
政策手段別評価結果書の要旨

【政策手段名】

ユビキタス食の安全・安心システム開発事業、ユビキタス食の安全・安心システムモデル地区
整備事業

【政策手段の概要】

目 的 ユビキタス・コンピューティング技術（いつでも、誰でも簡単にコンピューターを活用で
きる技術）を活用して情報の記録等の自動化・簡便化を進め、先進的なシステムを開発する
とともに、これらのシステムを導入するモデル地区を整備することにより、食品のトレーサ
ビリティ・システムの普及を推進する。

内 容 ① ユビキタス食の安全・安心システム開発事業
ユビキタス・コンピューティング技術を活用した先進的なシステム（食の安全・安心シス

テム）を公募方式により開発するとともに、システムの普及啓発等を行う。
② ユビキタス食の安全・安心システムモデル地区整備事業
各地域においてモデル地区の総合的な整備を進めるため、ユビキタス・コンピューティン

グ技術を活用した生産自動制御システム、農業生産資材自動識別管理システム、情報関連施
設、分析・検査施設等の整備に対する支援を行う。

達成目標 生鮮食品及び加工度が低い加工品を対象として、主要な購買先において、２４時間以内に
生産流通履歴の追跡・遡及を可能とするシステムを５０％程度の品目について導入すること
（平成１９年度）。

【政策分野の目標と政策手段の関連】

本事業により、最先端の情報処理技術を活用した先進的なシステム開発及びシステムの普及啓発等と、モ
デル地区の整備とを併せて行うことにより、トレーサビリティ・システムの効率的な普及を図り、政策分野
「食の安全及び消費者の信頼の確保」に資する。

【事業のこれまでの具体的成果】

成果目標の１７年度の実績（食品産業動向調査（統計部）の結果）は、４０％であった。
○ ユビキタス食の安全・安心システム開発事業
・公募方式により８課題を採択し、生鮮食品及び加工品について、システム開発及び実証試験を実施。
・養殖魚と海苔について、トレーサビリティ・システム導入のガイドラインを作成。
・ユビキタス・コンピューティング技術を活用した先進的なシステム等の普及啓発。

○ ユビキタス食の安全・安心システムモデル地区整備事業
・情報関連施設等の整備に対して支援。（全国１２地区）

【政策手段の改善の方向】

○ ユビキタス食の安全・安心システム開発事業
生産から小売までの網羅的なトレーサビリティ・システムの構築に向けた取組を引き続き実施する必要が

ある。具体的には、個々の事業者が保有するシステムを連携すること等が可能となる技術面や経済面も含め
て汎用性の高いモデル的なシステム開発等を実施する必要がある。
○ ユビキタス食の安全・安心システムモデル地区整備事業
地域の自主性に委ねることによって地方の創意工夫を活かした取組が期待できることから、三位一体改革

の趣旨を踏まえ、１７年度末で本事業を廃止するとともに、税源を都道府県に移譲したところである。

【政策評価総括組織の所見】

システム開発事業とモデル地区整備事業との連携には、一定の時間と地域の細かいニーズへの対応が必要
であり、モデル地区整備事業は、三位一体改革の趣旨も踏まえ、廃止するのが適当である。

評価書の詳細
http://www.maff.go.jp/soshiki/kambou/kikaku/hyoka/17/4_3.pdf

担当：消費・安全局 消費・安全政策課 ℡０３－３５０２－８１１１（内線３００６、３００７）



政策手段(事業)名 ユビキタス食の安全・安 政策手段所管課名 消費・安全局

心システム開発事業、 消費・安全政策課

ユビキタス食の安全・安 政策評価担当課名 消費・安全局

心システムモデル地区整 消費・安全政策課

備事業

政 (1)目的 ユビキタス・コンピューティング技術＊を活用して情報の記録等の自

策 動化・簡便化を進め、トレーサビリティの確保とともに、農薬等生産資

手 材の適正使用、生産・流通の合理化、消費者に伝える各種情報の充実等

段 を図ることが可能となる先進的なシステムを開発する。さらに、これら

の のシステムを導入するモデル地区を整備する。これにより、食品のトレ

概 ーサビリティ・システムの普及を推進し、食品に対する消費者の信頼の

要 確保に資する。

＊ 至る所に存在するコンピュータ（パソコンや電子タグ等）がネット

ワークを形成し、利用者の周りの状況を把握・判断することで、利用

者自身が意識しなくても物事を解決してくれる、いつでも、どこでも、

誰でも簡単にコンピュータを活用できる技術。

(2)内容 ① ユビキタス食の安全・安心システム開発事業

（事業実施主体：民間団体）

ユビキタス・コンピューティング技術を活用した先進的なシステム

（食の安全・安心システム）を公募方式により開発するとともに、シス

テムの普及啓発等を行う。

システム開発事業の年度別事業計画

生産 加工 流通 小売

生産 加工 流通 小売

生産 加工 流通 小売

17年度 ･･･ 事業者内部のシステム開発（ ）

18年度 ･･･ 異なる段階の事業者が保有するシステムを連携する
システムの開発（ ）

19年度 ･･･ トレーサビリティ・システムを確立した生産から小売りまで

の間の流通経路情報を他の生産－小売系統でも利用可能
とするシステムの開発（ ）

チェーントレーサビリティ



② ユビキタス食の安全・安心システムモデル地区整備事業

（事業実施主体：都道府県経由市町村・農協・事業協同組合等）

各地域においてモデル地区の総合的な整備を進めるため、ユビキタス

・コンピューティング技術を活用した生産自動制御システム、農業生産

資材自動識別管理システム、情報関連施設、分析・検査施設等の整備に

対する支援を行う。

(3)達成目標 （成果目標）

（あらかじめ 生鮮食品及び加工度が低い加工品を対象として、主要な購買先におい

成果目標が設 て、２４時間以内に生産流通履歴の追跡・遡及を可能とするシステムを

定されている ５０％程度の品目について導入すること（平成１９年度）。

場合は、成果

目標） （目標設定の考え方、手段の内容と目標との関連）

ユビキタス・コンピューティング技術等の情報処理技術を活用する見

地から、２４時間内の生産流通履歴の遡及を目標として設定した。さら

に、消費者の関心を高め、消費者の選択に資するという観点から、川下

である小売段階において、消費者物価指数品目（総務省小売物価統計）

のうち、生鮮食品及び加工度の低い加工食品でウエイトの高い順に５０

品目（生鮮食品４０品目、加工食品１０品目）を選定し、その５０％程

度の品目についてシステムを導入することを目標として設定した。

生産から小売までの網羅的なトレーサビリティ・システム（チェーン

トレーサビリティ・システム）を社会基盤として構築することにより、

食品事故の際の迅速な回収や原因究明などの食品の安全管理向上等に活

用することが可能となり、消費者の信頼の確保に資することが期待され

る。

○ ユビキタス食の安全・安心システム開発事業 （千円）

(4)事業予算 １５年度 １６年度 １７年度

等の推移 予算額 ー ー 1,200,000

（直近３カ年） 執行額 ー ー 1,197,662

地区数 ー ー ８

（採択数）

○ ユビキタス食の安全・安心システムモデル地区整備事業 （千円）

１５年度 １６年度 １７年度

予算額 ー ー 600,000

（補正後） (390,557)

執行額 ー ー 309,197

地区数 ー ー １２

予算執行の効率化・弾力化のため、繰越明許費として設定したが、

繰越の実績はない。



政 (1)政策手段 政 策 分 野 名 食の安全及び消費者の信頼の確保

策 が関連する政 目 標 生鮮食品及び加工度が低い加工品を対象として、

分 策分野及び目 主要な購買先において、２４時間以内に生産流通

野 標 履歴の追跡・遡及を可能とするシステムを５０％

の 程度の品目について導入すること

目 目標値（目標年度）５０％（平成１９年度）

標

と (2)政策分野 最先端の情報処理技術を活用した先進的なシステム開発及びシステム

政 の目標の達成 の普及啓発等を行う事業と、モデル地区の整備を進める事業とを二本立

策 に向けての政 てで行うことにより、トレーサビリティ・システムの効率的な普及を行

手 策手段の有効 う。

段 性（説明及び

の 概念図）

関 先進的なシステム開発及びシステムの普及啓発等

連

モデル地区の整備

トレーサビリティ・システムの普及の推進

２４時間以内に生産流通履歴の追跡・遡及を可能とするシステム

を導入した品目の割合の向上

事業のこれまでの 成果目標の１７年度の実績（食品産業動向調査（統計部）の結果）は、

具体的成果 ４０％であった。

（成果目標が設定 ○ ユビキタス食の安全・安心システム開発事業

されている場合 公募方式により８課題を採択し、生鮮食品及び加工品について、トレ

は、成果目標に対 ーサビリティの確保とともに、食品の安全管理等の向上や消費者が簡単

する実績） に入手できる情報の充実等を図ることが可能となるシステム開発及び実

証試験を実施したところである。

また、養殖魚と海苔について、品目別のトレーサビリティ・システム

導入のガイドラインを作成したところである。

さらに、ユビキタス・コンピューティング技術を活用した先進的なシ

ステム等の普及啓発を図るため、全国９カ所で普及啓発セミナーの開催、

パンフレットを５５，０００部作成して関係団体に配布等を実施したと

ころである。

○ ユビキタス食の安全・安心システムモデル地区整備事業

全国１２地区において、情報関連施設等の整備に対する支援を実施し

たところである。

(1)必要性 １７年３月に策定された食料・農業・農村基本計画において、食品の

評 流通経路情報を活用して食品の追跡・遡及が可能となるトレーサビリテ



ィ・システムについて、牛肉以外の食品についても、農業者・食品産業

価 事業者による自主的な導入を促進することとされている。また、両事業

は、モデル事業として実施した。

結 ○ ユビキタス食の安全・安心システム開発事業

チェーントレーサビリティ・システムを構築すると、事故発生時に、

果 ①事故の原因を速やかに特定し、②対象商品を特定して迅速に回収でき、

③安全な他の流通ルートを確保する、ことが可能となる。このようなシ

ステムを構築するためには、個々の民間事業者が別々に取り組むだけで

は達成が困難であることから、国として統一的なシステム開発の方向性

を示すとともに、標準的な情報伝達内容を定めた品目別のトレーサビリ

ティ・システム導入のガイドラインを作成し、支援を行う必要がある。

１７年度については、トレーサビリティ・システムを導入する事業者数

の増加を図るため、個々の食品事業者等が導入できる事業者内部のシス

テム開発を実施した。

また、開発したシステム等の普及啓発を図るために、生産者や食品事

業者等に対する普及啓発活動を実施する必要がある。

○ ユビキタス食の安全・安心システムモデル地区整備事業

既存システム及びシステム開発事業で開発されたシステムを普及させ

るためには、コスト負担の点から導入に踏み込めない生産者等を考慮し、

生産自動制御システム等の整備に対する支援を行う必要がある。

(2)有効性 ○ ユビキタス食の安全・安心システム開発事業

１７年度は、公募方式により８課題を採択し、生鮮食品とともに加工

品を含む数多くの品目を対象として、汎用性をもったモデル的な個々の

食品事業者等が導入できる事業者内部のシステム開発を実施し、成果目

標の達成に向けて、年度別事業計画を着実に実施したところである。

また、業界等のニーズの高い品目について、学識経験者、生産者、食

品事業者や消費者を構成員とする委員会において導入のガイドラインを

作成したことにより、当該品目や当該品目に関連する品目におけるトレ

ーサビリティ・システムの導入の推進に有効である。

さらに、普及啓発セミナーの開催、パンフレットの作成・配布等によ

り、先進的なシステム等に対する生産者、食品事業者等の理解が得られ、

トレーサビリティ・システムの普及が推進することが期待される。

○ ユビキタス食の安全・安心システムモデル地区整備事業

全国１２地区において、過去の事業等で開発されたシステムの導入を

支援し、モデル地区の整備を進めたことにより、他の地域におけるシス

テムの導入を推進することが期待される。

(3)効率性 ○ ユビキタス食の安全・安心システム開発事業

事業実施に際しては、国が民間団体から公募を行った上で、真にモデ

ル的なシステム開発かどうか、経費も含め、第三者委員会において十分

に専門家等が精査した上で採択する仕組みとしていることから、効率的

なシステム開発が可能である。更に、公募に際しては、国として統一的



なシステム開発の方向性を示すとともに、採択にあたっての優先案件を

明示するという工夫をしている。

また、業界等のニーズの高い品目について、学識経験者、生産者、食

品事業者や消費者を構成員とする委員会において品目別のトレーサビリ

ティ・システム導入のガイドラインを作成し、具体的な導入の手法等を

示すことにより、効率的なシステムの導入を推進している。

さらに、先進的なシステム等の普及啓発をシステム開発と併せて実施

することにより、システムの普及を効率的に実施している

○ ユビキタス食の安全・安心システムモデル地区整備事業

本事業では、既存のシステム及びシステム開発事業で開発されたシス

テムの導入の支援を行うことにより、システム開発事業と連携して、ト

レーサビリティ・システムの普及を効率的に実施している。

(4)その他 ユビキタス食の安全・安心システム開発事業については、国が民間団

(公正性､優先性等) 体から公募を行った上で、システムの専門家等から構成される第三者委

員会において厳正に審査を進め、採択課題を決定することにより、公平

性が保たれている。

政策手段の改善の ○ ユビキタス食の安全・安心システム開発事業

必要性、その内容 チェーントレーサビリティ・システムの構築に向けた取組を引き続き

及びその理由 実施する必要がある。具体的には、個々の事業者が保有するシステムを

連携すること等が可能となる技術面や経済面も含めて汎用性の高いモデ

ル的なシステム開発等を実施する必要がある。

○ ユビキタス食の安全・安心システムモデル地区整備事業

地域の自主性に委ねることによって地方の創意工夫を活かした取組が

期待できることから、三位一体改革の趣旨を踏まえ、１７年度末で本事

業を廃止するとともに、税源を都道府県に移譲したところである。

政策評価総括組織 (1) 必要性

（企画評価課長） 国民の「食」の安全・安心に対する関心が高い中、トレーサビリティ

の所見 ・システムの構築に当たり、個々の事業者の取組に委ねるのでは、共通

基盤の構築が図られる見込みがなく、国が一定の関与することに必要性

は認められる。

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

トレーサビリティ・システムを導入した品目の割合については、平成

19年度目標の50％に対し、40％を達成しているものの、本事業実施に

よる効果であるのか十分に検証する必要がある。

システム開発事業については、３年間の事業計画に基づき、本年度、

８の開発テーマについて、２４時間以内に生産流通履歴の追跡・遡及を

可能とするためのシステムを構築しており、一定の有効性は認められる。

今後、これらの成果を普及するに当たり、食品事故の際の迅速な回収



や消費者の信頼確保に有効に活用されるかについても検証する必要があ

る。

モデル地区整備事業については、予算額に対する執行額が低調なこと

から、有効性を改善する必要がある。

(3)効率性

システム開発事業における開発テーマは、採択に当たっての優先基準

を明示し、民間団体から公募した上で、専門家からなる第三者委員会を

設置し、その意見を踏まえながら進めており、事業の効率的な実施に努

めている。

しかしながら、新技術の開発・実証と普及を同時に行うシステム開発

事業と、地方公共団体等に対して先進的な機器整備を行うモデル地区整

備事業との連携には、一定の時間と地域の細かいニーズへの対応が必要

とされた。こうしたことから、平成１８年度、ユビキタス食の安全・安

心システムモデル地区整備事業については、三位一体改革の趣旨も踏ま

え、これに見合った税源が都道府県に移譲された。

(4)総括所見

（廃止（一部）及び有効性の改善）

国民の「食」の安全・安心に対する関心が高い中、トレーサビリティ

・システムの構築を進めるためには、共通基盤の構築、モデル実証等に

ついて、国が一定の関与することに必要性は認められる。

システム開発事業におけるシステム構築について有効性は認められ

る。システム開発事業とモデル地区整備事業との連携には一定の時間と

地域の細かいニーズへの対応が必要であり、モデル地区整備事業は予算

執行額も低調であることから、三位一体改革の趣旨も踏まえ、廃止する

のが適当である。

今後、開発・実用化に一定の目途がたったものから、普及を図り、食

品事故の際の迅速な回収や消費者の信頼確保に有効に活用されるかにつ

いても検証する必要がある。

評価会委員の意見


