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1.  はじめに

特集2

概要
　牛肉トレーサビリティ法の制定により安全性が国によって担保されるかたちになった国産牛肉とは異なり、

国産豚肉においては旧来の商習慣から、生体を扱う養豚農家から精肉を扱う屠畜（とちく）業者、販売業者までの

一貫した管理が困難な状況となっている。

　農林水産省の外郭団体であり、当社のお客さまである社団法人日本養豚協会様（以下、お客さま）では生体の

生産から精肉の販売までの一貫した管理を目指し、RFIDとDNA情報を利用した仕組みを考案した。

　本稿では、豚肉トレーサビリティシステムの開発事例として、システム機能概要と今後の展望について紹介する。
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１.1  システム開発に至る経緯と背景
　BSE（Bovine Spongiform Encephalopathy：牛海綿状

脳症）によって日本の食の安全が脅かされ、その対策として牛

肉トレーサビリティ法が制定されたことは記憶に新しい。この

法律により、業界を横断する取り組みがなされ、国産牛肉に関

する安全性が国によって担保されるかたちになった。

　一方、国産豚肉においては、旧来の商習慣から生体を扱う養

豚農家と精肉を扱う屠畜業者、販売業者の間に壁があり、生

体の生産から精肉の販売までを一貫して管理する大規模な養

豚農家でない限り、この壁を乗り越えることは困難というのが

現状である。

　お客さまは、精肉から生体までの追跡可能性（トレーサビリ

ティ）の実現に向けて長年にわたって研究する中で、RFID

（Radio Frequency IDentification）とDNA情報を利用し

た犬の血統証明の実績があるD社と出会った。さらにD社は、

DNA情報の解析機関や、RFIDを利用した海外農場のシステ

ムへのハードウェア提供実績があるS社との協業関係を持って

2.1  システム概念図
　本システムは、データを管理するお客さま、生体を管理する

モデル農場、DNAを解析するDNA解析機関の３者の情報連

携によって成り立っている。（図1）

　ポイントは、RFIDを利用した IC耳標に埋め込まれたICタグ

No.である。お客さまはICタグNo.をキーとして、モデル農場に

配布されたハンディ端末から送信される生体の情報と、DNA

解析機関から送付されるDNA解析結果を収集し、関連付けて

データベースとして蓄積している。

　ちなみに、IC耳標は母豚とその子豚（肉豚）に取り付けられ

るが、DNA情報解析に必要な検体を採取するのは母豚だけで

ある。肉豚に取り付けられた IC耳標は肉豚の成績データの管

理・蓄積のために利用され、その結果は肉豚の母豚の成績情

報の一部となる。

2.2  各所での業務の流れ
(1)モデル農場にて肉豚の分娩前に IC耳標を母豚に取り付け

　 ておく。

　 ①母豚に取り付けるIC耳標のICタグNo.をハンディ端末で読

　　 み取り、母豚情報（個体番号、生年月日など）を入力する。

　 ②母豚に IC耳標を取り付け、同時にその検体（肉片）を採取

　　 する。（図２）検体は、IC耳標とセットになっていた専用の

　　 ケース（ ICタグNo.が記載されたラベルがついたもの）に

　　 入れて、DNA解析機関に発送する。

2.  豚肉トレーサビリティシステムの概要

3.1  システムアーキテクチャー
　本システムのうち、モデル農場で使用されるハンディ端末、お

客さまにて運用されている既存システムのアーキテクチャー

は、下図のとおりである。（図４）

3.2  ハンディ端末に関する技術と適用課題
(1) RFID

　　　商品などと情報を関連付ける場合、一般的には商品の値

　　札やバーコードのようなラベルによる識別子を取り付ける

　　ことで実現するが、生体の場合は困難が伴う。生体に取り

　　付けたラベルは成長や日常の活動の中で簡単に取れてし

　　まうし、豚舎という厳しい利用環境に耐えることができない

　　からである。RFIDを利用した ICタグの場合、文字列やバー

　　コードのように視覚や形状に依存しないため、環境変化や

　　物理的な変化に強く、厳しい利用環境であっても耐えるこ

　　とができる。[1]

　　　RFIDは、利用する周波数帯に応じて分類されており、そ

　　れぞれ特徴が異なる。（表1）

4.1  システム機能に関して
　運用試験以降、現地では大きなシステム障害は発生してい

ない。また、IC耳標の読み取りについても問題は起こっていな

い。

4.2  業務に与える影響
　農場での IC耳標取り付け作業については今まで農場で利用

していた通常の耳標（ ICタグを含まないもの）の取り付けと変

わりないため、業務的な負担は大きくない。検体の送付やハン

ディ端末への入力については作業量が若干増えることになっ

たが、業務やハンディ端末の操作の習熟によって改善されるこ

とを期待したい。

4.3  事業の実施状況
　DNA情報の解析はお客さまからD社に委託しており、DNA

情報の解析結果の扱い（フォーマットや受け取り方法など）や

親子照合の方法については、D社とDNA解析機関にて調整中

である。精肉のDNA情報の受け取り機能と、母豚と精肉の

DNA情報の解析結果から親子関係を照合する機能は、実証

試験期間３年目にあたる２０１０年度中に実装予定である。

4.  稼働後の状況

　 ③ハンディ端末に入力した母豚情報をお客さまデータベース

　　 に送信する。

　 ④後述するお客さまの処理によって生成された処理結果を

　　 受信し、正常に処理されたことを確認する。エラーとなっ

　　 たデータは受信したエラーメッセージに従って修正し、再

　　 度お客さまデータベースに送信する。

　 ⑤母豚情報は出産、肉豚の成長・出荷、母豚自身の淘汰（精

　　 肉として出荷すること）の際に更新し、都度③、④の処理

　　 を繰り返す。

(２)モデル農場にて血統が把握できる日齢（生後０～２１日程度）

　  の肉豚に IC耳標を取り付ける。

　 ①肉豚を生産した母豚のIC耳標をハンディ端末で読み取り、

　　 産歴情報（分娩日、分娩頭数など）を入力する。

　 ②肉豚に取り付けるIC耳標のICタグNo.をハンディ端末で読

　　 み取り、肉豚情報（個体番号、性別など）を入力する。

　 ③肉豚にIC耳標を取り付ける。（図３）同時に生まれたすべて

　　 の肉豚に対して、②～③を繰り返す。

　 ④ハンディ端末に入力した産歴情報と肉豚情報をお客さま

　　 データベースに送信する。

　 ⑤(1)④と同様の処理をする。

　 ⑥産歴情報と肉豚情報は肉豚の成長・出荷の際に更新し、都

　　 度④、⑤の処理を繰り返す。

(３)DNA解析機関にてDNA情報を解析する。

　 ①モデル農場から送られてきた検体のDNA情報を解析する。

　　 ただし、解析に使用する試薬が高価であるため、検体数が

　　 一定量に集まった時点でまとめて解析する。

　 ②解析結果をお客さまに送る。

(４)お客さまにて受信したデータをチェックし、受け入れる。

　 ①モデル農場から送信されたデータをチェックする。正常に

　　 処理されたものについては、お客さまの血統・成績情報と

　　して蓄積する。

　 ②DNA解析機関から送信された解析結果を受け入れて、お

　　 客さまデータベースに蓄積されている血統・成績情報と関

　　 連付ける。

　 ③DNA解析機関から精肉のDNA情報を受信した場合、お客

　　 さまデータベースの母豚情報（血統・成績・DNA情報）と

　　 精肉のDNA情報から親子関係を照合する。

　　

　　　過去、本システムに類似する事例は見受けられるが、短波

　　（１３.５６MHz）を利用している場合が多い。しかしながら、

　　周波数の波長は長くなるほど障害物に強くなり、水などの

　　液体の影響を受けにくくなるという特徴がある。[２] また、

　　IC耳標の向きによって受ける影響も少ない。そのため、動

　　き回る生体や厳しい動作環境においては、短波よりも長

　　波帯のRFIDの方が適していると言える。お客さまからも、

　　長波帯の方が使いやすいとの要望があった。

　　　そこで、S社製のハンディ端末にドイツのA社製のRFID

　　リーダーを取り付け、長波帯（今回は１３４.２KHz）のICタ

　　グを利用する方式を採用した。

(２) ハンディ端末

　　　ハンディ端末は、長波帯の ICタグを読み込めて、かつ独

　　自アプリケーションを組み込むことができる必要がある。

　　D社ではすでにS社製のハンディ端末で長波帯 ICタグの利

　　用実績があった。また、D社製ハンディ端末は、以下に記

　　載の特徴により、モデル農場での使用並びに独自アプリケー

　　ションの開発が可能と判断し、アプリケーション動作プラット

　　フォームとして採用した。

　　　● 固形物（粉塵など）や水に対する保護等級がIP６５相当

　　　● 高さ１.２mからコンクリート面への落下でも正常動作

　　　● タッチパネルでの操作が可能

　　　● 日本語表示が可能

　　　●Microsoft系の技術で開発が可能（Microsoft系の

　　　　技術を多用している既存システムのアーキテクチャー

　　　　との互換性を考慮）

　　　● SDカードを利用可能（ IP６５保護下）

(３) ネットワーク

　　　お客さまではフレームリレーを利用したVPN（Virtual 

　　Private Network）を導入していたので、ハンディ端末か

3.  システム機能概要 　　らこのVPNに接続することを前提に検討した。ハンディ端

　　末の標準装備はBluetoothのみであったため、ネットワー

　　クに接続する方法として「無線LAN＋固定回線（メタルま

　　たは光）」の導入か「携帯キャリアのデータ通信カード」の

　　使用が候補に挙げられた。

　　　ただ、農場は周辺環境への配慮のため山間部や谷間に

　　あることが多く、事務所と豚舎が離れていることも珍しく

　　ない。また、成長に合わせて豚舎を移動するので、固定回

　　線を敷設する方式は費用面でも現実的でない。よって、

　　「無線LAN＋固定回線」の導入は見送り、「携帯キャリア

　　のデータ通信カード」を使用することにした。

　　　NTTドコモ社のデータ通信カードP２４０３は、D社で実

　　装・動作が検証済みであり、国内最大手のベンダーという

　　実績を考慮して採用した。このデータ通信カードを利用し、

　　FOMAのパケット通信網を経由してのお客さまのVPNへ

　　のアクセスを実現した。FOMAによるアクセスは既存の

　　VPNではできなかったため、今回のシステム構築に合わせ

　　て、フレームリレーを利用したVPNからIP-VPNによる

　　VPNに切り替えた。

(４) 開発言語

　　　選定したハンディ端末とRF IDリーダーにはSDK

　　（Software Development Kit）が用意されており、

　　SDKなしでの開発は難しい。そのため、開発プラット

　　フォームはSDKが利用できるものでなければならず、かつ

　　SDKが対応している開発言語を使用する必要がある。

　　　よって開発言語は、ハンディ端末の販売代理店を務める

　　D社から提供されたSDKが対応していたMicrosoft 

　　embedded Visual C++ ４.０と、RFIDリーダー用の

　　SDKが対応していたC#（Microsoft Visual Studio.Net 

　　２００３を利用）の2種類を併用した。

(５)アプリケーション

　　　アプリケーションは、農家の方が通常業務の中でなるべ

　　く自然に使っていただくため、操作が煩雑にならないよう

　　に細心の注意を払った。画面数はメニュー画面、母豚情報

　　入力画面、肉豚情報入力画面、データ一覧・送信画面の計

　　4画面とし、お客さまの要望を受けてフォントはできるだ

　　け大きく表示するよう工夫した。

　　　また、豚がその成長に合わせて別の豚舎・農場に移動す

　　る場合に対応し、複数の豚舎を所有する農場には豚舎ごと

　　にハンディ端末を配布し、各豚舎で入力したデータを共有

　　できるよう、お客さまサーバーを経由したハンディ端末間

　　のデータ同期機能も実装した。運用上は1台のハンディ端

　　末を豚舎間で共有できることが好ましいが、衛生管理の

　　面から異なる豚舎間での物品の共有は避ける必要がある

　　ため、このような対応を取った。

(６) データベース

　　　ハンディ端末上でデータを保管するデータベースとし

　　て、Microsoft社のSQL Server ２００５ Compact Edition

　　を採用した。これは、ハンディ端末のOSが同じMicrosoft

　　社製品であるWindows CE ５.０だということもあるが、

　　データを集約するお客さまのデータベースを中央サーバー

　　と見立てたレプリケーションの仕組みを利用するためでも

　　ある。

　　　レプリケーションは、中央サーバーにあるデータベース

　　のデータまたはオブジェクトをコピーして、別のデータ

　　ベースに配布する仕組みである。本システムにおいては、

　　お客さまのデータベースを中央サーバー、ハンディ端末を

　　リモートサーバーとしてレプリケーションを設定し、中央

　　サーバーとリモートサーバーで一貫性のあるデータ同期を

　　実現している。これにより、ハンディ端末の性能上の欠点

　　（少ない記憶容量、非常時接続回線など）を補完すると同

　　時に、一貫性の確保のためのデータチェックの実装により

　　プログラムが複雑になることを防ぐことができる。[３]

　　　中央サーバーのデータベースとWebサーバーには、お客

　　さまの既存リソースであるSQL Server ２０００ Standard 

　　Editionと I IS（Internet Information Service）を利用し

　　た。なお、バッテリー切れによってユーザーデータが揮発

　　するWindows CEの仕様を考慮し、データベースファイル

　　はすべてSDカード上に展開している。SDカードは IP６５

　　保護下の本体内部に格納されるため、万が一本体に故障

　　が発生してもリストアが容易であり、可用性・耐障害性の

　　向上に寄与している。

3.3  既存システムに関する技術
　お客さま側システムにおいては、ハンディ端末から受信した

データのチェック機能やDNA情報との連結機能を実装するた

めに、既存の基幹システムを改修した。

　今回導入したシステムをベースにし、他のさまざまな仕組み

を組み合わせることで、さらなる付加価値を生み出すことが可

能となる。

　まず、豚の管理単位を個体だけでなく豚舎や農場などのよ

り大きいレベルに拡大すれば、豚舎ごとの生存率を把握し、飼

育環境の改善などに結びつけることが可能となる。

　また、ハンディ端末で生産履歴に関する情報（給餌・投薬状

況など）を入力できるようにすれば、精肉からこれらの情報を

追うことができるようになる。よって、精肉で問題が発生した

場合に原因を探る道筋になる。さらに、店頭で消費者に食味

の感想をフィードバックしてもらうことで、養豚農家はおいし

いと評価される精肉の生産過程を知ることができる。従来、

出荷した後の市場評価を知りえなかった農家としては、よりよ

い豚肉の生産へ役立つだけでなく、消費者の声を直接聞ける

ことによってモチベーションの向上にも役立つであろう。

5.  おわりに
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いた。

　当社は、長年にわたってお客さまの基幹システムの開発と運

用保守を担当してきた。お客さまがD社と協業の上でS社製の

モバイル製品（ハンディ端末）による豚肉のトレーサビリティシ

ステムの開発を事業化した際、当社はその実績を買われ、D社

とともに受注するに至った。当社はシステムの設計と構築を、

D社はRFIDを利用した IC耳標（耳標に ICタグを内蔵した硬質

樹脂をシリコンで挟んだもの）等農場で利用する器材の提供

とDNAの解析を担当した。

　ただし、本事業は試行段階の技術を多く採用しており、農場

へのハンディ端末の導入についても初めての試みであることか

ら、実施期間は３年間、事業に参加する農場（以下、モデル農

場）は数箇所に限定する「実証試験」として実施している。ま

た、RFIDによる豚の個体管理については一部の大規模な農場

での導入例はあるが、親子間のDNA情報の照合によるトレー

サビリティの実現については前例がない。

　以下、当社が本事業向けに開発したシステムである豚肉ト

レーサビリティシステム（以下、本システム）の概要と稼働後の

状況、今後の展望について述べる。

モデル農場 お客さま
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母豚のICタグNo.と個体・産歴情報、
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個体情報

データの登録結果

IC耳標の取付、
母豚検体の送付

IC耳標の読取、各種
情報の入力・送信

母豚のICタグNo.と検体

各種情報の受信・
登録、データ登録
結果の返却、データ
の蓄積

母豚DNA情報の解析

母豚のICタグ
No.とDNA
解析結果

周波数帯

伝送方式

通信
（理論値）

距離
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情報の透過性（金属以外）

タグの水、油の付着、汚れ

主な適用先

～135KHz
長波

13.56MHz
短波

900MHz帯
UHF

2.45MHz
マイクロ波

電磁結合/電磁誘導方式 電波方式

～1m

◎広い

○影響小

◎

◎影響なし

機械組立ライン
動物ID

～0.7m

○広い

△影響あり

◎

○影響なし

物流
Suica

～5m

△狭い

△影響あり

△

○影響なし

～3m

△狭い

△影響あり

△

△影響する

物流
自動車組立物流

◎：優または大、○：良いまたは中、△：配慮・対策が必要または小

表1  周波数帯別の電子タグの特徴（参考文献1）

　ただし、IC耳標を用いたトレーサビリティによるIT化には、

危惧すべき点もある。養豚経営者の平均年齢は５７.５歳[４]と

高く、ITに関するリテラシーが高いとは限らないのが実情であ

る。彼らにとっては、このような動きそのものが負担になり得

る。また、養豚農家の９７.２%[４]が1農場のみの小規模農家で

あり、導入や運用にかかわるコスト負担は軽視できない。今回

の実証試験は、農場のIT化を推進する上での重要な判断材料

であるため、今後はこれらの可能性と課題を併せて解決するた

めの検討が必要になる。

　農場と消費者、そしてお客さまの間をつなぐ基盤をITによっ

て整備すること、それはすなわち３者を結ぶ「スマーター・ソー

シャル・ストラクチャー」創出のための基盤を整備することで

ある。今回導入したシステムが持つ可能性のさらなる発展と課

題の解決のため、まずは機能・コスト両面でより優れたハン

ディ端末を導入する、ハンディ端末に導入するアプリケーショ

ンをより操作性・汎用性の高いものに刷新するなどの改善策

を提案しつつ、お客さまとともに実証試験後のより本格的なト

レーサビリティの実現に取り組んでいきたい。

図１  豚肉トレーサビリティーシステムの概念図 

図２  IC耳標をつけた豚（耳についた円形のものがIC耳標） 

図３  IC耳標を肉豚に取り付けるところ 
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図４  豚肉トレーサビリティーシステムのアーキテクチャー 

スマーター・ソーシャル・ストラクチャーへの取り組み
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豚肉トレーサビリティの仕組みづくり
～実証試験と今後の展望～

Building of Social Structure for Pork Traceability
-Result of Proving Test and the Prospects-

 木下　亜記
KINOSHITA Aki

 佐藤　大介
SATOU Daisuke

1.  はじめに

特集2

概要
　牛肉トレーサビリティ法の制定により安全性が国によって担保されるかたちになった国産牛肉とは異なり、

国産豚肉においては旧来の商習慣から、生体を扱う養豚農家から精肉を扱う屠畜（とちく）業者、販売業者までの

一貫した管理が困難な状況となっている。

　農林水産省の外郭団体であり、当社のお客さまである社団法人日本養豚協会様（以下、お客さま）では生体の

生産から精肉の販売までの一貫した管理を目指し、RFIDとDNA情報を利用した仕組みを考案した。

　本稿では、豚肉トレーサビリティシステムの開発事例として、システム機能概要と今後の展望について紹介する。
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１.1  システム開発に至る経緯と背景
　BSE（Bovine Spongiform Encephalopathy：牛海綿状

脳症）によって日本の食の安全が脅かされ、その対策として牛

肉トレーサビリティ法が制定されたことは記憶に新しい。この

法律により、業界を横断する取り組みがなされ、国産牛肉に関

する安全性が国によって担保されるかたちになった。

　一方、国産豚肉においては、旧来の商習慣から生体を扱う養

豚農家と精肉を扱う屠畜業者、販売業者の間に壁があり、生

体の生産から精肉の販売までを一貫して管理する大規模な養

豚農家でない限り、この壁を乗り越えることは困難というのが

現状である。

　お客さまは、精肉から生体までの追跡可能性（トレーサビリ

ティ）の実現に向けて長年にわたって研究する中で、RFID

（Radio Frequency IDentification）とDNA情報を利用し

た犬の血統証明の実績があるD社と出会った。さらにD社は、

DNA情報の解析機関や、RFIDを利用した海外農場のシステ

ムへのハードウェア提供実績があるS社との協業関係を持って

2.1  システム概念図
　本システムは、データを管理するお客さま、生体を管理する

モデル農場、DNAを解析するDNA解析機関の３者の情報連

携によって成り立っている。（図1）

　ポイントは、RFIDを利用した IC耳標に埋め込まれたICタグ

No.である。お客さまはICタグNo.をキーとして、モデル農場に

配布されたハンディ端末から送信される生体の情報と、DNA

解析機関から送付されるDNA解析結果を収集し、関連付けて

データベースとして蓄積している。

　ちなみに、IC耳標は母豚とその子豚（肉豚）に取り付けられ

るが、DNA情報解析に必要な検体を採取するのは母豚だけで

ある。肉豚に取り付けられた IC耳標は肉豚の成績データの管

理・蓄積のために利用され、その結果は肉豚の母豚の成績情

報の一部となる。

2.2  各所での業務の流れ
(1)モデル農場にて肉豚の分娩前に IC耳標を母豚に取り付け

　 ておく。

　 ①母豚に取り付けるIC耳標のICタグNo.をハンディ端末で読

　　 み取り、母豚情報（個体番号、生年月日など）を入力する。

　 ②母豚に IC耳標を取り付け、同時にその検体（肉片）を採取

　　 する。（図２）検体は、IC耳標とセットになっていた専用の

　　 ケース（ ICタグNo.が記載されたラベルがついたもの）に

　　 入れて、DNA解析機関に発送する。

2.  豚肉トレーサビリティシステムの概要

3.1  システムアーキテクチャー
　本システムのうち、モデル農場で使用されるハンディ端末、お

客さまにて運用されている既存システムのアーキテクチャー

は、下図のとおりである。（図４）

3.2  ハンディ端末に関する技術と適用課題
(1) RFID

　　　商品などと情報を関連付ける場合、一般的には商品の値

　　札やバーコードのようなラベルによる識別子を取り付ける

　　ことで実現するが、生体の場合は困難が伴う。生体に取り

　　付けたラベルは成長や日常の活動の中で簡単に取れてし

　　まうし、豚舎という厳しい利用環境に耐えることができない

　　からである。RFIDを利用した ICタグの場合、文字列やバー

　　コードのように視覚や形状に依存しないため、環境変化や

　　物理的な変化に強く、厳しい利用環境であっても耐えるこ

　　とができる。[1]

　　　RFIDは、利用する周波数帯に応じて分類されており、そ

　　れぞれ特徴が異なる。（表1）

4.1  システム機能に関して
　運用試験以降、現地では大きなシステム障害は発生してい

ない。また、IC耳標の読み取りについても問題は起こっていな

い。

4.2  業務に与える影響
　農場での IC耳標取り付け作業については今まで農場で利用

していた通常の耳標（ ICタグを含まないもの）の取り付けと変

わりないため、業務的な負担は大きくない。検体の送付やハン

ディ端末への入力については作業量が若干増えることになっ

たが、業務やハンディ端末の操作の習熟によって改善されるこ

とを期待したい。

4.3  事業の実施状況
　DNA情報の解析はお客さまからD社に委託しており、DNA

情報の解析結果の扱い（フォーマットや受け取り方法など）や

親子照合の方法については、D社とDNA解析機関にて調整中

である。精肉のDNA情報の受け取り機能と、母豚と精肉の

DNA情報の解析結果から親子関係を照合する機能は、実証

試験期間３年目にあたる２０１０年度中に実装予定である。

4.  稼働後の状況

　 ③ハンディ端末に入力した母豚情報をお客さまデータベース

　　 に送信する。

　 ④後述するお客さまの処理によって生成された処理結果を

　　 受信し、正常に処理されたことを確認する。エラーとなっ

　　 たデータは受信したエラーメッセージに従って修正し、再

　　 度お客さまデータベースに送信する。

　 ⑤母豚情報は出産、肉豚の成長・出荷、母豚自身の淘汰（精

　　 肉として出荷すること）の際に更新し、都度③、④の処理

　　 を繰り返す。

(２)モデル農場にて血統が把握できる日齢（生後０～２１日程度）

　  の肉豚に IC耳標を取り付ける。

　 ①肉豚を生産した母豚のIC耳標をハンディ端末で読み取り、

　　 産歴情報（分娩日、分娩頭数など）を入力する。

　 ②肉豚に取り付けるIC耳標のICタグNo.をハンディ端末で読

　　 み取り、肉豚情報（個体番号、性別など）を入力する。

　 ③肉豚にIC耳標を取り付ける。（図３）同時に生まれたすべて

　　 の肉豚に対して、②～③を繰り返す。

　 ④ハンディ端末に入力した産歴情報と肉豚情報をお客さま

　　 データベースに送信する。

　 ⑤(1)④と同様の処理をする。

　 ⑥産歴情報と肉豚情報は肉豚の成長・出荷の際に更新し、都

　　 度④、⑤の処理を繰り返す。

(３)DNA解析機関にてDNA情報を解析する。

　 ①モデル農場から送られてきた検体のDNA情報を解析する。

　　 ただし、解析に使用する試薬が高価であるため、検体数が

　　 一定量に集まった時点でまとめて解析する。

　 ②解析結果をお客さまに送る。

(４)お客さまにて受信したデータをチェックし、受け入れる。

　 ①モデル農場から送信されたデータをチェックする。正常に

　　 処理されたものについては、お客さまの血統・成績情報と

　　して蓄積する。

　 ②DNA解析機関から送信された解析結果を受け入れて、お

　　 客さまデータベースに蓄積されている血統・成績情報と関

　　 連付ける。

　 ③DNA解析機関から精肉のDNA情報を受信した場合、お客

　　 さまデータベースの母豚情報（血統・成績・DNA情報）と

　　 精肉のDNA情報から親子関係を照合する。

　　

　　　過去、本システムに類似する事例は見受けられるが、短波

　　（１３.５６MHz）を利用している場合が多い。しかしながら、

　　周波数の波長は長くなるほど障害物に強くなり、水などの

　　液体の影響を受けにくくなるという特徴がある。[２] また、

　　IC耳標の向きによって受ける影響も少ない。そのため、動

　　き回る生体や厳しい動作環境においては、短波よりも長

　　波帯のRFIDの方が適していると言える。お客さまからも、

　　長波帯の方が使いやすいとの要望があった。

　　　そこで、S社製のハンディ端末にドイツのA社製のRFID

　　リーダーを取り付け、長波帯（今回は１３４.２KHz）のICタ

　　グを利用する方式を採用した。

(２) ハンディ端末

　　　ハンディ端末は、長波帯の ICタグを読み込めて、かつ独

　　自アプリケーションを組み込むことができる必要がある。

　　D社ではすでにS社製のハンディ端末で長波帯 ICタグの利

　　用実績があった。また、D社製ハンディ端末は、以下に記

　　載の特徴により、モデル農場での使用並びに独自アプリケー

　　ションの開発が可能と判断し、アプリケーション動作プラット

　　フォームとして採用した。

　　　● 固形物（粉塵など）や水に対する保護等級がIP６５相当

　　　● 高さ１.２mからコンクリート面への落下でも正常動作

　　　● タッチパネルでの操作が可能

　　　● 日本語表示が可能

　　　●Microsoft系の技術で開発が可能（Microsoft系の

　　　　技術を多用している既存システムのアーキテクチャー

　　　　との互換性を考慮）

　　　● SDカードを利用可能（ IP６５保護下）

(３) ネットワーク

　　　お客さまではフレームリレーを利用したVPN（Virtual 

　　Private Network）を導入していたので、ハンディ端末か

3.  システム機能概要 　　らこのVPNに接続することを前提に検討した。ハンディ端

　　末の標準装備はBluetoothのみであったため、ネットワー

　　クに接続する方法として「無線LAN＋固定回線（メタルま

　　たは光）」の導入か「携帯キャリアのデータ通信カード」の

　　使用が候補に挙げられた。

　　　ただ、農場は周辺環境への配慮のため山間部や谷間に

　　あることが多く、事務所と豚舎が離れていることも珍しく

　　ない。また、成長に合わせて豚舎を移動するので、固定回

　　線を敷設する方式は費用面でも現実的でない。よって、

　　「無線LAN＋固定回線」の導入は見送り、「携帯キャリア

　　のデータ通信カード」を使用することにした。

　　　NTTドコモ社のデータ通信カードP２４０３は、D社で実

　　装・動作が検証済みであり、国内最大手のベンダーという

　　実績を考慮して採用した。このデータ通信カードを利用し、

　　FOMAのパケット通信網を経由してのお客さまのVPNへ

　　のアクセスを実現した。FOMAによるアクセスは既存の

　　VPNではできなかったため、今回のシステム構築に合わせ

　　て、フレームリレーを利用したVPNからIP-VPNによる

　　VPNに切り替えた。

(４) 開発言語

　　　選定したハンディ端末とRF IDリーダーにはSDK

　　（Software Development Kit）が用意されており、

　　SDKなしでの開発は難しい。そのため、開発プラット

　　フォームはSDKが利用できるものでなければならず、かつ

　　SDKが対応している開発言語を使用する必要がある。

　　　よって開発言語は、ハンディ端末の販売代理店を務める

　　D社から提供されたSDKが対応していたMicrosoft 

　　embedded Visual C++ ４.０と、RFIDリーダー用の

　　SDKが対応していたC#（Microsoft Visual Studio.Net 

　　２００３を利用）の2種類を併用した。

(５)アプリケーション

　　　アプリケーションは、農家の方が通常業務の中でなるべ

　　く自然に使っていただくため、操作が煩雑にならないよう

　　に細心の注意を払った。画面数はメニュー画面、母豚情報

　　入力画面、肉豚情報入力画面、データ一覧・送信画面の計

　　4画面とし、お客さまの要望を受けてフォントはできるだ

　　け大きく表示するよう工夫した。

　　　また、豚がその成長に合わせて別の豚舎・農場に移動す

　　る場合に対応し、複数の豚舎を所有する農場には豚舎ごと

　　にハンディ端末を配布し、各豚舎で入力したデータを共有

　　できるよう、お客さまサーバーを経由したハンディ端末間

　　のデータ同期機能も実装した。運用上は1台のハンディ端

　　末を豚舎間で共有できることが好ましいが、衛生管理の

　　面から異なる豚舎間での物品の共有は避ける必要がある

　　ため、このような対応を取った。

(６) データベース

　　　ハンディ端末上でデータを保管するデータベースとし

　　て、Microsoft社のSQL Server ２００５ Compact Edition

　　を採用した。これは、ハンディ端末のOSが同じMicrosoft

　　社製品であるWindows CE ５.０だということもあるが、

　　データを集約するお客さまのデータベースを中央サーバー

　　と見立てたレプリケーションの仕組みを利用するためでも

　　ある。

　　　レプリケーションは、中央サーバーにあるデータベース

　　のデータまたはオブジェクトをコピーして、別のデータ

　　ベースに配布する仕組みである。本システムにおいては、

　　お客さまのデータベースを中央サーバー、ハンディ端末を

　　リモートサーバーとしてレプリケーションを設定し、中央

　　サーバーとリモートサーバーで一貫性のあるデータ同期を

　　実現している。これにより、ハンディ端末の性能上の欠点

　　（少ない記憶容量、非常時接続回線など）を補完すると同

　　時に、一貫性の確保のためのデータチェックの実装により

　　プログラムが複雑になることを防ぐことができる。[３]

　　　中央サーバーのデータベースとWebサーバーには、お客

　　さまの既存リソースであるSQL Server ２０００ Standard 

　　Editionと I IS（Internet Information Service）を利用し

　　た。なお、バッテリー切れによってユーザーデータが揮発

　　するWindows CEの仕様を考慮し、データベースファイル

　　はすべてSDカード上に展開している。SDカードは IP６５

　　保護下の本体内部に格納されるため、万が一本体に故障

　　が発生してもリストアが容易であり、可用性・耐障害性の

　　向上に寄与している。

3.3  既存システムに関する技術
　お客さま側システムにおいては、ハンディ端末から受信した

データのチェック機能やDNA情報との連結機能を実装するた

めに、既存の基幹システムを改修した。

　今回導入したシステムをベースにし、他のさまざまな仕組み

を組み合わせることで、さらなる付加価値を生み出すことが可

能となる。

　まず、豚の管理単位を個体だけでなく豚舎や農場などのよ

り大きいレベルに拡大すれば、豚舎ごとの生存率を把握し、飼

育環境の改善などに結びつけることが可能となる。

　また、ハンディ端末で生産履歴に関する情報（給餌・投薬状

況など）を入力できるようにすれば、精肉からこれらの情報を

追うことができるようになる。よって、精肉で問題が発生した

場合に原因を探る道筋になる。さらに、店頭で消費者に食味

の感想をフィードバックしてもらうことで、養豚農家はおいし

いと評価される精肉の生産過程を知ることができる。従来、

出荷した後の市場評価を知りえなかった農家としては、よりよ

い豚肉の生産へ役立つだけでなく、消費者の声を直接聞ける

ことによってモチベーションの向上にも役立つであろう。
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いた。

　当社は、長年にわたってお客さまの基幹システムの開発と運

用保守を担当してきた。お客さまがD社と協業の上でS社製の

モバイル製品（ハンディ端末）による豚肉のトレーサビリティシ

ステムの開発を事業化した際、当社はその実績を買われ、D社

とともに受注するに至った。当社はシステムの設計と構築を、

D社はRFIDを利用した IC耳標（耳標に ICタグを内蔵した硬質

樹脂をシリコンで挟んだもの）等農場で利用する器材の提供

とDNAの解析を担当した。

　ただし、本事業は試行段階の技術を多く採用しており、農場

へのハンディ端末の導入についても初めての試みであることか

ら、実施期間は３年間、事業に参加する農場（以下、モデル農

場）は数箇所に限定する「実証試験」として実施している。ま

た、RFIDによる豚の個体管理については一部の大規模な農場

での導入例はあるが、親子間のDNA情報の照合によるトレー

サビリティの実現については前例がない。

　以下、当社が本事業向けに開発したシステムである豚肉ト

レーサビリティシステム（以下、本システム）の概要と稼働後の

状況、今後の展望について述べる。

モデル農場 お客さま

DNA
解析機関

母豚のICタグNo.と個体・産歴情報、
検体送付状況、肉豚のICタグNo.と
個体情報

データの登録結果

IC耳標の取付、
母豚検体の送付

IC耳標の読取、各種
情報の入力・送信

母豚のICタグNo.と検体

各種情報の受信・
登録、データ登録
結果の返却、データ
の蓄積

母豚DNA情報の解析

母豚のICタグ
No.とDNA
解析結果

周波数帯

伝送方式

通信
（理論値）

距離

領域

タグの姿勢

情報の透過性（金属以外）

タグの水、油の付着、汚れ

主な適用先

～135KHz
長波

13.56MHz
短波

900MHz帯
UHF

2.45MHz
マイクロ波

電磁結合/電磁誘導方式 電波方式

～1m

◎広い

○影響小

◎

◎影響なし

機械組立ライン
動物ID

～0.7m

○広い

△影響あり

◎

○影響なし

物流
Suica

～5m

△狭い

△影響あり

△

○影響なし

～3m

△狭い

△影響あり

△

△影響する

物流
自動車組立物流

◎：優または大、○：良いまたは中、△：配慮・対策が必要または小

表1  周波数帯別の電子タグの特徴（参考文献1）

　ただし、IC耳標を用いたトレーサビリティによるIT化には、

危惧すべき点もある。養豚経営者の平均年齢は５７.５歳[４]と

高く、ITに関するリテラシーが高いとは限らないのが実情であ

る。彼らにとっては、このような動きそのものが負担になり得

る。また、養豚農家の９７.２%[４]が1農場のみの小規模農家で

あり、導入や運用にかかわるコスト負担は軽視できない。今回

の実証試験は、農場のIT化を推進する上での重要な判断材料

であるため、今後はこれらの可能性と課題を併せて解決するた

めの検討が必要になる。

　農場と消費者、そしてお客さまの間をつなぐ基盤をITによっ

て整備すること、それはすなわち３者を結ぶ「スマーター・ソー

シャル・ストラクチャー」創出のための基盤を整備することで

ある。今回導入したシステムが持つ可能性のさらなる発展と課

題の解決のため、まずは機能・コスト両面でより優れたハン

ディ端末を導入する、ハンディ端末に導入するアプリケーショ

ンをより操作性・汎用性の高いものに刷新するなどの改善策

を提案しつつ、お客さまとともに実証試験後のより本格的なト

レーサビリティの実現に取り組んでいきたい。

図１  豚肉トレーサビリティーシステムの概念図 

図２  IC耳標をつけた豚（耳についた円形のものがIC耳標） 

図３  IC耳標を肉豚に取り付けるところ 
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図４  豚肉トレーサビリティーシステムのアーキテクチャー 

スマーター・ソーシャル・ストラクチャーへの取り組み



既存システム

第11号

第11号

第11号

68

72 73

70 71

69
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1.  はじめに

特集2

概要
　牛肉トレーサビリティ法の制定により安全性が国によって担保されるかたちになった国産牛肉とは異なり、

国産豚肉においては旧来の商習慣から、生体を扱う養豚農家から精肉を扱う屠畜（とちく）業者、販売業者までの

一貫した管理が困難な状況となっている。

　農林水産省の外郭団体であり、当社のお客さまである社団法人日本養豚協会様（以下、お客さま）では生体の

生産から精肉の販売までの一貫した管理を目指し、RFIDとDNA情報を利用した仕組みを考案した。

　本稿では、豚肉トレーサビリティシステムの開発事例として、システム機能概要と今後の展望について紹介する。
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１.1  システム開発に至る経緯と背景
　BSE（Bovine Spongiform Encephalopathy：牛海綿状

脳症）によって日本の食の安全が脅かされ、その対策として牛

肉トレーサビリティ法が制定されたことは記憶に新しい。この

法律により、業界を横断する取り組みがなされ、国産牛肉に関

する安全性が国によって担保されるかたちになった。

　一方、国産豚肉においては、旧来の商習慣から生体を扱う養

豚農家と精肉を扱う屠畜業者、販売業者の間に壁があり、生

体の生産から精肉の販売までを一貫して管理する大規模な養

豚農家でない限り、この壁を乗り越えることは困難というのが

現状である。

　お客さまは、精肉から生体までの追跡可能性（トレーサビリ

ティ）の実現に向けて長年にわたって研究する中で、RFID

（Radio Frequency IDentification）とDNA情報を利用し

た犬の血統証明の実績があるD社と出会った。さらにD社は、

DNA情報の解析機関や、RFIDを利用した海外農場のシステ

ムへのハードウェア提供実績があるS社との協業関係を持って

2.1  システム概念図
　本システムは、データを管理するお客さま、生体を管理する

モデル農場、DNAを解析するDNA解析機関の３者の情報連

携によって成り立っている。（図1）

　ポイントは、RFIDを利用した IC耳標に埋め込まれたICタグ

No.である。お客さまはICタグNo.をキーとして、モデル農場に

配布されたハンディ端末から送信される生体の情報と、DNA

解析機関から送付されるDNA解析結果を収集し、関連付けて

データベースとして蓄積している。

　ちなみに、IC耳標は母豚とその子豚（肉豚）に取り付けられ

るが、DNA情報解析に必要な検体を採取するのは母豚だけで

ある。肉豚に取り付けられた IC耳標は肉豚の成績データの管

理・蓄積のために利用され、その結果は肉豚の母豚の成績情

報の一部となる。

2.2  各所での業務の流れ
(1)モデル農場にて肉豚の分娩前に IC耳標を母豚に取り付け

　 ておく。

　 ①母豚に取り付けるIC耳標のICタグNo.をハンディ端末で読

　　 み取り、母豚情報（個体番号、生年月日など）を入力する。

　 ②母豚に IC耳標を取り付け、同時にその検体（肉片）を採取

　　 する。（図２）検体は、IC耳標とセットになっていた専用の

　　 ケース（ ICタグNo.が記載されたラベルがついたもの）に

　　 入れて、DNA解析機関に発送する。

2.  豚肉トレーサビリティシステムの概要

3.1  システムアーキテクチャー
　本システムのうち、モデル農場で使用されるハンディ端末、お

客さまにて運用されている既存システムのアーキテクチャー

は、下図のとおりである。（図４）

3.2  ハンディ端末に関する技術と適用課題
(1) RFID

　　　商品などと情報を関連付ける場合、一般的には商品の値

　　札やバーコードのようなラベルによる識別子を取り付ける

　　ことで実現するが、生体の場合は困難が伴う。生体に取り

　　付けたラベルは成長や日常の活動の中で簡単に取れてし

　　まうし、豚舎という厳しい利用環境に耐えることができない

　　からである。RFIDを利用した ICタグの場合、文字列やバー

　　コードのように視覚や形状に依存しないため、環境変化や

　　物理的な変化に強く、厳しい利用環境であっても耐えるこ

　　とができる。[1]

　　　RFIDは、利用する周波数帯に応じて分類されており、そ

　　れぞれ特徴が異なる。（表1）

4.1  システム機能に関して
　運用試験以降、現地では大きなシステム障害は発生してい

ない。また、IC耳標の読み取りについても問題は起こっていな

い。

4.2  業務に与える影響
　農場での IC耳標取り付け作業については今まで農場で利用

していた通常の耳標（ ICタグを含まないもの）の取り付けと変

わりないため、業務的な負担は大きくない。検体の送付やハン

ディ端末への入力については作業量が若干増えることになっ

たが、業務やハンディ端末の操作の習熟によって改善されるこ

とを期待したい。

4.3  事業の実施状況
　DNA情報の解析はお客さまからD社に委託しており、DNA

情報の解析結果の扱い（フォーマットや受け取り方法など）や

親子照合の方法については、D社とDNA解析機関にて調整中

である。精肉のDNA情報の受け取り機能と、母豚と精肉の

DNA情報の解析結果から親子関係を照合する機能は、実証

試験期間３年目にあたる２０１０年度中に実装予定である。

4.  稼働後の状況

　 ③ハンディ端末に入力した母豚情報をお客さまデータベース

　　 に送信する。

　 ④後述するお客さまの処理によって生成された処理結果を

　　 受信し、正常に処理されたことを確認する。エラーとなっ

　　 たデータは受信したエラーメッセージに従って修正し、再

　　 度お客さまデータベースに送信する。

　 ⑤母豚情報は出産、肉豚の成長・出荷、母豚自身の淘汰（精

　　 肉として出荷すること）の際に更新し、都度③、④の処理

　　 を繰り返す。

(２)モデル農場にて血統が把握できる日齢（生後０～２１日程度）

　  の肉豚に IC耳標を取り付ける。

　 ①肉豚を生産した母豚のIC耳標をハンディ端末で読み取り、

　　 産歴情報（分娩日、分娩頭数など）を入力する。

　 ②肉豚に取り付けるIC耳標のICタグNo.をハンディ端末で読

　　 み取り、肉豚情報（個体番号、性別など）を入力する。

　 ③肉豚にIC耳標を取り付ける。（図３）同時に生まれたすべて

　　 の肉豚に対して、②～③を繰り返す。

　 ④ハンディ端末に入力した産歴情報と肉豚情報をお客さま

　　 データベースに送信する。

　 ⑤(1)④と同様の処理をする。

　 ⑥産歴情報と肉豚情報は肉豚の成長・出荷の際に更新し、都

　　 度④、⑤の処理を繰り返す。

(３)DNA解析機関にてDNA情報を解析する。

　 ①モデル農場から送られてきた検体のDNA情報を解析する。

　　 ただし、解析に使用する試薬が高価であるため、検体数が

　　 一定量に集まった時点でまとめて解析する。

　 ②解析結果をお客さまに送る。

(４)お客さまにて受信したデータをチェックし、受け入れる。

　 ①モデル農場から送信されたデータをチェックする。正常に

　　 処理されたものについては、お客さまの血統・成績情報と

　　して蓄積する。

　 ②DNA解析機関から送信された解析結果を受け入れて、お

　　 客さまデータベースに蓄積されている血統・成績情報と関

　　 連付ける。

　 ③DNA解析機関から精肉のDNA情報を受信した場合、お客

　　 さまデータベースの母豚情報（血統・成績・DNA情報）と

　　 精肉のDNA情報から親子関係を照合する。

　　

　　　過去、本システムに類似する事例は見受けられるが、短波

　　（１３.５６MHz）を利用している場合が多い。しかしながら、

　　周波数の波長は長くなるほど障害物に強くなり、水などの

　　液体の影響を受けにくくなるという特徴がある。[２] また、

　　IC耳標の向きによって受ける影響も少ない。そのため、動

　　き回る生体や厳しい動作環境においては、短波よりも長

　　波帯のRFIDの方が適していると言える。お客さまからも、

　　長波帯の方が使いやすいとの要望があった。

　　　そこで、S社製のハンディ端末にドイツのA社製のRFID

　　リーダーを取り付け、長波帯（今回は１３４.２KHz）のICタ

　　グを利用する方式を採用した。

(２) ハンディ端末

　　　ハンディ端末は、長波帯の ICタグを読み込めて、かつ独

　　自アプリケーションを組み込むことができる必要がある。

　　D社ではすでにS社製のハンディ端末で長波帯 ICタグの利

　　用実績があった。また、D社製ハンディ端末は、以下に記

　　載の特徴により、モデル農場での使用並びに独自アプリケー

　　ションの開発が可能と判断し、アプリケーション動作プラット

　　フォームとして採用した。

　　　● 固形物（粉塵など）や水に対する保護等級がIP６５相当

　　　● 高さ１.２mからコンクリート面への落下でも正常動作

　　　● タッチパネルでの操作が可能

　　　● 日本語表示が可能

　　　●Microsoft系の技術で開発が可能（Microsoft系の

　　　　技術を多用している既存システムのアーキテクチャー

　　　　との互換性を考慮）

　　　● SDカードを利用可能（ IP６５保護下）

(３) ネットワーク

　　　お客さまではフレームリレーを利用したVPN（Virtual 

　　Private Network）を導入していたので、ハンディ端末か

3.  システム機能概要 　　らこのVPNに接続することを前提に検討した。ハンディ端

　　末の標準装備はBluetoothのみであったため、ネットワー

　　クに接続する方法として「無線LAN＋固定回線（メタルま

　　たは光）」の導入か「携帯キャリアのデータ通信カード」の

　　使用が候補に挙げられた。

　　　ただ、農場は周辺環境への配慮のため山間部や谷間に

　　あることが多く、事務所と豚舎が離れていることも珍しく

　　ない。また、成長に合わせて豚舎を移動するので、固定回

　　線を敷設する方式は費用面でも現実的でない。よって、

　　「無線LAN＋固定回線」の導入は見送り、「携帯キャリア

　　のデータ通信カード」を使用することにした。

　　　NTTドコモ社のデータ通信カードP２４０３は、D社で実

　　装・動作が検証済みであり、国内最大手のベンダーという

　　実績を考慮して採用した。このデータ通信カードを利用し、

　　FOMAのパケット通信網を経由してのお客さまのVPNへ

　　のアクセスを実現した。FOMAによるアクセスは既存の

　　VPNではできなかったため、今回のシステム構築に合わせ

　　て、フレームリレーを利用したVPNからIP-VPNによる

　　VPNに切り替えた。

(４) 開発言語

　　　選定したハンディ端末とRF IDリーダーにはSDK

　　（Software Development Kit）が用意されており、

　　SDKなしでの開発は難しい。そのため、開発プラット

　　フォームはSDKが利用できるものでなければならず、かつ

　　SDKが対応している開発言語を使用する必要がある。

　　　よって開発言語は、ハンディ端末の販売代理店を務める

　　D社から提供されたSDKが対応していたMicrosoft 

　　embedded Visual C++ ４.０と、RFIDリーダー用の

　　SDKが対応していたC#（Microsoft Visual Studio.Net 

　　２００３を利用）の2種類を併用した。

(５)アプリケーション

　　　アプリケーションは、農家の方が通常業務の中でなるべ

　　く自然に使っていただくため、操作が煩雑にならないよう

　　に細心の注意を払った。画面数はメニュー画面、母豚情報

　　入力画面、肉豚情報入力画面、データ一覧・送信画面の計

　　4画面とし、お客さまの要望を受けてフォントはできるだ

　　け大きく表示するよう工夫した。

　　　また、豚がその成長に合わせて別の豚舎・農場に移動す

　　る場合に対応し、複数の豚舎を所有する農場には豚舎ごと

　　にハンディ端末を配布し、各豚舎で入力したデータを共有

　　できるよう、お客さまサーバーを経由したハンディ端末間

　　のデータ同期機能も実装した。運用上は1台のハンディ端

　　末を豚舎間で共有できることが好ましいが、衛生管理の

　　面から異なる豚舎間での物品の共有は避ける必要がある

　　ため、このような対応を取った。

(６) データベース

　　　ハンディ端末上でデータを保管するデータベースとし

　　て、Microsoft社のSQL Server ２００５ Compact Edition

　　を採用した。これは、ハンディ端末のOSが同じMicrosoft

　　社製品であるWindows CE ５.０だということもあるが、

　　データを集約するお客さまのデータベースを中央サーバー

　　と見立てたレプリケーションの仕組みを利用するためでも

　　ある。

　　　レプリケーションは、中央サーバーにあるデータベース

　　のデータまたはオブジェクトをコピーして、別のデータ

　　ベースに配布する仕組みである。本システムにおいては、

　　お客さまのデータベースを中央サーバー、ハンディ端末を

　　リモートサーバーとしてレプリケーションを設定し、中央

　　サーバーとリモートサーバーで一貫性のあるデータ同期を

　　実現している。これにより、ハンディ端末の性能上の欠点

　　（少ない記憶容量、非常時接続回線など）を補完すると同

　　時に、一貫性の確保のためのデータチェックの実装により

　　プログラムが複雑になることを防ぐことができる。[３]

　　　中央サーバーのデータベースとWebサーバーには、お客

　　さまの既存リソースであるSQL Server ２０００ Standard 

　　Editionと I IS（Internet Information Service）を利用し

　　た。なお、バッテリー切れによってユーザーデータが揮発

　　するWindows CEの仕様を考慮し、データベースファイル

　　はすべてSDカード上に展開している。SDカードは IP６５

　　保護下の本体内部に格納されるため、万が一本体に故障

　　が発生してもリストアが容易であり、可用性・耐障害性の

　　向上に寄与している。

3.3  既存システムに関する技術
　お客さま側システムにおいては、ハンディ端末から受信した

データのチェック機能やDNA情報との連結機能を実装するた

めに、既存の基幹システムを改修した。

　今回導入したシステムをベースにし、他のさまざまな仕組み

を組み合わせることで、さらなる付加価値を生み出すことが可

能となる。

　まず、豚の管理単位を個体だけでなく豚舎や農場などのよ

り大きいレベルに拡大すれば、豚舎ごとの生存率を把握し、飼

育環境の改善などに結びつけることが可能となる。

　また、ハンディ端末で生産履歴に関する情報（給餌・投薬状

況など）を入力できるようにすれば、精肉からこれらの情報を

追うことができるようになる。よって、精肉で問題が発生した

場合に原因を探る道筋になる。さらに、店頭で消費者に食味

の感想をフィードバックしてもらうことで、養豚農家はおいし

いと評価される精肉の生産過程を知ることができる。従来、

出荷した後の市場評価を知りえなかった農家としては、よりよ

い豚肉の生産へ役立つだけでなく、消費者の声を直接聞ける

ことによってモチベーションの向上にも役立つであろう。
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いた。

　当社は、長年にわたってお客さまの基幹システムの開発と運

用保守を担当してきた。お客さまがD社と協業の上でS社製の

モバイル製品（ハンディ端末）による豚肉のトレーサビリティシ

ステムの開発を事業化した際、当社はその実績を買われ、D社

とともに受注するに至った。当社はシステムの設計と構築を、

D社はRFIDを利用した IC耳標（耳標に ICタグを内蔵した硬質

樹脂をシリコンで挟んだもの）等農場で利用する器材の提供

とDNAの解析を担当した。

　ただし、本事業は試行段階の技術を多く採用しており、農場

へのハンディ端末の導入についても初めての試みであることか

ら、実施期間は３年間、事業に参加する農場（以下、モデル農

場）は数箇所に限定する「実証試験」として実施している。ま

た、RFIDによる豚の個体管理については一部の大規模な農場

での導入例はあるが、親子間のDNA情報の照合によるトレー

サビリティの実現については前例がない。

　以下、当社が本事業向けに開発したシステムである豚肉ト

レーサビリティシステム（以下、本システム）の概要と稼働後の

状況、今後の展望について述べる。

モデル農場 お客さま

DNA
解析機関

母豚のICタグNo.と個体・産歴情報、
検体送付状況、肉豚のICタグNo.と
個体情報

データの登録結果

IC耳標の取付、
母豚検体の送付

IC耳標の読取、各種
情報の入力・送信

母豚のICタグNo.と検体

各種情報の受信・
登録、データ登録
結果の返却、データ
の蓄積

母豚DNA情報の解析

母豚のICタグ
No.とDNA
解析結果

周波数帯

伝送方式

通信
（理論値）

距離

領域

タグの姿勢

情報の透過性（金属以外）

タグの水、油の付着、汚れ

主な適用先

～135KHz
長波

13.56MHz
短波

900MHz帯
UHF

2.45MHz
マイクロ波

電磁結合/電磁誘導方式 電波方式

～1m

◎広い

○影響小

◎

◎影響なし

機械組立ライン
動物ID

～0.7m

○広い

△影響あり

◎

○影響なし

物流
Suica

～5m

△狭い

△影響あり

△

○影響なし

～3m

△狭い

△影響あり

△

△影響する

物流
自動車組立物流

◎：優または大、○：良いまたは中、△：配慮・対策が必要または小

表1  周波数帯別の電子タグの特徴（参考文献1）

　ただし、IC耳標を用いたトレーサビリティによるIT化には、

危惧すべき点もある。養豚経営者の平均年齢は５７.５歳[４]と

高く、ITに関するリテラシーが高いとは限らないのが実情であ

る。彼らにとっては、このような動きそのものが負担になり得

る。また、養豚農家の９７.２%[４]が1農場のみの小規模農家で

あり、導入や運用にかかわるコスト負担は軽視できない。今回

の実証試験は、農場のIT化を推進する上での重要な判断材料

であるため、今後はこれらの可能性と課題を併せて解決するた

めの検討が必要になる。

　農場と消費者、そしてお客さまの間をつなぐ基盤をITによっ

て整備すること、それはすなわち３者を結ぶ「スマーター・ソー

シャル・ストラクチャー」創出のための基盤を整備することで

ある。今回導入したシステムが持つ可能性のさらなる発展と課

題の解決のため、まずは機能・コスト両面でより優れたハン

ディ端末を導入する、ハンディ端末に導入するアプリケーショ

ンをより操作性・汎用性の高いものに刷新するなどの改善策

を提案しつつ、お客さまとともに実証試験後のより本格的なト

レーサビリティの実現に取り組んでいきたい。

図１  豚肉トレーサビリティーシステムの概念図 

図２  IC耳標をつけた豚（耳についた円形のものがIC耳標） 

図３  IC耳標を肉豚に取り付けるところ 
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図４  豚肉トレーサビリティーシステムのアーキテクチャー 

スマーター・ソーシャル・ストラクチャーへの取り組み
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豚肉トレーサビリティの仕組みづくり
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1.  はじめに

特集2

概要
　牛肉トレーサビリティ法の制定により安全性が国によって担保されるかたちになった国産牛肉とは異なり、

国産豚肉においては旧来の商習慣から、生体を扱う養豚農家から精肉を扱う屠畜（とちく）業者、販売業者までの

一貫した管理が困難な状況となっている。

　農林水産省の外郭団体であり、当社のお客さまである社団法人日本養豚協会様（以下、お客さま）では生体の

生産から精肉の販売までの一貫した管理を目指し、RFIDとDNA情報を利用した仕組みを考案した。

　本稿では、豚肉トレーサビリティシステムの開発事例として、システム機能概要と今後の展望について紹介する。
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１.1  システム開発に至る経緯と背景
　BSE（Bovine Spongiform Encephalopathy：牛海綿状

脳症）によって日本の食の安全が脅かされ、その対策として牛

肉トレーサビリティ法が制定されたことは記憶に新しい。この

法律により、業界を横断する取り組みがなされ、国産牛肉に関

する安全性が国によって担保されるかたちになった。

　一方、国産豚肉においては、旧来の商習慣から生体を扱う養

豚農家と精肉を扱う屠畜業者、販売業者の間に壁があり、生

体の生産から精肉の販売までを一貫して管理する大規模な養

豚農家でない限り、この壁を乗り越えることは困難というのが

現状である。

　お客さまは、精肉から生体までの追跡可能性（トレーサビリ

ティ）の実現に向けて長年にわたって研究する中で、RFID

（Radio Frequency IDentification）とDNA情報を利用し

た犬の血統証明の実績があるD社と出会った。さらにD社は、

DNA情報の解析機関や、RFIDを利用した海外農場のシステ

ムへのハードウェア提供実績があるS社との協業関係を持って

2.1  システム概念図
　本システムは、データを管理するお客さま、生体を管理する

モデル農場、DNAを解析するDNA解析機関の３者の情報連

携によって成り立っている。（図1）

　ポイントは、RFIDを利用した IC耳標に埋め込まれたICタグ

No.である。お客さまはICタグNo.をキーとして、モデル農場に

配布されたハンディ端末から送信される生体の情報と、DNA

解析機関から送付されるDNA解析結果を収集し、関連付けて

データベースとして蓄積している。

　ちなみに、IC耳標は母豚とその子豚（肉豚）に取り付けられ

るが、DNA情報解析に必要な検体を採取するのは母豚だけで

ある。肉豚に取り付けられた IC耳標は肉豚の成績データの管

理・蓄積のために利用され、その結果は肉豚の母豚の成績情

報の一部となる。

2.2  各所での業務の流れ
(1)モデル農場にて肉豚の分娩前に IC耳標を母豚に取り付け

　 ておく。

　 ①母豚に取り付けるIC耳標のICタグNo.をハンディ端末で読

　　 み取り、母豚情報（個体番号、生年月日など）を入力する。

　 ②母豚に IC耳標を取り付け、同時にその検体（肉片）を採取

　　 する。（図２）検体は、IC耳標とセットになっていた専用の

　　 ケース（ ICタグNo.が記載されたラベルがついたもの）に

　　 入れて、DNA解析機関に発送する。

2.  豚肉トレーサビリティシステムの概要

3.1  システムアーキテクチャー
　本システムのうち、モデル農場で使用されるハンディ端末、お

客さまにて運用されている既存システムのアーキテクチャー

は、下図のとおりである。（図４）

3.2  ハンディ端末に関する技術と適用課題
(1) RFID

　　　商品などと情報を関連付ける場合、一般的には商品の値

　　札やバーコードのようなラベルによる識別子を取り付ける

　　ことで実現するが、生体の場合は困難が伴う。生体に取り

　　付けたラベルは成長や日常の活動の中で簡単に取れてし

　　まうし、豚舎という厳しい利用環境に耐えることができない

　　からである。RFIDを利用した ICタグの場合、文字列やバー

　　コードのように視覚や形状に依存しないため、環境変化や

　　物理的な変化に強く、厳しい利用環境であっても耐えるこ

　　とができる。[1]

　　　RFIDは、利用する周波数帯に応じて分類されており、そ

　　れぞれ特徴が異なる。（表1）

4.1  システム機能に関して
　運用試験以降、現地では大きなシステム障害は発生してい

ない。また、IC耳標の読み取りについても問題は起こっていな

い。

4.2  業務に与える影響
　農場での IC耳標取り付け作業については今まで農場で利用

していた通常の耳標（ ICタグを含まないもの）の取り付けと変

わりないため、業務的な負担は大きくない。検体の送付やハン

ディ端末への入力については作業量が若干増えることになっ

たが、業務やハンディ端末の操作の習熟によって改善されるこ

とを期待したい。

4.3  事業の実施状況
　DNA情報の解析はお客さまからD社に委託しており、DNA

情報の解析結果の扱い（フォーマットや受け取り方法など）や

親子照合の方法については、D社とDNA解析機関にて調整中

である。精肉のDNA情報の受け取り機能と、母豚と精肉の

DNA情報の解析結果から親子関係を照合する機能は、実証

試験期間３年目にあたる２０１０年度中に実装予定である。

4.  稼働後の状況

　 ③ハンディ端末に入力した母豚情報をお客さまデータベース

　　 に送信する。

　 ④後述するお客さまの処理によって生成された処理結果を

　　 受信し、正常に処理されたことを確認する。エラーとなっ

　　 たデータは受信したエラーメッセージに従って修正し、再

　　 度お客さまデータベースに送信する。

　 ⑤母豚情報は出産、肉豚の成長・出荷、母豚自身の淘汰（精

　　 肉として出荷すること）の際に更新し、都度③、④の処理

　　 を繰り返す。

(２)モデル農場にて血統が把握できる日齢（生後０～２１日程度）

　  の肉豚に IC耳標を取り付ける。

　 ①肉豚を生産した母豚のIC耳標をハンディ端末で読み取り、

　　 産歴情報（分娩日、分娩頭数など）を入力する。

　 ②肉豚に取り付けるIC耳標のICタグNo.をハンディ端末で読

　　 み取り、肉豚情報（個体番号、性別など）を入力する。

　 ③肉豚にIC耳標を取り付ける。（図３）同時に生まれたすべて

　　 の肉豚に対して、②～③を繰り返す。

　 ④ハンディ端末に入力した産歴情報と肉豚情報をお客さま

　　 データベースに送信する。

　 ⑤(1)④と同様の処理をする。

　 ⑥産歴情報と肉豚情報は肉豚の成長・出荷の際に更新し、都

　　 度④、⑤の処理を繰り返す。

(３)DNA解析機関にてDNA情報を解析する。

　 ①モデル農場から送られてきた検体のDNA情報を解析する。

　　 ただし、解析に使用する試薬が高価であるため、検体数が

　　 一定量に集まった時点でまとめて解析する。

　 ②解析結果をお客さまに送る。

(４)お客さまにて受信したデータをチェックし、受け入れる。

　 ①モデル農場から送信されたデータをチェックする。正常に

　　 処理されたものについては、お客さまの血統・成績情報と

　　して蓄積する。

　 ②DNA解析機関から送信された解析結果を受け入れて、お

　　 客さまデータベースに蓄積されている血統・成績情報と関

　　 連付ける。

　 ③DNA解析機関から精肉のDNA情報を受信した場合、お客

　　 さまデータベースの母豚情報（血統・成績・DNA情報）と

　　 精肉のDNA情報から親子関係を照合する。

　　

　　　過去、本システムに類似する事例は見受けられるが、短波

　　（１３.５６MHz）を利用している場合が多い。しかしながら、

　　周波数の波長は長くなるほど障害物に強くなり、水などの

　　液体の影響を受けにくくなるという特徴がある。[２] また、

　　IC耳標の向きによって受ける影響も少ない。そのため、動

　　き回る生体や厳しい動作環境においては、短波よりも長

　　波帯のRFIDの方が適していると言える。お客さまからも、

　　長波帯の方が使いやすいとの要望があった。

　　　そこで、S社製のハンディ端末にドイツのA社製のRFID

　　リーダーを取り付け、長波帯（今回は１３４.２KHz）のICタ

　　グを利用する方式を採用した。

(２) ハンディ端末

　　　ハンディ端末は、長波帯の ICタグを読み込めて、かつ独

　　自アプリケーションを組み込むことができる必要がある。

　　D社ではすでにS社製のハンディ端末で長波帯 ICタグの利

　　用実績があった。また、D社製ハンディ端末は、以下に記

　　載の特徴により、モデル農場での使用並びに独自アプリケー

　　ションの開発が可能と判断し、アプリケーション動作プラット

　　フォームとして採用した。

　　　● 固形物（粉塵など）や水に対する保護等級がIP６５相当

　　　● 高さ１.２mからコンクリート面への落下でも正常動作

　　　● タッチパネルでの操作が可能

　　　● 日本語表示が可能

　　　●Microsoft系の技術で開発が可能（Microsoft系の

　　　　技術を多用している既存システムのアーキテクチャー

　　　　との互換性を考慮）

　　　● SDカードを利用可能（ IP６５保護下）

(３) ネットワーク

　　　お客さまではフレームリレーを利用したVPN（Virtual 

　　Private Network）を導入していたので、ハンディ端末か

3.  システム機能概要 　　らこのVPNに接続することを前提に検討した。ハンディ端

　　末の標準装備はBluetoothのみであったため、ネットワー

　　クに接続する方法として「無線LAN＋固定回線（メタルま

　　たは光）」の導入か「携帯キャリアのデータ通信カード」の

　　使用が候補に挙げられた。

　　　ただ、農場は周辺環境への配慮のため山間部や谷間に

　　あることが多く、事務所と豚舎が離れていることも珍しく

　　ない。また、成長に合わせて豚舎を移動するので、固定回

　　線を敷設する方式は費用面でも現実的でない。よって、

　　「無線LAN＋固定回線」の導入は見送り、「携帯キャリア

　　のデータ通信カード」を使用することにした。

　　　NTTドコモ社のデータ通信カードP２４０３は、D社で実

　　装・動作が検証済みであり、国内最大手のベンダーという

　　実績を考慮して採用した。このデータ通信カードを利用し、

　　FOMAのパケット通信網を経由してのお客さまのVPNへ

　　のアクセスを実現した。FOMAによるアクセスは既存の

　　VPNではできなかったため、今回のシステム構築に合わせ

　　て、フレームリレーを利用したVPNからIP-VPNによる

　　VPNに切り替えた。

(４) 開発言語

　　　選定したハンディ端末とRF IDリーダーにはSDK

　　（Software Development Kit）が用意されており、

　　SDKなしでの開発は難しい。そのため、開発プラット

　　フォームはSDKが利用できるものでなければならず、かつ

　　SDKが対応している開発言語を使用する必要がある。

　　　よって開発言語は、ハンディ端末の販売代理店を務める

　　D社から提供されたSDKが対応していたMicrosoft 

　　embedded Visual C++ ４.０と、RFIDリーダー用の

　　SDKが対応していたC#（Microsoft Visual Studio.Net 

　　２００３を利用）の2種類を併用した。

(５)アプリケーション

　　　アプリケーションは、農家の方が通常業務の中でなるべ

　　く自然に使っていただくため、操作が煩雑にならないよう

　　に細心の注意を払った。画面数はメニュー画面、母豚情報

　　入力画面、肉豚情報入力画面、データ一覧・送信画面の計

　　4画面とし、お客さまの要望を受けてフォントはできるだ

　　け大きく表示するよう工夫した。

　　　また、豚がその成長に合わせて別の豚舎・農場に移動す

　　る場合に対応し、複数の豚舎を所有する農場には豚舎ごと

　　にハンディ端末を配布し、各豚舎で入力したデータを共有

　　できるよう、お客さまサーバーを経由したハンディ端末間

　　のデータ同期機能も実装した。運用上は1台のハンディ端

　　末を豚舎間で共有できることが好ましいが、衛生管理の

　　面から異なる豚舎間での物品の共有は避ける必要がある

　　ため、このような対応を取った。

(６) データベース

　　　ハンディ端末上でデータを保管するデータベースとし

　　て、Microsoft社のSQL Server ２００５ Compact Edition

　　を採用した。これは、ハンディ端末のOSが同じMicrosoft

　　社製品であるWindows CE ５.０だということもあるが、

　　データを集約するお客さまのデータベースを中央サーバー

　　と見立てたレプリケーションの仕組みを利用するためでも

　　ある。

　　　レプリケーションは、中央サーバーにあるデータベース

　　のデータまたはオブジェクトをコピーして、別のデータ

　　ベースに配布する仕組みである。本システムにおいては、

　　お客さまのデータベースを中央サーバー、ハンディ端末を

　　リモートサーバーとしてレプリケーションを設定し、中央

　　サーバーとリモートサーバーで一貫性のあるデータ同期を

　　実現している。これにより、ハンディ端末の性能上の欠点

　　（少ない記憶容量、非常時接続回線など）を補完すると同

　　時に、一貫性の確保のためのデータチェックの実装により

　　プログラムが複雑になることを防ぐことができる。[３]

　　　中央サーバーのデータベースとWebサーバーには、お客

　　さまの既存リソースであるSQL Server ２０００ Standard 

　　Editionと I IS（Internet Information Service）を利用し

　　た。なお、バッテリー切れによってユーザーデータが揮発

　　するWindows CEの仕様を考慮し、データベースファイル

　　はすべてSDカード上に展開している。SDカードは IP６５

　　保護下の本体内部に格納されるため、万が一本体に故障

　　が発生してもリストアが容易であり、可用性・耐障害性の

　　向上に寄与している。

3.3  既存システムに関する技術
　お客さま側システムにおいては、ハンディ端末から受信した

データのチェック機能やDNA情報との連結機能を実装するた

めに、既存の基幹システムを改修した。

　今回導入したシステムをベースにし、他のさまざまな仕組み

を組み合わせることで、さらなる付加価値を生み出すことが可

能となる。

　まず、豚の管理単位を個体だけでなく豚舎や農場などのよ

り大きいレベルに拡大すれば、豚舎ごとの生存率を把握し、飼

育環境の改善などに結びつけることが可能となる。

　また、ハンディ端末で生産履歴に関する情報（給餌・投薬状

況など）を入力できるようにすれば、精肉からこれらの情報を

追うことができるようになる。よって、精肉で問題が発生した

場合に原因を探る道筋になる。さらに、店頭で消費者に食味

の感想をフィードバックしてもらうことで、養豚農家はおいし

いと評価される精肉の生産過程を知ることができる。従来、

出荷した後の市場評価を知りえなかった農家としては、よりよ

い豚肉の生産へ役立つだけでなく、消費者の声を直接聞ける

ことによってモチベーションの向上にも役立つであろう。
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いた。

　当社は、長年にわたってお客さまの基幹システムの開発と運

用保守を担当してきた。お客さまがD社と協業の上でS社製の

モバイル製品（ハンディ端末）による豚肉のトレーサビリティシ

ステムの開発を事業化した際、当社はその実績を買われ、D社

とともに受注するに至った。当社はシステムの設計と構築を、

D社はRFIDを利用した IC耳標（耳標に ICタグを内蔵した硬質

樹脂をシリコンで挟んだもの）等農場で利用する器材の提供

とDNAの解析を担当した。

　ただし、本事業は試行段階の技術を多く採用しており、農場

へのハンディ端末の導入についても初めての試みであることか

ら、実施期間は３年間、事業に参加する農場（以下、モデル農

場）は数箇所に限定する「実証試験」として実施している。ま

た、RFIDによる豚の個体管理については一部の大規模な農場

での導入例はあるが、親子間のDNA情報の照合によるトレー

サビリティの実現については前例がない。

　以下、当社が本事業向けに開発したシステムである豚肉ト

レーサビリティシステム（以下、本システム）の概要と稼働後の

状況、今後の展望について述べる。

モデル農場 お客さま

DNA
解析機関

母豚のICタグNo.と個体・産歴情報、
検体送付状況、肉豚のICタグNo.と
個体情報

データの登録結果

IC耳標の取付、
母豚検体の送付

IC耳標の読取、各種
情報の入力・送信

母豚のICタグNo.と検体

各種情報の受信・
登録、データ登録
結果の返却、データ
の蓄積

母豚DNA情報の解析

母豚のICタグ
No.とDNA
解析結果

周波数帯

伝送方式

通信
（理論値）

距離

領域

タグの姿勢

情報の透過性（金属以外）

タグの水、油の付着、汚れ

主な適用先

～135KHz
長波

13.56MHz
短波

900MHz帯
UHF

2.45MHz
マイクロ波

電磁結合/電磁誘導方式 電波方式

～1m

◎広い

○影響小

◎

◎影響なし

機械組立ライン
動物ID

～0.7m

○広い

△影響あり

◎

○影響なし

物流
Suica

～5m

△狭い

△影響あり

△

○影響なし

～3m

△狭い

△影響あり

△

△影響する

物流
自動車組立物流

◎：優または大、○：良いまたは中、△：配慮・対策が必要または小

表1  周波数帯別の電子タグの特徴（参考文献1）

　ただし、IC耳標を用いたトレーサビリティによるIT化には、

危惧すべき点もある。養豚経営者の平均年齢は５７.５歳[４]と

高く、ITに関するリテラシーが高いとは限らないのが実情であ

る。彼らにとっては、このような動きそのものが負担になり得

る。また、養豚農家の９７.２%[４]が1農場のみの小規模農家で

あり、導入や運用にかかわるコスト負担は軽視できない。今回

の実証試験は、農場のIT化を推進する上での重要な判断材料

であるため、今後はこれらの可能性と課題を併せて解決するた

めの検討が必要になる。

　農場と消費者、そしてお客さまの間をつなぐ基盤をITによっ

て整備すること、それはすなわち３者を結ぶ「スマーター・ソー

シャル・ストラクチャー」創出のための基盤を整備することで

ある。今回導入したシステムが持つ可能性のさらなる発展と課

題の解決のため、まずは機能・コスト両面でより優れたハン

ディ端末を導入する、ハンディ端末に導入するアプリケーショ

ンをより操作性・汎用性の高いものに刷新するなどの改善策

を提案しつつ、お客さまとともに実証試験後のより本格的なト

レーサビリティの実現に取り組んでいきたい。

図１  豚肉トレーサビリティーシステムの概念図 

図２  IC耳標をつけた豚（耳についた円形のものがIC耳標） 

図３  IC耳標を肉豚に取り付けるところ 
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図４  豚肉トレーサビリティーシステムのアーキテクチャー 

スマーター・ソーシャル・ストラクチャーへの取り組み
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1.  はじめに

特集2

概要
　牛肉トレーサビリティ法の制定により安全性が国によって担保されるかたちになった国産牛肉とは異なり、

国産豚肉においては旧来の商習慣から、生体を扱う養豚農家から精肉を扱う屠畜（とちく）業者、販売業者までの

一貫した管理が困難な状況となっている。

　農林水産省の外郭団体であり、当社のお客さまである社団法人日本養豚協会様（以下、お客さま）では生体の

生産から精肉の販売までの一貫した管理を目指し、RFIDとDNA情報を利用した仕組みを考案した。

　本稿では、豚肉トレーサビリティシステムの開発事例として、システム機能概要と今後の展望について紹介する。
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１.1  システム開発に至る経緯と背景
　BSE（Bovine Spongiform Encephalopathy：牛海綿状

脳症）によって日本の食の安全が脅かされ、その対策として牛

肉トレーサビリティ法が制定されたことは記憶に新しい。この

法律により、業界を横断する取り組みがなされ、国産牛肉に関

する安全性が国によって担保されるかたちになった。

　一方、国産豚肉においては、旧来の商習慣から生体を扱う養

豚農家と精肉を扱う屠畜業者、販売業者の間に壁があり、生

体の生産から精肉の販売までを一貫して管理する大規模な養

豚農家でない限り、この壁を乗り越えることは困難というのが

現状である。

　お客さまは、精肉から生体までの追跡可能性（トレーサビリ

ティ）の実現に向けて長年にわたって研究する中で、RFID

（Radio Frequency IDentification）とDNA情報を利用し

た犬の血統証明の実績があるD社と出会った。さらにD社は、

DNA情報の解析機関や、RFIDを利用した海外農場のシステ

ムへのハードウェア提供実績があるS社との協業関係を持って

2.1  システム概念図
　本システムは、データを管理するお客さま、生体を管理する

モデル農場、DNAを解析するDNA解析機関の３者の情報連

携によって成り立っている。（図1）

　ポイントは、RFIDを利用した IC耳標に埋め込まれたICタグ

No.である。お客さまはICタグNo.をキーとして、モデル農場に

配布されたハンディ端末から送信される生体の情報と、DNA

解析機関から送付されるDNA解析結果を収集し、関連付けて

データベースとして蓄積している。

　ちなみに、IC耳標は母豚とその子豚（肉豚）に取り付けられ

るが、DNA情報解析に必要な検体を採取するのは母豚だけで

ある。肉豚に取り付けられた IC耳標は肉豚の成績データの管

理・蓄積のために利用され、その結果は肉豚の母豚の成績情

報の一部となる。

2.2  各所での業務の流れ
(1)モデル農場にて肉豚の分娩前に IC耳標を母豚に取り付け

　 ておく。

　 ①母豚に取り付けるIC耳標のICタグNo.をハンディ端末で読

　　 み取り、母豚情報（個体番号、生年月日など）を入力する。

　 ②母豚に IC耳標を取り付け、同時にその検体（肉片）を採取

　　 する。（図２）検体は、IC耳標とセットになっていた専用の

　　 ケース（ ICタグNo.が記載されたラベルがついたもの）に

　　 入れて、DNA解析機関に発送する。

2.  豚肉トレーサビリティシステムの概要

3.1  システムアーキテクチャー
　本システムのうち、モデル農場で使用されるハンディ端末、お

客さまにて運用されている既存システムのアーキテクチャー

は、下図のとおりである。（図４）

3.2  ハンディ端末に関する技術と適用課題
(1) RFID

　　　商品などと情報を関連付ける場合、一般的には商品の値

　　札やバーコードのようなラベルによる識別子を取り付ける

　　ことで実現するが、生体の場合は困難が伴う。生体に取り

　　付けたラベルは成長や日常の活動の中で簡単に取れてし

　　まうし、豚舎という厳しい利用環境に耐えることができない

　　からである。RFIDを利用した ICタグの場合、文字列やバー

　　コードのように視覚や形状に依存しないため、環境変化や

　　物理的な変化に強く、厳しい利用環境であっても耐えるこ

　　とができる。[1]

　　　RFIDは、利用する周波数帯に応じて分類されており、そ

　　れぞれ特徴が異なる。（表1）

4.1  システム機能に関して
　運用試験以降、現地では大きなシステム障害は発生してい

ない。また、IC耳標の読み取りについても問題は起こっていな

い。

4.2  業務に与える影響
　農場での IC耳標取り付け作業については今まで農場で利用

していた通常の耳標（ ICタグを含まないもの）の取り付けと変

わりないため、業務的な負担は大きくない。検体の送付やハン

ディ端末への入力については作業量が若干増えることになっ

たが、業務やハンディ端末の操作の習熟によって改善されるこ

とを期待したい。

4.3  事業の実施状況
　DNA情報の解析はお客さまからD社に委託しており、DNA

情報の解析結果の扱い（フォーマットや受け取り方法など）や

親子照合の方法については、D社とDNA解析機関にて調整中

である。精肉のDNA情報の受け取り機能と、母豚と精肉の

DNA情報の解析結果から親子関係を照合する機能は、実証

試験期間３年目にあたる２０１０年度中に実装予定である。

4.  稼働後の状況

　 ③ハンディ端末に入力した母豚情報をお客さまデータベース

　　 に送信する。

　 ④後述するお客さまの処理によって生成された処理結果を

　　 受信し、正常に処理されたことを確認する。エラーとなっ

　　 たデータは受信したエラーメッセージに従って修正し、再

　　 度お客さまデータベースに送信する。

　 ⑤母豚情報は出産、肉豚の成長・出荷、母豚自身の淘汰（精

　　 肉として出荷すること）の際に更新し、都度③、④の処理

　　 を繰り返す。

(２)モデル農場にて血統が把握できる日齢（生後０～２１日程度）

　  の肉豚に IC耳標を取り付ける。

　 ①肉豚を生産した母豚のIC耳標をハンディ端末で読み取り、

　　 産歴情報（分娩日、分娩頭数など）を入力する。

　 ②肉豚に取り付けるIC耳標のICタグNo.をハンディ端末で読

　　 み取り、肉豚情報（個体番号、性別など）を入力する。

　 ③肉豚にIC耳標を取り付ける。（図３）同時に生まれたすべて

　　 の肉豚に対して、②～③を繰り返す。

　 ④ハンディ端末に入力した産歴情報と肉豚情報をお客さま

　　 データベースに送信する。

　 ⑤(1)④と同様の処理をする。

　 ⑥産歴情報と肉豚情報は肉豚の成長・出荷の際に更新し、都

　　 度④、⑤の処理を繰り返す。

(３)DNA解析機関にてDNA情報を解析する。

　 ①モデル農場から送られてきた検体のDNA情報を解析する。

　　 ただし、解析に使用する試薬が高価であるため、検体数が

　　 一定量に集まった時点でまとめて解析する。

　 ②解析結果をお客さまに送る。

(４)お客さまにて受信したデータをチェックし、受け入れる。

　 ①モデル農場から送信されたデータをチェックする。正常に

　　 処理されたものについては、お客さまの血統・成績情報と

　　して蓄積する。

　 ②DNA解析機関から送信された解析結果を受け入れて、お

　　 客さまデータベースに蓄積されている血統・成績情報と関

　　 連付ける。

　 ③DNA解析機関から精肉のDNA情報を受信した場合、お客

　　 さまデータベースの母豚情報（血統・成績・DNA情報）と

　　 精肉のDNA情報から親子関係を照合する。

　　

　　　過去、本システムに類似する事例は見受けられるが、短波

　　（１３.５６MHz）を利用している場合が多い。しかしながら、

　　周波数の波長は長くなるほど障害物に強くなり、水などの

　　液体の影響を受けにくくなるという特徴がある。[２] また、

　　IC耳標の向きによって受ける影響も少ない。そのため、動

　　き回る生体や厳しい動作環境においては、短波よりも長

　　波帯のRFIDの方が適していると言える。お客さまからも、

　　長波帯の方が使いやすいとの要望があった。

　　　そこで、S社製のハンディ端末にドイツのA社製のRFID

　　リーダーを取り付け、長波帯（今回は１３４.２KHz）のICタ

　　グを利用する方式を採用した。

(２) ハンディ端末

　　　ハンディ端末は、長波帯の ICタグを読み込めて、かつ独

　　自アプリケーションを組み込むことができる必要がある。

　　D社ではすでにS社製のハンディ端末で長波帯 ICタグの利

　　用実績があった。また、D社製ハンディ端末は、以下に記

　　載の特徴により、モデル農場での使用並びに独自アプリケー

　　ションの開発が可能と判断し、アプリケーション動作プラット

　　フォームとして採用した。

　　　● 固形物（粉塵など）や水に対する保護等級がIP６５相当

　　　● 高さ１.２mからコンクリート面への落下でも正常動作

　　　● タッチパネルでの操作が可能

　　　● 日本語表示が可能

　　　●Microsoft系の技術で開発が可能（Microsoft系の

　　　　技術を多用している既存システムのアーキテクチャー

　　　　との互換性を考慮）

　　　● SDカードを利用可能（ IP６５保護下）

(３) ネットワーク

　　　お客さまではフレームリレーを利用したVPN（Virtual 

　　Private Network）を導入していたので、ハンディ端末か

3.  システム機能概要 　　らこのVPNに接続することを前提に検討した。ハンディ端

　　末の標準装備はBluetoothのみであったため、ネットワー

　　クに接続する方法として「無線LAN＋固定回線（メタルま

　　たは光）」の導入か「携帯キャリアのデータ通信カード」の

　　使用が候補に挙げられた。

　　　ただ、農場は周辺環境への配慮のため山間部や谷間に

　　あることが多く、事務所と豚舎が離れていることも珍しく

　　ない。また、成長に合わせて豚舎を移動するので、固定回

　　線を敷設する方式は費用面でも現実的でない。よって、

　　「無線LAN＋固定回線」の導入は見送り、「携帯キャリア

　　のデータ通信カード」を使用することにした。

　　　NTTドコモ社のデータ通信カードP２４０３は、D社で実

　　装・動作が検証済みであり、国内最大手のベンダーという

　　実績を考慮して採用した。このデータ通信カードを利用し、

　　FOMAのパケット通信網を経由してのお客さまのVPNへ

　　のアクセスを実現した。FOMAによるアクセスは既存の

　　VPNではできなかったため、今回のシステム構築に合わせ

　　て、フレームリレーを利用したVPNからIP-VPNによる

　　VPNに切り替えた。

(４) 開発言語

　　　選定したハンディ端末とRF IDリーダーにはSDK

　　（Software Development Kit）が用意されており、

　　SDKなしでの開発は難しい。そのため、開発プラット

　　フォームはSDKが利用できるものでなければならず、かつ

　　SDKが対応している開発言語を使用する必要がある。

　　　よって開発言語は、ハンディ端末の販売代理店を務める

　　D社から提供されたSDKが対応していたMicrosoft 

　　embedded Visual C++ ４.０と、RFIDリーダー用の

　　SDKが対応していたC#（Microsoft Visual Studio.Net 

　　２００３を利用）の2種類を併用した。

(５)アプリケーション

　　　アプリケーションは、農家の方が通常業務の中でなるべ

　　く自然に使っていただくため、操作が煩雑にならないよう

　　に細心の注意を払った。画面数はメニュー画面、母豚情報

　　入力画面、肉豚情報入力画面、データ一覧・送信画面の計

　　4画面とし、お客さまの要望を受けてフォントはできるだ

　　け大きく表示するよう工夫した。

　　　また、豚がその成長に合わせて別の豚舎・農場に移動す

　　る場合に対応し、複数の豚舎を所有する農場には豚舎ごと

　　にハンディ端末を配布し、各豚舎で入力したデータを共有

　　できるよう、お客さまサーバーを経由したハンディ端末間

　　のデータ同期機能も実装した。運用上は1台のハンディ端

　　末を豚舎間で共有できることが好ましいが、衛生管理の

　　面から異なる豚舎間での物品の共有は避ける必要がある

　　ため、このような対応を取った。

(６) データベース

　　　ハンディ端末上でデータを保管するデータベースとし

　　て、Microsoft社のSQL Server ２００５ Compact Edition

　　を採用した。これは、ハンディ端末のOSが同じMicrosoft

　　社製品であるWindows CE ５.０だということもあるが、

　　データを集約するお客さまのデータベースを中央サーバー

　　と見立てたレプリケーションの仕組みを利用するためでも

　　ある。

　　　レプリケーションは、中央サーバーにあるデータベース

　　のデータまたはオブジェクトをコピーして、別のデータ

　　ベースに配布する仕組みである。本システムにおいては、

　　お客さまのデータベースを中央サーバー、ハンディ端末を

　　リモートサーバーとしてレプリケーションを設定し、中央

　　サーバーとリモートサーバーで一貫性のあるデータ同期を

　　実現している。これにより、ハンディ端末の性能上の欠点

　　（少ない記憶容量、非常時接続回線など）を補完すると同

　　時に、一貫性の確保のためのデータチェックの実装により

　　プログラムが複雑になることを防ぐことができる。[３]

　　　中央サーバーのデータベースとWebサーバーには、お客

　　さまの既存リソースであるSQL Server ２０００ Standard 

　　Editionと I IS（Internet Information Service）を利用し

　　た。なお、バッテリー切れによってユーザーデータが揮発

　　するWindows CEの仕様を考慮し、データベースファイル

　　はすべてSDカード上に展開している。SDカードは IP６５

　　保護下の本体内部に格納されるため、万が一本体に故障

　　が発生してもリストアが容易であり、可用性・耐障害性の

　　向上に寄与している。

3.3  既存システムに関する技術
　お客さま側システムにおいては、ハンディ端末から受信した

データのチェック機能やDNA情報との連結機能を実装するた

めに、既存の基幹システムを改修した。

　今回導入したシステムをベースにし、他のさまざまな仕組み

を組み合わせることで、さらなる付加価値を生み出すことが可

能となる。

　まず、豚の管理単位を個体だけでなく豚舎や農場などのよ

り大きいレベルに拡大すれば、豚舎ごとの生存率を把握し、飼

育環境の改善などに結びつけることが可能となる。

　また、ハンディ端末で生産履歴に関する情報（給餌・投薬状

況など）を入力できるようにすれば、精肉からこれらの情報を

追うことができるようになる。よって、精肉で問題が発生した

場合に原因を探る道筋になる。さらに、店頭で消費者に食味

の感想をフィードバックしてもらうことで、養豚農家はおいし

いと評価される精肉の生産過程を知ることができる。従来、

出荷した後の市場評価を知りえなかった農家としては、よりよ

い豚肉の生産へ役立つだけでなく、消費者の声を直接聞ける

ことによってモチベーションの向上にも役立つであろう。

5.  おわりに
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いた。

　当社は、長年にわたってお客さまの基幹システムの開発と運

用保守を担当してきた。お客さまがD社と協業の上でS社製の

モバイル製品（ハンディ端末）による豚肉のトレーサビリティシ

ステムの開発を事業化した際、当社はその実績を買われ、D社

とともに受注するに至った。当社はシステムの設計と構築を、

D社はRFIDを利用した IC耳標（耳標に ICタグを内蔵した硬質

樹脂をシリコンで挟んだもの）等農場で利用する器材の提供

とDNAの解析を担当した。

　ただし、本事業は試行段階の技術を多く採用しており、農場

へのハンディ端末の導入についても初めての試みであることか

ら、実施期間は３年間、事業に参加する農場（以下、モデル農

場）は数箇所に限定する「実証試験」として実施している。ま

た、RFIDによる豚の個体管理については一部の大規模な農場

での導入例はあるが、親子間のDNA情報の照合によるトレー

サビリティの実現については前例がない。

　以下、当社が本事業向けに開発したシステムである豚肉ト

レーサビリティシステム（以下、本システム）の概要と稼働後の

状況、今後の展望について述べる。

モデル農場 お客さま

DNA
解析機関

母豚のICタグNo.と個体・産歴情報、
検体送付状況、肉豚のICタグNo.と
個体情報

データの登録結果

IC耳標の取付、
母豚検体の送付

IC耳標の読取、各種
情報の入力・送信

母豚のICタグNo.と検体

各種情報の受信・
登録、データ登録
結果の返却、データ
の蓄積

母豚DNA情報の解析

母豚のICタグ
No.とDNA
解析結果

周波数帯

伝送方式

通信
（理論値）

距離

領域

タグの姿勢

情報の透過性（金属以外）

タグの水、油の付着、汚れ

主な適用先

～135KHz
長波

13.56MHz
短波

900MHz帯
UHF

2.45MHz
マイクロ波

電磁結合/電磁誘導方式 電波方式

～1m

◎広い

○影響小

◎

◎影響なし

機械組立ライン
動物ID

～0.7m

○広い

△影響あり

◎

○影響なし

物流
Suica

～5m

△狭い

△影響あり

△

○影響なし

～3m

△狭い

△影響あり

△

△影響する

物流
自動車組立物流

◎：優または大、○：良いまたは中、△：配慮・対策が必要または小

表1  周波数帯別の電子タグの特徴（参考文献1）

　ただし、IC耳標を用いたトレーサビリティによるIT化には、

危惧すべき点もある。養豚経営者の平均年齢は５７.５歳[４]と

高く、ITに関するリテラシーが高いとは限らないのが実情であ

る。彼らにとっては、このような動きそのものが負担になり得

る。また、養豚農家の９７.２%[４]が1農場のみの小規模農家で

あり、導入や運用にかかわるコスト負担は軽視できない。今回

の実証試験は、農場のIT化を推進する上での重要な判断材料

であるため、今後はこれらの可能性と課題を併せて解決するた

めの検討が必要になる。

　農場と消費者、そしてお客さまの間をつなぐ基盤をITによっ

て整備すること、それはすなわち３者を結ぶ「スマーター・ソー

シャル・ストラクチャー」創出のための基盤を整備することで

ある。今回導入したシステムが持つ可能性のさらなる発展と課

題の解決のため、まずは機能・コスト両面でより優れたハン

ディ端末を導入する、ハンディ端末に導入するアプリケーショ

ンをより操作性・汎用性の高いものに刷新するなどの改善策

を提案しつつ、お客さまとともに実証試験後のより本格的なト

レーサビリティの実現に取り組んでいきたい。

図１  豚肉トレーサビリティーシステムの概念図 

図２  IC耳標をつけた豚（耳についた円形のものがIC耳標） 

図３  IC耳標を肉豚に取り付けるところ 
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1.  はじめに

特集2

概要
　牛肉トレーサビリティ法の制定により安全性が国によって担保されるかたちになった国産牛肉とは異なり、

国産豚肉においては旧来の商習慣から、生体を扱う養豚農家から精肉を扱う屠畜（とちく）業者、販売業者までの

一貫した管理が困難な状況となっている。

　農林水産省の外郭団体であり、当社のお客さまである社団法人日本養豚協会様（以下、お客さま）では生体の

生産から精肉の販売までの一貫した管理を目指し、RFIDとDNA情報を利用した仕組みを考案した。

　本稿では、豚肉トレーサビリティシステムの開発事例として、システム機能概要と今後の展望について紹介する。
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１.1  システム開発に至る経緯と背景
　BSE（Bovine Spongiform Encephalopathy：牛海綿状

脳症）によって日本の食の安全が脅かされ、その対策として牛

肉トレーサビリティ法が制定されたことは記憶に新しい。この

法律により、業界を横断する取り組みがなされ、国産牛肉に関

する安全性が国によって担保されるかたちになった。

　一方、国産豚肉においては、旧来の商習慣から生体を扱う養

豚農家と精肉を扱う屠畜業者、販売業者の間に壁があり、生

体の生産から精肉の販売までを一貫して管理する大規模な養

豚農家でない限り、この壁を乗り越えることは困難というのが

現状である。

　お客さまは、精肉から生体までの追跡可能性（トレーサビリ

ティ）の実現に向けて長年にわたって研究する中で、RFID

（Radio Frequency IDentification）とDNA情報を利用し

た犬の血統証明の実績があるD社と出会った。さらにD社は、

DNA情報の解析機関や、RFIDを利用した海外農場のシステ

ムへのハードウェア提供実績があるS社との協業関係を持って

2.1  システム概念図
　本システムは、データを管理するお客さま、生体を管理する

モデル農場、DNAを解析するDNA解析機関の３者の情報連

携によって成り立っている。（図1）

　ポイントは、RFIDを利用した IC耳標に埋め込まれたICタグ

No.である。お客さまはICタグNo.をキーとして、モデル農場に

配布されたハンディ端末から送信される生体の情報と、DNA

解析機関から送付されるDNA解析結果を収集し、関連付けて

データベースとして蓄積している。

　ちなみに、IC耳標は母豚とその子豚（肉豚）に取り付けられ

るが、DNA情報解析に必要な検体を採取するのは母豚だけで

ある。肉豚に取り付けられた IC耳標は肉豚の成績データの管

理・蓄積のために利用され、その結果は肉豚の母豚の成績情

報の一部となる。

2.2  各所での業務の流れ
(1)モデル農場にて肉豚の分娩前に IC耳標を母豚に取り付け

　 ておく。

　 ①母豚に取り付けるIC耳標のICタグNo.をハンディ端末で読

　　 み取り、母豚情報（個体番号、生年月日など）を入力する。

　 ②母豚に IC耳標を取り付け、同時にその検体（肉片）を採取

　　 する。（図２）検体は、IC耳標とセットになっていた専用の

　　 ケース（ ICタグNo.が記載されたラベルがついたもの）に

　　 入れて、DNA解析機関に発送する。

2.  豚肉トレーサビリティシステムの概要

3.1  システムアーキテクチャー
　本システムのうち、モデル農場で使用されるハンディ端末、お

客さまにて運用されている既存システムのアーキテクチャー

は、下図のとおりである。（図４）

3.2  ハンディ端末に関する技術と適用課題
(1) RFID

　　　商品などと情報を関連付ける場合、一般的には商品の値

　　札やバーコードのようなラベルによる識別子を取り付ける

　　ことで実現するが、生体の場合は困難が伴う。生体に取り

　　付けたラベルは成長や日常の活動の中で簡単に取れてし

　　まうし、豚舎という厳しい利用環境に耐えることができない

　　からである。RFIDを利用した ICタグの場合、文字列やバー

　　コードのように視覚や形状に依存しないため、環境変化や

　　物理的な変化に強く、厳しい利用環境であっても耐えるこ

　　とができる。[1]

　　　RFIDは、利用する周波数帯に応じて分類されており、そ

　　れぞれ特徴が異なる。（表1）

4.1  システム機能に関して
　運用試験以降、現地では大きなシステム障害は発生してい

ない。また、IC耳標の読み取りについても問題は起こっていな

い。

4.2  業務に与える影響
　農場での IC耳標取り付け作業については今まで農場で利用

していた通常の耳標（ ICタグを含まないもの）の取り付けと変

わりないため、業務的な負担は大きくない。検体の送付やハン

ディ端末への入力については作業量が若干増えることになっ

たが、業務やハンディ端末の操作の習熟によって改善されるこ

とを期待したい。

4.3  事業の実施状況
　DNA情報の解析はお客さまからD社に委託しており、DNA

情報の解析結果の扱い（フォーマットや受け取り方法など）や

親子照合の方法については、D社とDNA解析機関にて調整中

である。精肉のDNA情報の受け取り機能と、母豚と精肉の

DNA情報の解析結果から親子関係を照合する機能は、実証

試験期間３年目にあたる２０１０年度中に実装予定である。

4.  稼働後の状況

　 ③ハンディ端末に入力した母豚情報をお客さまデータベース

　　 に送信する。

　 ④後述するお客さまの処理によって生成された処理結果を

　　 受信し、正常に処理されたことを確認する。エラーとなっ

　　 たデータは受信したエラーメッセージに従って修正し、再

　　 度お客さまデータベースに送信する。

　 ⑤母豚情報は出産、肉豚の成長・出荷、母豚自身の淘汰（精

　　 肉として出荷すること）の際に更新し、都度③、④の処理

　　 を繰り返す。

(２)モデル農場にて血統が把握できる日齢（生後０～２１日程度）

　  の肉豚に IC耳標を取り付ける。

　 ①肉豚を生産した母豚のIC耳標をハンディ端末で読み取り、

　　 産歴情報（分娩日、分娩頭数など）を入力する。

　 ②肉豚に取り付けるIC耳標のICタグNo.をハンディ端末で読

　　 み取り、肉豚情報（個体番号、性別など）を入力する。

　 ③肉豚にIC耳標を取り付ける。（図３）同時に生まれたすべて

　　 の肉豚に対して、②～③を繰り返す。

　 ④ハンディ端末に入力した産歴情報と肉豚情報をお客さま

　　 データベースに送信する。

　 ⑤(1)④と同様の処理をする。

　 ⑥産歴情報と肉豚情報は肉豚の成長・出荷の際に更新し、都

　　 度④、⑤の処理を繰り返す。

(３)DNA解析機関にてDNA情報を解析する。

　 ①モデル農場から送られてきた検体のDNA情報を解析する。

　　 ただし、解析に使用する試薬が高価であるため、検体数が

　　 一定量に集まった時点でまとめて解析する。

　 ②解析結果をお客さまに送る。

(４)お客さまにて受信したデータをチェックし、受け入れる。

　 ①モデル農場から送信されたデータをチェックする。正常に

　　 処理されたものについては、お客さまの血統・成績情報と

　　して蓄積する。

　 ②DNA解析機関から送信された解析結果を受け入れて、お

　　 客さまデータベースに蓄積されている血統・成績情報と関

　　 連付ける。

　 ③DNA解析機関から精肉のDNA情報を受信した場合、お客

　　 さまデータベースの母豚情報（血統・成績・DNA情報）と

　　 精肉のDNA情報から親子関係を照合する。

　　

　　　過去、本システムに類似する事例は見受けられるが、短波

　　（１３.５６MHz）を利用している場合が多い。しかしながら、

　　周波数の波長は長くなるほど障害物に強くなり、水などの

　　液体の影響を受けにくくなるという特徴がある。[２] また、

　　IC耳標の向きによって受ける影響も少ない。そのため、動

　　き回る生体や厳しい動作環境においては、短波よりも長

　　波帯のRFIDの方が適していると言える。お客さまからも、

　　長波帯の方が使いやすいとの要望があった。

　　　そこで、S社製のハンディ端末にドイツのA社製のRFID

　　リーダーを取り付け、長波帯（今回は１３４.２KHz）のICタ

　　グを利用する方式を採用した。

(２) ハンディ端末

　　　ハンディ端末は、長波帯の ICタグを読み込めて、かつ独

　　自アプリケーションを組み込むことができる必要がある。

　　D社ではすでにS社製のハンディ端末で長波帯 ICタグの利

　　用実績があった。また、D社製ハンディ端末は、以下に記

　　載の特徴により、モデル農場での使用並びに独自アプリケー

　　ションの開発が可能と判断し、アプリケーション動作プラット

　　フォームとして採用した。

　　　● 固形物（粉塵など）や水に対する保護等級がIP６５相当

　　　● 高さ１.２mからコンクリート面への落下でも正常動作

　　　● タッチパネルでの操作が可能

　　　● 日本語表示が可能

　　　●Microsoft系の技術で開発が可能（Microsoft系の

　　　　技術を多用している既存システムのアーキテクチャー

　　　　との互換性を考慮）

　　　● SDカードを利用可能（ IP６５保護下）

(３) ネットワーク

　　　お客さまではフレームリレーを利用したVPN（Virtual 

　　Private Network）を導入していたので、ハンディ端末か

3.  システム機能概要 　　らこのVPNに接続することを前提に検討した。ハンディ端

　　末の標準装備はBluetoothのみであったため、ネットワー

　　クに接続する方法として「無線LAN＋固定回線（メタルま

　　たは光）」の導入か「携帯キャリアのデータ通信カード」の

　　使用が候補に挙げられた。

　　　ただ、農場は周辺環境への配慮のため山間部や谷間に

　　あることが多く、事務所と豚舎が離れていることも珍しく

　　ない。また、成長に合わせて豚舎を移動するので、固定回

　　線を敷設する方式は費用面でも現実的でない。よって、

　　「無線LAN＋固定回線」の導入は見送り、「携帯キャリア

　　のデータ通信カード」を使用することにした。

　　　NTTドコモ社のデータ通信カードP２４０３は、D社で実

　　装・動作が検証済みであり、国内最大手のベンダーという

　　実績を考慮して採用した。このデータ通信カードを利用し、

　　FOMAのパケット通信網を経由してのお客さまのVPNへ

　　のアクセスを実現した。FOMAによるアクセスは既存の

　　VPNではできなかったため、今回のシステム構築に合わせ

　　て、フレームリレーを利用したVPNからIP-VPNによる

　　VPNに切り替えた。

(４) 開発言語

　　　選定したハンディ端末とRF IDリーダーにはSDK

　　（Software Development Kit）が用意されており、

　　SDKなしでの開発は難しい。そのため、開発プラット

　　フォームはSDKが利用できるものでなければならず、かつ

　　SDKが対応している開発言語を使用する必要がある。

　　　よって開発言語は、ハンディ端末の販売代理店を務める

　　D社から提供されたSDKが対応していたMicrosoft 

　　embedded Visual C++ ４.０と、RFIDリーダー用の

　　SDKが対応していたC#（Microsoft Visual Studio.Net 

　　２００３を利用）の2種類を併用した。

(５)アプリケーション

　　　アプリケーションは、農家の方が通常業務の中でなるべ

　　く自然に使っていただくため、操作が煩雑にならないよう

　　に細心の注意を払った。画面数はメニュー画面、母豚情報

　　入力画面、肉豚情報入力画面、データ一覧・送信画面の計

　　4画面とし、お客さまの要望を受けてフォントはできるだ

　　け大きく表示するよう工夫した。

　　　また、豚がその成長に合わせて別の豚舎・農場に移動す

　　る場合に対応し、複数の豚舎を所有する農場には豚舎ごと

　　にハンディ端末を配布し、各豚舎で入力したデータを共有

　　できるよう、お客さまサーバーを経由したハンディ端末間

　　のデータ同期機能も実装した。運用上は1台のハンディ端

　　末を豚舎間で共有できることが好ましいが、衛生管理の

　　面から異なる豚舎間での物品の共有は避ける必要がある

　　ため、このような対応を取った。

(６) データベース

　　　ハンディ端末上でデータを保管するデータベースとし

　　て、Microsoft社のSQL Server ２００５ Compact Edition

　　を採用した。これは、ハンディ端末のOSが同じMicrosoft

　　社製品であるWindows CE ５.０だということもあるが、

　　データを集約するお客さまのデータベースを中央サーバー

　　と見立てたレプリケーションの仕組みを利用するためでも

　　ある。

　　　レプリケーションは、中央サーバーにあるデータベース

　　のデータまたはオブジェクトをコピーして、別のデータ

　　ベースに配布する仕組みである。本システムにおいては、

　　お客さまのデータベースを中央サーバー、ハンディ端末を

　　リモートサーバーとしてレプリケーションを設定し、中央

　　サーバーとリモートサーバーで一貫性のあるデータ同期を

　　実現している。これにより、ハンディ端末の性能上の欠点

　　（少ない記憶容量、非常時接続回線など）を補完すると同

　　時に、一貫性の確保のためのデータチェックの実装により

　　プログラムが複雑になることを防ぐことができる。[３]

　　　中央サーバーのデータベースとWebサーバーには、お客

　　さまの既存リソースであるSQL Server ２０００ Standard 

　　Editionと I IS（Internet Information Service）を利用し

　　た。なお、バッテリー切れによってユーザーデータが揮発

　　するWindows CEの仕様を考慮し、データベースファイル

　　はすべてSDカード上に展開している。SDカードは IP６５

　　保護下の本体内部に格納されるため、万が一本体に故障

　　が発生してもリストアが容易であり、可用性・耐障害性の

　　向上に寄与している。

3.3  既存システムに関する技術
　お客さま側システムにおいては、ハンディ端末から受信した

データのチェック機能やDNA情報との連結機能を実装するた

めに、既存の基幹システムを改修した。

　今回導入したシステムをベースにし、他のさまざまな仕組み

を組み合わせることで、さらなる付加価値を生み出すことが可

能となる。

　まず、豚の管理単位を個体だけでなく豚舎や農場などのよ

り大きいレベルに拡大すれば、豚舎ごとの生存率を把握し、飼

育環境の改善などに結びつけることが可能となる。

　また、ハンディ端末で生産履歴に関する情報（給餌・投薬状

況など）を入力できるようにすれば、精肉からこれらの情報を

追うことができるようになる。よって、精肉で問題が発生した

場合に原因を探る道筋になる。さらに、店頭で消費者に食味

の感想をフィードバックしてもらうことで、養豚農家はおいし

いと評価される精肉の生産過程を知ることができる。従来、

出荷した後の市場評価を知りえなかった農家としては、よりよ

い豚肉の生産へ役立つだけでなく、消費者の声を直接聞ける

ことによってモチベーションの向上にも役立つであろう。

5.  おわりに
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いた。

　当社は、長年にわたってお客さまの基幹システムの開発と運

用保守を担当してきた。お客さまがD社と協業の上でS社製の

モバイル製品（ハンディ端末）による豚肉のトレーサビリティシ

ステムの開発を事業化した際、当社はその実績を買われ、D社

とともに受注するに至った。当社はシステムの設計と構築を、

D社はRFIDを利用した IC耳標（耳標に ICタグを内蔵した硬質

樹脂をシリコンで挟んだもの）等農場で利用する器材の提供

とDNAの解析を担当した。

　ただし、本事業は試行段階の技術を多く採用しており、農場

へのハンディ端末の導入についても初めての試みであることか

ら、実施期間は３年間、事業に参加する農場（以下、モデル農

場）は数箇所に限定する「実証試験」として実施している。ま

た、RFIDによる豚の個体管理については一部の大規模な農場

での導入例はあるが、親子間のDNA情報の照合によるトレー

サビリティの実現については前例がない。

　以下、当社が本事業向けに開発したシステムである豚肉ト

レーサビリティシステム（以下、本システム）の概要と稼働後の

状況、今後の展望について述べる。

モデル農場 お客さま

DNA
解析機関

母豚のICタグNo.と個体・産歴情報、
検体送付状況、肉豚のICタグNo.と
個体情報

データの登録結果

IC耳標の取付、
母豚検体の送付

IC耳標の読取、各種
情報の入力・送信

母豚のICタグNo.と検体

各種情報の受信・
登録、データ登録
結果の返却、データ
の蓄積

母豚DNA情報の解析

母豚のICタグ
No.とDNA
解析結果

周波数帯

伝送方式

通信
（理論値）

距離

領域

タグの姿勢

情報の透過性（金属以外）

タグの水、油の付着、汚れ

主な適用先

～135KHz
長波

13.56MHz
短波

900MHz帯
UHF

2.45MHz
マイクロ波

電磁結合/電磁誘導方式 電波方式

～1m

◎広い

○影響小

◎

◎影響なし

機械組立ライン
動物ID

～0.7m

○広い

△影響あり

◎

○影響なし

物流
Suica

～5m

△狭い

△影響あり

△

○影響なし

～3m

△狭い

△影響あり

△

△影響する

物流
自動車組立物流

◎：優または大、○：良いまたは中、△：配慮・対策が必要または小

表1  周波数帯別の電子タグの特徴（参考文献1）

　ただし、IC耳標を用いたトレーサビリティによるIT化には、

危惧すべき点もある。養豚経営者の平均年齢は５７.５歳[４]と

高く、ITに関するリテラシーが高いとは限らないのが実情であ

る。彼らにとっては、このような動きそのものが負担になり得

る。また、養豚農家の９７.２%[４]が1農場のみの小規模農家で

あり、導入や運用にかかわるコスト負担は軽視できない。今回

の実証試験は、農場のIT化を推進する上での重要な判断材料

であるため、今後はこれらの可能性と課題を併せて解決するた

めの検討が必要になる。

　農場と消費者、そしてお客さまの間をつなぐ基盤をITによっ

て整備すること、それはすなわち３者を結ぶ「スマーター・ソー

シャル・ストラクチャー」創出のための基盤を整備することで

ある。今回導入したシステムが持つ可能性のさらなる発展と課

題の解決のため、まずは機能・コスト両面でより優れたハン

ディ端末を導入する、ハンディ端末に導入するアプリケーショ

ンをより操作性・汎用性の高いものに刷新するなどの改善策

を提案しつつ、お客さまとともに実証試験後のより本格的なト

レーサビリティの実現に取り組んでいきたい。

図１  豚肉トレーサビリティーシステムの概念図 

図２  IC耳標をつけた豚（耳についた円形のものがIC耳標） 

図３  IC耳標を肉豚に取り付けるところ 
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図４  豚肉トレーサビリティーシステムのアーキテクチャー 

スマーター・ソーシャル・ストラクチャーへの取り組み


