーの仕組みの有効性を検

保を検証するために、温度センサー付 UHF（極超短波）帯

証するために、2010 年 6 月にスマートな鮮魚流通を実現す

IC タグ（以下、温度センサー付 IC タグ）を、出荷する鮮魚

るプロジェクト（スマーター・フィッシュ実証実験プロジェクト：

の入った梱包ケースの中に同梱。出荷から最終販売者（飲

以下、SF プロジェクト）を立ち上げました。

食店など）までの入荷、出荷といった物流イベントと、その属
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こんぽう

どうこん

鮮魚を対象にした背景には、魚の流通上の問題がありま

性情報として梱包ケース内の温度を EPCIS データベースに

した。これまで産地では、鮮度の高い魚を消費者に届ける

蓄積します。その結果、
鮮度管理状況や流通経路などのトレー

ためにいろいろな工夫をし、それを情報として付加していまし

サビリティー情報の “見える化”（図 1）が実現します。鮮度

たが、実際には、その情報が流通過程で途切れてしまい、

落ちが非常に早いマダラ（真鱈）を、この高速・高鮮度物

魚の単価だけの評価で取引が成立してしまうという課題があ

流の仕組みを活用して釧路の加工工場からその日のうちに東
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“賢くスマートなお客様の時代”に突入しました

iPad

ソーシャル・ネットワークの普及に伴い、
「口コミ」
と
「評判」
の影響度とそのスピードが
増すなど、
お客様の情報活用度は進化している
ICタグ・リーダー

温度センサー付
ICタグ

世界の30％の人々が
オンラインでつながっている

世界規模でリアルタイムに
“つぶやき”が共有されている

20億もしくは、世界人口の1/3もの
人々がオンラインでつながっていると
みられている ＊1

Twitterでの1日当たりのツイート数は
2億ツイート ＊2

SNSが
急速に巨大化している

人々が信頼する情報源が
変わってきている

Facebookのユーザー数は7億人を
超え、1国に例えると世界で3番目の
人口となる ＊3

図1. トレーサビリティー情報の“見える化”

出典
＊1 ITU World Telecommunication /
ICT Indicators database
＊2 twitter社公式blog 2011.7.1
＊3 socialbarkers (http://www.socialbakers.com/)
＊4 経済産業省 消費者購買動向調査 平成22年

■

■

#

商品選択時の情報源

回答率

1 テレビ

56.8%

2

企業のオフィシャル・サイト

55.5%

3

価格比較サイト

53.4%

4

評判や情報のサイト

52.8%

5

情報検索サイト

51.0%

6 パンフレットやカタログ

47.4%

7

45.4%

店員、販売員

＊4

図3. インターネットを活用した新しい消費行動が市場に与える影響

Ready to Cook、鮮魚のパーツ化商品

焼き魚、煮魚用 ： 一晩熟成したフィーレ
（半身）、
カマ
（２枚）
刺身用 : 脱水・熟成・冷凍した骨なし四半身
（２枚）
煮物など : 頭二つ割（２つ）
、
身付き中骨、皮

います（図 3）。

東京の飲食店との連携による開発。
完全下処理済み。
鮮魚と加工食品の中間。

ことによりスマートな都市を実現し、地域経済活性化を図る

利用者ニーズに基づいた商品開発

図2. 魚の特徴と消費者の志向をマッチさせた新しい調理法や
加工食材の例

このような背景から、新たなコマースの仕組みを構築する
ための検討を行ってきました。特に注目されるのが、水産業
や農業における 6 次産業です［5］。
6 次産業について簡潔に説明すると、1 次産業事業者が、

京の飲食店まで届ける場合、トレーサビリティー情報の “見え

1 次産品に加工など価値を付加（2 次産業）した商品やサー

る化” の実現により、店主や調理人が自ら鮮魚の安心・安全

ビスを、直接提供（3 次産業）する事業モデルで、1 次×

をリアルタイムに確認することができます。さらに、そのトレーサ

2 次×3 次連携＝6 次産業と呼ばれています。1 次産業の占

ビリティー情報から、お客様に届けられたマダラの鮮度を生か

める割合が大きい地域の経済活性化の施策として注目され

した料理について説明できるなど、新たな価値を提供するこ

ており、行政も積極的な支援を行っています。

とが可能になることが確認できました。また、魚の専門家であ
る消費地側の “目利き” と産地側の “目利き” がコミュニケーショ
しこう

ンを取ることによって、産地の魚の特徴と消費者の嗜好をマッ
チさせた新しい調理法や加工食材を開発でき、新たなビジネ
スを具体化できる見通しも確認されました（図 2）
。
今日のインターネットによる情報の広がりは、わたしたちの
想像を大きく超えています。インターネットにアクセスする手段

❷ Smarter Planet 関連プロジェクト の特徴
まず、SF プロジェクトをはじめとした Smarter Planet に関
連するプロジェクトと、通常の企業のための IT システム開発
プロジェクトとの違いを整理します。
企業の IT システムは、その企業のビジネス・ゴールの達

としてメール機能やカメラ付き携帯電話、映像を記録できる

成、あるいはビジネス・リスクを軽減する目的で開発されま

スマートフォンなどが一般に浸透し、タッチパネルと高解像度

す（図 4-1）［6］［7］。その際には、システムを直接扱う

パネルを持ったタブレット型 PC なども登場しています。これら

ユーザーの要求だけではなく、企業レベルの要求やその企

機器の発達とともに、ソーシャル・メディアのネットワークの広

業のお客様（顧客やパートナー企業）からの要求、あるい

がりも相まって消費者自らが情報を発信し意思表示をするこ

は、法令や CSR（企業の社会的な責任）に関連する要求

とが容易にできるようになり、消費者の意思が市場に大きな

を意識する必要があります。一方、Smarter Planet を支え

影響を与えるようになってきました。

る IT システム関連のプロジェクトでは、複数の企業のほか、

このように一般の消費者が、購入する商品やサービスを

地域のコミュニティーなどが協調して、例えば、CO2 排出

見極めるためにインターネットから情報を探し出し、賢く買い

量 50% 削減といった社会的なゴールを満たす（あるいは社

物をするという消費行動がますます拡大していくと予想されて

会的なリスクを低減する）ことが目的となります（図 4-2）。
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・注
 文主である飲食店が、トレーサビリティー情

社会、
環境
顧客
企業
業務、
ユーザー

報（鮮度管理状況や流通経路など）をリアル

社会の
ゴール

ゴール

タイムに参照し、安心・安全な鮮魚であること
を確認した上で調理し、消費者に提供できる

ITシステム

社会、環境
顧客
企業

ゴール

企業

ゴール

仕組みを整える。

顧客

社会インフラ
（ICT基盤）

顧客

企業

・ 飲食店は鮮魚の注文をコマース･サイト上で行

ゴール

うことができる。水産加工会社は注文された

業務、
ユーザー

業務、
ユーザー

ITシステム

ITシステム

鮮魚を仕入れ、加工した後に出荷することが

業務、
ユーザー

できる。

ITシステム

・ 将来、海外の飲食店（輸出）も対象とするこ
図 4 - 1 ．１企 業におけるス
テークホルダーと要求、
ゴー
ルの関係

とを視野に入れる。

図4-2．スマーター・プラネット・プロジェク
トにおけるステークホルダーと要求、
ゴー
ルの関係

・物
 流会社は、陸路・空路の配送を担当する。
・ 日本 IBM は、コマース・システム、トレーサビ
リティー情報の収集・照会などの IT システム
の構築・運用を担当する。

社会的なゴールを達成するための、よりスマートな社会インフ

・ 商品やサービスに対する代金については、直接、当事者

ラ（ICT 基盤）には、Smarter Planet や IOT（Internet

間で清算し、コマース・サイトでは決済を行わない。

of Things）
で提唱される3 つの層が必要不可欠となります。
すなわち、さまざまな活動主体（企業、個人、地方自治体、

（２）IT システム要求

コミュニティーなど）から発信される多様な事象をとらえる機

ビジネス要求から導かれる IT システム要求は、以下の通

能化（Instrumented）
、それらの情報を収集・蓄積するた

りです。

めの相互接続（Interconnected）
、そしてそれらを分析・
活用するインテリジェント（Intelligent）の 3 つです。
SF プロジェクトでは、これら 3 つの層を考慮したユニバー

・ 将来の海外展開も視野に入れ、商品の履歴やイベント情

サル・トレーサビリティー・システム・アーキテクチャーを構築し

報を国や業界、企業をまたがって共有するためのグローバ

ました。

ル標準である EPCIS を採用する。
・ 温度センサー付 IC タグに荷の内部温度を記録することで、
かいこん

❸ SF プロジェクトにおける要求

鮮魚の入った梱包ケースを開梱することなく、IC タグを読
み取るだけで温度情報を取得できる。

SF プロジェクトにおけるビジネス要求とIT システムの要求

生産者
（漁協）

について、以下に整理します。

仕入れ

水産加工会社
商品
出荷

（１）ビジネス要求
ステークホルダー間の利害関係が複雑にな

る「SF プロジェクト推進会議」を通じて、
ビジネス要求として実現しなければならない
主な事項を、図 5 に示すビジネス・コンテキ
ストとして整理しました。
・ 流 通する物（鮮魚）に固有識別番号を
付与し、物と情報を結び付けた状態で流
通する。
・ 飲食店をコマース（商取引）の対象とす
る B to B のサイトを準備する。
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Info

消費者
商品
︵料理︶

ジェクトの関係者が集まるコミュニティーであ

ICタグ※

加工工場

Smarter Planet 関連のプロジェクトでは、
りがちなので、当実証実験では、SF プロ

鮮魚

商品情報
（登録）Info

注文情報

物流業者

Info

トレーサビリティー
情報

IBM
クラウド

トレーサビリティー情報
コマース・
システム

Info

飲食店

Info

店主・
調理人

出荷情報

ICタグ※

鮮魚

トレーサビリティー・
システム

Info

航空物流
開始情報
航空物流
終了情報
Info

配達完了
情報

凡例

物流

Info

情報の流れ

※ICタグ：温度センサー付ICタグ

図5. SFプロジェクトのビジネス・コンテキスト

・ IT 環境構築の投資を抑えるとともに、ビジネス・
ボリュームの増加にも容易に対応できるように、ク
ラウド環境で実装する。

⑥

・トレーサビリティー情報の確認を行う店主・調理
人が直感的に扱えるユーザー・インターフェース

社内用
アプリケーション

社外用
アプリケーション

⑤

iPad を採用。
EPCISリポジトリー

④

EPCISキャプチャー・インターフェース

ジタル・トレーサビリティー・プラットフォーム（以

Data Aggregation Service
EPCIS

③

Event Data
Capture
Service

リーダー

②

IC Tag Reader/Writer

タグ・プロトコル
RFIDタグ

①

IC Tag
（EPC Gen2）

リーダー・プロトコル

U-DTP を適用した IT システムのアーキテクチャー
全体概要図を図 6 に示します。

相互接続

Event Data
Capture
Service
機能化

EPCglobal 標準
ネットワーク・アーキテクチャー

水産加工会社で出荷される鮮魚に温度センサー

Event Data
Processing

Interconnected

フィルタリング＆
コレクション

ジェクトのビジネス要求と IT システム要求に対し、

TimeEPCIS Capture/ Series
Query Interface
Data

インターネット
（WAN）

ALEインターフェース

下、U-DTP）を提唱しています。今回の SF プロ

Intelligent

Traceability
Analytics
Data
Data Service Traceability
Service
DB
Warehouse

EPCISキャプチャリング・
アプリケーション

を扱うソリューションとして、ユニバーサル・デ

インテリジェント

Traceability Data Service

EPCISクエリー・インターフェース

IBM では、EPCIS を利用したトレーサビリティー

Channel
Service

Enterprise Service Bus

を提供するユーザー端末を採用する。今回は

（３）IT システム・アーキテクチャー

⑦

Enterprise
Application
Service

Instrumented

Barcode Reader

PC, Smartphone,
Tablet PC

U-DTPのアーキテクチャー

Smarter
Planetの
3つの層

図7. U-DTPのアーキテクチャー

付 IC タグを同梱し、出荷から飲食店までの間の各
ポイントで、そのタグを IC タグ・リーダーで読み取ります。読

を含む EPCglobal が提唱する全体アーキテクチャー）
、およ

み取ったデータ（タグの IDと温度記録）を IBM のクラウド
環境で収集し、飲食店の注文履歴とひも付いたトレーサビリ

び IBM の提唱する Smarter Planet の 3 層とを対比してい

ティー情報として、iPad 上でリアルタイムに照会できるようにし

ます。

ました。これにより、飲食店側は、注文した鮮魚の流通の経

この U-DTP アーキテクチャーの各層と、今回の SF プロ

過や鮮度管理状況をいつでも把握でき、その情報に基づき安

ジェクトのビジネス要求および IT システム要求とを関連付け

心・安全な鮮魚を消費者に提供することが可能になります。

ながら説明します（以下の①～⑧は、図 6、図 7 上の番号
と対応）。

❹ U-DTP のアーキテクチャー

① Tag 層： IC タグやバーコードといった固有識別番号や
各種情報を保有する物、あるいはセンサー・デバイスで

IBM の提唱している U-DTP のアーキテクチャーを図 7 に

情報を感知（センス）する対象物の層

示します。図 7 では、U-DTP アーキテクチャーの各層と対

【 今 回 の 適 用 内 容 】 温 度 センサ ー 付 IC タグには、

応する EPCglobal のネットワーク・アーキテクチャー（EPC
水産加工
会社

釧路空港

鮮魚

ICタグ※
出荷担当

①

PC

②

ICタグ※
出荷
ICタグ・
リーダー

③

鮮魚
航空物流
開始

羽田空港
ICタグ※
航空物流
終了

ICタグ・
リーダー

鮮魚

鮮魚

飲食店

ICタグ※
配達
完了

ICタグ・
リーダー

iPad ⑦
注文・
ICタグ・ トレーサ
リーダー ビリティー

PC

IBMデータセンター
（クラウド環境)

IBM社内

⑧

IBMプロジェクト・メンバー

⑤
④
トレーサ
ビリティー

つ日本の周波数帯に対応している
ものを採用しました。この ICタグは、
測し、メモリー上に記録することが
できる機能を持っています。
② Sensor Device 層： Tag 層 の

インターネット

コマース・ ⑥ 商品
サーバー
注文

グの国際標準 Gen2 に準拠し、か

設定した時間間隔ごとに温度を計
店主・
調理人

商品仕入れ担当

EPCglobal の UHF 帯 対 応 IC タ

トレーサビリティー・
サーバー

データ（値）を感知（センス）す
る層（現実の世界を IT の世界に
つなぐ入り口）
【今回の適用内容】IC タグ・リー
ダーには、対象とした温度センサー

スマーター・フィッシュ・システム
※ICタグ：温度センサー付ICタグ

図6．SFプロジェクトのアーキテクチャー全体概要図

付 IC タグに記録されたデータを取
得するため、そのプロトコルである
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Gen2 に準拠したハンディー･タイプの IC タグ・リーダーを

鮮魚の価値を期待通りに高めることができ、社会に対して食

採用しました。

の安心・安全を提供することで鮮魚のブランド化や地域の活

③ Event Data Capture Service 層： ローカル環境に存

性化を図ることが可能であることが実証されました。

在する複数のセンサー・デバイスが取得したデータを意味
のある情報に変換した後、フィルタリングあるいは集約し、
上位層（Data Aggregation Service 層）に送り出す層
【今回の適用内容】IC タグ・リーダー上に専用アプリケー

❻ U-DTP のスマーター・フィッシュ・
プロジェクト（養殖魚）への応用例

ションを作成し、温度センサー付 IC タグの初期化、デー

日本 IBM では、SF プロジェクトの次のステップとして、養

タの取得、読み取り結果を集約して上位層に送信する機

殖魚の新しいコマース・モデルについて、お客様と実証を始

能を実装しました。

めました。

④ Data Aggregation Service 層： データを収集、蓄積
管理する層

養殖魚を対象としたスマーター・フィッシュ・プロジェクト（養
殖魚）（以下、SF2 プロジェクト）では、ソーシャル・ネット

【今回の適用内容】EPCIS をリポジトリーとして採用し、

ワークである Facebook ページの機能を利用した生産者（養

IC タグ・リーダーから届く物流情報や温度遷移情報を収

殖業者）と消費者との間のコミュニケーションを図るお客様の

集、蓄積しています。

仕組みと IBM が SF プロジェクトで培ったトレーサビリティー

⑤ Traceability Data Service 層： 収集・蓄積されたデー

の技術を融合させ、まったく新しい鮮魚流通システムとして、

タをトレーサビリティー情報として意味付けし、分析、レポー

一般消費者を対象とする養殖魚の販売を行うことが大きな特

ティングを行う層

徴となっています。これは、IBM が提唱してきた顧客を企業

【今回の適用内容】EPCIS データベースに収集、蓄積

活動の中心にとらえ、マーケティング、販売、サービス、購

された情報を整理し、トレーサビリティー情報として提供す

買などのコマースのすべてにわたってお客様の要望に迅速

る機能を、Web サービスとして実装しました。

かつ柔軟に対応することを目指したビジョン「スマーター・コ

⑥ Enterprise Application Service 層： 企業システムな
ど、企業内外の基幹システムの層
【今回の適用内容】簡易な e- コマース・サイトを実装し、
商品検索・照会、商品注文や受注管理機能を提供しま

マース」を具現化したものです。
前述の SF プロジェクト同様、SF2 プロジェクトについても
ビジネス要求とIT システム要求に分けて、特に SF プロジェ
クトとの差分について説明します。

した。飲食店が注文した鮮魚の情報にアクセスできるよう
に、
注文情報と鮮魚の IC タグの ID をひも付けています。
⑦ Channel Service 層： U-DTP にアクセスするユーザー
や外部システムに対するチャネル・インターフェース層

（１）ビジネス要求
SF2 プロジェクトに求められるビジネス要求を、図 8 のビジ
ネス・コンテキストに整理しました。

【今回の適用内容】アプリケーション管理者が U-DTP 上
のトレーサビリティー情報を参照するための Web アクセス・

・ 販売対象は養殖魚とし、一般消費者に対して販売を行う。

チャネルを実装しました。

・ 養殖魚の販売は、スマーター・コマースの取り組みとして、

⑧ サーバー実行環境： U-DTP のサーバー実行環境

ソーシャル・ネットワークを利用し、生産者と消費者がお互

【今回の適用内容】実証実験であることから、初期投

いに顔が見える販売方式とする。また、
ソーシャル・ネットワー

資が抑えられ、かつビジネスの伸びに対応しやすい IaaS

クを利用することにより、評判が口コミで広がり、ビジネス・

（Infrastructure as a Service）型クラウド環境として、
IBM Smarter Business Cloud - Enterprise（SBCE）
を利用しました［8］。

チャンスが広がることを期待する。
・ 養殖魚と情報のひも付けには、ブランド・ラベルに印字する
トレーサビリティー識別番号を利用する。
・ 生産者は、出荷する養殖魚の生産履歴情報を登録する。

❺ U-DTP の適用結果
実証実験において、前述の U-DTP アーキテクチャーを
実装し、実際の商流や業務オペレーションを確認したところ、
ビジネスおよび IT の要件を満たしていることが確認できまし
た。そして、鮮魚の高速・高鮮度物流が物流業者により実
現され、そこに鮮魚のトレーサビリティー情報が加わることで、
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生産履歴情報として扱う対象は、稚魚の情報のほか、養
殖開始から水揚げまでの間の給餌と医薬品投与の記録、
いけすやその環境、水揚げの記録とする（図 9）。
・ 販売する養殖魚の生産履歴情報をトレーサビリティー情報
として消費者に提供する。
・ コマース・サイトの構築・運用は、コマース･サイトのオーナー
であるお客様が担当し、
IBM は、
トレーサビリティー情報（養

・ Facebook 上のコマース・サイトからトレー

飼料・薬品
餌・薬品業者

水揚げ

識別番号ラベル
（ブランド・ラベル）

Info

養魚情報

商品情報 Info
（登録）

出荷

Info

出荷
依頼

Info

Twitter

SF2 プロジェクトも、U-DTP アーキテク
物流業者

IBM
クラウド

Facebook

商品情報・
評価情報

図 7 の U-DTP アーキテクチャーにおける

商品
カタログ

注文情報

Info

①～⑦の各層と対応させて説明します。

トレーサビリティー・
システム

① Tag 層および② Sensor Device 層：

Info

消費者

チャーをベースにしています。 構築した
IT システム・アーキテクチャーのポイントを

注文

Facebook

報を閲覧できる。
（３）IT システム・アーキテクチャー

Info

出荷情報

コマース・サイト

ソーシャル・ネットワーク

Info

IBM クラウド環境のトレーサビリティー情

ID

ID

飼料・薬品情報
目利き
Info 商品評価
お勧め情報

サビリティー識別番号を入力することで、

生産者
（養殖業者）

トレーサビリティー
情報要求
Info トレーサビリティー情報

SF2 プロジェクトでは、IC タグは利用し
ません。また、養殖業の現場では、天候
や海の状態や水温、魚の状態あるいは経

ID

凡例

物流

Info

情報の流れ

験に基づく日々の魚の観察結果から給餌
量を変えるなどの細かい判断がされてい

図8. SF2プロジェクトのビジネス・コンテキスト

るため、センサー・デバイスは利用せず、
生産者が Web ブラウザーへ直接データを入力することにし

環境

ました。

Environment

③ Event Data Capture Service 層および④ Data
飼料
Feed

いけす

Preserve

医薬品
Medical supply

Aggregation Service 層：
養殖業務を支援する Web アプリケーションを構築し、時
系列データの生産履歴を収集・蓄積します。

魚

Fish

種苗
Seed & seeding

⑤ Traceability Data Service 層：
トレーサビリティー情報として、水揚げのロットに対応した生
産履歴情報を提供可能にし、さらに生産者名などを記載した

水揚げ

Catch landing

図9. SF2プロジェクトで扱う生産履歴データとその関連

殖履歴）の収集・照会の IT システムを担当する。

生産履歴書を残すために、PDF 生成機能も実現しました。
⑥ Enterprise Application Service 層：
コマース・サイトは、Facebook 上に構築されており、必
要に応じて、⑤と連携できるようになっています。
以上の IT アーキテクチャーを利用した養殖魚のパイロット

・ 養殖魚の物流履歴については、物流会社の追跡システム

販売を通じ、SF2 プロジェクトの商流を支える IT の仕組み

に、その役割を任せる。将来的には、物流履歴について

が実現されました。また、消費地側の目利きによる品質確認

もSF2 プロジェクト内で扱えるようにする。

を行ったり、生産履歴を確実に管理している生産者の鮮魚
のみを販売サイトで扱ったりすることによるブランド化をすでに

（２）IT システム要求
ビジネス要求から導かれる IT システム要求について、SF

図っています。そして、養殖魚のトレーサビリティー情報の提
供とソーシャル・ネットワークを利用した販売とを合わせること

プロジェクトと異なる部分は以下の通りです。

により、消費者はより安心・安全な鮮魚としての養殖魚の価

・ 生産者と消費者がお互いの顔が見える販売方式とするた

が期待されています。このことから、U-DTP は、水産業の

めに、
ソーシャル・ネットワークとして Facebook を採用する。

6 次産業化を推進する ICT 基盤の１つとして考えてもよいで

値を見いだし、生産者にとっても利益の出る仕組みとなること

・ 生 産履歴情報を蓄積する IT システムを提供し、生産履

しょう。

歴は IBM クラウド環境に保管する。
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❼ 農業への展開
これまでの SF プロジェクト、SF2 プロジェクトは、共に鮮
魚を対象としてきました。図 9 の養殖魚の生産履歴を扱うデー
タのうち、魚を農産物、いけすを農地、飼料を水や肥料、
そして医薬品は農薬に置き換えて扱うことで、水産業だけで
なく農産物の生産履歴を扱うことが可能な仕組みができてい
ます。また、出荷後の物流のトレーサビリティーを確保するた
めの EPCIS を使った仕組みもすでに完成しています。農業

［5］農林水産省

農山漁村の6 次産業化，
http://www.maff.go.jp/

j/soushoku/sanki/6jika.html
［6］経 済産業省 ソフトウェア開発力強化推進タスクフォース 要求工
学・設計開発技術研究部会 非機能要求とアーキテクチャWG：非
機能要求記述ガイド，
独立行政法人情報処理推進機構，
（2008）．
［7］独立行政法人情報処理推進機構 ソフトウェア・エンジニアリング・
センター

エンタプライズ系ソフトウェア開発力強化推進委員会

非機能要求とアーキテクチャ分析WG：非機能要求とアーキテク
チャ分析WG 報告書，
独立行政法人情報処理推進機構，
（2011）．
［8］IBM: IBM Smarter Business Cloud, http://www.ibm.
com/services/jp/igs/cloud-development/ （2011）.

が水産業と異なる点は、U-DTP アーキテクチャーにおける
② Sensor Device 層です。すでに農業では、さまざまなセ
ンサーや計測器が使われています。U-DTP で実証してきた
アーキテクチャーとIBM のサービス・デリバリー・プラットフォー
ム（SDP）（本誌 48 ページ以下：解説②参照）とを組み合
わせることで、農産物工場での生産から販売、トレーサビリ
ティーの確保をはじめ、工場のエネルギー管理やデバイス制
御など、
農業の 6 次産業化を実現する包括的なソリューション
（ICT 基盤）として利用できる可能性があります。

❽ まとめ
今回、ご紹介した U-DTP は、トレーサビリティーを軸に開
発を進めてきました。2 つの SF プロジェクトを通じ、「産地の
情報を消費者に届けたい」「物と情報をひも付けたい」とい
う課題解決の方向性を見いだすことができました。そして安
心・安全の見える化としての生産履歴、鮮度管理、物流履
歴の提供により鮮魚の付加価値を生み出すとともに、ソーシャ
ル・ネットワーク上のコマース・サイトと組み合わせることで、
商品のブランド化や地域経済の振興にも寄与できると考えて
います。
先にも述べましたが、IBM は、お客様中心時代の賢い商

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
スマーター・コマース事業推進
営業担当部長

末次 信治

Shinji Suetsugu

［プロフィール］
1987 年、 日本 IBM 入社。 中堅企業のお客様担当 SE を経て
1991 年から現在までオープン・システム、B2B ソリューション、
e- ビジネス、デジタル・エコノミー、 スマーター・コマースと一
貫してクロス・インダストリー・ソリューション・ビジネスに携わる。
現在は、スマーター・フィッシュ・プロジェクトを皮切りに 6 次産
業関連ビジネス開発を担当。

取引として「スマーター・コマース」
を提唱しています。今後は、
U-DTP をスマーター・コマース実現のためのクラウド型プラッ
トフォームとして、コマース機能や、物流フルフィルメント（受
注から商品引き渡しまでの一連のプロセス）
、マーケティング
などの機能と連携できるように進化させていく予定です。
また、U-DTP の提供を通じ、「食の安心・安全」という社
会全体のゴールの実現に今後も貢献したいと考えています。
［参考文献］
［1］EPCglobal , http://www.gs1.org/epcglobal
［2］EPCglobal: EPC Information Services （EPCIS）Version
1.0.1 Specification, （2007）.
［3］久保田 和孝・佐藤 圭嗣：“スマートな食品週通実現に向けて 「食」
の安全・安心にIT を有効活用する”，
PROVISION No.64，
（2010）．
［4］日経BP : “スマートな鮮魚流通プロジェクト”, http://ps.nikkei.
co.jp/ibmbao/smarterfish.html（2011）．
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