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第一章 はじめに 
 
最近食品の安全性に関する事件を耳にする機会が増えており、食に対する信用が薄くな

ってきている。それに伴い、生産者や産地などがわかるトレーサビリティというシステム

が注目されてきている。 
このトレーサビリティに関する事例やシステムの知識を増やし、今後食品業界においてト

レーサビリティというシステムがより普及するにはどうするべきかを調べてみようと思う。 
そこでまず最初に食の安全に関する事例を取り上げてみた。 
 
１．食の安全に関する問題  
 
BSE問題 
2001年 9月、BSEに感染した国産牛が発見される。人間にも BSEがうつるというのは衝
撃的であり、日本では不安感の蔓延から風評被害が拡大し、牛肉、とりわけ国産牛の需要

減退を招いた。畜産業者から流通に至るまでの感染ルートがはっきりしなかった為、パニ

ックになる。未だに牛肉需要は BSE 発生以前の水準まで戻りきっておらず、生産、流通、
小売、飲食店にいたるまで深い禍根を残している。BSE がどうして起こったのかは未だに
究明されていない。 
 
O-157問題 
1996年から 2001年まで毎年報告され、6年間で患者数 1万 1143人、死者 12人を数えて
いる。カイワレ大根が汚染源とされ、安全宣言を行ったにも関わらずカイワレ大根の需要

は未だに当時の水準には戻っていない。これも BSE同様に消費者の不安感により買い控え
が起こったためといえる。 
 
雪印乳業の集団食中毒事件 
2000年 3月、雪印乳業大樹工場では停電が原因で脱脂粉乳製造過程で食中毒菌の黄色ブド
ウ球菌が大量発生。大樹工場では検査で異常数値が出たにもかかわらず、脱脂粉乳を出荷。

これを使って 6 月に大阪工場が製造した乳製品を飲んだ近畿圏の消費者約 1 万 5 千人に下
痢などの症状が出た。この件で有罪となった元工場長は、会社の責任問題を恐れて、保健

所に提出する日報の改ざんなどを行っていた。 
 
雪印食品の偽造牛肉事件 
2002年 1月、農林水産省は BSE発生後、国産牛に感染はないか全頭検査を行うにあたり、
全頭検査以前に解体した国産牛肉を買い取る制度を施行。雪印・関西ミートセンターでは

BSE問題以降売れなくなり在庫がたまっていたオーストラリア産輸入牛肉13.8トンを国産
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牛肉の段ボールに詰め替えて、日付を偽ったラベルを貼るなど偽装工作をし、国のお金を

悪用して廃棄しようと企てた。その後の調査により、同社では全社的に人気が落ちていた

北海道産の牛肉を熊本産と偽って出荷したり、輸入豚肉を国産と偽っていたことが発覚。

販売を上げるために産地偽造が常態化していたことが判明した。 
また、雪印食品だけでなく、食肉大手のスターゼン、全農チキンフーズ、丸紅畜産等の産

地表示偽造が続々と発覚した。これらの事により、JAS 法に基づく産地表示がまるで守ら
れていない実態が明らかにされた。 
 
 
中国産冷凍ほうれん草など輸入農産物の残留農薬 
大手スーパーマーケットを中心に、人件費の安い中国から農産物を輸入して、消費者の価

格ニーズに応えようといった動きが強まっていたが、日本の安全基準を満たさない食品も

あった。そうした農産物は、検疫所でストップし、国内に流通しないように厚生労働省は

心掛けているが、それでも基準を超えるものは多く検出されている。ほうれん草以外にも、

ネギ、セロリ、枝豆、マツタケ、カリフラワー、エリンギ等で残留農薬問題が続出。 
 
放射線照射の影響 
農産物の殺菌、殺虫、芽止めなどを行う放射線照射。国際的には 1983年にWHO(世界保健
機構)などにより、平均線量 10キログレイ以下ならば安全と、基準が定められた。しかし動
物実験により有害物質形成、死亡率上昇といった毒性を指摘する研究者や消費者団体もあ

り、日本では放射線照射食品の輸入は禁じられている。しかし、中国などからの個人輸入

で、照射した健康食品が販売された違反例も報告されている。 
 
遺伝子組み換え食品 
遺伝子組み換え技術やクローン技術といった新技術により開拓された農作物は、人間が科

学的に作り出したもので、自然界には存在しない。つまり食べても安全なのか判断が難し

いといえる。たしかに遺伝子組み換え技術を活用すれば、品種改良では困難だった画期的

な農産物が作れる。例えば、害虫の被害を受けない大豆、トウモロコシなど。しかし本来

は生成されないタンパク質などが原因で、アレルギーやアトピーを引き起こす危険性も指

摘されている。 
クローン技術についても、体細胞クローン牛は 1998年に日本が世界で初めて誕生させてい
るが、2002年 3月までに生まれた 293頭の過半数がすでに死亡している。そのため、体細
胞クローン牛を食べたり、その牛乳を飲んで安全なのか、消費者団体などでは安全性を疑

問視している。 
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鳥インフルエンザ 
京都府丹波町の養鶏場では鳥の大量死を伏せて、同農場の鶏や鶏卵などを神奈川県や新潟

県など各地に出荷・流通させていた。 
 
このように数々の問題が起きており、食の安全・安心に対する消費者の信頼は大きく揺

らいでいる。では、食品は一体どのような流通経路を辿っているのか。基本的な流れにつ

いて調べてみた。 
 
２．食品流通の基本的な流れ 
 
現在、野菜の 7～8割は市場取引。その大部分は農協系統を通じて市場へ出荷されている。 
生産者→農協の集荷場→箱に梱包→市場→卸が中卸に販売→小売 
といった流れになっている。このような複雑な流通経路ではさかのぼることが難しく、情

報を性格に伝達、管理するのが難しいといえる。 

 

図１ 流通経路 
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第二章 トレーサビリティシステムについて 
 
トレーサビリティとは、Trace+abilityからきていて、「もとをたどることができる」とい
う意味である。 
このトレーサビリティの大きな役割としては 
 

(１．食品事故発生時の追跡や回収を容易にする 
(２．生産情報などを提供して消費者と「顔の見える関係」を築く 

 
の 2 つがあげられる。例えばトマトから違法農薬が検出された場合、今までは生産者や流
通経路が特定できないために、その産地のトマトをすべて市場から排除しなければならな

かった。しかし、このシステムがあれば生産者、流通経路がわかるので問題のトマトだけ

を迅速に排除でき、それにより他の生産者や流通業者が巻き添えにされるということもな

くなってくる。 
このトレーサビリティの実現に最低限必要なステップとして 
 

(１．個体の識別 
(２．情報のデジタル化 
(３．情報の公開 
(４．情報の連携 

 
の 4 つがあげられる。１と２は特殊な機器を必要とせず、コストが低価格である事が望ま
れる。ＩＤラベル＋ネットワークサーバーを使ったものが使われている。これは Suica と
同じような方式で、移動するものには IDだけをつけて、実際の情報はネットワーク越しに
サーバーコンピューターに蓄積して管理する方法だ。 
３と４の情報の公開と連携、これを実施することがトレーサビリティの本質といえる。１

と２だけでは単なる IT利用による品質管理になってしまうからである。情報の連携につい
ては、Webサービスを活用する。Web技術はシステムに依存しない統一規格である。そこ
で、Webを介して異なったシステムがデータ交信を行う XML Webサービスというものが
開発された。 
Web サービスは人手を介さずに、ホームページ同志が自動的にデータ交信を行う技術のこ
と。外部とのデータ交信のインターフェイスとしてWebサービスを実装していれば、例え
システムが異なっても情報を伝達することが可能になる。 



卒業論文                         A1p21108 瀬戸理英子 

7 

 

図２ Webサービスを活用した情報の伝達 

 
 
これらを踏まえたうえで実際に農産物において構築したシステムで VIPS というものがあ
る。 
 
１．ＶＩＰＳ(農産物ネット認証システム) 
 
ＶＩＰＳ＝Virtually Identified Produce System の略で、食品総合研究所が中心となっ

て開発された。 
農産物は工業製品と異なって、以下のような特徴がある 

(１．情報の多様性(同じ品目でも生産者、品種、収穫日などがそれぞれ異なる) 
(２．情報の発生地点が農家や畑(多彩でばらばらの情報をどうやって現場から入力する

か) 
(３．複雑な流通ルート 
(４．不特定多数の受け手(どこの誰が買うのかわからない) 
(５．情報の重要性(情報が入手困難にもかかわらず、消費者は安全安心情報に強い関心) 

このような困難な情報を克服したシステムが VIPSである。  
このシステムの仕組みは、まず生産者側で個々の農産物に付けられた ID番号とともに情
報入力を行い、そのデータをデータセンター（サーバー）に送る。この ID番号はラベルに
付いてそのまま消費者に渡り、消費者はデータセンターにアクセスする。データセンター
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では、その ID番号から該当するデータを検索し、自動的にホームページを作成して表示す
る。これは物としての物流経路は従来と全く同じで行われる。システムを構築する上では、

如何に農家の情報入力の手間を少なくするかが大きなキーポイントとなる。 
 

 
図３ VIPS 

 
このシステムを汎用化したものが SEICAである。 
 
２．SEICA（青果ネットカタログ） 
 

SEICA･･･自由で開かれた農産物の公的データベースのこと。約 1700種類の中から品目
を選び、約 140 以上におよぶ項目から必要な情報を記入することで青果物のカタログが自
動的に作成される。作成されたカタログには 8 桁のカタログ番号が発行され、この番号を
つかって、インターネット、i-mode、Vodafone live!、EZwebからカタログ情報へアクセス
ができる。検索・閲覧・登録すべてのサービスは無料で提供されている。 
 
仕組み 
商品情報は SEICAの画面上で生産者みずから入力、登録。登録が済むと SEICA から登
録商品ごとに 8ケタの「カタログナンバー」が自動発行されるので、「カタログナンバー」
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が記載されたラベルを商品に貼って出荷する。「SEICA」に登録した情報は、「SEICA」の
ホームページにアクセスし「カタログナンバー」により誰でも検索、閲覧することができ

る。また品名や産地からの検索も可能。 
「SEICA」の利用により、流通業者は商品の検索・調達の効率化を図ることができ消費者
はより詳しい商品プロフィールを知ることができる。 

 

図４ SEICA 

 
システムのメリット  
(1. 消費者が購入商品の履歴情報等をWebで確認できる。 
(2. カタログナンバーとWebアドレスで個別商品管理と情報公開。 
(3. 誰でも、どこからでも、Web上で、品目ごとに[生産物情報]、[生産者情報]、[出荷情報]
を登録及び閲覧が可能（画像・音声も OK） 
(4. あらゆる野菜と果物が対象（約 1700品目）。米、茶も登録可能。 
(5. 無料で登録、閲覧が可能な公的データベース。 
(6. 消費者（BtoC）、流通業者（BtoB）の双方での利用が可能。 
(7. インターネットと世界規格（XML/SOAP）に対応した汎用性→専用ソフト不要。 
(8. 次世代Web技術（XML Webサービス）の採用により、民間が独自のサービスを提供で
きる拡張性。   
 
しかし、商品の登録情報は登録者自らが登録したものなので、情報が正しいものかは保証
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第三章 トレーサビリティに関する取り組み事例 
 
1.食品メーカーの取り組み 
 
石井食品 
製品のパッケージに品質保証番号、品質保持期限を表示。これらと製品名の組み合わせに

より誰もが同社のホームページ「OPEN ISHII」からインターネットで詳しい製品情報を
検索できるというしくみ。 
検索できる情報は、原材料の名前、品種、産地、収穫日、製造日、アレルギー情報、遺伝

子組み換え情報、抗生物質の残存情報、農薬の残存情報。 
さらに詳細な履歴を知りたい人には、メールやフリーダイヤルなどで問い合わせに対応し

てくれる。 
同社は無添加調理に取り組んでおり、無添加でもおいしさを保てるように新鮮な素材のみ

を使うようにし、工程管理もいっそう厳しく行うようにした。素材はブランド食材の名を

語った偽造素材が使われないように、きちっと調査したうえで仕入れをするようにしたた

め、得意先はかなり絞られた。 
石井食品が消費者に公開している製品情報は「二次元データコード」に載せている。製品

の原材料メーカー、原材料の入荷時の検品、製造工程などの履歴をコンピュータに蓄積す

る。この蓄積された情報により製品の IDである品質保証番号が発行されていく。無添加調
理は工場のラインを変えるなどの大きな痛みを伴ったが、原材料が半減したため、情報公

開が安易になった側面もあった。 
システムの開発は東芝テックと組み、約 10億円のコストをかけている。 
 
             二次元データコード 

              
従来のバーコードは、数字とアルファベットのみの情報しか入力できず、情報量としても

約 20 文字となっているのに対し、2 次元コードは、数字、アルファベット、カナ、漢字、
または、図形や画像までデータとして入力することが出来る。 
情報量は、約 2000文字となっており、原材料の素性や加工履歴など多種多様な情報をすべ
て 1つの 2次元コードに収める事が出来る。  
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キューピー 
キューピーでは 2002年 10月より、ベビーフード 76品目でトレーサビリティをスタートさ
せた。特徴としては 83 年より開発がスタートした FA(ファクトリー・オートメーション)
システムをベースとしていること。 
FAシステムは、生産管理(生産管理の入力により、原材料の在庫管理、納入依頼書作成を行
うシステム)、工程管理(温度、時間、生産量の現場制御機器とパソコンを接続し、データを
自動記録するシステム)、配合事故未然防止(バーコードラベルと秤を連動させて事故を防止、
配合過程の原料チェック、攪拌時間・温度・流量計値などを行う)3 つのシステムから構成
されている。トレーサビリティシステムは、この FAシステムの前後の工程、外部の資材・
原料メーカーの情報と出荷後の配送センターまで各情報を連結させたもの。原料メーカー

が各原料製造時に、二次元バーコード・ラベルを発行。メーカー名、製造名、ロットなど

の情報が工場入荷時に保存される。そして、製造を完了した出荷時に、使用した原材料の

情報を入れた、別の二次元バーコード・ラベルが外箱に貼られ、物流業者がその情報を読

み込んでデータとして保存する。一個一個の商品の容器には、賞味期限をあらわす 6 桁の
数字と「QAナンバー」と呼ばれる製造時間と機械の番号がアルファベット化されたものが
印字される。商品を手にした消費者は、キューピーに電話をかけて賞味期限と QA ナンバ
ーを言えば、担当者がデータベースを検索して、全ての原材料をはじめとする商品情報を

回答するシステムとなっている。 

 
図５ FAシステム 
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マルハ 
2002 年 11 月より独自の「フードトレースシステム」を構築。台湾産の冷凍枝豆より導入
を開始。同社では以前より中国に冷凍野菜工場があり、ちゃんとトレースができる体制も

整えていた。しかし紙ベースで帳票をチェックしていくため、調査するのに数日間かかっ

ていた。しかし中国産冷凍ほうれん草で残留農薬問題がおこり、冷凍野菜全体のニーズも

減退する中で、同社が従来より力を入れてきた台湾産冷凍枝豆について ITを導入し、生産
ラインに二次元バーコードで原料・製品を識別するトレーサビリティシステムを導入する

ことで、原料から製品までの履歴をデータベース化して、迅速に検索できる体制にした。 
各工場で入力された原料製造履歴は本社のデータベースに集められ、生産段階での農薬散

布情報、分析検査の結果なども検索できる体制となっている。 
工場に搬入された枝豆は、他のものと混入しないように厳格に管理され、冷凍化される工

程では二次元バーコードでロット識別管理が行われる。 
出荷時には、原料情報と製造情報を組み込んだ二次元バーコードを新たに発行。梱包され

た箱に貼り付ける。流通過程ではハンディターミナルで情報を出力することで、商品の詳

しい情報を得ることが出来る。また、商品には製造工場名、賞味期限、製造コードが印字

され、これらによって検索することも可能。 
 

 
図 6 マルハのフードトレースシステム

原料生産者 

生産工場 

マルハ本・支社 

量販店等 

詳細情報 

全情報 

生産・収穫状況、使用した

薬剤を記録（工場側の監査

を受ける） 

各種モニタを入力した 2 次元

バーコードシールを貼り付け

(詳細データはマルハに送付)  

データを検索し、顧客から

の問い合わせに対応 

データを出力し、販売時に使用 

製品 

   ＋ 

情報バーコード 
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２.生産者のトレーサビリティに関する取り組み事例        
 
JA(全農安心システム) 
産地の農産物生産から収穫、加工、出荷間での生産履歴を開示する「全農安心システム」

を構築。 
このシステムは生産計画段階から栽培・飼育記録、残留農薬や品質の分析、加工・流通の

管理までを専門の検査員がチェックし、インターネットで情報開示を行うというシステム

になっている。 

 
図７ 全農安心システム 

 
生産者･･･あらかじめ決められた農薬や肥料を使い、決められたとおりに作る。どこの畑で

どんな作業をしたのかを記録に残す。 
 
各地のＪＡ･･･全ての生産者の生産記録を集め、書き損じや間違いがないかをチェックする。

研修会などを通じて生産方法を周知徹底し、より良い生産方法の指導する役割をしている。 
 
加工・小分け･･･産地から受け取った商品を加工したりパック詰めする工程では、認証商品

を扱うために、加工場やパックセンターも認証をうけ、しっかりと分別管理する。 
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三重県松坂食肉公社 
松坂牛の個体識別管理システムは 30項目ものデータ管理項目があり、非常に厳しいものと
なっている。登録された肥育農家は但馬などから牛を導入すれば、松坂食肉公社に報告を

入れ、固体識別耳標番号などが公社に登録されて、定期的なチェックを受けることになる。 
三重県松坂食肉公社は肥育農家に対して、導入確認、肥育確認、出荷個体確認を行う。導

入の確認は、個体識別耳標番号、個体証明書の撮影、面容(牛の顔)の撮影、鼻紋採取、松坂
牛肥育農家の撮影、飼料の確認といった事を行う。また、登録牛は DNA鑑定ができるよう
すべて検体を採取している。 
出荷された牛は、三重県松坂食肉衛生検査所の検査員が BSEなど厳しくチェック。合格し
た枝肉に検印が押され、肉事業者に出荷される。 
肉事業者は仕入れた枝肉について、公社に申請して｢松坂牛シール｣と｢松坂牛証明書｣の発

行をうけて出荷。消費者はシールについた個体識別耳標番号を公社ホームページに入力す

るだけで、個体、農家、と畜・出荷の情報を確認できる。 
このように松坂牛のブランドを守るため、全頭登録で一元管理を行っている。 
 

 

図８ 三重県松坂食肉公社のトレーサビリティシステム 

 
但馬(たじま)養鶏農業共同組合 
兵庫県北部、日高町の但馬養鶏農業組合では 2003年 3月 16日に鶏肉の食肉処理場が｢兵庫
県食品衛生管理プログラム｣の認定企業第一号となった。これは食品を取り扱う施設が、一

定水準以上の衛生管理のもと、食品を製造・加工していることを知事の名の下に認定する

制度のことである。 
これは食品の製造過程で発生する可能性がある、品質上の危険性を分析し、安全性確保の

ために、厳格な管理と記録を行う※HACCPの制度に準拠している。HACCPは製造に対象
を限定した危害分析だが、県の新制度はその前後の原料の入荷、製品の出荷の段階までを

対象としトレーサビリティを認定するもの。 
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同組合は 1996年 7月には、品質管理と衛生管理のマニュアルを制定。事前準備を十分に行
い、99年 4月には HACCP方式の管理マニュアルを策定した。2002年 12月には、企業の
品質管理システムを認証する ISO9001の認定も受けている。 
 
トレーサビリティの仕組み･･･同組合に納入する各農場は、食鳥の種類、日令、出荷・入荷

年月日、羽数といった識別情報や、孵化場、育雛(いくすう)農家など移動履歴、医薬品使用
情報を｢出荷証明書｣として発行し、搬入時に提出する。出荷証明書は ISO9001に基づいて
同組合で管理されている。 
鶏肉には農場番号と賞味期限を振り、識別番号とする。同組合は流通に市場を通さず、量

販店に直接販売する体制を敷いている。鶏肉は 2 キロパックのビニールの袋詰めで出荷す
るので、このビニール袋に識別番号が振られていくことになる。 
識別番号と出荷証明書により、小売店は生産者まで詳しい履歴をさかのぼることが可能に

なっている。 
ただし、小売店では店頭で販売する際に、ビニールパックをバラして、他から仕入れた鶏

肉を混入させている可能性がある。小売店が兵庫県食品衛生管理プログラムの認証を取得

していないので、消費者が直接、生産者までトレースできるまでには至っていない。そこ

が現在のネックになっている。 

 

識別情報 
移動履歴 

医薬品使用情報 

出荷証明書 

契約農場 直営農場 

処理場 

但馬フーズ㈱ 

量販店など 

消費者 

(但馬養鶏農場協同組合)  

鶏肉に農場番号、賞味期限 識別 
番号 

出荷、２キロパック、ビニル詰め 

図９ 但馬養鶏農業共同組合のトレーサビリティシステム 
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※HACCP（ハサップ） 
 

HACCP は 1960 年代に米国で宇宙食の安全性を確保するために開発された 食品の品質
管理の手法。 食品の製造工程全般を通じて危害の発生原因を分析し、重要管理事項を定め、
より一層の安全確保を図る科学的管理法式のこと。 
 

 

図 10 HACCP 

HACCPと従来の方法との違いは？  
今までの食品の品質管理は、主に最終製品の抜き取り検査（微生物の培養検査）が中心

であり、検査結果が判明するときには製品は出荷後となっていた。 
もし、製品不良が発生してもその対策は事後処理となり、食べてしまった後では取り返し

がつかない。 
HACCP方式では材料の入荷から加工、出荷の全行程においてあらかじめ決められた危害を
防止するための重要管理事項を継続的に監視し、記録しており、異常が認められるとすぐ

に対策を取るので、不良製品の出荷を未然に防ぐことができる。 
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3.小売業・飲食業のトレーサビリティに関する取り組み事例 
 
 
モスフードサービス 
モスフードサービスでは｢モス畑｣という多種多様な野菜を通販するサイトを立ち上げてい

るが、このホームページを通じて販売する生鮮野菜群でもトレーサビリティが確立されて

いる。 
トレーサビリティ構築には、まず産地登録台帳を作成することが必要となってくる。同社

の場合は、台帳の必要事項、登録品目、収穫期間、出荷期間、施肥(しひ)・土壌改良状況、
農薬使用状況、農業資材使用状況、グループ登録圃場一覧(生産者名、圃場ナンバー、面積)
といった基礎データを当初は現地での聞き取り調査で、手書きで作成した。(農家が納得し
ないまま台帳の提出を求めるのは難しいと判断したため) 
現在はデータベース化し、「マザーシステム」と名付けられている。マザーシステムの入力

はモスの社員が行う。 
同社では基本的に物流は、地産地消(関東で採れた野菜は関東の店舗で使用)であるが、全国
9ヶ所の集荷拠点のうち 8ヶ所はアウトソーシングしているため、つい他の農産地の野菜が
紛れ込まないとは限らない。そうしたミスを防ぐため、集荷拠点は日報形式の B5の大きさ
のリーフレットをコンテナまたは箱詰めの箱に入れて、モスバーガーの場合は各店舗、モ

ス畑の場合は注文した個人宅に送られる。集荷拠点では出荷する際に、野菜の品名、産地・

団体名、代表生産者名、箱の特徴を正しく入力しないとリーフレットが印刷されない仕組

みになっている。伝票は配送を委託している日本通運の伝票が、生産者団体から集荷拠点

を経由して、各店舗または個人宅まで一貫して流れていく。 
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イトーヨーカ堂 
2002年 4月より｢顔が見える食品｣ブランドを創設。同社ホームページより誰もが袋につい
ているシールに印字された IDより、商品情報が詳しく分かるようになっている。 
｢顔が見える食品｣の趣旨は味、鮮度、値頃感がまず優先事項で、トレースがあるから商品

化するのではないのが大前提。そして、生産方法と品質基準の明確化、内部監査、情報公

開といった内容を詰めてきた。 
生産地登録に必要な情報として、生産者に、土壌診断の提出、栽培履歴書の作成、誓約書、

残留農薬の分析表の提出、といった 4 点の書類提出を求めた。農薬の保管などについては
現地に確認に行ったり、生産者の話を聞いて書類と違っていないかなど二重、三重のチェ

ックをいれて生産者登録を行った。残留農薬の分析表は全圃場ではなく、5人のグループな
らそのうち 1 人の１圃場といったように、必要最低限に提出を求めるに留めている。その
代わりに外部監査を入れて、定期的に売り場でチェックするようにして、不正防止に努め

ている。 
 
 
 

 
 
図 11 イトーヨーカ堂｢顔が見える野菜。｣ 
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イオン 
イオン株式会社は、国内産牛肉におけるトレーサビリティを構築。導入スケジュールは 2001
年 11月 9日より、取り扱う国内産牛一頭ごとの生産履歴を公開。産地、農家、BSE検査証
明、品種、と畜月日を食品取り扱い店舗全店の畜産売り場に毎日、書面で表示して販売し

ている。 
2002年 12月 10日からは関東一都四県のジャスコにおいて販売している国産黒毛和牛のパ
ック商品に「生産履歴確認番号」の表示を導入し、イオンのホームページ、もしくは店頭

端末にてパック商品の生産履歴情報を確認できるシステムが稼動した。 
生産履歴は飼育農家からと畜場、部分肉加工場、イオン指定パックセンター、イオンの店

頭、消費者まで一直線に管理するもので、店頭で並ぶパック商品には 14ケタの生産履歴確
認番号を表示している。 
この生産履歴確認番号は、パックセンター番号、販売日、便、商品コード、チェックデジ

ットが盛り込まれている。消費者はホームページまたは店頭端末で、14 ケタの番号を指定
ホームに入力すると、全農安心システムにつながり、10 ケタの個体識別番号、生産者の顔
写真(任意)、生産履歴証明書、BSE検査証が開示され、必要なら印刷もできる。 
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図 12 イオンのトレーサビリティシステム 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
次の表は今あげた事例をメーカー、生産者、小売店・飲食業ごとに表にまとめたものであ

る。 
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メーカー 
 石井食品 キューピー マルハ 
検索方法 ホ ー ム ペ ー ジ

「OPEN ISHII」か
らインターネットで

詳しい製品情報を検

索。 
さらに詳細な履歴を

知りたい人には、メ

ールやフリーダイヤ

ルなどで問い合わ

せ。 

担当者がデータベー

ス検索 
電話をかけて賞味期

限と QA ナンバーを
言えば、担当者がデ

ータベースを検索。 

※小売店側からのみ 
小売店の担当者が商

品についているバー

コードを機械で読み

取ると、自動的にマ

ルハのデータベース

と照合され、小売店

のパソコンにその商

品の調達先や出荷情

報、品質検査などの

結果が表示される。 
検索できる情報 原材料の名前、品種、

産地、収穫日、製造

日、アレルギー情報、

遺伝子組み換え情

報、抗生物質の残存

情報、農薬の残存情

報 

全ての原材料をはじ

めとする商品情報 
生産段階での農薬散

布情報、分析検査の

結果なども検索でき

る 

使用している方法 二次元データコード 二次元バーコード 二次元バーコード 
特徴 システムの開発は東

芝テックと組み、約

10億円のコストをか
けている。 

FA システムをベー
スとしている。 

二次元バーコード以

外にも商品に印字さ

れている製造工場

名、賞味期限、製造

コードによって検索

することも可能。 
 
※マルハは小売店側からの問い合わせに対応するシステムなので、消費者が自分で検索

することはできない。現在マルハで消費者が自身で検索できる商品はちくわのみ。 
どのメーカーもトレーサビリティには従来のものよりはるかに小さく、大容量のデータが

収納できるという利点がある二次元バーコードを使用している。 
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生産者 
 JA 三重県松坂食肉公社 但馬(たじま)養鶏農業

共同組合 
検索方法 インターネット インターネット 

個体識別耳標番号を公

社ホームページに入力

する 

識別番号と出荷証明

書 

特徴 第三者による検査、審

査あり。 
30 項目ものデータ管
理項目があり、非常に

厳しいものとなってい

る。 

流通に市場を通さず、

量販店に直接販売す

る体制をとっている。 

 
但馬養鶏農業共同組合では、小売店側が兵庫県食品衛生管理プログラムの認証を取得し

ていないので、消費者が直接、生産者までトレースすることはできない。小売店の店頭で

販売する際に、ビニールパックをバラして、他から仕入れた鶏肉を混入させる可能性があ

るという問題点がある。 
 
 
小売店・飲食業 
 モスフードサービス イトーヨーカ堂 イオン 
検索方法 ホームページ ホームページ 

シールに印字されてい

る IDを入力し、検索 

ホームページまたは

店頭端末 
生産履歴確認番号を

入力し検索 
特徴 他の産地の野菜が紛れ

込むのを防ぐため、野

菜の品名、産地・団体

名、代表生産者名、箱

の特徴を正しく入力し

ないとリーフレットが

印刷されない仕組み。 

外部監査を入れて、定

期的に売り場でチェッ

クするようにして、不

正防止に努めている。 

14 ケタの番号を指定
ホームに入力すると、

全農安心システムに

つながり、10ケタの個
体識別番号、生産者の

顔写真(任意)、生産履
歴証明書、BSE検査証
が開示され、必要なら

印刷もできる。 
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第四章 システムの問題点について 
 
トレーサビリティシステムにはまだ様々な問題点があるといえる。 
 
情報公開によるリスク 
情報公開により責任の所在を明確化することが出来る反面、安全でない食品を取り扱って

しまった場合の責任は重いといえる。 
トレーサビリティは情報を「公開、追跡」するものであって「食品の安全」そのものを保

障するものではない。 
 
風評被害のおそれ 
消費者側もすべての農薬について安全かどうか完璧には判断できないため、公開された情

報が正しく判断されない可能性もある。おいしい野菜を作るには農薬は必要。しかし、農

薬と聞いただけで拒絶反応を起こす人もいる。 
 
コストの問題 
トレーサビリティは事業者が自発的に取り組む任意のシステムなので、コストの負担は誰

がするのかが問題になってくる。 
実際にイトーヨーカ堂の「顔の見える野菜」ではシステム運用コストを負担するために、

通常の野菜よりも 10％ほど高い価格で販売している。つまりコストは消費者が負担するこ
とにもなるので、消費者側の理解が得られないとこの問題は解決しにくい。 
 
外部監査 
また、情報の入力は生産者自らが行うため、必ずしも正しい情報であるとはいいにくい。

この問題を解決するには、中立性のある第三者による外部監査も必要になってくる。 
 
など、まだ数多くの課題が残されている。 
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第五章 まとめ 
 
このようにトレーサビリティのシステムを見てきたが、現在トレーサビリティを取り入

れている所は増えつつあるが、それでもまだ少ないのが現状で、このシステムの取り入れ

に積極性のある所とない所の温度差が激しいのも問題といえる。この問題意識の差を埋め

ることも重要だ。また、現在では各メーカーなどがこのシステムに独自に取り組んでいる

のが現状だ。よって、トレーサビリティをより普及させるためには、どのような項目を作

るか、どのような項目名にするかなどの共通の標準項目を作ることにある。また、標準項

目だけでなく、標準の規格を作ることにより、より多くのメーカーや生産者がトレーサビ

リティに取り組みやすくなるだろう。 
だが、実際まだ数多くの問題を抱えているのも事実。 
しかし、トレーサビリティシステムは情報を公開することにより、様々な利点が得られる。 
例えば、問題のある商品を出荷してしまった場合などにもこのシステムを導入している事

により、迅速な回収が可能になり、それによって消費者側からの不信感も最小限に抑える

ことが可能になる。また、近年では安価な輸入農産物が増えている。その為、国産の農産

物は何か付加価値をつける必要がある。それがトレーサビリティだ。トレーサビリティシ

ステムを取り入れることによって付加価値をつけることができるのである。 
トレーサビリティという付加価値を付ける事により、その生産物の価値も高まるという利

点がある。 
また、消費者側もただ単に情報の公開を求めるだけではいけない。このシステムに対する

正しい知識と理解がないといけない。 
こうした双方の理解があって初めて、このトレーサビリティというシステムは確立すると

いえる。
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