
政策手段別評価結果書の要旨

【政策手段名】

物流管理効率化新技術確立事業

【政策手段の概要】

目 的 生鮮食品流通における検品、分荷、商品管理などの物流プロセスに電子タグを導入し、電

子化された取引情報の活用と相まって大幅な労働省力化を実現するための作業体系を開発す

る。

内 容 卸売市場を中心とする生鮮食品流通に電子タグを導入した作業体系について、産地・卸売

市場・小売の各流通段階における実証実験を行う。その実験で得られた結果を基に、作業の

省力化と情報伝達の正確性を測定・分析するとともに、その効果について総合的評価を行う。

達成目標 生鮮食品等流通の大宗を占める卸売市場において、実証実験を通じ、電子タグ活用の作業

体系を確立・普及し、これを導入した市場における物流作業コストを４分の１程度削減可能

とする。（17～19年度の事業であり、17年度は、青果物の物流システムモデルの実証と課題

の整理を目標に設定）

【政策分野の目標と政策手段の関連】

労働集約的な物流作業について、ユビキタス・コンピューティング技術を活用した効率的物流モデルを開

発・普及することにより、労働作業時間が短縮され、政策分野の目標である「食品流通の効率化」が図られ

る。

【事業のこれまでの具体的成果】

卸売業者における検品作業や情報入力作業等、仲卸業者における商品の場所把握や商品の出荷検品等に要

する作業時間の大幅な削減効果が得られ、青果分野での物流作業コスト４分の１程度削減モデルを構築する

ことができた。

【政策手段の改善の方向】

青果分野における実証実験の分析の結果、電子タグの読み取り精度のさらなる向上や、電子タグの貼付位

置の再検討などの課題・問題点が明らかになった。そのため、平成18年度はこれらの課題を踏まえ、水産分

野で実証実験を行う予定である。電子タグには、商品に水分が多く含まれていたり、水を使用する水産物売

場で活用する場合には読み取り率が低下するなどの性質があるため、それらについても考慮の上、モデルを

構築する必要がある。

【政策評価総括組織の所見】

最終年の目標達成に向け、明らかになった課題の解決などにより、事業の有効性、効率性の一層の改善に

努めるべきである。

評価書の詳細
http://www.maff.go.jp/soshiki/kambou/kikaku/hyoka/17/2_2.pdf

担当：総合食料局食料企画課 ℡０３－３５０２－７９４２



政策手段(事業)名 物流管理効率化新技術確 政策手段所管課名 総合食料局流通課

立事業 政策評価担当課名 総合食料局食料企画課

政 (1)目的 我が国の食料産業の活性化と、消費者への安全で安心な食料供給を実

策 現するためには、生産･流通を通じた供給コスト削減や品質管理の高度

手 化が必要である。しかし、生鮮食品流通においては、卸売市場を中心と

段 して情報化が立ち遅れているため旧態依然とした作業体系のままであ

の り、多大な労働力を要する状況であることから、流通コストの削減の余

概 地が依然として大きい。このため、情報技術を導入し、効率的な作業体

要 系を構築することが重要かつ急務である。

他方、最近目覚しい発展を見せているユビキタス・コンピューティン

グ技術（注1）を活用し、電子タグ（注2）による最先端の商品管理技術と取引

業務の効率性を追求した取引EDI（注3）を組み合わせることにより、相乗

的に流通の効率化が高まると期待される。

このため、生鮮食品流通における検品、分荷、商品管理などの物流プ

ロセスに電子タグを導入し、電子化された取引情報の活用と相まって大

幅な労働省力化を実現するための作業体系を開発する。

（注1）ユビキタス・コンピューティング技術

いつでも、どこでもコンピュータが使える情報技術のこと。この技術

を活用し、身の回りの様々な物に電子タグを埋め込み、その情報を読み

取ることにより、必要な情報を入手することが可能となる。

（注2）電子タグ

電波や磁気を通じて情報を読み書きするものであり、データを電子的

に格納するためのICチップと、データを無線波により送受信するための

アンテナから構成される。

（注3）EDI

Electronic Data Interchange（電子データ交換）の略。取引企業同士が

商品コード、通信手順などの「共通ルール」に基づいて、取引に関する

情報の交換を通信回線を介して電子的に行うこと。EDI により、従来電

話やFAXが主流であった受発注や請求、納品など取引に伴う情報交換・

処理業務を効率化・省力化できる。

(2)内容 財団法人食品流通構造改善促進機構を実施主体として、卸売市場を中

心とする生鮮食品流通に電子タグを導入した作業体系について、産地・

卸売市場・小売の各流通段階における実証実験を行う。その実験で得ら

れた結果を基に、作業省力化と情報伝達の正確性を測定・分析するとと

もに、その効果について総合的評価を行う。

(3)達成目標 我が国の生鮮食品等流通の大宗を占める卸売市場において、実証実験

（あらかじめ を通じ、電子タグ活用の作業体系を確立・普及し、これを導入した市場

成果目標が設 における物流作業コストを4分の1程度削減可能とすること。



定されている [平成17年度] 物流作業コスト4分の1程度削減可能な青果物の効率的

場合は、成果 物流システムモデルの実証と課題の整理

目標） [平成18年度] 物流作業コスト4分の1程度削減可能な水産物等の効率

的物流システムモデルの実証と課題の整理

[平成19年度] 上記課題を踏まえた物流作業コスト4分の1程度削減可

能モデルの構築（17､18年度の結果を踏まえ、卸売市場で

活用できる実用モデルを開発する）

本事業は、卸売業者における検品や情報入力作業、仲卸業者にお

ける商品の場所把握や商品の仕分け、出荷検品等を始めとする物流

作業の時間削減を実現するための効率的物流システムの確立に取組

む内容であり、作業時間の短縮化による物流作業コストの削減を成

果目標に設定しているところである。なお、「4分の1程度削減」と

いう目標は、卸売関係者からのヒアリングと経済産業省がアパレル

など他品目における物流作業について実施した実証実験結果データ

を基に試算し、学識経験者の意見を聞いて策定した。

(4)事業予算 15年度 16年度 17年度

等の推移 予算額 － － 99,800千円

（直近３カ年） 執行額 － － 99,800千円

地区数 － － －

政 (1)政策手段 政 策 分 野 名 食品産業の競争力の強化

策 が関連する政 目 標 食品流通の効率化

分 策分野及び目 目標値（目標年度） 卸売市場の整備や、ユビキタス・コンピューテ

野 標 ィング技術、電子商取引の活用など先進モデルの

の 提示等を通じた食品流通の効率化

目 労働生産性の向上等に関する指標値が過去

標 の実績を上回るかどうかを基本としつつ、景

と 気や需給等の動向を踏まえ総合的に判断する。

政

策

手 (2)政策分野 労働集約的な物流作業について、ユビキタス・コンピューティング技

段 の目標の達成 術を活用した効率的物流モデルを開発・普及することにより、労働作業

の に向けての政 時間が短縮し、食品流通の効率化が図られる。

関 策手段の有効

連 性（説明及び 青果物における効率的物流モデルを策定（H17）

概念図） ↓

実証・分析

↓ ＜反映＞

水産物における効率的物流モデルを策定（H18）

↓

実証・分析

↓ ＜反映＞



物流作業コスト4分の1程度削減可能モデルの構築（H19）

↓

卸売市場での普及・活用

↓

食品流通の効率化

事業のこれまでの 電子タグと取引ＥＤＩを組み合わせた効率的な生鮮食品物流作業プロ

具体的成果 セスの実証実験を青果分野において行った。特に、卸売業者における検

（成果目標が設定 品作業や情報入力作業等、仲卸業者における商品の場所把握や出荷検品

されている場合 等に要する作業時間の大幅な削減効果が得られ、青果分野での物流作業

は、成果目標に対 コスト4分の1程度削減可能モデルを構築することができた。また、実

する実績） 証実験の結果の分析により、電子タグの読み取り精度の改善など、生鮮

食品流通における課題が明らかとなった。

（参考）

○ 実験実施市場：東京都中央卸売市場大田市場

○ 実験対象品目：イチゴ、ミニトマト、キャベツ、ニラ

○ 実証実験から得られた電子タグによる作業時間の変化

現 状 の 実験での

所要時間 所要時間 B/A 効率化

（分）A （分）B （％）

卸 売 業 者 80 65 81 19%

仲 卸 業 者 450 300 67 33%

卸 売 市 場 合 計 530 365 69 31%

(1)必要性 国内農水産業の健全な発展や消費者に対する食料の安定供給を図るた

評 めには、良質な食料が合理的な価格で供給されなければならず、そのた

めには生産・流通における合理化が必要である。とりわけ卸売市場は、

価 青果物流通の７割が市場を経由するなど、国民生活に一日として欠くこ

とのできない生鮮食料品を食卓に届けるための基幹システムとして重要

結 であるにもかかわらず、生鮮食品流通の物流業務は商品の検品作業や仕

分け等に多大な時間や労働力を要する旧態依然とした状況であり、これ

果 らの改善が必要である。

このため、近年開発が目覚しい電子タグを用いた物流の効率化が期待

されているが、生鮮食品流通は多くの事業者が係わっており、かつ中小

零細規模の事業者が多くを占めていることから、民間での取組が困難な

状況にある。また、次世代技術である電子タグを活用した先導的取組で

あり、民間独自での導入に伴うリスク性が高いものであること、全国的

に適用可能な物流効率化モデルを構築するものであり、食料の安定供給

と食の安全・安心への対応の面からみて公共性が非常に高いものである

ことから、国によるモデル開発が妥当である。

さらに、政府のIT戦略本部においても、e-Japan重点計画2004に「生

鮮食品流通における無線ICタグ（電子タグ）を活用した物流管理システ



ムの開発」が記載されるなど、その必要性が指摘されている。

なお、本事業は、平成17年度が事業初年度ということもあり、卸売

市場での取扱量の多い青果分野で実証実験を実施し、基礎となるモデル

を構築したが、他分野においてもそれぞれ固有の解決すべき課題がある

ことから、今後も事業を継続して実施する必要がある。

(2)有効性 平成17年度事業により青果分野において電子タグと取引ＥＤＩを組

み合わせた効率的な生鮮食品物流作業プロセスの実証実験を行った。そ

の結果、検品や分荷などの作業において省力化がなされ、物流作業コス

ト4分の1程度削減可能モデルを構築することができたことから本事業

は有効であったと言える。

しかしながら、検討すべき課題や、水分の多い水産分野においては青

果分野とは異なった課題も生じると想定されているため、今後も改善を

続けていく必要がある。

(3)効率性 本事業は、民間の有識者で構成される実証検討委員会において実証実

験の実施に関する検討や実験結果の評価を行うとともに、第三者会議で

ある分析検討委員会において実験結果について客観的な分析・評価を行

うものである。

また、予算の執行に当たっては、繰越明許の弾力化の措置を受けるこ

とが可能となっている。電子タグは最近開発された技術であり、常に改

良が重ねられているため、低コストでセキュリティの高い製品が出現し

た場合には当初計画を変更する必要があるが、そのような場合でも繰越

を弾力的に行えることとなっており、事業の実施に当たって効率的であ

る。なお、平成17年度においては、計画通りに事業は年度内に完了し

ている。

さらに、事業を実施した食品流通構造改善促進機構は、食品流通に関

する課題等の知識を幅広く蓄積するとともに、食品流通業界の指導的役

割を有していることから、本事業を効率的に実施するに当たり、実施団

体として妥当である。

(4)その他

(公正性､優先性等)

政策手段の改善の 平成17年度は、青果分野において効率的物流システムモデルの実証

必要性、その内容 と課題の整理を行ったが、更に検討すべき課題や、水分の多い水産分野

及びその理由 などでは青果分野とは異なった課題も生じると想定されているため、平

成18年度以降については、水産物を始めとする他の生鮮食料品分野に

おける効率的物流システムモデルの実証等を実施する必要がある。

また、平成17年度の実証実験の分析の結果、電子タグ読取り精度の

さらなる向上や、電子タグを貼り付ける位置の再検討などの課題・問題

点が明らかになった。このため、平成18年度はこれらの課題等を踏ま

え、水産分野で実証実験を行う予定である。電子タグには、商品に水分



が多く含まれていたり、水を使用する水産物売場で活用する場合には、

読み取り率が低下するなどの性質があるため、それらについても考慮の

上、モデルを構築する必要がある。

政策評価総括組織 (1) 必要性

（企画評価課長） 国民に対し、安全で安心な食料の安定供給を確保し、食品産業の競争

の所見 力を図る上で、流通コストの低減・品質管理の高度化は重要な課題であ

り、特に情報化が遅れ労働集約的作業体系となっている卸売市場に先進

技術を用いたモデル的な整備を行う本事業の必要性は認められる。

また、電子タグの活用については、個々の市場参加者の取組に委ねて

いては利用技術の標準化等が見込まれないことから、国が一定の関与を

行う必要性が認められる。

なお、本事業は「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００４

（骨太２００４）」に位置付けられたモデル事業である。

(2)有効性

青果分野において、物流作業コストの４分の１程度が削減可能なモデ

ルを構築し、課題も明らかになったことから、有効性は認められる。今

後は、最終年の目標である卸売市場が活用できる実用モデルの開発等に

向け、明らかになった課題を解消し、有効性の改善に努める必要がある。

(3)効率性

これまで、実証検討委員会において実証実験の実施に関する検討や実

験結果の評価を行うとともに、第三者会議である分析検討委員会におい

て実験結果について客観的な分析・評価を行うなど事業の効率化に努め

ている。

なお、予算の執行に当たり、必要に応じて繰越明許の活用など効率的

・弾力的な運用に努めることとする。

(4)総括所見

（有効性、効率性の改善）

本事業は、国民に対し、安全で安心な食料の安定供給を確保するため、

重要な課題となる流通コストの低減を図る事業であり、必要性が認めら

れる。

卸売市場の青果分野において、物流作業コストの４分の１程度が削減

可能なモデルを構築するなど目標を達成しており有効性は認められる。

最終年の目標達成に向け、明らかになった課題の解決などにより、事

業の有効性、効率性の一層の改善に努めるべきである。

評価会委員の意見 ○電子タグの取組はいいのだけれども、そのコストが高いと聞いた。コス

トが下がらなければ生産サイドの経営環境にも影響がある。（長谷川委員）



他の市場及び施設

無線ＩＣタグ

○統合ＥＤＩ

無線ＩＣタグを活用した情報伝達を正確かつスムーズ
に行うためには、段階を超えた事業者間で共通する
商品コードとメッセージが必要。

※統合ＥＤＩのイメージ
コード（キャベツ）

49 + 22 31700 000 8  +  222333 ＋ 5566
国番号 生鮮JANコード ロット番号 集荷場番号

メッセージ
商流情報（原産地、等級等、出荷日、出荷先等）
+ トレーサビリティ情報（使用農薬、使用肥料等）

入荷
端末

・生産者が記録した生産履歴を集
荷場で入力し、産地ｻｰﾊﾞに記録
を蓄積。

・生産品の属性は統合コードで統
一する。

・EDI情報は統合コードで卸業者
に発出し、無線ICタグにも統合
コードを付与する。

産地システム

卸用入荷検品システム

統合ＥＤＩ(ＥＤＩ及び
生産トレーサビリティ情報)

入荷情報
産地情報
検品情報

卸用トレサ管理システム

分荷
端末

分荷・倉庫管理
システム

せりレーン
電子せりシステム

せ
り
終
了
品

相対レーン

仲卸用システム

出荷
端末

仲卸用トレサ管
理システム

統合ＥＤＩ(ＥＤＩ及び
生産・流通トレーサビリティ情報)

配送情報 産
地情報 検品
情報

出荷レーン

○ＩＣカード
伝票情報を保有し、ＥＤＩ情報とタグ情報の自
動照合のバックアップツールとして利用。商品
の配送者が持参し、配送元で伝票情報を入力
し、配送先にて伝票情報を照合する。
（平成14年度トレーサビリティシステム開発事
業にて開発された）

ユビキタスコンピューティングを活用した食品流通の効率化ユビキタスコンピューティングを活用した食品流通の効率化

統合ＥＤＩ(ＥＤＩ及び
生産・流通トレーサビリティ情報)

小売用システム

通い容器

繰り返し利用可能なプラスチック
で作られた容器。 ①箱作りの省
力化、②ダンボール処理の省力
化等のメリットがある。

Ｈ16通い容器規格標準化推進事
業で規格を統一.

電波により、非接触でもデータの
読取りや入力が可能。 商品情
報を商流サイドと物流サイドで瞬
時に交換し、人手に頼っていた検
品作業を代替

ＩＣタグが保有する情報 統
合ＥＤＩ、通い容器番号

○消費者への情報提
供

統合EDIコードをバー
コード化したラベルを
読み込ませることによ
り、店頭のタッチパネ
ルから生産・流通履歴
が検索

トレーサビリティ
情報の開示

○自動低温卸売場

分荷された商品は、仲
卸毎に入庫する。売場
内の位置や温度は倉庫
管理システムが管理す
る。せり商品も売り先に
応じて同様に格納する。

格納情報はEDIで荷主
に通知される。

○流通履歴センサー 場
内の各所に設置されたセンサーによって各
地点の温度、湿度を常時記録。流通履歴情
報として情報伝達される。

○自動せり

せり人はタッチパ
ネルにて買値を示し、
画面上にてせりが
行われる。せり情報
は、卸、仲卸の管理
システムに送られ、
記録される。また、
せり落とされた商品
はコンベアで自動倉
庫へ移送され、仲卸
に引渡し。

卸売市場法改正の効果 ○
市場間連携 複数
市場間のEDIにより、共同集荷 や共同配

送が可能。

○商物一致規制の緩和（最適物流）
電子商取引により、市場内に現物を 搬入
せずに卸売を行える。

○通い容器再利
用システム 利
用後には、ＩＣタグ
装着の状態で通い
容器デポに回収さ
れ、洗浄後に再び
産地へ

コンベアによる自動移送

検
品

分
荷

出
荷

出
荷

自動低温
卸売場

参
考
①



参 考 ②

ユビキタス・コンピューティング等に関する記述のある主な法律等について

● 「e-Japan」重点計画 2004
（平成 16年 6月 15日 IT戦略本部）

・ 食品の取引の電子化

ア）生鮮食品流通における EDIシステムの普及
研修等の実施により、生鮮食品流通の取引・物流効率化の基盤となる取引 EDI

の普及定着を図り、2005 年度までに、生鮮食品流通に携わる事業者の少なくとも
過半数が電子的な取引を実施できるようにする。

イ）生鮮食品流通における無線 ICタグ（電子タグ）を活用した物流管理システムの
開発

卸売市場の物流業務における無線 ICタグの実証実験を 2005年度までに実施し、
2006 年度までに生鮮食品流通の検品、分荷等の物流業務における無線 IC タグを
活用した新しい物流管理手法を構築する。

======================================================================

● 経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2004
（平成 16年 6月 3日経済財政諮問会議）
経済活性化に向けた重点施策

3．「新産業創造戦略」の推進,市場環境の整備及び発展基盤の強化
（1）「新産業創造戦略」の推進
・ 電子タグの活用による商物流の効率化、IT に関する信頼性・安全性の一層の
強化等を推進する。

=====================================================================

● 卸売市場法の一部を改正する法律案に対する附帯決議（参）

（平成 16年 5月 27日）抜粋
政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。

卸売市場関係者が連携・協調して、電子商取引の導入や効率的な物流管理システム

の構築を行うとともに、これを通じ、規格を簡素化した青果物や付加価値の高い地域

農水産物の取扱いなど特色のある卸売市場の形成に積極的に取り組める環境の整備に

努めること。


