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○はじめに

哲

普及が主たるものであった。また，SPF 状態を維

BSE をはじめとした食の安全・安心に関わる事

持し，安定化させるためには養豚施設，飼育管

件の頻発を受け種々の施策が国内外で官民を挙げ

理，養豚生産性，疾病モニタリングについて各ピ

て行われている。この中でトレーサビリティ（生

ラミッドがそれぞれ行っていたのを日本 SPF 豚

産情報開示）が重要な課題となっており，一部の

協会として 1994 年に統一基準を作り，その基準

食品においては既に農林規格（JAS 規格）として

に則り審査・認定を行う SPF 豚農場認定事業を

法制化もなされており，農林水産省としては豚肉

行ってきた。このように協会の主たる事業は SPF

を含め食品全体にこの制度を広げようとしてい

養豚技術の開発普及と SPF 豚農場認定事業の 2 点

る。筆者らは SPF 認定制度を活用して豚肉のト

で何れも生産者サイドに重点をおいたものであっ

レーサビリティを広めるべく検討を行ってきた。

たが，近年，SPF 養豚を取巻く環境の変化に伴い，

その結果，一部の仕組みを構築するとともにこの

消費者，流通側に対する啓蒙，情報開示が SPF 養

過程で問題点も浮き彫りとなってきた。豚肉のト

豚ないしは SPF 豚肉の発展，普及には重要であ

レーサビリティ構築には農場生産から屠畜場，

ることからそのための手段として協会ホームペー

カット処理場，小売店舗，消費者のフードチェー

ジを開設することになった（平成 16 年 4 月運用開

ン各段階および包括的な面それぞれに種々の問題

始）
。また，このことを活用して SPF 養豚，豚肉

点を抱えていることが明らかとなってきた。今回

の生産方式や認定制度の解説など普及情報の公開

はこれらを紹介するとともにトレーサビリティ構

とともに食の安全上重要な課題であるトレーサビ

築上の課題，問題点を提起し，これらを克服する

リティ構築のための取り組みを開始することに

ためには何が必要か議論を深めたい。

なった。

○日本 SPF 豚協会の事業とトレーサビリティ構

○ SPF 豚農場認定事業
日本 SPF 豚協会のトレーサビリティ構想では

築構想
日 本 SPF 豚 協 会 は SPF 養 豚 の 普 及 を 目 指 し

従来から行われてきている SPF 豚認定事業がト

種々の事業を行ってきた。SPF 養豚は一般的な養

レーサビリティ構築上必要となる生産情報を収集

豚産業とは異なり高度な技術およびシステムに

してきており，その点を活用することを構築の戦

よって豚疾病を排除するものであることから協会

略とした。そこで，改めて協会の認定制度の概略

事業は SPF 豚研究会の支援や「国産 SPF ポーク

を解説する。なお，認定規則は認定制度発足後 10

セミナー」
，会報の発行を通じでその技術の開発

年を経過し環境の変化に対応した改定が必要と
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図 1 日本 SPF 豚協会の SPF 農場認定作業の流れ

なったため本年より認定基準などが一部改定され

ためには毎年同様の認定審査を受けなければなら

たが，基本的な認定の手順などは変わりがない。

ない。なお，不合格となった場合には資格停止と

図 1 は SPF 農場認定作業の流れをコマーシャル

なるが認定委員会の指導のもと改善計画書を提出

農場を想定して示したものである。まず，SPF 豚

し一定期間内に改善すれば復活ができる仕組みと

農場としての認定を受けようとする協会会員農場

なっている。

は必要な書類などを調えて認定委員会に認定申請
（①）する。認定委員会は認定規則に則り，立入

○ SPF 豚農場認定制度と SPF 豚肉のトレーサビ

検査などにより農場からは防疫設備・防疫管理情

リティシステム構想

報，生産成績・生産行程管理情報を，当該農場か

以上のように SPF 豚農場認定制度では種々の

ら出荷された肉豚のと畜場での内臓検査や血液検

生産情報が協会に集約され，認定された農場から

査（ヘルスチェック）情報を収集（②）し，認定

出荷される豚肉には認定シールを添付する権利が

審査（③），合否判定（④）を行う。合否判定に

与えられている。すなわち，協会に集約された生

よって合格すると認定証が交付され（⑤）るとと

産情報を消費者は認定シールに記載された認定農

もに，希望すれば枝肉または正肉パック（コン

場番号など農場識別情報を手がかりとして消費者

シューマーパック）用の認定シールが農場規模に

と生産農場に接点ができることになる。

合わせて利用する権利が与えられる。認定証の有
効期間は 1 年間であるため継続して認定を受ける
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協会では，認定制度のこのような仕組みを活用
して，協会がインターネットホームページ（HP）
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図 2 SPF 豚肉のトレーサビリティシステム構想

を開設することでトレーサビリティシステムの構

終小売店・消費者までの生産・流通各段階がそれ

築を企画した（図 2）
。SPF 豚肉を購入した消費者

ぞれ独立した経営体であることが多い。この場

は認定シールに記載された協会 HP のアドレス

合，各段階間には「売る人」と「買う人」あるい

（www.j-spf.com）にアクセスし，その中の生産履

は「納入者」と「仕入者」の対立関係にある。こ

歴情報検索サイトから認定農場番号を入力するこ

の対立関係は利害を伴うことからトレーサビリ

とによって当該農場の生産情報を得ることができ

ティに関わる費用や労力提供などの分担を押し付

る。また，当該農場自身に，あるいは当該農場か

け合うこととなったり，トレーサビリティ導入の

ら出荷された肉豚の処理工場にホームページが開

理由や思惑が異なることで，一貫したトレーサビ

設されている場合にはリンクを張ってそれぞれに

リティを構築するのは容易でないことが明らかと

アクセスできるようにする。

なった。しかし，最終目標は各段階とも「消費者
に納得し，安心して購入していただく」ことは共

○トレーサビリティ実践上の問題点

通ではなかろうか。この共通認識がなければト

以上のように協会の認定制度とホームページを
活用することでトレーサビリティの環境が整い，

レーサビリティの構築も食の安全の確保も国内養
豚産業の危ういものとなるであろう。

具体化することになったが，実践面で種々の問題
点があることが明らかとなった。

そこで，このような共通認識のもとにトレーサ
ビリティの目的を再度検討してみたい。

豚肉のトレーサビリティでは，生産農場から最
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○改めてトレーサビリティの目的は何か？

ンフルエンザウイルスが人に感染することは世界

前項の実践上の問題点はトレーサビリティの目

的にも報告されていない」と繰り返し述べている

的意識にもいえることである。その目的は生産・

にも関わらず消費が大幅に低迷したことはわが国

流通の各段階で「高く買ってもらうため」であろ

の消費者行動は科学的に思考し判断・行動するよ

うか？また，そのために消費者に生産情報を知っ

り，情緒的，感情的に判断・行動する傾向が現状

てもらうことで安心感・安全性が高まり最終的に

においては強いものと思われる。このため，消費

消費者がプレミアムを付けて高く買う購買行動に

者に適正に判断してもらうための教育・啓蒙，昨

結びつくだろうか？更には，トレーサビリティは

今では「食育」といわれるものの重要性が挙げら

誰のためにやるのであろうか？

れよう。このような観点から豚肉のトレーサビリ

これらの疑問を明確に整理しておくことが実践
する上で重要であると思われる。各生産・流通段

ティにおいて消費者に常時開示しておくべき内容
°°°°°°°°°°
は慎重に検討すべきと考える。なお，常時開示で

階での意識は同一商材に対するものであるのであ

きる状態にしておくことは重要で，この点は後に

るから共通した意識レベルであるべきであろうが

詳述する。

現実には微妙に異なっているのではないだろう
か。

○改めてトレーサビリティとは？

まず，トレーサビリティの目的は，高く買って

それではトレーサビリティとは何かを改めて考

もらうことではなく，それは結果であることであ

察してみたい。トレーサビリティを時として生産

ろう。信頼性が高く品質が安定した商材が提供さ

履歴情報または生産情報公表（日本農林規格）と

れれば結果として多少高価であっても販売可能で

訳していることが多いようである。しかし，英語

あろう。信頼性を高めるには生産情報の開示が重

本来の直訳からすると trace（出所，起源などまで

要であろうが，常時開示しておく必要があるかは

遡る）＋ ability（可能性）であり，遡及可能性と

疑問である。消費者に知らせることで安心感，安

いうことがいえる。そこには情報を開示や公表す

全性が高まるとは必ずしもいえないと思われるか

ることではなく遡及が可能か否かが問題であると

らである。近年の都市生活者を中心とする消費者

思われる。それは，生産管理上の問題として異常

は，畜産物を含めた農産物の生産現場からの距離

が発見されたときにその原因を迅速に生産行程を

がかつてから比べますます遠ざかっている。この

遡って追究しうる能力であるとともに，その異常

ことは理科教育とも関連するものと思われるが，

のあった行程を通過して生産された製品ないし半

動植物を含めて生物を増殖，飼育・栽培し，食物

製品を川下に追及し回収できる能力まで拡大的に

として利用する農業の基本的知識が薄れている現

解釈しうるものと思われる。トレーサビリティが

状では，生産現場で行われている全てを開示する

食の安全上議論されるようになったのは BSE 発

ことは返っていらぬ混乱を招く危険があるものと

症牛において原因が明確に追求できなかったこと

思われる。鳥インフルエンザの発生に際し，国な

に端を発してはいるが，もともとは工業製品の行

どが「食品（鶏卵，鶏肉）を食べることによりイ

程管理ではそれ以前からこの概念は品質管理シス
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テムの一つとしてあり，そこには生産情報の開示

場，小売店のいずれでも共通して言えることであ

や公表の概念はない。すなわち，トレーサビリ

ろう。

ティとは万一の事故に備えて製品の生産行程を明
確に記録保存しておくこと，このことにより川下

○トレーサビリティが確実に機能するためには？

に対しては迅速に事故製品の回収ができるようす

トレーサビリティ，更には品質管理，行程管理

ること，また，川上に対しては事故原因となる行

は，時として形式的となり，形骸化してしまうこ

程を特定し，修正措置を迅速に行えるようにして

とがよくある。品質管理，行程管理を行うには管

おくことといえるのではないだろうか。このこと

理マニュアル，管理基準を作成し運用しなければ

によって，万一の事故に際しては被害を最小限に

ならないが，マニュアルや基準を作ることで留

食い止めることができ，また，事故原因の速やか

まっていたり，管理基準から逸脱しても放置され

な原因追究と再発防止が図られ，ひいては製品の

ていることがよくある。マニュアルや基準が運用

質および生産性（生産品質）の向上が図れるもの

されて始めて管理されているといえるのである。

と考える。このように考えるとトレーサビリティ

品質管理担当者は時として品質管理上重大な錯誤

は品質管理，行程管理そのものであり，工業製品

があった場合には直ちに製造の停止と製品の回収

では古くから行われている当たり前のことであ

措置を取る必要があり，そのような権限も与えら

る。そのような工業製品を消費者が購入する際，

れなければならないが，時として品質管理担当者

生産履歴情報を目にすることはほとんどないであ

はその組織内で煙たい存在となりがちである。す

ろうが製品ロット番号は必ず記載されており，生

なわち，品質管理，行程管理を形骸化させないた

産履歴情報を消費者の面前に開示することの意義

めにはその組織のトップはもちろんのこと，組織

はそこにはなく，ロット番号を手がかりとして製

全体が危機管理意識を持つとともに法令遵守（コ

造工場，製造年月日，生産当日の製造責任者，使

ンプライアンス）を定着させ，品質管理担当者に

用部品のロット番号などが，即座に検索できるよ

は強い権限が与えられなければならない。この点

うにしておくことが重要であるといえる。このよ

において形式的，形骸化した組織では，その組織

うな工業製品での生産管理が農産物にも要求され

の存続すら危うくなることは雪印乳業や三菱自動

るような時代となってきたともいえるであろう。

車の例を挙げるまでもないことであろう。

以上をトレーサビリティ実践上の問題点にまでさ
かのぼって整理してみると実践すべきことは明確

○トレーサビリティ構築によるメリットは何か？

でどの生産・流通段階においてもそれぞれに行わ

トレーサビリティを含めた品質管理・行程管理

れる生産行程の品質（製品そのものと生産性の品

が構築されることによるメリットの一つとしては

質）管理を確実に実行することで，そのことによ

製品品質の向上とばらつきが減少することが挙げ

り自ら生産する製品の信頼性が高まるとともにリ

られる。このことにより品質クレーム，不良品発

スク負担の軽減，コスト削減につながるものであ

生が減少する。不良品発生減少は製品歩留まりの

る。このことは生産農場，と畜場，カット処理工

向上につながる。これらのことから最終的にはコ
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スト低減が図られ，製品ばかりでなくその生産組

し付けない。

織（企業）自身の信頼性が向上し，結果的に有利

②各段階の管理記録は必要に応じて迅速に開示

販売につなげられる。このことは各生産段階それ

できるようにしておくこと

ぞれ単独でもいえることである。時として，IC

管理すべき項目の記録と保管があって始め

チップ読み取り装置などハードウエア整備に力点

て管理といえるが，保管にあたっては必要

をおいて「トレーサビリティを行うことで手間と

な記録が迅速に検索できるようにファイリ

コストがかかり，メリットは川下に取られてしま

ングする。

う」と敬遠することも聞かれるが，逆にコストメ

③川下川上相互の生産・管理実態を理解し相互

リットがでるように運用する金のかからないソフ

信頼を持って共同歩調で構築すること

トの充実（記録帳簿類の整備や従業員の意識教育

①，②で自らの段階が構築できたならば川

など）を図るべきであろうと考える。

上から川下まで一貫した構築に移るが，こ
こでは各段階の相互信頼，共同歩調をもっ

○
（まとめ）豚肉のトレーサビリティを構築する

て一貫したトレーサビリティシステムを構

ためには ?

築する。

筆者らは，SPF 豚協会の認定制度を活用して豚

④最終消費者に対する教育（食育）
，啓蒙を官民

肉のトレーサビリティを構築すべく検討してきた

あげて行うこと

が，実践面では種々の克服すべき課題があること

豚肉（食）に対する適切な理解を普及させ

が明らかとなった。これらの課題について整理・

ることは食の安全を脅かす事件の発生時に

検討してみたのが本報告である。このことから豚

消費者がパニックに陥る状態を見るにつけ

肉のトレーサビリティを具体的に構築するために

重要な課題であることを痛感させられる。

は何をすべきかを筆者なりにとりまとめてみると

この点において日本 SPF 豚協会の役割は
ますます重要性を増してきている。

①生産各段階でやるべき品質管理，行程管理を
できることから着実に行うこと

ややもすると利害の対立する豚肉の生産から消

各段階共にやるべき管理項目は少なくはな

費までの各段階がそれぞれ自らの責任において日

いが，一度に全てを網羅して始めようとせ

本 SPF 豚 協 会 の 機 能 を 活 用 す る な ど に よ り ト

ず，重要度の高いもののうちできることか

レーサビリティシステムを含む品質管理，行程管

ら着実に開始すること。定着したら徐々に

理をしっかり行う事例が増え，国産豚肉がますま

管理項目を増やす。自らの生産段階を自ら

す普及することを期待したい。

の責任において着実に行い川上，川下に押
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