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要旨

食の安全・安心への国民の関心が高まるなか，食品のトレーサピリティが注目されている D し

かしその普及率はいまだ十分とはいえない状況にある O どのような条件を整えればトレーサピリ

テイシステムを普及させていくことができるかを改めて聞い直すことが求められている O その普

及の条件を考察するために，本論考では，疎結合の関係性をもったシステム構築. Iサービス指

向アーキテクチャー」の適応性の観点からアプローチし第 3者認証が必要不可欠な条件である

ことを導き出した。その事例研究では，自治体による認証、 NPO認証団体による認証などが行

われており，これら第 3者認証によって，システムへの信頼を醸成し食品流通における価値創

造を図ることができることを考察した。

Abstract 

In terms of Services Leve1 Agreernents on the consignrnents we inquire into the conditions of diffusions 

for Traceabi1ity Systerns used IT too1s. To rnake secure for Food Distribution rnost essentia1 conditions 

are the Certifi.cation Systerns by Third Party. The Third Parties are subject to adrninistrative services in 

Japan. Secure traceabi1ity are arranged for the cause investigation， the product rernova1， to collect the food 

accident， to col1ect food information re1ated to health， to regain safety and the re1iability of food through 

the irnprovernent ofthe reliabi1ity ofthe Certifi.cation Systerns by Third Party. 

キーワード:トレーサピリテイ，疎結合，サービス指向アーキテクチャー SOA. 第3者認証，

サービスイノベーション
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十食品流通におけるトレーサビリティシステムのタイプと研究の視点

食の安全安心をめぐる環境変化の中で，食品のトレーサビリティ(追跡可能性)を確保し食

品事故の原因究明や製品撤去，回収，健康に関わる食品情報の収集，表示の信頼性の向上などを

通して，食品の安全性と信頼性を取り戻すことが求められてきている O 食品のトレーサビリテイ

は，生産流通の各段階において仕入れ記録，販売出荷記録等をもととして「食品流通の追跡が可

能Jな状況におくことであり，単に電子情報システムを導入すればすむことではない。そもそも

食品のトレーサピリティシステムの導入目的は，①食の安全確保への寄与，②情報の信頼性の向

上，③業務の効率性への寄与が挙げられ，食の安全・安心を確保し国民生活を豊かなものにする

ものでなくてはならない。

そのトレーサピリティシステムには 3つのタイプがある o I隣り合った情報伝達型JI情報蓄積

型JI情報集約型」である O 情報伝達の安全性からは隣り合った主体間の情報共有が基本だが，

情報端末からの照会が基本の情報集約型のトレーサピリティシステムが望まれ，国等のガイドラ

インや制度に準拠するものとしても，情報集約型が最も進んだ、タイプであることが確認できる O

隣り合った情報

伝達型 情報蓄積型 情報集約型

生産者 ζコ ζコ

。見↓↑ ↓↑ 
卸売業者 ζコ

E吃Eコ小売業者
↓↑ 

ζコ

~Î 消費者 ↓↑ ↓↑ 
ζコ 色

図 1 生産流通チェーンとトレーサビリティのタイプ

ガイドラインには，農林水産省のガイドライン，経済産業省のガイドライン，地方自治体のガ

イドラインなどがある O 今後はトレーサピリティシステムの先進的な取り組みを行っている欧州

連合の制度，新たな動きとしての GAPにも対応したシステムが整備される必要がある。

これらの要件を満たすトレーサピリティシステムは，商品流通におけるイノベーションを生み

出すものでなくては，広く社会に浸透し普及していくものにはならないだろう O そのためには，

技術デザイン面でも機能デザイン面でも，ユーザー主導のサービス・イノベーションでなくては

図2 サービス・イノベーション促進の視点

問題解決者
機能デザイン

メーカー | ユーザー

Iメーカー単独 Irr自己解決型共同

E棒がけ型共同 Iwユーザー主導

(出所)小川 [2001J を参考に作成



疎結合の関係性の食品トレーサピリティと第 3者認証 87 

ならず，消費者にも高い価値を提供しうるようなサービス・イノベーションでなくてはならない。

本論考は， トレーサピリティシステム普及の条件を探ることにあるが，サービス・イノベーショ

ンを促進する条件として一般化することも視野に入れている O

2. トレーサビリティシステムの普及を妨げている要因の分析

農林水産省の「食品産業動向調査J(平成 18年度)によれば，食品小売業のトレーサピリ

テイシステムの導入は一部導入を含めても 38.8%の普及率であり，その内訳で IT機器未活用が

23.3%で. IT機器活用による導入は 15.5%にすぎない。コンビニエンスストアでは IT機器活用

による導入は 40.5%と高いが，食品スーパーでは 26.9%である O 百貨庖では 79.2%とトレーサピ

リティシステムの導入は多いものの， うち 51.9%がIT機器未活用である O

トレーサピリティシステムの普及を妨げている要因はどのようなものだろうか。 RFIDタグ前

提のシステム導入では. 1000万円規模の投資が必要になるなど，導入コストに大きな問題点が

あることはまちがいない。 ICタグ自体の単価も，性能にもよるが，青果物の単価がもともと安

いなかで，投資に見合うだけの効果が期待できないという点も無視できない。さらに，流通段階

での普及を妨げている要因として， トレーサピリティは有機栽培品に集中しており，それ以外の

普及が特に進んでいない現状である O 庖頭でのトレーサピリティ該当品の少なさ，小売業者の意

識の低さからくる PR不足，法令手段としてしか認識していないなど，小売流通の現場でのトレー

サピリテイの認識の低さが問題である O

一方，消費者サイドでの普及を妨げている要因について見ると，消費者のトレーサピリティへ

の意識と認識度も低い点が指摘できる。消費者が求めるニーズとのギャップもある O さらに，庖

頭での農産物の購入の際安心についての評価が必ずしも高くないばかりか，システムの操作性の

問題がある O これらを踏まえた上で，消費者が知りたい情報が小売業者との間でどのような情報

ギャップが起きているかという点に注目したい(情報の非対称性)。

さらにもう一点，普及を妨げる要因として，政策ガイドラインから見た問題点もある O 農林水

産省のガイドラインはじめ，生産者保護，流通業者に偏ったガイドラインになっており. EU基

準のような消費者サイドに立脚した厳しいガイドラインとなっていないことも大いに影響してい

るとみられる O ユーザー主導の制度・システムに立脚していくことが必要となってくる O

3.疎結合の関係性とサービス指向アーキテクチャー

このようなトレーサピリティシステムの普及を妨げている要因に加えて，より適応性の高い

システムが指向される必要がある D その代表的なシステム・アーキテクチャーが「サービス指向

アーキテクチャーJ(以下 SOAという)である o SOAは 疎結合をもとに成り立っている O

疎結合とは，緩やかに連結されているシステム (LooselyCoup1ed) で，バラバラな価値観をもっ

た個人や独自の文化をもったサブシステムが利己的共生のような関係で結びついているものであ

る。「連結されている諸事象は反応的であるが， しかしまた，その各々がそれ自体の独自性と物

理的論理的分離性とを保持している」と定義され. I二つのシステムが共通変数をほとんどもた

ないか，あるいはその共通変数が当該システムに影響を及ぼす他の諸変数に比べて弱いとき，そ

れらは互いに独立している」ことを意味する。これを.Aから Bへの影響をみていくと，



88 県立広島大学経営情報学部論集 第 l号

①ある関値を越えると「突然J(逆は連続的に生起)

②「不定期にJ(逆は定期的，一定的)

③「無視できる程度にJ(逆は極めて重要な)

④「間接的にJ(逆は直接的)

⑤「結果的にJ(逆は直ちに)

という性質をもっている O

このため，

①組織が反応しなければならない蓋然性を下げる

②敏感な感応機構を提供

③局部化された適応

④多くの変革と斬新な解決策とを保持

⑤障害の局部化に優れたシステム

⑥行為者による自己決定の余地が大きい

⑦運用が安価

という特性をもっているものである O 疎結合の逆は，密結合 (tightcoupling) であり，学習内容

に忠実，クローズドな組織，所与の環境下でキャッチアップし順応を前提とした行動，組織の凝

集性で優れる性質をもち，訓練された能力，専門化，標準化が有効な官僚制組織に代表される組

織特性がある。

このような疎結合の関係性をもっ SOAは. トレーサピリティシステムのような生産，卸流通，

小売流通の自律的なデータソースの聞の問題を解決するのに適している。すなわち，複数のデー

タソースにまたがったデータ聞の関連づけをする，データソースごとに異なる表現を統合する，

その関連が時間的なズレをも包含できるシステムであるからである。そのそれぞれを Webサー

ビスを通じたデータ収集によって 図1で示した「情報集約型」のとレーサピリティを実装して

いくことができる O しかも，運用が安価であることもトレーサピリティの大きなドライブとなる O

このような SOAの適応がトレーサピリティシステムの普及促進に望まれている D

4. トレーサビリティにおけるサービスレベルの設定

またユーザー主導型のトレーサピリテイシステムはいかなる要件を具備するものなのだろう

か。このため，ユーザー主導のシステム構築で採用が進んでいるサービスレベル・アグリーメン

トSLAの要件ともなっている，サービスの品質を確保する上でのサービスレベルの設定を論考

してみよう D

まず，必要不可欠な情報にもとづいた品質の可視化が図られるようなサービス内容の特定が第

一義である o Iサービス品質の見える化jである O 次はその情報をもとにしたサービス水準のラ

ンク設定能力である O ガイドライン準拠のサービス水準. EU基準のサービスレベル、 GAP基準

のサービス品質などの設定である Oそして次のステップでユーザー・消費者とのコミュニケーショ

ン能力が求められることになる O 有益な情報があってもユーザー・消費者に受け入れられ，信頼

が醸成されるサービスでなくては意味がない。そのサービスの生産性を確保するとともに，継続

的にサービス改善がユーザー主導で提案されてくるレベルを設定することが指向されなくてはな

らない。
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図3 トレーサビリティの品質確保に必要なサー

ビスレベル

① 国のガイドラインに準拠したサービス内

容の特定

② トレーサピリティサービスのシステム化

紙・二次バーコード・ ICタグ

③ 消費者への積極的な開示とコミュニケー

ション (POP. HPや携帯電話等を使用)

④ 認証制度による信頼の醸成(第 3者認証)

⑤ お客様に提案し続けることで培われる商

品サービス価値の向上(価値創造)

(出所)小見 [2004J を参考に作成
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このようなトレーサピリテイシステムのサービスレベルの設定の考え方からみて，これまでの

トレーサピリテイシステムは， トレーサピリテイの情報伝達媒体と記録保管の選択，情報伝達の

方法と生産者等の特定の遡及可能性にこだわるところが多く，ユーザー・消費者への情報提供の

内容と方法(情報共有のコミュニケーション)に問題点が残されていたと考えるO

この問題点を打破する有効な方法として，庖頭での POPでの情報開示や携帯電話をかざして

バーコード情報の読み取りやレシピの提供などはもとより，情報共有のコミュニケーションを確

立する信頼の醸成がキーとなってくる。その信頼を生む仕組みこそがユーザー参加型のイノベー

ションになってくると考えるO

しかしながら，信頼の醸成に至るためには，より踏み込んだ情報資産の可用性，機密性，完全

性が確保されなくてはならない。生産履歴，流通履歴等が一元的に集約された「情報集約型」の

トレーサピリティシステムへの信頼性は情報の可用性，機密性，完全性が確保されてはじめて認

知されるからである O その信頼の醸成に認証制度が機能しうるものとなってくる O

これらのステップを踏えた SOAによるトレーサピリテイ・システムが構築されなくてはなら

ない。

5. トレーサビリティシステムにおける第 3者認証と事例

食品安全の情報に対して消費者が望んでいることは，情報を与えられ，安全かどうかの判断

を消費者に委ねられるようなレベルではない。安全確保は事業者の責任であり，安全確保がなさ

れていることが証明できるものを販売すべきであるということである D 実際に消費者がトレーサ

ピリティシステムに求めるものは，履歴内容が詳しいことよりも，信頼された機関による検証，

チェツクシステム，責任体制の明確化などであると考えるべきであるO

今，消費者が詳細な生産情報・流通情報の提供を求めるのは，生産から流通にいたる事業者の

誠実さの証を求めることの一環である O 誠実さの証が，第 3者機関の認証によって得られる体制

が一般化し軌道に乗れば，消費者が抱えている疑念の解消にも大いに貢献するはずである O トレー

サピリティシステムの本来の役割は，伝達される情報の質を，製品の識別管理とその記録，さら

にその作業手順のチェックによって裏付けることにより，信頼性の高いものにしうるということ
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である D また，食品購入時の消費者への製品情報として大切なのは，誰もが目にすることのでき

る開示の情報であろう O さらに，食品に関わる幅広いコミュニケーションや消費者教育を充実し

情報を受け止める能力を醸成することも必要であるo 第3者認証はトレーサピリティシステムそ

のものと密接に連動し絶対必要な条件だと考える (SOAの条件ともなっている)。

情報の粘着性理論(小川 [2001])からしても，第 3者認証がトレーサピリティシステムを構

築する上で欠かせないものであり，サービス・イノベーションの促進に欠かせないものとなって

くる。図 2のサービス・イノベーション促進の視点からみて トレーサピリティシステムを導入

するにあたり，技術デザインはユーザーは自らの顧客ニーズを背景に技術的なスペックを規定し

うる立場にあり，明らかに情報の粘着性は高い。機能デザインについてもユーザーが担えるもの

である O 第3者認証の有効性を考えた時，ユーザーは情報の非対称性を解消出来うる可能性を持っ

た存在であるということは明らかであるo そして技術デザインについても，第 3者機関を交えた

システム構築にすることが最善の方法であると考える。そもそも第 3者認証の有効性は他の信頼

性の高い機関に証明してもらってこそ発揮できるものである O メーカーとユーザー側の関係だけ

でなく，ここに第 3者認証が入ることにより，より強く生産・流通者が技術デザインを担い，ユー

ザーが機能デザインについて情報提供する姿が，トレーサピリティシステムの普及の近道である。

情報の粘着性理論ではイノベーションの発生はユーザー主導であることを仮説としてきたが， ト

レーサピリティシステムにおいてもユーザー主導であることが普及の条件となってくる O

先進的な第 3者認証を行っている事例が増えつつある。大手流通事業者は自社で認証標識を取

り入れているところが多いが，必ずしも消費者の指示を勝ち得ているものではない。むしろ中堅

流通事業者でトレーサピリティを売りにしているところも出始めている O 東京西部多摩地域を中

心に首都圏でスーパーを展開するいなげやは GAP基準を満たした JGAP認証農場からの新鮮野

菜を庖頭に並べ消費者から高い支持を得ている O この GAP基準に即した認証機関がNPO法人と

して生まれ，まだ認証数92，農場 228(2008年 4月)と少ないがEU基準にも合致しうる新た

図4 先進事例・内子フレッシュパークからり

穀培予定自のまE銭・閲覧・印刷

(出所)内子フレッシュパークからり資料
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な動きとして注目される O このような第 3者認証を担う主体がNPOで運営されているところが

新たな動きである O しかし NPOが日本の社会で深く根づきつつ段階で活動そのものの認知が

一般化されてない現在，第 3者認証機関の信頼性を公的なサービスに依存せざるをえないことも

事実である。

そのような地方自治体が第 3者認証機関となって，産直販売をもとに地域経済を支えている事

例に，愛媛県内子町の I(株)内子フレッシュパークからり」の事例がある O 内子町はエコタウ

ンを宣言しているように，環境に優しいまちづくりに取り組んでいる o I売り方の仕組みを考え

る」と追求してきた農産物直売所である「内子フレッシュパークからり」でも，安全安心な農産

物供給体制が模索されてきた。そこで，平成 16年度に消費者が安心して農産物を購入できる生

産履歴情報を開示・提供するトレーサピリティシステムを導入した。生産段階で生産者が直接栽

培管理情報を記帳しそのデータをもとに残留農薬検査記録を付与した町の第 3者認証が行われ，

消費者は流通段階で、のバーコードから生産者情報を入手しインターネットで情報を確認するとい

う流れである O

このような地方自治体による第 3者認証が拡がりをみせはじめている O 特産品で有名な「比内

地鶏」事件が起きた秋田県では，加工業者の認証制度導入に踏み込んでいる O 比内地鶏のひなは

県畜産試験場からの供給ルートに一本化される O 試験場にはDNA鑑定による識別法を認証制度

に組み込むという O そのもとで， トレーサピリティシステムの構築が充実されてくると期待され

ている O

6. 第 3者認証にもとづくトレーサビリティと価値創造

トレーサピリテイシステムの普及の条件についてみると，サービスレベルに応じた信頼の形成

が何より必要であり，普及の条件は，サービスレベルに応じたシステム構成を明確にすることで

ある O これらを通じてはじめて，顧客に価値創造を提案していくことができるものである O

図5 トレーサビリティのサービスレベルと普及の条件
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図5に示したように、ステップ 1~ 5のようにサービスレベルを積み上げて，基本的条件が整つ

てはじめて、信頼の醸成に結びつくものであり、そのなかから顧客と共に価値創造への道が開け

るO 価値創造とは，顧客との共同作業であり，イノベーションを伴うものであるo

本論稿は，食の安全・安心に関わるトレーサピリテイの普及の条件を探ってきた。トレーサピ

リテイの普及が進まない要因を分析することにより，普及の条件を明らかにすることが可能とな

れば，同時に安心して安全な食べ物が流通し新たな価値創造につながると考えた。そして，信

頼の醸成のための重要なファクターとして，第 3者認証が不可欠であり，この条件を整えること

なしに価値創造は語れない。この第 3者認証の実効性の高まりが大きな意味を持つということを

考察した。

7. インプリケーション

イノベーションは. I生活の中に新しい要素を取り入れることJ.あるいは今までにない「新し

い経験」という意味もある。この意味でのイノベーションこそ「価値創造」に他ならない。イノ

ベーションとは，人々に今までにない新しい経験を示すことである O それが結果的に新しい結果

や課題解決をもたらすことになる O その新しい技術革新が，今までにない「新しい生活経験」を

与えてくれるという所まで含めたものを，サービス・イノベーションと呼ぶべきであろう O 本論

稿ではトレーサピリティシステムを対象にユーザー主導型のイノベーションこそが有効であるこ

とを論じてきた。

今後.信頼の醸成に欠かせない第 3者認証の在り方をより深く探究する必要がある O それとと

もに，サービス・イノベーションをさらに促進することがこれからの日本経済の課題でもあるo
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