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要約要約要約要約    

第 1章 現状・問題意識 

21 世紀に入り日本国内において食をめぐる騒ぎが多発した。BSE（牛海綿状脳症）の発生、

食品の偽装表示問題、品質管理体制の不備、残留農薬問題、無登録農薬事件といった食の信

頼を揺るがす一連の事件により、消費者の食の安心・安全への関心が高まる一方で、安全性

に対する懸念は増大している。 

様々な青果物の事件が起こっている中で、主に法律により安全施策が打ち出されてきた

が、ほとんどが問題発生後の安全管理対策であり、未然に防ぐための効果的手段となるもの

が少ないように考える。 

そういった安全施策の中でも我々はトレーサビリティシステムに注目した。農林水産省は

ＨＰでトレーサビリティを「あくまで食品の移動を追求するための取り組みであり、食品の

安全管理を直接的に行うものではない」としているが、青果物の安全を確保し消費者に安心

を届けるためにも今後トレーサビリティは重要な役割を担っていくと考える。 

2003 年 3 月に農林水産省から「食品トレーサビリティ導入の手引き」が出された。この

ガイドラインは、その後の我が国のトレーサビリティシステム開発に一定の方向性を示す重

要な役割を果たしている。しかし、現在の青果物に関してはトレーサビリティシステム構築

に向けた取り組みの中で、ガイドラインは出されたものの、未だ決定的な施策には踏み出し

ていない状態である。それは、一般的な青果物では、その生産から最終消費に至るまでの流

通過程で、多段階かつ複雑で、さらに品目や時期に応じて流動的な経路をたどることが一つ

の原因であると考えられる。また、青果物は、流通段階や小売段階で小分けやカットの加工

が行われる等、流通チャネルの多段階性や荷姿の変化、および個品管理ができていないとい

った問題を抱えているため青果物トレーサビリティシステムの導入が難しいと考える。 

最近では大手小売業者による PB１１１１（プライベートブランド）の取り組みといった、より消

費者に安全を提供すると共に、安心を感じてもらうための取り組みが見受けられるようにな

った。しかし PB は小売業者への負担が重いものである。そこで、減少したとは言え、未だ

約 7割を介す一般的な卸売市場流通を利用し、その流通過程の中においてより安心・安全な

情報を提供するためのトレーサビリティ確立を目指すことが必要であると考える。そして、

そのためには PB のように、主に生産者と小売業者による積極的な動きだけでなく、流通に

関わる全ての業者による連携が求められるのである。 

 また、PB は、政府が定義しているトレーサビリティとは違い、生産段階での安全の確保

に向けた取り組みにも力を入れている。青果物の安心・安全を確保していくために、今後未

然防止としての政策が必要になると考える。その中で、トレーサビリティを単なる情報伝達

だけでなく生産段階での真の安全性を追及した上での情報伝達として利用していくことが

必要であると考える。 
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第 2章 先行研究 

 トレーサビリティを導入するにあたり、安全管理システムとの接合性とフードチェーンで

行うことの重要性を述べている松田（2006）と、トレーサビリティの情報伝達において、

業者間の情報の減衰を述べる河野・高橋・大浦・佐藤（2005）の論文を参考にした。 

 そこで、我々は流通ルートにおいて情報が減衰する要因を、主に 7割の青果物が流通業

者として利用する卸売業者に絞り分析し、流通ルートにおける問題を抽出すると共に、プラ

イベートブランドの取り組みにより、自主的にトレーサビリティを実現している企業のヒア

リング結果から、トレーサビリティ実現に向けた方法を模索し、提言したいというように本

稿を位置づける。 

    

    

第 3章 分析 

 今後青果物にトレーサビリティシステムを導入するためにはどの部分を補っていく必

要があるのか。そして最も重要な消費者が真に求める安心安全な情報とは何か。という視点

から、現実的にトレーサビリティシステムに向けた、政策提言を行っていくために、この章

では、消費者が求める、青果物の安心・安全な情報とは何かを分析により導き出すと共に、

生産段階での安全性の追及を行った上で生産履歴とトレーサビリティをどの様に接合して

いく必要があるか、どの様な課題を抱えているのかを洗い出していきたい。その方法として

は、ヒアリング調査と青果物の商品情報調査により PB商品と一般の青果物を比較していき

たい。 

 

 

第 4章 政策提言 

 消費者の青果物に対する安心・安全を与えるためにはどのような政策が必要か、というこ

とを考え、政策提言を行っていく。まず一つ目に農林水産省の定めるトレーサビリティを安

心・安全の確保と共に行っていくこと、二つ目に生産履歴情報の統一化を図り、三つ目に政

府からの資金援助、四つ目に政府との協力が欠かせない、生産から販売までの各業者へ求め

るあるべき姿を掲げていきたい。
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はじめにはじめにはじめにはじめに    

最近、スーパーの青果物売り場に行くと、陳列された青果物に小さなシールが貼ってある

光景をよく目にする。シールには 10 桁ぐらいの数字と、インターネットのアドレスが記入

されており、開いてみると、生産者の情報と青果物の情報が出てくる仕組みになっている。

一部のスーパーマーケットではこのように商品の情報を取得できるシステムを採用してお

り、我々はこのシステムについて論じていきたいと思う。 

2001年の無登録農薬問題を皮切りに、それまであまり注目されることのなかった青果物

の安心・安全ということが消費者に意識されるようになった。しかし、翌年の 2002年に発

覚した BSE問題が社会問題として大きく取り上げられ、牛肉への厳格対処として初めてト

レーサビリティという概念が取り入れられたのに対し、青果物に関しては今日に至っても、

一部的にトレーサビリティが取り組まれているものの、未だ検証段階に留まっている。 

 本稿でトレーサビリティを取り上げることにしたのは、トレーサビリティが単なる事後の

情報追及・遡及方法としてではなく、安心・安全を守る未然対策として役立つものと考えた

からである。 

 日本人の中には、「とりあえず日本のものであれば安全だろう」、特に青果物に関しては「ほ

ぼ害となるようなことはないだろう」といった、日本の食品や青果物に関する安全の認識が

あるように思う。確かに牛肉や他の品目に比べたら、食べてから直ちに体に症状が出るよう

な危険というのはまずほとんどといって考えられず、まして農薬に関しても、一時期輸入品

の柑橘類にポストハーベスト農薬がかけられていることが大きく取り上げられたことと比

べると、国内で生産されている農産物の農薬は微々たるものだと捉えられるのも仕方のない

ことかもしれない。 

 しかし、果たしてこのままいつまでも既存の安全性に依拠して良いのだろうか。そこで、

我々は本稿で、青果物トレーサビリティを通じ、青果物の安全性について考えていきたい。 
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第1章 青果物の安心・安全に関する青果物の安心・安全に関する青果物の安心・安全に関する青果物の安心・安全に関する

現状・問題現状・問題現状・問題現状・問題意識意識意識意識    

21 世紀に入って食をめぐる日本国内における騒ぎが多発した。BSE（牛海綿状脳症）の発

生、食品の偽装表示問題、品質管理体制の不備、残留農薬問題、無登録農薬事件など、食の

信頼を揺るがす一連の事件により、消費者の安心・安全への関心は高まっている。また、中

国製ギョーザ中毒事件、汚染輸入米事件などを契機として、消費者の食品の安全性に対する

懸念が更に増大している。 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：農林水産省(2010)「平成２２年版 食料・農業・農水白書」 

 

 

「食」は人々の生活の根幹となる大切な部分であり、食をめぐる問題は、人間が生存して

いくに当たり大変重大な問題である。それでは、必ずしも消費者の安心・安全が確保されて

いない現状を踏まえ、どのようにすれば改善していくことができるだろうか。 

 相次いで発生した食品の信頼を揺るがす事件のうち、相当な部分が青果物に関わるもので

あった。日本における青果物の市場規模は、農林水産省の推計によれば年間で約 80兆円と

されている。この大きな市場規模を持ち、日本食の根幹を担う青果物において、このように

安心・安全が確保されてない現状を打破するために、政府が行っている施策の一つであるト

レーサビリティを利用することは出来ないだろうか。 

図 1 
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トレーサビリティとは「trace＝追跡」と、「ability＝可能性」を合わせた言葉であり、

コーデックス委員会（2004）によると「生産、加工及び流通の特定の一つまたは複数の段階

を通じて、食品の移動を把握できること」と定義されている。要するに、食品がいつ、どこ

から入荷し、どこへ出荷したかを各業者が個々に記録しておくことにより、食品がどこから

来てどこへ行ったか分かるようにしておくことである。そこで、事件が起こった際には、流

通経路の追跡が可能になり、問題のある青果物の回収等が容易になる。しかし、農水省が考

えるトレーサビリティというのは、あくまで食品の移動を追跡するための仕組みであり、食

品の安全管理を直接的に行うものではないとしている。 

 

 

 

出典：農林水産省(2010)「平成 22年版 食料・農業・農村白書」 

 

 2002 年に起こった BSE 問題によって、牛肉にはトレーサビリティシステムが導入され、

普及してきた。更に事故米の不正転売をきっかけとし、今年の 10 月 1 日には米トレーサビ

リティ法が施行された。しかし、同じく日本の食卓で多く消費される青果物に対してのトレ

ーサビリティシステムは未だ法律が施行されず、青果物トレーサビリティガイドラインの段

階に留まったまま、ほぼ普及していないという状態である。生産履歴情報の開示に関しては、

一部の JA１１１１での取り組みや、各企業の一部の商品販売で独自に行っているといった取り組み

等が見られるが、まだまだ導入が進んでいないというのが実態である。 

果たして、このトレーサビリティシステムを青果物の安心・安全の確保に向けて、どのよ

うに活かしていくことが出来きるだろうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
１１１１ 農業協同組合 

図 2 
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第第第第1111節節節節    青果物の事件・問題と生産段階で青果物の事件・問題と生産段階で青果物の事件・問題と生産段階で青果物の事件・問題と生産段階でのののの安安安安全全全全

性追及の大切さ性追及の大切さ性追及の大切さ性追及の大切さ    
    
 青果物自体の安全性に関わる事件として、2002年に無登録農薬問題および中国産冷凍ホ

ウレンソウからの農薬残留基準違反等、青果物の安全性を揺るがすとともに、国民の青果物

に対する安心を損なうような重大な事件が連続して発生し、日本における食品安全行政は大

きな試練を迎えることになった。無登録農薬使用事件では、全国的な販売・使用が社会問題

となり、農産物の出荷自粛・廃棄の措置が取られた。また、中国産のホウレンソウもクロル

ピリホス等の農薬残留基準違反による輸出自粛が言い渡されることとなった。 
さらに、最近では消費者の青果物の情報に対する信頼を失うような問題として、今年 4

月に全国農業協同組合連合会の子会社である徳島市の JAコープ食品が、県内のスーパー

「キョーエイ」各店の産直コーナーで、精米後 1か月たって同コーナーから返品された米

を別の袋に詰め替え、事実と異なる生産者の名前を表示して再販売を行ったり、架空の生産

者名を使うなど「産直」を装って米や野菜を販売したりという「産直偽装」問題が発覚した。

農林水産省は、JAS法１１１１に基づいて同社に改善を指示し、県も景品表示法に基づいて改善を

指示したが、消費者から一度失われた信頼を取り戻すことは難しいものである。こうした、

表示偽装を減らすためにも、一つの流通業者が管理するのではなく、流通全体で各段階の業

者が自らの情報管理を行い、情報への責任を負うことも必要ではないか。 

事例のように、過去の事件や問題を経てもなお、青果物の安全を守る手立ては不十分であ

ると考える。また、情報を伝達する前に、まずは生産段階での青果物の安全を高め、情報管

理を主とする安全な品質管理を行うことが大変重要であると考える。まずは青果物そのもの

の安全性を確保していく上で、青果物が生産者から消費者に届ける過程で、消費者に対して

しっかりとした情報を伝えるという段階を踏んでいくことが必要であると認識する。 

そこで、次節ではこういった事件や問題の頻発に伴い、行政がどのような対応を取ったの

かを記載すると共に、過去の青果物の安全政策の課題について考えたい。 

 

 

第第第第 2222節節節節    青果物の安全行政青果物の安全行政青果物の安全行政青果物の安全行政    
 近年、青果物の安全を脅かす事件が相次ぐ中、消費者の信頼が低下し、青果物安全行政の

転換が求められ、実施されている。ここでは、その転換の方向性・経緯を法律の改正・制定、

行政組織の構築、安全に関する施策という観点から記述していく。 

 

 

第第第第 1111項項項項    法法法法律の改正・制定について律の改正・制定について律の改正・制定について律の改正・制定について    
食の安全に関係する法律の改正・制定については、平成 14年に改正された JAS法、平

成 14年 8月、平成 15年 5月に改正された食品衛生法、平成 14年 12月、平成 15年 6月

に改正された農薬取締法、平成 15年 5月に制定された食品安全基本法などが挙げられる。

それぞれの内容についてみていく。まず、JAS法では農林物資の規格化及び品質表示にお

ける違反業者名簿の公表に当たり、消費者への情報提供の観点から迅速な公表を可能にし、

罰則規定を個人・法人とも大幅に強化した。食品衛生法では、国民の健康保護を図ることを

目的とした食品の安全確保のため、目的規定の見直し、国・地方公共団体及び、事業者の責

                                                      
１１１１農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関係する法律 
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務の明確化、リスクコミュニケーションの規定を設けるとともに、｢規格、基準の見直し｣

「監視、検査体制の強化」「食中毒等、飲食に起因する事故への対応の強化」「罰則の強化」

を行うとした。 

次に農薬取締法では、平成 14年 12月に無登録農薬の製造、輸入及び利用について、新

たに禁止規定を設けるとともに、罰則の強化を規定し、平成 15年 6月には、安全性に問題

のある農薬の回収命令の創設、食品衛生法との整合性の確保等の措置を講じている。食品安

全基本法では、食品の安全性の確保についての基本理念として、国民健康保護がもっとも重

要であること等を明らかにするとともに、リスク分析手法を導入し、食品安全行政の統一的、

総合的な推進を担保し、そのために、リスク評価の実施を主たる任務とする食品安全委員会

を設置することを規定している。 

このように、上述した改正・制定の方向性を見てみると、基本的に罰則強化の傾向が強く、

他の内容においても、問題発生をあらかじめ防ごうとする、リスク予防のスタンスの役割を

持つ法律や政策が多いことが挙げられる。 

 

 

第第第第 2222項項項項    行政組織の構築行政組織の構築行政組織の構築行政組織の構築についてについてについてについて    
食品安全行政の転換が求められる中で、平成 15年に食品安全委員会、平成 19年に消費

者庁が設置されるなど、行政組織の構築がはかられた。食品安全委員会、消費者庁の順に目

的・役割について述べる。食品安全委員会においては、食品安全基本法の施行とともに、リ

スク管理を担当する行政機関として、厚生労働省、農林水産省から独立し内閣府へ移った。

科学的知見に基づき、客観的かつ中立公正に、食品健康影響評価(リスク評価)の実施やリス

ク評価などに関し、リスクコミュニケーション１１１１などの実施を役割としている。消費者庁に

おいては、消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にのっとり、消費者が

安心して安全で豊かな消費者生活を営むことのできる社会の実現のために設立された。食の

安全ということに関する役割として、消費者安全課において、食品安全基本法のリスクコミ

ュニケーションの調整を関連府省との連携、食品表示課において、表示関係のうち JAS法

や食品衛生法などの所管を業務としている。食品安全委員会や消費者庁を設立することで、

消費者保護の取り組みの強化を図っている。 

 

 

第第第第 3333項項項項    青果物の安全に関する施策青果物の安全に関する施策青果物の安全に関する施策青果物の安全に関する施策    
食の安全を確保し、消費者の信頼を回復するために、法律の改正・制定、行政組織の構築

に加えて、安全に関する施策にも関心が高まり、その中でも、GAP、GDP、HACCPとト

レーサビリティ等について、推進や検討が行われている。 

 

（１）GAP 

GAP２２２２は農業生産活動を行ううえで、必要な点検項目を関係法令等に即して定め、これに

沿って、各工程の正確な実施、記録、点検及び評価による持続的な改善を行う活動のことで、

生産過程の透明性、リスク管理措置、情報の記録などを必要に応じて消費者に情報を提供す

るものである。政府は平成 23年度までに 2千産地においてその導入を目指す目標を掲げ、

積極的に推進している一方で、農業者・産地、農業団体、地方公共団体及び民間団体等の様々

な主体が栽培品目や取引先等、置かれた実情に合わせた独自のGAP導入が推進されている。 

 

 

 

                                                      
１１１１ 関係者、相互間における意見や情報の交換 
２２２２ 農業生産工程管理：Good Agricultural Practice 
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（２）GDP 

 GDP１１１１では、農産物の流通を担う組織が守るべき項目として、加工・選果施設の維持管理

や作業管理、出荷管理また環境対策や衛生面での職員の健康管理といったものが挙げられて

いる。GAP等と共に行うことにより、農産物に対するリスクの最小化を図ることを目的と

している。 

 

（３）HACCP 

HACCP２２２２は、原料受け入れから最終製品までの各過程で、微生物による汚染、金属の混

入等の危害を予測したうえで、危害の防止に繋がる特に重要な工程を、常時監視・記録する

工程管理の手法である。HACCP手法の導入には施設設備の多額の初期投資や責任者・指導

者の人材不足、記録管理等の人的コストが問題となっており、比較的売上金額規模の大きい

企業の導入に留まっており、直ちに導入が困難な例差規模の事業者に対しては、HACCPの

手法の前提となる一般的衛生管理の徹底を推進することが重要と考えられている。 

 

 以上の安全に関する施策をトレーサビリティと同時に実行していくことが、今後青果物自

体の安全性を高め、安心・安全を消費者に情報提供していくために必要なことであると考え

る。 

 

図 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：農林水産省(2010)「平成 22年版 食料・農業・農村白書」 

                                                      
１１１１ 適正流通規範：Good Distribution Practice 
２２２２ 危害分析・重要管理点：Hazard Analysis critical control point 
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第第第第 3333節節節節    青果物の安全行政青果物の安全行政青果物の安全行政青果物の安全行政    

 

 

出典：社団法人農協流通研究所(2004)「青果物のトレーサビリティ導入ガイドライン」 

 

 

青果物の流通方法としては、年々利用数は減ってきているものの、依然として卸売市場を

介する流通ルートが主なものとなっており、約 7割がこのルートを経由している。卸売市

場流通の一般的な流通ルートは、生産者から主として農業協同組合が担う集出荷業者、卸売

業者、仲卸業者、小売業者、消費者という段階をとっている。今なお卸売市場流通が基幹的

な位置を占めていることは、欧米と比較した際の日本の青果物流通の特徴の一つとなってい

る。 

また一方で、近年卸売市場を介さない市場外流通の利用が増えている。市場外流通は多様

な流通形態をとっているが、卸売市場を経由しない分だけ一般に流通過程は短くなってい

る。市場外流通の代表的なものは、スーパー・生協などによる産直流通、全農集配センター

経由の流通、農業者による振り売りや朝市での販売などであるが、近年ではそれに加え、直

売所や宅急便、インターネットを通じた農業者による消費者への直接販売、農業協同組合以

外の流通事業体の参入・成長によるスーパー・生協や食品産業などとの直接取引等、非常に

多種多様な流通形態がとられている。 

そこで近年注目されているのが、卸売市場流通と市場外流通を組み合わせた、小売業者の

PB（プライベートブランド）の取り組みである。PB とは、小売業者自らが積極的に流通

に携わることで、一般的な青果物に比べ、消費者に沢山の情報を伝達することに成功してい

る。イトーヨーカドーの「顔が見える野菜。」、イオングループの JUSCO では「トップバ

リュグリーンアイ」、西友の「完熟屋」、「目きき、味きき」、「昔がえりの会」というように、

各社各様のコンセプト打ち出して PBとして販売している。 

 

 

 

 

図 4 
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出典：藤島廣二(2009)「市場外流通に変革迫られた卸売市場」『AFC Forum』 

 

 

 例えば、イトーヨーカドーの「顔が見える野菜。」は、イトーヨーカドーが生産の段階か

ら販売の段階までを一括して管理していることで、他の農産物と比べて、消費者に対し、非

常に多くの生産履歴情報を伝えることが出来ている。また、何よりも安心・安全な情報を消

費者に、というコンセプトの下に、生産段階において、農薬を各地域で地方公共団体など公

的機関が定めている、通常使用されている回数の半分以下を目標値とするなど、生産段階で

の安全性の確保にも努めている。生産段階での安全性を高めると同時にその情報を消費者に

提供していく。それが青果物の安心・安全を高めるために重要かつ最適な方法であると考え

る。そこで、今後青果物の安心・安全を考える上で、PBの生産段階と安全に関する情報伝

達という方法をいかに一般の青果物にも導入していくことが出来るかを考えていきたいと

思う。 

また、一方で PBの提供は、コスト面を初め、様々な手間がかかるという問題を抱えてい

る。この方法を一般的な青果物の流通にも適用していくとなると、PBのように小売業者の

みに多大な負担を背負わせるにはいかない。そこで、特に流通形態の約 7割を占める卸売

市場流通の担い手である各業者との協力のもと、国全体の取り組みとして行っていく必要が

あると考える。 

    

    

    

図 5 
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第第第第 4444節節節節    青果物ト青果物ト青果物ト青果物トレーサビリティシステムのレーサビリティシステムのレーサビリティシステムのレーサビリティシステムの

現状と課題現状と課題現状と課題現状と課題    
2003 年 3 月に農林水産省から「食品トレーサビリティ導入の手引き」（以下、ガイドラ

イン）が公表されている。このガイドラインは、その後の我が国のトレーサビリティシステ

ム開発に一定の方向性を示す重要な役割を果たしている。そこには、食品トレーサビリティ

とは、「生産、処理・加工、流通・販売のフードチェーンの各段階で、食品とその情報を追

跡し遡及できること」と定義されている。単純かつ明快に書かれているが、その内容には三

つの重要な要素が含まれている。 

一つはフードチェーンの流れに沿って追跡できること（トラッキング）、もう一つは遡及

できること（トレーシング）であり、三つ目は前記二点と重なるがフードチェーンを通じて

商品とその情報がリンクしていなければならないことである。そして、トレーサビリティシ

ステム導入の目的は、「食品の安全確保への寄与」、「情報の信頼性の向上」、「業務の効率性

の向上への寄与」とされており、流通チャネルの透明性や情報提供、識別管理と表示の立証

性、事故が生じた場合の迅速で容易な遡及と回収・撤去、責任の明確化などを含意している。 

2004年 7月のコーデックス委員会の定義をうけて、食品トレーサビリティの定義は「生

産、加工および流通の特定の一つまたは複数の段階を通じて、食品の移動を把握できること」

が用いられるようになった。2007年 3月のガイドラインの改定では正式に定義の変更が行

われている。これは、国際基準に合わせることと、トレーサビリティシステムの導入を促す

ためにフードチェーンの一部からシステムを導入すること、つまり、ワンステップバック、

ワンステップフォーワードから実施し、フードチェーン全体に拡げていくという考え方であ

る。しかし、最終的には 2003 年のガイドラインの定義が求められるであろう。こうしたト

レーサビリティシステムを実現するためには、ID（固有番号）、情報媒体、データベースシ

ステムが必要となる。 

 しかし、現在の青果物に関するトレーサビリティシステム構築に向けた取り組みの中で、

これらの要件を備えており、かつ実用的なシステムは皆無に等しい。それは、一般的な青果

物では、その生産から最終消費に至るまでの流通過程で、卸売市場を経由するなど、多段階

かつ複雑で、さらに品目や時期に応じて流動的な経路をたどることと、生産段階でダンボー

ルや出荷コンテナで出荷された青果物が、流通段階や小売段階で小分けやカットの加工が行

われるといった荷姿の変化に起因している。また、これらの特徴からも分かる通り、食品の

リスク管理上で大きな問題となる危害要因の混入や発現による品質劣化の可能性が常に起

こりやすい状態にあるといえる。こうしたリスクを下げるためには、各段階での安全管理や

様々な情報の伝達が必要であると考える。 

 現在のトレーサビリティシステムの開発状況をみると、農林水産省のトレーサビリティシ

ステム関連の事業の中で、2001 年度に、全農が実施事業主体になって、牛肉、野菜（トマ

ト）、緑茶飲料について生産履歴情報を開示するためのモデル的なシステムの実証試験が実

施されている。また 2002 年度は、7 団体が事業主体になって、米、青果物、鶏肉、養殖

かき、果汁飲料、水産練り製品についての実証試験を行っている。これらは、印刷された

ID、バーコード、二次元コード、IC カードを情報媒体として、産地でのソースマーキング

や情報追記（又は貼り替え）等の方式で履歴情報を記録・保管することにより、トレーサビ

リティを実現するものである。さらに、2003 年度は、青果物から加工食品まで 12 団体の

実証試験が実施されたが、バーコードや二次元コード等に加えて、RFID を情報媒体に採

用している団体が 5 団体あることが注目すべき点である。ただし、一部の生産履歴情報の

開示のみを目的としたシステムを除き、いずれもクローズドな流通チャネルでは有効である

が、卸売市場流通のようなオープンでスポット的な流通チャネルへの適用には問題が残され

ている。また、一部にコード変換テーブルや標準コードを利用した実証試験がみられるよう



ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１０発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１０発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１０発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１０発表論文    11111111thththth    ––––    12121212thththth    Dec. 2010Dec. 2010Dec. 2010Dec. 2010    

 15

になってきた。さらに、2004 年度以降は、年々、実際の物流、商流のいずれかに即したシ

ステム開発が行われており、その多くが標準コードや他のシステムとの連携を意識したシス

テムになっている。加えて、農薬取締法のポジティブリストに対応した農薬判定や GAP、

HACCP 等と連動したシステム開発も進んでいる。 

農林水産省がトレーサビリティを検証段階で止めているのに対し、公共団体や民間の独自

で生産履歴の情報開示のシステムを行う動きが活発化している。「青果ネットカタログ

（SEICA）」は、（財）食品流通構造改善促進機構が所有し、（独）農業・食品産業技術総合

研究機構 食品総合研究所及び農林水産研究計算センターの協力により運用している公的デ

ータベースである。同システムは、生産者が生産物単位で生産履歴等を登録することによっ

て、消費者は商品に表示されたWeb アドレスとカタログ番号で履歴が閲覧できるものであ

り、２次元コードを携帯電話で読ませることで、Web 上のカタログを表示させることもで

きる。同様の仕組みは、いくつかの大手チェーンストアの PB商品や一部の産地で稼働され

ている。ただし、これらシステムでは全ての青果物の生産履歴データが揃わないこと、流通

履歴が把握できないこと、データの紐付けが効率的でないこと等の問題点がある。 

こうした検証やシステム作りの中で課題となるのは、やはり、物流、商流の両者を効率的

に結びつけられるシステムや卸売市場における業務の効率化に資するシステムを今後作り

上げていくことである。荷姿が多様で、流通途上で変化する等の農産物の特徴は、システム

開発そのものが困難な場面が多数存在しており、品目ごとの現実的な識別単位の確立、識

別・記録の効率化、様々なシステム間の互換性、各主体の業務の効率性向上等は、一般商品

と共通した課題である。 

 これらの青果物トレーサビリティをとりまく青果物の安心・安全の確保に向けた取り組み

の現状を踏まえ、現在農作物の安全対策として取り組まれているHACCPや GAP、GDP

等と情報とのより一層の連携を深める必要があると考える。それらはトレーサビリティシス

テムを構築することにより、更に意義をなすと共に、トレーサビリティシステムにとっても

必要不可欠な取り組みであると考えるのである。 

そこで、我々は青果物の安全性をより高めるための青果物トレーサビリティシステムの構

築に向けた政策提言を行っていきたい。 
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第2章 先行研究及び本稿の位置づけ先行研究及び本稿の位置づけ先行研究及び本稿の位置づけ先行研究及び本稿の位置づけ    

本稿を執筆するに当たり、以下の先行研究を参考にさせて頂いた。 

 

第第第第1111節節節節    今後青果物の安心・安全を高めるための今後青果物の安心・安全を高めるための今後青果物の安心・安全を高めるための今後青果物の安心・安全を高めるための

トレーサビリテトレーサビリテトレーサビリテトレーサビリティの在り方ィの在り方ィの在り方ィの在り方    
 
先行研究①先行研究①先行研究①先行研究①    

松田友義松田友義松田友義松田友義    
「トレーサビリティの現状と課題」（『今月の農業』、「トレーサビリティの現状と課題」（『今月の農業』、「トレーサビリティの現状と課題」（『今月の農業』、「トレーサビリティの現状と課題」（『今月の農業』、2005200520052005））））    
    

 トレーサビリティをはじめとする食の安全に関わる取り組みが進展しているのか。トレー

サビリティの一部となる生産履歴の開示システムの普及や生産現場での衛生基準ともいえ

る GAP導入の動きはあるものの、チェーンを通じてのトレーサビリティの普及はほとんど

進んでいないと指摘されている。 

 そこで、この論文では、 

① 安全管理システムとトレーサビリティシステムの接合の問題 

② チェーントレーサビリティ導入のための取り組み 

③ トレーサビリティ導入のための取り組みこの 3つを社会的により積極的に認知し、イン

センティブを与えることによって普及に弾みをつける必要性 

という普及に関する問題に関して追求している。 

 まず作者は、トレーサビリティを食品に対する消費者の信頼を取り戻すための仕組みと解

釈するならば、消費者が何を知りたいかということがトレーサビリティの形を決めると考え

る。必要なのはただ単に、流通経路を確認するためのものではないのではないか。食の問題

が発生した際に速やかに原因追究を行うためにはフードチェーンの各段階で食品がどのよ

うに扱われてきたのかを知る必要があると述べる。 

最近では、トレーサビリティと安全に関する情報との接合が課題になっている。近年消費

者の望む安全であるということを確信するに足る情報として、生産履歴やHACCP、GAP、

GDPとトレーサビリティとの接合が試みられようとしている。トレーサビリティシステム

はそれらの安全管理システムを導入した現場を結ぶことにより、初めて「安全な食品を安心

して消費できる環境」作りに役立つ、消費者の信頼を取り戻すための仕組みとして十分に機

能するのだ。また、情報そのものの信頼性確保のためには、更にトレーサビリティに認証制

度を確立する必要もあると述べている。 

 トレーサビリティのシステム普及の基本要件が、多くの関係者が記録・管理する食品の流

れと所在に関する情報を相互につなぐことでありながら、まだまだ安全を確認するための情
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報との結びつきが確保されていない。そこで今後は、安全性に関する情報に至るためのパイ

プ役としての機能を高めていくことが求められる。 

そこで、今後トレーサビリティシステム実現に向けた課題としては、 

① トレーサビリティで提供する情報の調整 

② 情報の真正性の確保 

③ データキャリアの選定 

④ コードの標準化 

⑤ 標準化によるメリットの特定 

が挙げられる。そして常に、情報の範囲を決めるのは提供者ではなく、情報の需要者でなけ

ればならないことを忘れてはならないのである。 

 

第第第第2222節節節節    青果物の生産履歴情報の格差問題青果物の生産履歴情報の格差問題青果物の生産履歴情報の格差問題青果物の生産履歴情報の格差問題    
 

先行研究②先行研究②先行研究②先行研究②    

河野河野河野河野恵伸恵伸恵伸恵伸・高橋・高橋・高橋・高橋克也克也克也克也・大浦・大浦・大浦・大浦裕二裕二裕二裕二・佐藤・佐藤・佐藤・佐藤和憲和憲和憲和憲    
「青果物のトレーサビリティにおける情報伝達に関する一考察」（『農林業問題研「青果物のトレーサビリティにおける情報伝達に関する一考察」（『農林業問題研「青果物のトレーサビリティにおける情報伝達に関する一考察」（『農林業問題研「青果物のトレーサビリティにおける情報伝達に関する一考察」（『農林業問題研
究』、究』、究』、究』、2005200520052005））））    
 

 流通チャネルの多段階性や荷姿の変化、個品質管理ができていないこと等の青果物流通の

特徴に起因し、青果物トレーサビリティシステムにおいて必要な IDや情報、媒体、データ

システムといった要件を備えているシステムは皆無に等しい。しかし、そのことにより食品

のリスク管理上で大きな問題となる危害要因の混入や発現による品質劣化の可能性が常に

起こりやすい状態にあると言える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 作者は青果物が卸売市場流通を利用した場合、商品に付帯する情報は各段階で限定される

とともに、分断された状態にあり、流通段階を経るごとに情報量が減少していると推測し、

流通の各段階において必要とする情報量と実際に受け取ることができる情報量との格差の

発生を、作者は 2004年 6月に農林水産省が実施した農林水産情報交流ネットワーク事業全

国アンケート調査「野菜の生産流通情報に関する意識・意向調査」を用いて分析を行ってい

る。その分析結果から、通常時と不安不満時を比べた場合、通常時に卸売業者段階での情報

図 6 
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の減衰が大きいことが分かったことと示されている。つまり、生産者から伝達された情報を

卸売業者が十分に収集できていない、もしくは卸売市場内部の問題のために十分に伝達出来

ていないという二つの見方ができると指摘する。次に非常時について見てみるとこちらも流

通段階を経るごとに若干の情報の減衰が見られ、安全性等の認証等の安全性に関わる事項の

情報伝達は十分に出来ているとは言えないと考えられる。以上から、生産履歴情報を消費者

に提供するために情報収集が欠かせなく、また非常時には流通履歴情報の付加が必要になる

ため、迅速な対応を行うためにも、今後トレーサビリティシステムの構築は欠かせないもの

になる。 

 

第第第第3333節節節節    考察及び本稿の位置づけ考察及び本稿の位置づけ考察及び本稿の位置づけ考察及び本稿の位置づけ    
 どちらの論文も 2005年の著作ということで、青果物のトレーサビリティの導入に関して

は、この時期よりも前進してきていると言えるだろう。 

 しかし、未だに青果物トレーサビリティはガイドラインや検証状態でとまっており、導入

が困難な状態であると言える。青果物が生鮮食品であり 1単位が非常に小さいという特異

性から、トレーサビリティシステムの導入を情報提供という視点で見るならば、管理には困

難を伴うため、果たして必要はあるのか、という疑問もあるが、「消費者に安心・安全を感

じ、情報に信頼をもってもらうため」の取り組みとしては、今後欠かせないものとなると考

える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1 
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表 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また先行研究②では、生産者は安全性に関する情報を収集し、生産履歴開示システムで情報

伝達することで消費者の要求に答えることが求められ、非常時については流通履歴の付与も

必要になるため、重要な項目については完全な形で情報伝達を可能にする必要があると述べ

ている。しかし、現段階では、先行研究②の中での上表の分析から分かるように、情報が川

上から川下へ流通していく中で、生産者と各業者間の所有情報にギャップが生まれ、最終的

には消費者へ届けられる情報は、生産者が所有している情報と大きな格差を生むことから、

流通段階で情報伝達ロスが生じ、情報が減退している状態と言える。 

通常時には消費者は、全体的に広い項目で生産履歴情報を必要としているため、比較的取

り組みの進んでいる生産履歴開示システムさえしっかりと構築されれば、消費者に安心を感

じて青果物を購入してもらうということは、さほど難しいことではないかもしれない。しか

し、一方で非常時を見てみると、生産履歴情報の中でも特に直接安全に関わる項目について、

消費者が必要としている割合が高くなっていることから、より安全に関わる情報提供が必要

になると考えられる。そこから、分析の項目にはないが、流通履歴情報の重要性も増すこと

が予想される。被害の範囲の特定や迅速な対応を行うためにも、生産から流通まで全体を通

じたトレーサビリティシステムの構築が重要になるのではないか。先行研究論文では、卸売

市場での情報の減衰を防ぐために、取引情報の保管や管理など卸売市場における情報管理体

制の構築と川上に対する情報収集力を高めることが、トレーサビリティシステム確立のため

の今後重要な要件になると述べられている。 

ここで、我々のオリジナリティとしては、現時点で政府がトレーサビリティを「あくまで

食品の移動を追跡するための仕組みであり、食品の安全管理を直接的に行うものではない」

(農林水産省)としており、あくまで事後に事件や問題が起こった場合の対処方法として位置

付け、項目を定めているのに対し、今後は未然防止の点から、より消費者の安心・安全に繋

がる生産履歴情報を付加する等、利用の価値を見出す政策提言を行っていきたいと考える。 
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そこで次章では、現時点で実際に消費者に届けられている情報はどの程度であるか、また

トレーサビリティを含めた青果物の安心・安全の確保へ向けた問題・課題は何かというもの

を探るべく分析を行っていきたい。 
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第3章 分析分析分析分析    

第第第第1111節節節節    分析の目的・方分析の目的・方分析の目的・方分析の目的・方法法法法    
 

分析の目的として、第一に「PB商品はどの様な目的で行われており、どういった取り組

みによって、一般の商品との間に安心・安全という観点で差別化を生みだしているのか。」

また「PB商品の取り組みを一般の青果物商品にも活かしていくことは出来ないか。という

点から PB商品を展開する小売業者 2社にヒアリング調査を行った。また、一部 PB商品を

除き、主に一般の商品を扱う農業協同組合の方にヒアリング調査にご協力頂き、直接生産者

と関わり生産情報を管理する業者として、情報管理等の課題を現場の声として聞かせて頂い

た。 

次に、実際に消費者にはどれ位の情報が届いているのかということを調査するために、実

際にスーパーで青果物を購入し、商品の情報調査を行った。そしてそれらの情報を先行研究

②の中で使用されている、農林水産省大臣官房情報課「農林水産情報交流ネットワーク事業 

全国アンケート調査 野菜の生産流通情報に関する意識・意向調査」(2004)と比較し、消費

者が安心・安全の判断をする際に真に求められる情報とは何かということを検討していく。 

第第第第2222節節節節    ヒアリング調査ヒアリング調査ヒアリング調査ヒアリング調査    
 

 

第第第第 1111 項項項項    イトーヨーカドーイトーヨーカドーイトーヨーカドーイトーヨーカドー「顔が見える野菜「顔が見える野菜「顔が見える野菜「顔が見える野菜。。。。」の取り組み」の取り組み」の取り組み」の取り組みについてについてについてについて    
 

（１）ヒアリング概要 

 2010 年 8 月 28 日、株式会社イトーヨーカ堂、青果部 川島芳之様に「顔が見える野菜。」

に関し、お客様へ生産段階での安全管理の重要さ、情報の伝達に関するお話を伺った。その

中で問題点や安全管理の考え方等ご指摘いただいた点を以下にまとめたい。 

 

（２）「顔が見える野菜。」が出来た経緯 

 「顔が見える野菜。」の規格検討に入ったのは、2001年頃に無登録農薬事件等が多発し、

青果物業界で消費者の信頼回復が求められた際に、一般流通を行っている青果物とは別に、

イトーヨーカドー自らが信頼を付与できるような商品ラインナップを構築するべきと考え

た所から始まった。現在「顔が見える野菜。」は全体の 10％に留まっており、今後拡大して

いく予定だということである。 

 
（３）「顔が見える野菜。」とは 
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 「顔が見える野菜。」とは、商品についての取り扱い基準(生産基準、品質基準、情報基準

など)をイトーヨーカドー独自で規定し、産地にこれらを遵守してもらい、さらに客観性を

持つ第三者機関よるチェックを行い、より高いレベルの安全な農産物を作り、それらの生産

履歴情報を開示することにより、消費者に安心を伝える農産物を提供する仕組みを作ってい

る。 

 何よりも注目すべき点は「顔が見える野菜。」はトレーサビリティを意識して作られたも

のではなく、お客様に信頼して頂き、生産者には法令遵守、説明責任の意識を持ってもらう

ために、生産履歴を起点として、記録の整備、生産者との密なコミュニケーションを保つ努

力が行われているということである。 

そのため、「美味しくて安全な野菜を、しっかりとお届けし、お客様にご理解をいただく」

というコンセプトの下、以下の 5つの約束を打ち出している。 

①国産の農産物に限定して取り扱います。 

②だれがどのようにつくった野菜か、ホームページで公開します。 

③いい野菜は、いい畑から。適地適作に取り組む生産者を厳選します。 

④農薬は、「平均的な使用回数の半分以下」を目標に減らします。 

⑤信頼性を高めるため、第三者によるチェックを受けます。 

 

図 7 

 

出典：イトーヨーカドーHP、 

http://look.itoyokado.co.jp/yasai/contents/promise.html 
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（４）「顔が見える野菜。」が目指すものと具体的な取り組み 

 イトーヨーカドーの「顔が見える野菜。」が目指しているのは、より高いレベルの「安心・

安全」「おいしい」農作物の供給である。この目標を達するために以下の取り組みを行って

いる。 

・商品についての取り扱い基準（生産基準、品種基準、情報基準等）を独自に規定し、産地

にこれらを遵守してもらう。また、独自の運用規定（審査・販売等）を定め、産地や関係者

がこの基準を適切に運用しているかの確認を行う。 

・確認の業務には客観性をもたせるために外部の監査機関（JAS有機の認証を行う機関等）

に依頼している。監査は産地のみでなく、パッキングを行う流通業者、情報の管理を行うイ

トーヨーカドーも対象として、監査が行われる。 

・「安全性」に関して、取り扱い基準や運用の規定の確認等、過程だけでなく、結果の確認

として、毎月店舗から抜き取りで残留農薬検査を実施している。 

・商品には必ず生産者名と IDが記載されており、これを「顔が見える野菜。」のWeb上で

記入すると、生産者情報が表示される。栽培履歴等の詳細は非公開にし、消費者が取り組み

を理解できるような情報を抽出している。 

 

  出典：社団法人農協流通研究所「青果物のトレーサビリティ導入ガイドライン」 

図 8 
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・生産状況を確認する管理責任者を置くことで、生産情報の精度が高まる。 

・卸売市場流通とは違い、流通経路が契約農家・団体に確定しているため、基本的な物流ル

ートを押さえていれば、問題が発生しても通常の記録で追跡・遡及が可能である。 

・各生産者が出荷する品目の栽培履歴は、全て担当者が確認し、厳密に書類審査をしている。

特に、農薬散布に対して重要視しており、その栽培履歴は出荷が続く限り毎回更新し、問題

発生時に原因を追及するため、産地に情報を一定期間管理してもらっている。 

 

（５）考察 

 イトーヨーカドーの「顔が見える野菜。」はそもそも安心・安全でおいしい農産物を提供

するために作られたものであり、その結果、直接的な農薬管理という取り組みだけでなく、

生産情報をお客様に提供するという、トレーサビリティに向けた取り組みに繋がっていっ

た。つまり、安心・安全を確保するための一つの方法として、情報提供というものが重要な

役割を担っているということである。また、情報を提供するということは、消費者へ安心・

安全を届けることと共に、生産者への安心・安全な農作物を作るインセンティブともなって

いると考えられる。安心・安全な情報を提供することが、より安心・安全な農作物を作るこ

とに繋がり、好循環を生むと考えられる。 

 トレーサビリティが直接的に安心・安全対策に繋がっているわけではないかもしれない

が、安心・安全の観点から考えて、トレーサビリティの方法が有効なものとして機能すると

いうことがヒアリング調査から分かった。 

 

    

第第第第 2222項項項項    イオンイオンイオンイオン「「「「TOP VALU TOP VALU TOP VALU TOP VALU グリーンアイ」の取り組みグリーンアイ」の取り組みグリーンアイ」の取り組みグリーンアイ」の取り組みについてについてについてについて    
 

（１）ヒアリング概要 

 我々は、2010 年 9 月 3 日にイオントップバリュ株式会社、トップバリュ商品本部 坂口

強様に協力頂き、ヒアリング調査を行った。その中で、PB商品である、トップバリュグリ

ーンアイの取り組みについて特に今後の課題を踏まえお話を伺った。 

 

（２）トップバリュグリーンアイとは 

 1997 年から、生産工程を明らかにし、グローバル GAP の基準に合わせて管理を行って

いる。連携先としては、任意団体、農業法人、経団連、農事法人、農業協同組合、卸売市場

とイオングループの農薬研究所、農場、加工工場等多岐に渡り、協力して様々な商品開発を

行っている。トップバリュグリーンアイ商品の全体における比率は 15～20％に留まってい

る。 

 

（３）PB商品を作る上での問題・課題 

・PB商品はコストがかかるが、商品自体に費用を付加することは困難なため、その分流通

コストを省く努力をしている。 

・農薬の中には、無害なもの等、様々種類があり、また多く使っているからといって、必ず

しも害を与えるというわけではない。しかし、以前店頭のポップアップに農薬の詳細を載せ

ていたところ、消費者の反応があまり良くなかった。農薬をむやみに載せることは、消費者

の不安を煽り、結果として安全であっても安全を伝えることに繋がらない。 

・手間と費用に対してどれだけ効果を出すかということが課題である。 

・例え卸売市場を介さないことで、市場手数料を省いたとしても、その分取引先への手数料

等がかかってくるため、結局コストは変わらない。 
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（４）考察 

 PB商品は、例え卸売市場を介さず市場手数料を省いたとしても、コストの面で大きな負

担がかかるものであるという実態が見えてきた。また、消費者に情報提供を行うという点で

は、特に農薬について、専門家でもない限り知識がない消費者に伝えるのは果たして判断基

準となりえるのか、という問題が挙がった。そこで、もし農薬について情報を提供するのな

らば、伝えるために工夫を凝らすことが必要であると考える。PB 商品により消費者に安

心・安全な青果物を提供していきたいという想いがある半面、小売業者にとってはコスト的

負担が重く、難しい所があるということが分かった。そこで、政策によりこの取り組みを補

助できるような仕組みが必要であると考える。 

 

 

第第第第 3333項項項項    清水農業協同組合へのヒアリング調査清水農業協同組合へのヒアリング調査清水農業協同組合へのヒアリング調査清水農業協同組合へのヒアリング調査    
 

（１）ヒアリング調査概要 

 2010 年 10 月 19 日に清水農業協同組合、営農経済事業本部の柴田明生様に現在の流通に

おける農業協同組合の役割、そして農家の方々への安全意識の普及といった論点でお話を伺

った。 

 

（２）ヒアリングから見えた現実と問題 

・農薬の管理の大変さと厳重に管理されているにもかかわらず、農薬の情報を消費者に提供

することが出来ていないという現状がある。 

・専門家は農薬をそれ程危険なものとしてとらえていないにも関わらず、一般の人々が農薬

に対し過剰な反応を示すため、むやみに情報を提供するというのも、なかなか困難であると

いうこと。 

・卸売業者へ配送する際に、情報として提供することが必須となっているのは、「原産地・

階級(サイズ)・等級(形状)」のみで、それ以上は任意により提供することになる。小売業者

や卸売業者から特別な要求がない限りは、提供しないことになっている。 

・農業協同組合が集荷の際に厳重に農薬の管理を行ってはいるものの、結局は農家が農薬の

基準を注視し守り使うこと、そして安全への意識にかけられているということ。 

・農家も仕方がなく農薬を使っており、濃度を誤る等の間違いでない限り、守らないという

わけではない。農業協同組合では定期的に農家への勉強会も行っている。 

・PBのために出荷する場合には、一定量を上回る品物であれば可能だが、一般の品物を取

り扱いながら、かつ契約量を提供していくというのは、なかなか困難なことである。 

 

 

（３）考察 

以上のヒアリングから、現状では農家は集荷する際の農薬の管理だけでも大変な負担を抱

えており、せっかく厳密に管理している農薬の情報を、その後の販売の段階で、消費者の安

心・安全を得るための判断材料となしえていない。また、例え農薬を消費者へ情報提供する

としても、基準を守っているものを、変に農薬の表示で不安を与えない方法というものが必

要になってくる。 

同等のことは、プライベートブランドを展開する小売業者のイトーヨーカドーとイオンか

らのヒアリング調査からも言える。ヒアリングの実態として見えてきたのは、農薬等の情報

を下手に消費者に提供してしまうと、変に不安を煽り立てることにもなりかねないというこ

とである。消費者は安心・安全情報の下で購入することを望んでいる、しかし実は消費者自

身にも安心・安全を判断するための基準と言うものがなかなか見えていない、という現状が

あるものと考えられる。 
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 情報をむやみやたらに提供するのも消費者の不安をただ煽ることにもなりかねない。消費

者が何を持って安心・安全を感じるのか、どういった情報を求めるのか、ということを生産

者始め流通に関わる業者全体で考え、自らが提供すべき安心・安全を伝えるために必要な情

報は何か、そして実際の消費者の安心・安全の判断基準となるものは何か、ということを考

え、情報を出来るだけ無駄のないものにする工夫が必要であると言える。 

    

    

第第第第3333節節節節    青果物の商品情報調査青果物の商品情報調査青果物の商品情報調査青果物の商品情報調査    
    
（１） 調査方法 

 実際にスーパーで青果物を購入し、消費者に一体どれだけの情報が届けられているのかと

いうことの、実態調査を行った。取得可能情報の項目としては、先行研究にあったものを参

考に、消費者が安心・安全を感じ信頼を得るに足る、青果物の生産履歴情報に基づき、調査

を行っていった。 

 分類としては、PB商品、PB商品ではないが二次元コード付きのもの、PB商品でなくパ

ッケージ表示のみのものの情報量に差があると考えられる 3つに分類し、それぞれの情報

を取得した。PB商品は小売業者が独自の基準を持ち、積極的に消費者に情報を提供してい

るため、情報量が多い。次に PB商品ではなくても、農業協同組合や生産者団体が情報収集

と情報提供に取り組み、通常のパッケージのみのものよりは情報が多いと考えられる二次元

コード付きの商品。そして最後に一番一般的であると考えられる、パッケージ表示のみの商

品である。 

○が付いているものが、そのパッケージや二次元コードにおいて取得することができた情

報である。また、表 3は農林水産省大臣官房情報課「農林水産情報交流ネットワーク事業 

全国アンケート調査 野菜の生産流通情報に関する意識・意向調査」(2004)から、消費者が

特に必要とする情報調査に特化しまとめたものである。その表の項目が、実際に我々が行っ

た商品情報調査の表 4から表 6の黄色で塗りつぶしてある部分に対応しており、消費者の

情報取得意識の高いものである。また、ピンクで塗りつぶしてあるのは、検証の結果、我々が

消費者目線で、消費者の安心・安全の判断基準として提供する必要があると考えた項目である。 
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表 3 

 

上の表は、農林水産省大臣官房情報課「農林水産情報交流ネットワーク事業 全国アンケー

ト調査 野菜の生産流通情報に関する意識・意向調査」(2004)に基づきまとめたものである。 

 

１．PB（プライベートブランド）商品 

表 4 

 

区分 ①必要である
②どちらかといえ
ば必要である

①＋②
④どちらかとい
えば必要でない

⑤必要でない

１.生産野菜の産地および生産者に関する情報１.生産野菜の産地および生産者に関する情報１.生産野菜の産地および生産者に関する情報１.生産野菜の産地および生産者に関する情報

（１）産地名（市町村・JA名等） 89.5 9.3 98.8 0.6 0.4
（２）生産者（出荷団体）の連絡先 50.8 34.3 85.1 11.3 3.1

２.生鮮野菜の生産履歴（栽培）に関する情報２.生鮮野菜の生産履歴（栽培）に関する情報２.生鮮野菜の生産履歴（栽培）に関する情報２.生鮮野菜の生産履歴（栽培）に関する情報
（１）収穫日 59.9 29 88.9 8 2.4
（２）農薬使用状況（回数・日付等） 67 26.5 93.5 4.8 1.3

３.生鮮野菜の商品の状態に関する情報３.生鮮野菜の商品の状態に関する情報３.生鮮野菜の商品の状態に関する情報３.生鮮野菜の商品の状態に関する情報
（１）品種名 71.2 23.5 94.7 3.1 0.8
（２）栽培方法（有機・特別・慣行） 67.5 27.5 95 3.9 0.4
（３）安全性等に関する認証（マーク） 80.7 17.6 98.3 1.1 0.2

４.生鮮野菜の出荷に関する情報４.生鮮野菜の出荷に関する情報４.生鮮野菜の出荷に関する情報４.生鮮野菜の出荷に関する情報
（１）大きさ（S、M、L） 56.9 28 84.9 11.9 2.9
（２）等級（秀、優、良） 57.2 31.9 89.1 8.2 2.2
（３）出荷日 80 16.4 96.4 2.1 0.9

５.生鮮野菜の流通に関する情報５.生鮮野菜の流通に関する情報５.生鮮野菜の流通に関する情報５.生鮮野菜の流通に関する情報
（１）保冷情報（温度履歴） 40.5 41.1 81.6 15.1 2.9
（２）販売業者名 61.9 27.3 89.2 8.4 1.6

人参 クッキングトマト ナス キュウリ ごぼう

○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○

○
○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○
○（有機質肥
料の利用）

○(農薬の削
減)

○（農薬の削
減）

○（土壌診
断・施肥）

○
○

認証機関名

残留農薬

有害物質

栽培方法

生産者名
生産者連絡先

生産者へのアンケート

収穫日

表示方法
ＩＤ(識別番号）
ＨＰ情報

生産者の顔写真
農家情報

取
得
可
能
情
報

等級・大きさ

使用資材状況

産地

二次元コード付き

販売管理者連絡先

販売管理者名（団体）

安
全
性
等

の
認
証

出荷日（情報）
品種名
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２．PB商品ではないが、二次元コード付きの商品 

 

表 5 

 

３．PB商品ではなく、パッケージ表示のみの商品 

表 6 

 

人参 トマト 水菜 玉ねぎ やまびこしめじ

○
○

○ ○ ○ ○ ○
○

○ ○ ○ ○
○ ○

○

認証機関名

残留農薬

有害物質

収穫日

品種名

生産者連絡先

等級・大きさ

パッケージ表示のみ

農家情報
販売管理者名（団体）

販売管理者連絡先

生産者の顔写真

出荷日（情報）

取
得
可
能
情
報

栽培方法

使用資材状況

安
全
性
等

の
認
証

表示方法
ＩＤ（識別番号）
ＨＰ情報
産地

生産者名

みょうが こねぎ ピーマン えりんぎ 水菜

○
○ ○ ○
○ ○ ○ ○

○

○ ○
○

○ ○ ○ ○
○ ○ ○

○ ○

○

○ ○ ○

認証機関名

残留農薬

有害物質

二次元コード付き

農家情報
販売管理者名（団体）

販売管理者連絡先

出荷日（情報）

等級・大きさ

品種名

生産者の顔写真

栽培方法
収穫日

取
得
可
能
情
報

表示方法
ＩＤ（識別番号）
ＨＰ情報
産地

生産者名
生産者連絡先

使用資材状況

安
全
性
等

の
認
証
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図 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：梅沢昌太郎「食品トレーサビリティという考え方」『解説食品トレーサビリティ』 

 

 

（２）考察 

 こうして、消費者に現在どれ程の情報を提供することが出来ているかということを購入し

た商品情報の調査を行うと、推測通り、PB商品とその他の情報提供の取り組みに大きな差

があるかということが歴然としている。また、一方で表 3の消費者が求める情報伝達の情

報項目と比べると、まだまだ情報提供が不足していると考えられる。 

 ここで重要な視点は、消費者に与える情報は多くとも少なすぎても青果物に関する安心・

安全の判断基準となり得ないということである。そのため、消費者が必要だと思い、かつ安

心・安全の価値基準となる情報を取捨選択して提供することが求められる。 

 また、もう一つ考えられるのは、表 5と表 6を比べた際に、確かに二次元コード付きの

青果物は、付いていない商品と比較すると情報量は多いが、表 3の消費者が求める情報と

比較すると、真に求める情報を提供しているとは言えないようである。せっかく二次元コー

ドをつけているにも関わらず、有効活用出来ていないということが問題であり、二次元コー

ドの活用方法を工夫する必要があると考える。更に、ヨーカドーやイオンのヒアリング調査

から現実に消費者が情報を取得するものとしては、二次元コードでアクセスするよりもパッ

ケージ表示が充実している方が、情報を手にしやすく、判断基準として利用できるのではな

いかということである。確かに二次元コードは、限られたパッケージ表示よりも多くの情報

を載せることが出来る。しかし、限られた買い物の時間で、わざわざアクセスして情報を入

手する手間を考えると、最善の方法であるとは言えないと思うのである。よって、最低限消

費者が購入判断の対象となる、安心・安全な情報はパッケージや店頭のポップアップで示し、

より詳細な情報は二次元コードなどに載せ、情報を伝達するという使い分けをしっかりと行

っていく必要があるのではないかと考えた。 
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第4章 政策提言政策提言政策提言政策提言    

以上、現状・問題意識と分析を踏まえ、政策提言を行っていきたい。 

我々の政策提言では、今までの事後解決的政策ではなく、青果物の安心・安全を確保し、

問題を未然に防ぐこと、そしてその中で消費者に情報をしっかりと伝えていく仕組みを作る

ということにある。 

未然防止の点からトレーサビリティにより期待できる効果としては、一つ目にトレーサビ

リティという仕組みにより各業者に責任が発生することで、流通業者でも安全確保に留意す

る意識が高まり、また生産者に対し取引を行う際にも、農薬管理の義務付けといった管理が

一層強化されると考える。また二つ目は、そういった管理が強化される中で、生産者が自身

の農薬管理を厳密に行うようになり、安全管理、そして消費者目線の情報提供というものが

進んで行われるようになるのではないか、ということである。 

 

第第第第1111節節節節    安心・安全の確保と情報を届けるトレー安心・安全の確保と情報を届けるトレー安心・安全の確保と情報を届けるトレー安心・安全の確保と情報を届けるトレー

サビリティ概念の形成サビリティ概念の形成サビリティ概念の形成サビリティ概念の形成    
 

 農林水産省が定めるトレーサビリティは、問題や事件の発覚後に商品の特定、業者の確認

が取れるという追跡・遡及を行うことができるようにすることを主目的としている。しかし、

付随目的としている、青果物の安心・安全の確保というところにこそ、このトレーサビリテ

ィシステムを利用する価値が大いにあると考える。 

 そこで、農林水産省がトレーサビリティを「あくまで食品の移動を追求するための取り組

みであり、食品の安全管理を直接的に行うものではない」と位置付けている所に、「安心・

安全の確保のために」という概念を政府自らが訴えていく必要があると考える。近年、あた

かも生産履歴情報の公開のみをトレーサビリティとしてとらえる誤った捉え方がなされて

いる所がある。生産履歴情報の公開は消費者の求める安心・安全の要素として、必要な部分

であるため、政府が再度トレーサビリティ概念を社会に伝えるということに、「安心・安全

の確保のため」という消費者、国民目線を足した独自のトレーサビリティ概念を確立してい

くべきである。 
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             出典：農林水産省(2010)「平成 22年版 食料・農業・農村白書」 

 

 

 

 

 

 

 

 

第第第第2222節節節節    生産履歴情報生産履歴情報生産履歴情報生産履歴情報の内容統一化の内容統一化の内容統一化の内容統一化    
 出来るだけ多くの情報を手に入れることが可能であれば、消費者にとって購入判断の幅は

広がる。しかし、一方で多くの情報を提供した所で、消費者の安心・安全の判断能力が上が

るかと言えば、そうとも言えないのである。また、むやみやたらと情報を収集し、管理、提

供していくのは流通業者にとっても大変な苦労である。そこで、情報を厳選して載せると共

に、情報の統一化を図る必要があると考える。 

現在生産履歴情報の公開は、企業の PBの取り組みのみに限らず、農業協同組合の生産履

歴記帳運動や農水省の協力により運用している公的データベース等、様々な機関によって行

われている。あらかじめ第三者機関や自ら設けた GAP認証に基づく生産工程の管理や、生

産情報公表 JAS規格に基づき情報を提供している所もあるが、生産工程、情報提供という

二つの面において、今のところ特にコスト面での負担を考え、民間や公的な取り組みに任せ

ているため、内容の統一化は図られていない。 

 現時点で生産工程での基準を設けるというのは厳しく、例えば小売業者にとっても他商品

と PBの手間をかけた分の安全性の確保という差別化を図る意図が失われ厳しいものであ

ると考える。そこでせめて生産情報に関しては、どの内容を載せるかということを統一化し

 

 

安全管理安全管理安全管理安全管理    
生産履歴情報生産履歴情報生産履歴情報生産履歴情報    

図 10 
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ていくことが今後必要であると考える。それは、生産情報を統一化することで、生産者が取

引を行う小売業者の幅を広げることが出来ることと、消費者も商品の比較をしやすくなると

いうこと、そして結局は波及効果として、生産段階で生産者の安全性への意識が高まること

に繋がっていくと考える。 

 商品情報調査の分析から、我々が具体的な中身として、消費者の目線に立って安心・安

全を判断する際にどの情報が必要かということを検討してみた。その中で、必要と考えたの

は、産地、生産者名、販売管理者名、販売管理者連絡先、出荷日、品種名、栽培方法、安全

性等の認証である。比較したアンケート調査（表 3）のでは、生産者名と販売管理者（業者）

連絡先の二つはないが、生産者の責任を問うためにも連絡先は入れなくとも、生産者名を入

れること、そして生産者の連絡先を載せることはプライバシーの面からも困難であると考え

られるので、せめて販売管理者の連絡先を載せることで消費者のアクセス手段を設けること

が必要ではないかと考えた。 

 大切なのは、消費者がどういった方法であれ、情報にアクセスできるということである。

例えば小売店舗での購入の際や調理する前等において、情報は何よりも消費者のためにある

ということを念頭に置いた情報提供の形を考えていかなければならないのである。 

 

第第第第3333節節節節    政府の資金援助政府の資金援助政府の資金援助政府の資金援助    
 やはり、トレーサビリティの構築・促進をしていくためには、コストという概念は欠かせ

ないものである。青果物は食品の中でも比較的一単位当たりの値段が低く、その中でトレー

サビリティの価格を反映し、加えていくことは厳しく、まただからと言って、流通業者にコ

スト的負担を強いるのはあまりにも辛いことである。よって、使い途を決めた上で、政府か

らの支援金は欠かせないものであると考える。 

そういった中でも大切なのは、トレーサビリティに費用を回すために、流通の仕組み自体

も如何に効率よくしていくことが出来るかどうかである。近年、産直の方が中間コストを省

くことができるといった議論も聞かれるが、輸送費等の負担が個々にかかることや例え卸売

業者等を省いたとしても、そのために提携する業者への取引マージンがかかるといった負担

がかかる。そうすると、結局のところ卸売市場を利用した方法が一番効率化の図れるものと

考える。そして、境なく多くの人が利用できる仕組みとしても、統一化を図っていくのに利

用しやすい。 

  

 

第第第第4444節節節節    各主体各主体各主体各主体へ求めるへ求めるへ求めるへ求めるあるべき姿あるべき姿あるべき姿あるべき姿    
 

 こうして見ていくと、現在トレーサビリティシステムの前身として生産履歴情報の公開な

ど、民間企業等との協力が欠かせないものとなっている。政府はあくまでトレーサビリティ

がどういうものであるか、情報は何が必要ではないか、という概念付けや規制を設けること

が出来るが、実際のトレーサビリティシステム導入の手法が検証段階である今、実践的にト

レーサビリティを行っていく上で、生産業者から流通業者、販売業者の協力は欠かせないも

のである。よって政府との連携が求められる各主体と、その受け手である消費者（＝国民）

のあるべき姿を示したい。 
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第第第第 1111項項項項    生産者生産者生産者生産者    
 ・農薬管理に関して法令遵守の意識を持つ 

 ・消費者が口にする食物を作る大本として農薬の散布から、出荷までの記録を付け、更に

責務を負わせる 

 ・生産工程に十分注意をはかることによって、安全の原点に責任を負う 

 

 

第第第第 2222項項項項    集荷・卸売業者集荷・卸売業者集荷・卸売業者集荷・卸売業者    
  ・トレーサビリティを青果物の移動を追跡する手段だけでなく、安心・安全のための手

段としてとらえ、利用方法を考え、価値を見出し、協力していく 

・集荷・卸売の本来の目的は、流通の効率化にあるが、それを促すだけでなく、我々が政

策提言した統一化した生産履歴情報を過不足なく伝達することに努め、安心・安全のため

に活用することを目指す 

 

 

第第第第 3333項項項項    小売業者小売業者小売業者小売業者    
 ・消費者に最も近いものとして、情報提供の方法・工夫に努め、少しでも消費者に安心・

安全を届け、更なる売上向上を目指す。 

 ・トレーサビリティ商品の表示形式を工夫することによって、消費者に安心・安全の認識

を持ってもらえるように助ける。また、真に消費者の情報の安心・安全の判断となり得る

ように情報へアクセス出来る手段を検討していく。 

例) エコの観点からの表示方法の工夫 

 PBを進める小売業者、イトーヨーカドー、イオンへのヒアリングから、二次元コードに

は情報を載せるということだけでなく、二次元コードを付けるそのもの自体にも費用がか

かり負担となっているということを聞かせて頂いた。また、青果物というものはパッケー

ジが付いていないものも多い。そこで考えたのがパッケージではなく、ポップアップによ

る表示をもう少し増やし、そこに消費者の安心安全を判断するに値する情報を載せてはど

うか、と言うことである。 

 

 

第第第第 4444項項項項    消費者消費者消費者消費者    
 ・トレーサビリティの価値を認識し、価格反映されても認めるような姿勢を養う。 

 ・トレーサビリティが推進されるに当たり、消費者の食の安全に対する関心を高め、また

消費者はオブザーバー的な立場に立ち、指摘していく姿勢を持つ。 

 ・トレーサビリティの認識について、各段階における１アクターであることを認識し、適

切な判断能力を持つ。 
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第5章 最後に最後に最後に最後に    

 以上、青果物トレーサビリティを推進する政策を提案してきたが、日本の食卓が、またい

つ崩壊するかも分からない安全神話に甘んじることなく、今こそ未然防止という手段で現状

を打破することが求められているのである。また、農業に関するタイムリーな話題である

TPPの問題も含め、消費者側として食品の値段が下がることを望まない者はいないだろう。

そこで、日本の農作物は価格・品質共に勝負を仕掛ける必要が出てくるかもしれない。 

 そこで我々は、今一度自らが口にする食物について問いたいと考える。食に対する考え方

は十人十色であり、何を選び取るかは消費者の自由に委ねられているし、人々の食に対する

関心は何か事件や事故が勃発しない限り高まらないかもしれない。 

 しかし、安全な青果物を届け、そして消費者に安心を感じ取ってもらうためにも、我々は

最終的には消費者と生産者間の相互コミュニケーションを促すための「互いの声が届く野

菜」を目指したいと考える。消費者と生産者の距離は物理的な面でも意識的な面でも遠く、

双方の意思疎通を図ることは困難だが、青果物トレーサビリティが生産者にとって良きイン

センティブとなり、また安全が保証される社会が理想的な姿なのではないだろうか。事件が

勃発する等事態が大きくなる前に、今一度トレーサビリティというシステムを構築し有効に

活用していくことで、相互コミュニケーションを可能にし、そして安全な野菜を流通させ消

費者に安心を提供することが可能な社会の実現を目指したいと思う。 
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