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薗 スマート農業を支える製品安全対策について

Product Safety Measures That Support Smart Agriculture 

Yoshiaki WAT AN ABE 
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スマート 農業として国が進めている ICT/IoTを利用

した最新テクノロジーが大きな話題になりまた各農業

機械メーカーもこぞって新製品を投入している。一方で

農作業事故が減らずこれもまた大きな問題として国が取

組んでいる。農作業の効率化と機械化は既に当然の事で

はあるが，性能が上がるという事は即ち リスクも高まる

事である。自動運転で人を感知することは世界の自動車

業界で競っているが，未だ問題が多い。その一方で私有

地であるほ場での自動化については規制する法律もな

く，メーカ ーや使う側に安全を委ねるという危険な状態

である。安全性を確保することについて，これまでの機

械安全だけではなく， 「製品安全対策」という，つかい手

である農作業者と正しい使用方法やリスク回避の知識を

情報共有するためのスマート化のモバイルシステムの運

用を開始した。このシステムでは安全対策のスマー ト化

と販売する上でのグロ ーバル標準を組み合わせる事で，

様々なメリットが生まれるので，スマート農業での利用

を期待する。

1. 開発経緯

PL法施行後，パロマの給湯器，松下電器産業の FF式

ファンヒータ ー，その後 TDKの加湿器などによる重大

事故が発生し，国は製品リコールの規制強化を開始した。

2016年には北米の CPSC （米国消費者安全委員会）で，

24時間以内に製品リ コールを実施しなかったメーカー

に莫大な民事罰金を課しており，日本でも 2018年4月4

日，経済産業省は産業構造審議会産業保安 ・製品安全の

スマート化の進捗状況として製品リコールでの効率的な

取り組みを提言した。メーカーは， ICT/IoTを利用した

リスクコミュニケーションのシステムを準備し，製品誤

使用防止と製品 リコールの効果的な成果を 出すことで，

企業の活動をポジテイプインセンテイプ政策として国が

支援することも提言している。これを受け製品安全のス

マート化を実施するためのシステムを実用化 した。

2. 業界・業種・業態などによる製品安全への取り組

みの現状と課題

PL法が施行以来 国内メーカ ーの多くは，品質管理・

品質保証部門などにより製品安全の取り組みが行われて

渡辺吉明
（わたなべ よしあき）

1949年9月生

東北工業大学客員研究員

一般社団法人 PL研究学会副会長

製品リコール研究部会長

TDNインターナショナル株式会社代

表取締役

E-mail : y.watanabe@tdn-japan.com 

きた。その後情報社会になり電子商取引による通信販

売が一気に普及拡大，企業も収益を上げるために海外で

の製造拠点化を進め，経営規模拡大を行なってきた。中

国が世界の工場として日本にも大きな影響を与えてお

り，それによる品質低下が製品安全上の大きな問題に

なっている。

ネットショ ップ も今では越境 EC(electronic com-

merce:電子商取引。ネッ トショ ップと言われている）

のように国内にはお店も会社もなく，単品でも国境を越

えて流通する。この流通経路では出荷元から直接購入者

に渡るため品質をチェックすることができない。実際に

PSEの技術基準違反品が大量にこのような方法で販売

されていて，監視規制することもできなくなっている。

今後，晟作業に関わる様々な小型エンジンの作業機械な

どの電動化が進むと新たなリスクが高まる。

更に「まだ使えるのにもったいない」としてリサイク

ル （中古品の再販）が進み， この数年で，いわゆる中古

品市場専用のECが一気に拡大した。電気製品，大型家

具，燃焼機器除雪機や耕運機からトラクターなどあり

とあらゆるものが販売されている。ここには「安全の確

保」という本質的なことに対しての保証も法律も基準も

効果なく，重大事故が起きても被害者救済はもちろん，

製造事業者などの責任も曖昧である。この傾向は今後ま

すます進み，グローバル化の中では国内法の規制などだ

けでは対応できなくなる。

3. 製品安全対策の PDCAができているか

製品の高機能，高性能化が進み，インタ ーネッ トに接

続され，モバイルで遠隔操作できることも当たり前に
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なってきた。

これまでの農業機械・資材は，主に製造者が業界団体

にて定めた安全基準などに基づき，必要な安全装置など

を組み込み，クボタなどのトラクターメーカーが牽引し，

販売から引渡し，アフターサービスを行なってきた。一

方， 2.で示したように．買い手が欲しいと思えばありと

あらゆるものがネット検索で探せ．必要な場所に国境を

越えて取引される。農作業従事者の多くは企業などの管

理下にいる労働者とは異なる一般消費者である。さらに

わが国は高齢化と労働者不足が進み． 日本語はもちろん

常識習慣などを知らない外国人が急増する。これまで

の機械安全対策では事故リスクが高まる恐れが明白であ

る。新たな働き手は十分な経験も無く様々な農業機械を

利用することになり使用環境には老若男女，幼児から老

人までが生活しているのである。自動停止などの安全装

置が普及すると事故が減り，社会にとって良いことであ

る反面，安全に対する意識が低下し．油断による大きな

事故になることも十分考えなければならない。

安全装置はその製品を製造する時点の技術レベル・コ

ストを鑑みて安全性を確保している。とはいえ，設計時

には想定できなかった製造時の不備，粗悪な部品や材料

が原因でトラブルになれば製品メーカーの責任となる。

リコールや事故は製品販売引き渡し後に発覚するので

「安全装置をつけたから安全」ではなく「安全性を高め

た」に過ぎない。様々な機械装置の電子化が進み，セン

サーを含めた安全装置の故障や事故が発生しリコール要

因になっている。ネット接続ができなければ機能しない

のもスマート化の大きなリスクでもある。実際に聞き取

りをした農業機械メーカーの多くは，「当社では大きな

事故もなく問題ない」とし，危機意識が低く，今後，こ

の方面のリコール監視規制強化が進むと，メーカー責任

の事案が多数出てくる可能性は非常に高い。製品安全対

策の PDCAについて，今一度経営者は自社の実態を第

三者の視点で確認する必要がある。

4. 製品事故対策とリコール対策

わが国の PL対策ば法律的対応が優先され企業防衛的

な取り組みとなっていた。当時恐れていた北米の巨額訴

訟の状態には至らず， PL保険の普及により事故対応も

スムーズに行われている。一方．製品リコールにおいて

は． PL事故の民事上の賠償責任のように 10年間の期限

もなく「民事罰金や課徴金」は企業防衛策での対応は困

難である。この流れは北米～EU,EU～中国 EU～日本

とOECDを介し世界的に安全の監視規制強化として取

り組みが進んでいる。これらに対応するには，迅速にリ

コールを効果的に実施する以外に選択肢は無いと思われ

る。

製品リコールは，本来，事故の未然防止対策であり，

さらに製造過程の検査の不備や書類の偽造，広告などの

誇大広告（有利・優良誤認），成分や仕様，生産国などの

虚偽記載など多岐にわたる。このためリコール対策には

多くの知識が求められ，単に製品の技術的な対応だけで

は解決できない難しさがある。未然防止が出来ずに事故

になれば民事上の賠償責任による膨大な損失と風評被

害が拡大し，多くの場合企業の存続にも関わり間違いな

く大きな経営責任を問われる。

食料や食品加工などの機械についても， 2018年の食品

衛生法改正は人ごとではない。自主回収を含むリコール

は， 2021年より届出義務となった。これにより違反する

と厳しい懲罰が課せられる。食品リコールでは製造加工

機械の部品破損による異物混入が多く発生し，原因と

なった機械装置のメーカーは，単にその損害対応だけで

なくリコールのリスクも加わることになる。

多様化高度化が進む農業機械は，ほ場という私有地で

の利用のため，自動車などよりも一足先にドローンやロ

ボットなどの販売が進んでいる。これらについては，未

知の領域が多くあり保険も法整備も間に合わない。今は

表面化しない事故なども今後は具体的な問題としてメー

カーは対応を求められる。毎年 300人以上の農作業に関

わる死亡事故，怪我は 7万件も発生していると報告され

た（産経ニュース， 2016；農業協同組合新聞 2018)。原

因は「作業者のミス」と報じられている。 PL法施行時

から製品事故特に製品欠陥やリコールについて注目し

てきたが，農業機械の PL訴訟や道交法以外の製品リ

コールの報道を見たことも聞いたこともない。確かに道

交法に関わる製品や一部の刈り払い機などが国や企業サ

イトに公表されているが，告知効果はゼロに等しい。今

後このような視点で事故などを調査すると，ある日突然，

大きな経営リスクとなることは想像に難くない。「事故

は起きていない」と社員が言う事自体， リスクマネジメ

ント視点では実に危険な状況であり，そのような社風を

変革させ最新の安全対策に取り組むこと以外に，このリ

スクからは逃れられない。

5.安全と情報～製品安全のスマート化の流れ

安全装置の高度化で製品安全性能が高まるとはいえ，

誤使用や製品の欠陥が生じれば事故の発生は避けられな

ぃ。如何にその製品のリスクをわかりやすく利用者に伝

え，正しく使ってもらうことで，将来のリスクを大きく

下げることができる。販売引き渡し後の，製品がメー

カーの手を離れた後の安全の確保には，所有者・利用者

は「安全に関わる情報」に依存するのであり，特に販売

後 10年以上も経ってから欠陥原因が突然発覚した場合

でも，その情報を伝えられる方法がないと製造者の責任

は全うできないことになる。そのためには下記のことが

重要になる。ましてや安全性が確保できないまま市場に

放置された機械の回収はメーカーの責任であることは，

既に過去の大きなリコール事案をみれば予想できる範囲

である。

① 直ちに所有者や使用者に使用中止を伝える方法

② 伝わったかの確認

③ 理解できたかの確認
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④ 長期間担当部署社員などで共有される具体的な対

応マニュアル

⑤ それらの PDCA

これらについて， 2018年4月，経済産業省は，「産業保

安・製品安全のスマート化の進捗状況」として PDFに

て公表している。水素社会になることやサイバーテロ対

策などとともに注目すべきは，「法や規制のポジティブ

インセンティブヘの転換」「規制執行不断の見直し」「市

場の活用」などの重要なキーワードが示されている。海

外ではすでにリコール規制強化が進んでおり，我が国は

安全対策の規制面ではかなり遅れていることについて国

も危機感を持っている。

•安全な製品を作り市場に供給すること

・誤使用を防ぐこと

・市場にて安全上の問題が出たら速やかにリコールが

できること

•それを達成するためにリスクコミュニケーションが

できること

これらについて「製品安全のスマート化」では ICT/

IoTを利用し， リコールが効率よく行われることとして

いる。製品安全のスマート化を理解するには，現在の産

業構造の急速な変革を経営者が認識し，会社の利益に大

きく関わる事として，最新のリコールを含む PL対策に

取り組むことが重要になる。

6.製品安全のスマート化を実施するためのシステム

について

ICTはインターネットを通して情報コミュニケー

ションを行うことである。例えばセンサーや通信衛星か

らの情報で田植機を自動運転することもこの ICTであ

る。データは全てビッグデータとして集積され，それを

利用して AI（人工知能）で高度に製品を制御することな

どが進んでいる。これは機械と機械のコミュニケーショ

ンであり，作業者が手元のリモコンやモバイルで機械を

操作することも機械と機械の通信である。

一方，製品安全のスマート化で求める ICTは人と人

とのコミュニケーションであり，例えば無線機や携帯電

話など，これまでの通信手段の進化版である。 ICTの進

化で SNSでも無料でテレビ電話，テレビ会議ができる

ことなどもその進化版であるが，販売後数十年も経って

製品のトラプルが発見され，直ちに製品の利用者に使用

の中止を伝えて事故再発や未然防止として損害を無くそ

うとしても，販売当時の所有者情報が機能しない事は明

らかである。数年程度でも中古市場などで再販されたら

その時点で使えない。そもそも膨大な製品とそれぞれが

様々な場所，国，人により利用されているため，個人情

報も通信手段も役に立たない。

(1) 取扱説明書の有効利用

誤使用の防止には，「取扱説明書」で正しい使い方を

伝えることである。その重要な説明資料は，これまでの

ように，資格を持っている人，十分経験持って危険を回

避する能力がある人のための「サービスマニュアル」で

はなく，素人を前提にしたわかり易くシンプルな「取扱

説明書」以外には無い。わかり易さは「消費者基本法第

5条」に明確に示されている。わかり易くなれば英語な

どの多言語化も容易になり，その製品の本体表示の QR

コードを利用し対象製品の取扱説明書の URLを示せば

モバイルで簡単に見ることができる。この取扱説明書の

電子化が製品安全のスマート化の第一歩になる。当然，

本体表示も同様であり，現状の農業機械の取扱説明書や

本体表示は 1995年当時のままで PDCAが実行されてい

ないようである。

(2) リコールの告知の課題

製品リコールを実施するための課題は企業の存続にも

関わることである。リコールの告知を自社の webサイ

トに「重要なお知らせ」などとして大手メーカーなどが

表示しているが，実際にはあまりにも多く記載されてい

るので，消費者が自分の持っている，使っているものが

該当するのかを探すことは難しい。ブリヂストンの自転

車でのリコールについて，告知が悪く回収が進まず事故

が多発していることからも今までの告知方法の無効さが

明らかである。「所有者登録」として個人情報を得る従

来からの方法であるが，個人情報の取得は今の社会環境

では極めて難しい。

流通小売では POSというレジと在庫などのデータ管

理の自動化があり，今ではキャッシュレス化，市場のグ

ローバル化などに対応し製品を特定するために JAN

コード（流通情報のグローバル標準化機関 GSlによりブ

ランドオーナーや製品などを特定するユニークコード

で， POSシステムや物流の自動認識に利用されている）

と会員カードなどの登録情報を利用している。自動認識

には QRやバーコード，そして電子タグなどのデータ

キャリア（一般財団法人流通システム開発センター a)

を利用している。一方，農業機械の分野ではメーカーや

決められた販路だけで人に依存してきたため，流通標準

化からはほど遠く，一度中古市場に流出するとトレーサ

ビリティを完全に失う。流通するものは GSl標準の

GTIN（国内では JANコードと呼ばれる 13桁の数字）

を利用することが，これからは重要になる。人を特定す

ることも個人情報だけでなく，グローバル社会では言語

の問題も障壁になる。これらの課題解決として新しい技

術などを取り入れた品質保証の高度化を進め， リコール

などにも迅速に対応するクラウドサービスを開始したの

で概要を説明する。

(3) 具体的なシステムの事例紹介

製品の特定に GTINを利用することで，「グローバル

標準の自動認識」が実現し，世界のどこでも対応が可能

になる。特に長期に使用するもの，国内外の中古市場に

て再販利用されるもの，修理交換などの部品などは特に

それぞれを明確に特定できるこの「ユニークコード」の

利用がこの先の明暗を分けると思われる。人の認識は個
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scodtは自動認識用のGSlQR,
リコール品などの流入阻止の自動
化に貢献！

図 GSl標準を利用したリコール対策のシステム

人情報に関わるため，モバイルのシリアル（通信キャリ

アのものとは異なるアプリを運用する為のサードパー

ティの発行するコード）を利用することにした。

2014年から具体的に GSl標準を利用したリコール対

策のシステムを検討開始し，下記の方法で現在実用化し

た。わが国では海外で流通させるために必要な GSl標

準の GTINの認識が浅い。この GTINに AI(Applica-

tion Identifier)（一般財団法人流通システム開発セン

ター b) を利用し，ロットや個別認識のコードなどを組

み合わせることで，膨大な製品のコード管理が可能にな

る。このコード体系を利用しモバイルで読み取るため

に， GSlQRが GSlにて批准されており，これを利用し

グローバル標準化での自動認識技術でアクセスしたモバ

イルの履歴集積など，様々なデータの利用シーンが生ま

れる。システムや経緯などの詳細は一般社団法人 PL研

究学会にて「製品リコールにおける課題とソリューショ

ンの研究」 （渡辺，2016)で発表しておりその後も同学会

の学会誌， 日本科学技術連盟 GSl]apanなどに発表し

ているので参照いただきたい。

あらかじめ製品情報をクラウドシステムに登録し，製

品には GSlQRのシンボルを表示するだけで利用開始で

きる。アプリの機能やシステムは動画などで詳細を公開

している (TDNインターナショナル株式会社）。

このシステムに製品情報を登録し専用のモバイルアプ

リ （無料）をインストールすると，寿命到来，類似製品

の事故情報など様々な安全情報，特に流通過程でのリ

コール品の再販防止として物流システムでの自動認識が

可能である。それらに漏れたものも最後は購入者使用者

が自身のモバイルでダイレクトに安全性の確認 （画面切

替に際しては特許を取得している）ができ ，アクセス履

歴を利用したプッシュ通知でより確実に事故の未然防止

が実現する（図）。

① アプリの機能（モバイルでアクセスした際の情報）

・アクセス画面で多言語の取扱説明書をネッ ト環境

があればいつでも確認できる。尚，現状取扱説明

書はアクセス時のプレビューだけでダウンロード

はできない。これは未だメーカーによってはダウ

ンロードされ模倣されることを嫌うケースが多い

ためである。この対応は取扱説明書の編集著作物

になる要件を満たすことで解決できる。

・ EVIDENCEとして各種証明書（例えばほ場デー

タ，検査合格書，試験成績書など）を閲覧できる。

・機械のメーカー名や連絡先，型式などが直ちにわ

かる。

・メーカーのその製品に関するコンテンッサイトの

URLにリンクできる。

・アクセス時の表示画面は「所有者登録のお願い」

「平常時のお知らせ」「類似製品の事故情報」「点検

整備などのお知らせ」「使用期間終了のお知らせ」

「設計寿命や期待寿命」「製品リコールのお知ら

せ」などである。いつでも運営会社にメール通知，

クラウドシステムを利用した自社管理であれば自

社で直ちに画面切り替えができる。

・モバイルシステムの知識がなくてもすぐに利用で

き長期維持管理ができる。

② システム利用のメリット

・ロットや製品個体情報 （製造番号など），製品の

特性に合わせた管理にて，取扱説明書や証明書な

どの変更 ・追加やダウンロード， URLの変更など

がいつでもできるので，これまでの管理コストが

大幅に低減できる。

・ Microsoft Word. Excel. PDFが使えれば誰でも

利用できる。

・自社内での製品安全の取り組みの意識が高まる。

・出荷前にパッケージ，製品などにこの QRを表示

しておけばコンテンツやシステムの追加や差し替

えはいつでもできる。

③ 経営上のメリット

・サプライチェーンから賭入者・実際の使用者な

ど，製品ロットごとに膨大なアクセス履歴が得ら
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れる。これを利用し様々な新たなグローバルでの

販売戦略が立てられる。

•製品事故の際の自社製品の詳細情報や消費者への

正しい使い方の説明責任，そしてリコールも迅速

でアクティブな実施が実現できる。

•最新の消費者安全に対する取り組みを通し，ブラ

ンドや製品の信頼性が高まり，収益向上に貢献で

きる。

•特別な知識，技術は不要で，自社内の社員にて維

持管理ができるので，経営に負担を与えない。

・不当に廉価で販売されるなどの監視が可能になる

・アクセス履歴を利用し，例えば実際にリコールが

発生した結果，ほぼ3か月で概ねのアクセスを得

ていることが確認できた。

・ロットに絞り込んでリコールを発信するので，対

象外製品の回収コストなどが抑止できる。

・ GSl標準で様々な証明書なども利用し，輸出など

のサプライチェーンの負担が軽減するなど，様々

な効果が期待されている。

7. 製品リコールを円滑に進めるには…

上記のように製品リコールや自主回収を円滑に行な

い，データ管理するためには下記の条件を満たす事が重

要である。

① グローバル対応のコードを正しく利用すること

② 対象製品のロットなどを特定できること

③ 対象製品のサプライチェーンなどとの情報共有が

できること

④ リコール対象品の明確な識別が製品そのもので誰

でも確認できること

⑤ 自動認識によりリコール品の再販を防止できるこ

と

⑥ 10年， 20年の長期にわたり上記の対応ができる

など

8.取りまとめ

特に製品リコールにおいては，経営者も膨大な費用を

イメージするので， リコール実施の決断の段階で対応が

遅れ風評も含め対応費用が一気に拡大する。それが自社

で簡単に告知が実施できるのであれば， リコール本来の

目的である事故未然防止が可能になる。

無農薬の証明書をこのシステムで利用して，販路開拓，

消費者との情報共有を開始し，グローバル GAP対応を

進めるような先進技術に高い関心を持って利用する生産

者などは，安全性の高いロボット農機の導入を検討する

ことも期待できる。

以上の通り，製品販売引き渡し後の製品購入者やユー

ザーヘの安全情報を伝える「リスクコミュニケーショ

ン」が達成される。このようにたった一つの QRコード

の高機能化により，機械メーカー，使う農作業者，農作

業者の生産物や様々な食品への利用等を通し．農作業の

安全情報を共有し具体的に農業 6次化を推進することの

できる社会システムとしての普及を願っている。
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