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1. はじめにートレーサビリティ導入の背景一

2001年 9月以降の BSE問題， さらには偽装表示問題，無

登録農薬問題などの発生により，農畜産物をめく、る消費者の

信頼は大きく損なわれた。そのため，食品の安全性を確保し，

消費者の安心や信頼を取り戻すための取り組みが急務となっ

ている。

そうした中，農林水産省により ，2002年 2月に 「食と農の

再生プラン」が公表され，同年 11月に「食の安全 ・安心のた

めの政策推進本部」 が設置された。 さらに， 2003年 6月に

「食の安全 ・安心のための政策大綱」が決定された。 この中

で，食品の安全性確保に向けた取り組みを進め，国民の不

安 ・不信を解消し，消費者と生産者の「顔の見える関係」の

確立と相互理解に向けた体系的で総合的な施策の指針が示さ

れている。その施策の柱の lっとして， トレーサビリティシ

ステムの導入が推進されている。

2. トレーサビリティの規定と目的

農畜産物を含む食品のトレーサヒリティ(追跡可能性)に

ついては， トレーサビリティを確立しようとする事業者への

手引きとして，農林水産省の事業によりガイドラインが策定

され，農林水産省のホームページに公開されている。そこで

規定されている定義に従えば， トレーサビリティとは， I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」とされ，また，

トレーサビリティシステムとは， トレーサビリティカ河室{呆さ

れる仕組みとされている。これは，新山 (2003)の解説にあ

るように，食品に情報を結びつけることによって，食品を識
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別することができるようにすることであり，記録された食品

の情報を手かがりに，食品の行き先と履歴に関する情報の取

得を可能にすることである。この情報として最低限欠けては

ならないのが，食品を特定する識別番号と，その食品を取り

扱った事業者の識別番号である。それがあれば食品の辿った

経路が証明でき，追跡と遡及ができる。それによって製品回

収，迅速な原因究明，原産地表示の保証が可能となる。

その一方で，農畜産物のトレーサビリ ティは，極端に遠ざ

かった 「食」と「農」との距離を 「情報」によって短縮しよ

うとする手段でもあることがしばしば強調されている。この

ような目的から，生産履歴を消費者にも公開して，検索シス

テムまで作成するのは，基本的には EU諸国でもあまり見ら

れない特徴とされる(新山 2003)。

実際，施策の推進において， トレーサビリティシステムの

導入は，①食品の大量生産 ・広域流通等が進展する中で，食

品事故等が発生した際の原因の究明に資することや対象食品

の回収を容易にすること，②消費者の食品に対する信頼が揺

らぐ中で，食品がどのように生産 ・流通してきたかという食

品の履歴を明白にし，消費者の安心を確保することが目的と

して掲げられている。そのため，杉山 (2003)が指摘してい

るように，現在推進されている トレーサビリティは，狭義の

トレーサビリティとアカウンタビリティ(説明責任)の 2つ

の役割を含んでいるといえる。

3. 自発的なトレーサビリティ・システムと高付加

価値化の可能性

新山 (2002，2003)は，食品の品質管浬 ・保証政策やシス

テムを，①義務的なもの，すなわち，安全性や衛生，健康な
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ど全ての消費者に確保されるべき分野と，②自発的なもの，

すなわち，①を前提としてそれ以外の食品の品質に関する分

野に大別している。前者については，義務化されている現行

のトレーサビリティ ・システム(以下，義務的なシステムと

呼ぶ)が，後者(以下，自発的なシステムと呼ぶ)について

は，有機農畜産物の認証や EUの原産地保護制度などがあげ

られる。

矢坂 (2003)は，義務的なシステムに一定の付加情報を盛

り込むことにより，差別化商品，認証制度への展開の可能性

を指摘し，今後の課題の lっとしてあげている。もちろん，

新山 (2002)が指摘しているように，利益追求を優先するあ

まり消費者の健康保護がないがしろにされたこれまでの状態

が払拭されていないため，農畜産物や食品の差別化や付加価

値の追求に使われることには不信や拒否感が起こる可能性が

ある。しかし，少なくとも，①品質管理や生産方式の改善を

含む品質向上や②農畜産物の品質特性に関する情報伝達の

手段として，自発的なシステムは有力と考えられる。こうし

た取り組みは， JASをめぐる法律改正により，いわゆる生産

工程履歴JASとして位置つけることが可能となっている。

こうした自発的なシステムを確立するためには，新山(2003)

や増田 (2002)が指摘しているように，①識別，検証可能性

の基礎となる品質の定義，②定義された品質の管理と保護，

③第 3者機関による外部検査などを確立することにより，シ

ステム自体の信頼性を確保する必要がある。

4. 自発的なトレーサビリティ・システムの活用による

持続的畜産の振興

現在，牛肉でトレーサ ビリティが義務化されているが，そ

の際に必要とされているのは，①出生の年月日，②雌雄の

別，③母牛の個体識別番号，④品種，⑤飼養場所の履歴なと

である。今後の畜産の振興に関して重要と思われるのは，生

産工程履歴JASなどを活用して現行の義務的な規定に一定

の付加情報を結び付け，対応する品質管理 ・保証システムを

確立することといえる。

こうした中で，有機畜産とそれに対応した有機JASの取

得については，まさに生産の健全性を保証するものとして位

置づけられる。 しかし，日本の畜産の圧倒的多数はなかなか

一足飛びにそこまで到達しないというのが現実である。ま

に現在の有機畜産認証は，基本的には，生産の健全性以外

の要素には触れられていない。また，生産の健全性に関しで

も，粗放的放牧がもたらす環境創造(生物多様性など(福田

2000))，景観形成，レクレーション機能(大橋ら 2002)や飼料

の粗鋼料多給や地域自給なと、については言及されていない。

今日において，社会的に求められる良質な畜産物の条件と

しては，①安全性が確保されていること，②良質で豊富な動

物性タンパクが供給されること，③おいしいこと，④環境と

調和した生産システムであることなどがあけ、られると思われ

る。こうした方向へ白木の畜産を転換していくことは，長期

的には必要なことと考えられる。従って，今後の畜産物の認

証のあり方を考えた場合，有機畜産と対応する認証の方向と

同時に②と③の要素を取り入れつつ，生態系の豊かさや飼

料の地域自給などの要素を組み込んだ，持続的畜産=良質な

畜産物の生産と対応する認証の確立が重要と思われる。な

お，②については，畜産物の生産 ・加工方法と品質の関連の

解明が急がれる。③については，食味の特徴と置き換えるこ

とにより，客観的な評価が可能になると考えられる。④につ

いては，例えば，家畜排池物の土地還元率， (地域)飼料自給

率，産業廃棄物の利用度などについては，指標化が容易なよ

うに思われる。

こうした良質な畜産物を地域特産として認証する自発的な

システムの代表的なものとして， EUの 「原産地呼称保護制

度JCProt巴ctedDestination of Origin， PDO)および「地理

的表示保護制度J(Protected Geographical Indication， PGI) 

などがあげられる。これは，もともと地域の伝統的な食品

や食文化に強い愛着をもち，品質表示を高度に制度化してい

るフランス，イタリアなどの意向が強く反映された制度で，

フランスの 「原産地呼称管理制度JCAppellation d'Origine 

Controlee， AOC)などに端を発している。認定を受けた食品

は，品質，多様性，歴史，味覚などの点において独自の個性

を持ったオリジナルな食品として位置づけられている。原産

地呼称の概念は，単なる生産地表示とは大きく異なることに

注視しなければならない。すなわち，製品の製造場所を情報

として与えるだけの生産地表示とは異なり，原産地呼称は，

位置，農業，気候条件と生産技術，ノウハウを結びつけてい

るものであり，地域との関係を色濃く有しており，①高品質

であること，②生産方法が特殊であること，③原産地を明示

することなどが要件となっている。

こうした PDOやフランスのラベル ・ルージュなどが，日

本短角種や褐毛和種などの地方特定品種のみならず，生産の

健全性や生産方法にこだわった畜産物の振興には参考になる

のではなL、かと考えられる (J11手ら 2001)。関連する表示制

度としては，特定JAS規格における地鶏肉があげられるが，

生産工程履歴JASやISOシリーズ(特に IS09001や 14001)

なと、に基つ、く自発的なシステムの活用により，現行の法制度

の下でも，生産の健全性や生産方法にこだわ った畜産物の認

証は可能と思われる。また，商標に関しでも， 2006年 4月か

らスタ ー卜 した地域団体商標の取得は，検討に値するものと

考えられる。

なお，生産工程履歴JASなどに基づく認証の前のステッ

プとして，自主生産基準を策定し，外部に公開する方法の確

立も有力である。特に，放牧の活用，組飼料多給，飼料生産

の地域自給などは，生産の健全性が高い畜産物の高付加価値

化を図るために有効かっ必要な方法といえる。その場合で

も，産地においては，できるだけ詳細な飼養管理について記

入した 「生産者データ」を作成し，各農家を回りながら確認

作業を積み重ねていくことが重要といえる。

また，以上の前提として，特に自発的なシステムでは，い

かにしてその内容を消費者に的確に伝えていくかが，さらに

は消費者の反応をフィ ードパックするかがポイントとなる

が，その際，今日の消費者の多くが，農畜産物に関して提供

される情報を理解するのに十分な知識を有していないことに

注意する必要がある。そのため，消費者への情報の提供の前
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提として，消費者教育や食農教育が必要といえる。その意味

で， トレーサビリティ，特に自発的な シス テムの導入は，地

産地消や食農教育などの取り組みと有機的に結びつけて実施

する必要があるといえる。そうした中で，原 (2003)が全農

安心 シス テムにおいて提唱している 「環境監査と生産計画」

の考え方や手順が参考になる。また，消費者と産直を行って

いる先進的な畜産経営などですでに多数の実践事例が見られ

るように，宅配 ・直売する畜産物にメ ッセー ジを添えるな

ど，消費者とのコミュニケーションを促進するための経営や

産地の不断の努力が重要といえる。
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