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2. EPCISとは

｢サプライチェーンの可視化｣という言葉は､ビジ
ネスにおいて広く用いられています｡その中核を担
うEPCISの仕様の中には何が書かれているので
しょうか｡つまり仕様として何が定義されているので
しょうか｡この章では､厳密なことは後回しにして､ま
ず概要を説明します､その後､細かいことを説明し
ていくことにします｡

EPCISは､サプライチェーンの可視化を行うため､
商品がどこにあったか､もしくはどこにあるかの情
報(この情報を可視化データと言います)をコン
ピュータ･サーバに蓄え､共有するための仕様です｡
コンピュータ･サーバ上に蓄える可視化データを同
じフォーマットにしておけば､異なる企業間で情報
が共有できるという考えがベースになっています｡

EPCISの情報の共有化について､電子タグの仕
様(Gen2仕様)になぞらえて説明しようと思います｡
電子タグの仕様では､電子タグ･メモリのどこの番
地に対して､何のデータを書けばよいかを規定して
います｡こうすることで､電子タグを利用する場合に､
同じデータを同じメモリの番地から取得することが
可能になります｡もし電子タグの標準仕様がなけれ
ばどうなるでしょうか?電子タグを利用する会社どう
し､毎回打ち合わせをして､電子タグのどこのメモリ
番地からどれくらいの長さで何のデータを取り出さ
なくてはいけないかを決めなくてはいけません｡

このことをコンピュータ･サーバに当てはめて考え
るとEPCISが理解しやすくなります｡つまり､コン
ピュータ･サーバ上に蓄積する可視化データの顔つ
きをそろえ､同じフォーマットで取り出せるようにす
れば､異なる企業間で情報が共有できるということ
がEPCISの狙いです｡EPCIS標準仕様がなけれ
ば､コンピュータ･サーバ上にどういうデータを入れ
て､それらをどのように取り出すかについて､サプラ
イチェーンに関わる企業間で毎回話し合って決め
なくてはならなくなります｡

補注) EPCISを使わなくても可視化のしくみは構
築できます｡たとえば､ある企業が､自社で抱える製
品を､自社のやり方で管理する場合には､とりたて
てEPCIS標準仕様を使わなくても管理が可能です｡
なぜなら会社の独自仕様でコンピュータ･サーバに
データを書き込み､その仕様に従って､コンピュー
タ･サーバからデータを読み出せばいいからです｡
しかしながら､複数の企業の間でデータを共有する
場合には､同じフォーマットでコンピュータ･サーバ
上にデータを書き込んだ方が効率的です｡その仕
様に従ってデータを書き込んでいれば､複数の企
業間で同じやり方でデータを共有できるからです｡
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1. はじめに

本書は､EPCIS(EPCインフォメーション･サービ
ス)が何であるかという疑問に答えるためのEPCIS
のガイドブックです｡EPCISの概要と共にEPCISの
メリットを含めて説明しています｡またEPCISによく
ある誤解もできるだけ本書の中で解決していくつも
りです｡本書が想定する読者は､サプライチェーン
の可視化に興味がある､もしくはこれから可視化シ
ステムを構築しようと考えている企業の方を対象に
しています｡EPCISという名前は聞いたことがある
が､どういったものか分からないという方にお勧め
します｡特にエグゼクティブ･クラスの方や営業系の
方を対象に､ITに関する細かい知識は必要としな
いで読めるように心がけているつもりです｡

システムベンダーの方には､可視化システムを提
案する際のセールス･ツールとして本書をお使いい
ただければと考えています｡ユーザからすれば､構
築するシステムが長く使え､拡張性があり､作り直し
がないようにと考えることになりますが､そういった
要件に応えるべく本書を活用いただき､ユーザにご
提案いただけたらと思います｡本書にあるように国
際標準でシステムを構築すれば､将来の拡張に耐
えられる優れたシステムを構築できるはずで､本書
はそのヒントになると思います｡

本書では､分かりやすいように厳密な定義をあえ
て犠牲にして説明しています｡たとえば､EPCISは､

その対象は｢商品｣だけでなく､売り買いしていない
｢モノ｣も含めています｡しかしながら本書では､
EPCISを説明する上で､あえて｢モノ｣という言い方
をせず､｢商品｣とまで言い切っています｡このように
解説することで､EPCISに対して具体的なイメージ
をお持ちいただき､EPCISをより身近に感じていた
だければと思います｡
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3. 可視化データ

サプライチェーンの可視化とは､商品がいつの時
点でどこにあり､それが今までどこにあったか､さら
に､どのような状況でそこにあったかを把握するこ
とです｡商品が電子タグ･リーダ(場合によっては
バーコード･リーダでも可能 )を通過したとき､
EPCISサーバに蓄積される可視化データは､
What, When, Where, Whyの4つになります｡

ここでは､もう少し詳しく､この4つのデータを見て
いくことにしましょう｡最初のデータWhat(何)は､商
品を識別する番号です｡商品についている電子タ
グもしくは､バーコードを読むわけですから､当然な
がら商品に書かれている商品コードが読まれるこ
とになります｡この商品コードをEPCIS仕様に従っ
てEPCISサーバに入力すればWhatに関する可視
化データは完成します｡従って､人間の解釈を必要
とせず､既に電子タグもしくはバーコードに入ってい
る商品コードを自動的にEPCISサーバ上の可視化
データとして蓄積することが可能になります｡

When(時刻)は､リーダが商品を読んだ時の時
刻です｡時刻も､リーダが電子タグやバーコードを
読む際に自動的に取得可能です｡Where(場所)
は､通常そのリーダがどこにあるかの位置情報で
す｡これらのデータをEPCIS仕様に従ってEPCIS
サーバに入力すればWhenおよびWhereに関す
る可視化データは完成します｡これらのデータも自
動的に取得可能ですから､人間の解釈を入れず､
自動的にEPCISサーバへ蓄積することが可能にな

ります｡

これらのWhat, When, Whereと比べて4つめ
のWhyは少し違いがあります｡このWhyは､リーダ
が商品を読んだ時の｢場面｣を指しています｡場面
というのは､商品がリーダを通過した時､ビジネス･
プロセス上､どういう状況であるかを意味します｡つ
まり､ここには｢入荷｣とか｢出荷｣とかいった場面に
関する情報が入ります｡Whyに関しては､その場面
を人間が解釈してEPCISサーバにセットしてあげ
ない限り､リーダの方で､その商品の通過が｢入荷｣
か｢出荷｣かが分かりません｡従って､リーダで読ん
だ時の状態が｢入荷｣であるか｢出荷｣であるかを人
間が解釈してEPCISサーバに入力します｡

ただし､商品がリーダを通過する時､毎回人間が
そばにいてサーバにそれぞれの｢場面｣を入力する
のは煩わしいので､通常､Why(場面)は､リーダと
関連づけてEPCISサーバに入力することになりま
す｡たとえば､商品が､Aリーダを通過した場合には
｢入荷｣と決めておき､商品が､Bリーダを通過した
場合には｢出荷｣と事前に決めておけば､人間の解
釈なしに自動的にEPCISに入力できるようになりま
す｡(つまりアプリケーション･プログラムには､あら
かじめAリーダなら｢入荷｣とプログラミングしておく
ことが必要です｡) このようにすれば､リーダのそば
に人間がいなくても､EPCISサーバにWhyである
｢場面｣情報を自動的に入力することが可能になり
ます｡
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サプライチェーンが複雑になり､国際間にまたが
るサプライチェーンが生じている現在､企業は､海
外の企業との間で商品の移動に関する情報を共
有する必要性が高まっています｡EPCISは､サプラ
イチェーンを可視化するために用意された国際標
準に基づく仕様です｡EPCIS仕様に基づき可視化
システムを構築すれば､海外にある他企業との間
でも情報が共有できるようになります｡

以下に､コンピュータ･サーバ上に蓄えられた可視
化データを使い､いろいろな分析を行なう例を示し
ます｡EPCISでは､同じフォーマットでコンピュータ･
サーバ上に可視化データが蓄積されますから､サ
プライチェーンに関わるさまざまな人が､同じフォー
マットのデータを利用して､さまざまな分析ができる
ようになります｡

図2-1  EPCISデータを用いて分析を行う例

補注) 左記の例では､1つのEPCISサーバの図
を用いて説明していますが､EPCISサーバは､一つ
のデータベースにまとめる必要はありません｡
EPCISでは､情報を共有する人が､複数のEPCIS
サーバを覗きに行くことも可能な仕様になっていま
す｡従って各企業が､それぞれ別のEPCISデータ
ベースを持っていても構いません｡

複数の企業が可視化データを構築する場合､そ
のデータを蓄える場所を一か所にして､一か所集
中管理的に可視化サーバを構築する方法がありま
す｡しかしながら複数の企業の可視化データを一か
所のサーバに集中してしまうと､この一極集中した
コンピュータ･サーバを誰が運用管理するのかとい
う問題が生じます｡

これに対してEPCISではデータベースを分散して
持つことが可能なので､下記の図のように､それぞ
れの企業や組織がそれぞれで発生する可視化
データ (商品の移動データ) を管理することも可能
です｡この結果､誰が管理するのかといった問題を
軽減できるといったメリットがあります｡
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図2-2 サプライチェーンでのEPCISの利用例
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準に基づく仕様です｡EPCIS仕様に基づき可視化
システムを構築すれば､海外にある他企業との間
でも情報が共有できるようになります｡
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図2-1  EPCISデータを用いて分析を行う例
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図2-2 サプライチェーンでのEPCISの利用例
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EPCIS は､ GS1 が定める標準仕様のうち､商
品の移動を捉えサプライチェーンの可視化を行う
ための仕様です｡電子タグの普及を進めてきた
GS1 EPCglobal がとりまとめた経緯もあり､
EPCIS を説明する場合､電子タグとセットで紹介さ
れることが多いのですが､ EPCIS でシステムを構
築する場合､必ずしも電子タグを使用しなくても構
築は可能です｡たとえば､バーコード情報だけを用
いEPCISシステムを構築することも可能です｡

ちなみに EPC (エレクトロニック･プロダクト･コー
ド) とは､電子タグに書きこまれた GS1 コードを指
します｡従って､電子タグに書かれていない場合に
は､たとえ GS1 コードが使用されていても EPC と
は言いません｡

EPCIS が電子タグを念頭に作られた経緯もあり､
今でもこの名前が残っていて､たとえばバーコード
が使用される場合でも EPCIS という言葉が使わ
れています｡このことを知らない人からは EPCIS
にはバーコードのデータを取り込めないのではな
いかという EPCIS の名前から来る誤解を耳にしま
す｡

EPCIS に対する次によくある誤解として ､
EPCIS の仕様だけでは可視化に関するシステム
を全部作れない､｢EPCIS の仕様は､不完全であ
る｣と言われることがあります｡

可視化のシステムをつくるには､ EPCIS で定義
している仕様の他に､システムを運用する上でのア
カウント管理やシステムを利用する人への課金の
仕方､さらにはセキュリティ対策等いろいろなことを
考慮する必要があります｡ 従って､可視化システム
を作る場合に､ EPCIS に規定していない部分が
数多くあるので EPCIS は仕様として未完成である
とか不十分であるといった誤解が生じるわけです｡

可視化システムは､可視化する範囲をどこまでに
するか､可視化する対象を何にするかにより､様々
なシステムが考えられます｡それらが多様なので､
すべての要求を満たすシステム仕様を作り上げる
ことは困難です｡このため GS1 では､国際標準と
して､皆が使える大事な部分だけを規定しています｡
可視化システムの全体を構築するには不十分では
ありますが､それだけでも標準として役に立つから
国際標準にしているのです｡つまりそれ以外の部
分は国際標準と切り離して個別に考えなくてはなり
ません｡
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この可視化データ Why に関しては､同じサプラ
イチェーンに関わる人が同じ呼び方で呼べるように
統一しておく必要があります｡つまり､同じ｢入荷｣と
いう事象に対して､ある人は｢受け入れ｣と呼び､あ
る人は｢入庫｣と呼ぶことになると､同じ事象を違う
事象として認識されることになり混乱が生じるから
です｡そこで GS1 では､サプライチェーンに関わる
人の間で共通の呼び方 (ボキャブラリ) が出来る
ように統一しています｡このボキャブラリは､ GS1
の会議を通じて業界ごとに定義しています｡

ここで少し技術的な話をしますが､可視化データ
を EPCIS サーバに入力する場合､同じフォーマッ
トで書き込む必要があるという説明をしました｡この
場合具体的には､どういうフォーマットで書き込む
のでしょうか｡それは XML というフォーマットで書
き込みます｡ XML は､コンピュータで一般になって
いる標準化されたデータの記述方式です｡ XML
では､目的とするデータを“タグという目印”で挟ん
でデータ部分が分かるように記述します｡たとえば､
時刻を示すデータを記述する場合には､時刻を示
すデータの前に <eventTime> というタグを使い､
さ ら に 時 刻 を 示 す デ ー タ の 終 わ り に は ､
</eventTime> というタグを使い､両者で挟んで
データを記述します｡詳しいことは XML の説明書
にゆずりますが､以下に XML で記述した EPCIS
のイベント･データの書き方を例示します｡

ここまでで､ EPCIS に入力する可視化データに
ついて簡単に説明しました｡ EPCIS の可視化
データとして 4 つの What, When, Where,
Why があり､どういうフォーマットでサーバ上に書
き込むかを､ざっくりと紹介してきました｡

補注) おそらくここで､読者の多くは､What,
When, Where, Why 以外には可視化データと
呼べるものはないのか? といった疑問が湧いてい
るのではと思います｡このことを説明しようと思いま
す｡

サプライチェーンを可視化するためには｢商品｣
の移動に関する可視化データを EPCIS サーバに
書いて蓄える必要がありました｡もしその｢商品｣が
冷凍食品であれば､商品が移動する際の温度デー
タも可視化データとして蓄積しておきたいところで
す｡温度データは､ EPCIS の可視化データでしょう
か? 答えは､ NO です｡温度データも商品の状態
を可視化する上で重要なデータではありますが､
EPCIS の可視化データでありません｡温度データ
は､｢いつ､どこで､何が､どういう場面｣を記述する
EPCISの可視化データに対しては付加的な情報と
なります｡

つまり､EPCIS の仕様において EPCIS の可視
化データは､あくまでも What, When, Where,
Why の 4 つです｡

時刻を示すデータ

商品を示すデータ

場面を示すデータ

場所を示すデータ

XMLを用いた記述方法

<ObjectEvent> イベント

<eventTime>2017-04-10T15:00:02.449Z</eventTime> When
<eventTimeZoneOffset>-05:00</eventTimeZoneOffset>

<epcList>
<epc>urn:epc:id:sgtin:0400001.000006.1</epc> What

</epcList>

<action>OBSERVE</action>
<bizStep>urn:epcglobal:cbv:bizstep:receiving</bizStep> Why

<readPoint><id>urn:epc:id:sgln:0400001.00300.0</id></readPoint>
<bizLocation><id>urn:epc:id:sgln:04000001.00300.0</id></bizLocation> Where

</ObjectEvent>
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5. EPCIS のメリット

EPCIS は､商品の移動を捉えサプライチェーン
の可視化を行うための仕様です｡国際標準というこ
ともありEPCIS を採用すれば､多くのメリットを享
受できます｡ここでは､そのメリットについて説明し
ます｡

そこでまず EPCIS が使われていない状況を想
像してください｡サーバ上に蓄積された可視化デー
タが､各企業で別々に違う形式で保存されていて､
データの大きさや内容がバラバラであったとしたら､
複数の企業間でサプライチェーンの可視化を行う
ことが難しくなります｡データフォーマットが違うので
すから､たとえデータを互いに参照できたとしても同
じ方法では分析できません｡商品の移動履歴を追
うだけでも複数のサーバを参照し､違う種類のデー
タに対してデータの変換が必要になります｡

さらにシステム開発する場合にも問題が生じます｡
可視化データを共有するシステムをEPCISを使わ
ないで開発する場合には､何のデータをどのような
形で共有化しなければいけないか､あらかじめ企
業間で話し合わなくてはなりません｡

また､可視化システムをメンテナンスする場合で
も､EPCIS を使用しないとメンテナンスが難しくなり
ます｡フォーマットがそろっていないデータを管理す
るのは大変な時間と労力がいります｡

EPCISは､蓄積するデータが国際標準として規
定されているので､ その取り決めを一から定めなく
ていいという意味で EPCIS には､構築の時間を短
縮できるメリットがあります｡しかしながら 実際には､
EPCIS を考慮せずに可視化を進めている企業が
数多く見受けられます｡その多くは､ EPCIS という
存在を知らないで進めているか､もしくは将来の他
企業とのマージをあまり考慮しないで進めている場
合がほとんどです｡

企業がそれぞれ別にシステムを構築して､互いに
繋がりにくくなることをシステムのサイロ化と言いま
す｡(システムのガラパゴス化という方が分かりや
すいかもしれません｡)企業が他社と差別化を図る
ために努力すれば努力するほど、システムがサイ
ロ化して､他社と繋がりにくい環境になることがよく
あります｡

その結果､可視化における企業間連携が悪くなり､
サプライチェーン全体として最適化を図ることが難
しくなってしまいます｡他社との連携が現時点で必
要なくても､将来ありうる企業連携に備えて準備す
ることが重要で､国際標準の EPCIS 仕様でシステ
ムを準備しておく方が､新たなビジネス･パートナや､
国内外の工場や物流拠点が増えたとしても後々の
改修に苦しまなくて済むことになります｡
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補注) もし EPCIS として足りない部分があり､そ
の部分が国際標準として是非とも必要で､標準化し
なければならないとするならば､ GS1 では､その
部分を標準化する用意があります｡つまり､ 標準化
されていなくて､これから標準化したい部分に対し
ては､ある決まったやり方で標準化するためのプロ
セスを用意しています｡

さらに､GS1では､標準化プロセスを用意するとと
もに GS1 が電子タグ分野で標準化する方向性も
示しています｡たとえば､ 下記のような概念的な図
を用いることで､仕様の範囲､つまり守備範囲も示
しています｡この結果､仕様がその全体像のどこに
当てはまるか分かるようになります｡

この全体像は下記にあるようにブロック図になっ
ていて､この図が建築で使うアーキテクチャ図(建
築の骨格を示す図)に似ていることから GS1
EPCglobal アーキテクチャ図と呼んでいます｡

可視化システムに必要な仕様が下記のようにブ
ロック化され複数の仕様に分割されているというこ
とは､ユーザから見ると､可視化システムを構築す
る場合､必要な仕様書をのみを選択して利用すれ
ばよいことになります｡逆に言えば､それぞれのブ
ロックに対応する仕様が何を意味するか (何の仕
様であるか) あらかじめユーザは理解していないと
選択して使えないことになります｡それぞれのブ
ロックが何を意味するかは､ GS1 が提供する
EPCglobal アーキテクチャ･フレームワークを参照
してください｡
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図4-1 GS1 EPCglobal アーキテクチャ図
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受できます｡ここでは､そのメリットについて説明し
ます｡

そこでまず EPCIS が使われていない状況を想
像してください｡サーバ上に蓄積された可視化デー
タが､各企業で別々に違う形式で保存されていて､
データの大きさや内容がバラバラであったとしたら､
複数の企業間でサプライチェーンの可視化を行う
ことが難しくなります｡データフォーマットが違うので
すから､たとえデータを互いに参照できたとしても同
じ方法では分析できません｡商品の移動履歴を追
うだけでも複数のサーバを参照し､違う種類のデー
タに対してデータの変換が必要になります｡

さらにシステム開発する場合にも問題が生じます｡
可視化データを共有するシステムをEPCISを使わ
ないで開発する場合には､何のデータをどのような
形で共有化しなければいけないか､あらかじめ企
業間で話し合わなくてはなりません｡

また､可視化システムをメンテナンスする場合で
も､EPCIS を使用しないとメンテナンスが難しくなり
ます｡フォーマットがそろっていないデータを管理す
るのは大変な時間と労力がいります｡

EPCISは､蓄積するデータが国際標準として規
定されているので､ その取り決めを一から定めなく
ていいという意味で EPCIS には､構築の時間を短
縮できるメリットがあります｡しかしながら 実際には､
EPCIS を考慮せずに可視化を進めている企業が
数多く見受けられます｡その多くは､ EPCIS という
存在を知らないで進めているか､もしくは将来の他
企業とのマージをあまり考慮しないで進めている場
合がほとんどです｡

企業がそれぞれ別にシステムを構築して､互いに
繋がりにくくなることをシステムのサイロ化と言いま
す｡(システムのガラパゴス化という方が分かりや
すいかもしれません｡)企業が他社と差別化を図る
ために努力すれば努力するほど、システムがサイ
ロ化して､他社と繋がりにくい環境になることがよく
あります｡

その結果､可視化における企業間連携が悪くなり､
サプライチェーン全体として最適化を図ることが難
しくなってしまいます｡他社との連携が現時点で必
要なくても､将来ありうる企業連携に備えて準備す
ることが重要で､国際標準の EPCIS 仕様でシステ
ムを準備しておく方が､新たなビジネス･パートナや､
国内外の工場や物流拠点が増えたとしても後々の
改修に苦しまなくて済むことになります｡
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6. EPCIS と EDI
EPCIS を説明する上で ､ EDI (Electronic

Data Interchange) との関係を聞かれることが
あります｡同じことをするのに､ EPCIS と EDI の
どちらの標準を使えばよいかといった質問です｡こ
のような質問の背景として EPCIS と EDI が標準
としてダブって定義されていて､どちらかが必要なく
なるのではと心配されているのだと思います｡結論
的には､ EPCIS と EDI は目的とすることが違い､
両方とも必要で､かつ両者は互いに補完して機能し
ます｡この章では､具体例を用いてこのことを説明し
たいと思います｡

たとえば､子供の日に､ある製品のプロモーショ
ン･イベントを行うために､ 1 個 数百円のストラップ
を 5,000 個中国に発注して子供に配ることになっ
たとします｡当然このストラップは､このイベントで目
玉になる配布物で､子供達は楽しみにしていること
でしょう｡

実話に基づいた話ですが､中国への発注は､ 4
月の初頭にしましたが､ 4 月の末になっても､この
ストラップは届きませんでした｡心配になり発注先
に連絡をしたところ､すでに出荷伝票が発行されて
いて､日本に向けてストラップが出荷されていること
が分かりました｡さらに発注先にくわしい状況を問
い合わせたところ､中国から船便で運んでいること
が分かり､この船は､横浜港に着く前に､韓国､博多､
大阪に立ち寄る予定となっていることが分かりまし
た｡

しかしながらこれ以上の情報は､例えば､この船
が今どこの港についているか等についてわかりま
せんでした｡現地の運送会社に任せていたことも
あって､確実なコミュニケーションをとることができま
せんでした｡

図6-1 船便による輸送経路
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こういった観点から､ 1 社だけで閉じた環境でシ
ステムを構築する場合でも､仕様が公開されている
オープンな EPCIS 仕様で開発することをお勧めし
ます｡また､下の図は､アパレル企業で商品の移動
をEPCISに蓄積することで､在庫確認をする例です｡
こういった場合にもEPCISを使用することができま
す｡

補注) もし､可視化のプログラムを作る必要が生
じた時､皆様ならどうするでしょうか? おそらく何か
しらのサンプルをコピーしない限り､どこから､どの
ようにプログラムを開発するか途方に暮れてしまう
のではないでしょうか｡なぜなら Java等 のプログ
ラミングの仕方は､自由度が高くて､プログラマの裁
量でいくらでも大きなサブルーチンから小さなサブ
ルーチンまで書けてしまうからです｡可視化のデー
タをどこに置き､そのデータをどのように呼び出す
かを決めるには､実際に多くのことを決める必要が
あり､また､多くの方と打ち合わせをしなくてはなら
ないので､大変な作業になります｡

EPCIS には､サプライチェーンの可視化を行うた
めの､Java で書かれたフレームワーク (サンプル･
プログラム) が用意されています｡このサンプル･プ
ログラムを利用することで開発工数が削減できる
可能性もあります｡

EPCISのダウンロード先

https://fosstrak.github.io/epcis/
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● クローズ環境での EPCIS のメリット

EPCIS は､コンピュータ･サーバ上のデータを同
じ顔つきにして､企業間でデータを共有するための
仕様です｡つまり EPCIS を使うと､異なる企業間で
商品の移動の情報を共有化できます｡それでは
EPCIS が 1 社だけで閉じている (クローズな) 環
境の場合には EPCIS は必要ないのでしょうか｡こ
こでは､ 1 社だけで閉じている (クローズな) 環境
においても EPCIS を活用することで得られるメ
リットについて考えていきたいと思います｡

1 社だけで閉じた環境で可視化を行う場合でも､
いろいろな部門から可視化データを共有する必要
が生じる場合があります｡部門間で可視化データを
共有するための打合せをする場合には､あらかじ
めデータ共有の仕方が決まっている EPCIS を採
用した方が打ち合わせをする回数を削減できるメ
リットがあります｡さらに運用フェーズに入った場合
でも､ EPCIS を使わずサーバ上のデータフォー
マットがまちまちであると､以下のような不都合が生
じます｡

1. 将来､他社と企業連携して可視化を行う必要
が生じたとき､構築したシステムが他社のシステム
と違うデータ構造 (フォーマット) になっているので､
システムを統合することが難しくなる。

2. システムを構築したシステムベンダーがシス
テムの設計の詳細を握っていることが多く ､
EPCIS のような標準を使わない､つまり独自仕様
でシステムが構築されている場合には､システムを
拡張する場合において､同じシステムベンダーに再
度頼まないと､初めからの作り直しが発生する確率
が高く､その結果､費用が高くなる可能性がある｡ EPCIS のフレームワークを利用して作成する方が､

早く､確実で､将来の変更に耐えられるシステムが
作れる可能性があります｡

EPCIS によるサプライチェーンの可視化

図5-1 アパレル企業で使用する例
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EPCIS をスキー場で使用する例を考えてみま
しょう｡このスキー場の例は､1 社だけの閉じた (ク
ローズ環境での) EPCIS の使用例です｡この図の
R1 から R7 という四角いマークのところに電子タ
グ･リーダが設置されています｡まず､スキー場の本
部は､図の中で｢Base Lodge｣と記されたところに
なります｡この本部では､スキー器具の貸し出しを
行っていると共に､スキー器具の修理も行っていま
す｡

まず､利用者は､スキーを始める前に一番初めに
レンタルショップに行き､スキー利用券 (リフト･ゴン
ドラ共通券) を買うことになります｡このスキー利用
券には､電子タグが埋め込まれていますので､この
スキー場でスキー器具を借りなかった人でも､この
利用券のおかげで､どこの電子タグポイントを通過
したかが分かります｡また､このスキー場のすべて
のレンタルスキー器具には､電子タグが埋め込ま
れているので､万一スキー器具が壊れた場合でも､
簡単な申請を行うだけで､スキー器具の修理がで
きるようになります｡

さて､スキー利用券を買い､スキー器具を装着す
れば､いよいよスキーを始めることになりますが､
ちょうど､この本部の前に､ R1 に向かうゴンドラと､
R2､ R3 に向かうリフトがあります｡ゴンドラとリフト

の前にはそれぞれ電子タグのリードポイント R4 と
R7 があり､スキー利用者はその前を通過すれば､
いつゴンドラやリフトに乗ったか分かるようになりま
す｡

これらのスキー利用者が通過したことを示すデー
タは EPCIS サーバに蓄えます｡ EPCIS サーバ
のデータを分析すれば､スキー利用者がどこのゴ
ンドラやリフトに乗り､どこのゲレンデを使い､何時こ
ろどこにいたかが分かるようになります｡さらに､こ
のスキー場では､スキー利用券を買う時に､性別と
年齢を聞いていますので､ EPCIS データとリンク
して､さらにいろいろな分析が可能です｡たとえば､
どれくらいの年齢の方が､どこのゲレンデを多く利
用して､何時ころにスキーを始め､何時ころにス
キーを終えて帰っていったかも把握できます｡この
図では出てきていませんが､もし､この本部の一角
にあるレストランにおいて､料理をオーダする時に
電子タグを利用するしくみが増設されたとすれば､
どれくらいスキーで運動した人が､どれくらいのカロ
リーの料理を頼んだかも分析できるようになるかも
しれません｡

このようにスキー場のようなクローズな環境でも
EPCIS は非常に役に立ちます｡また､新しいビジネ
スモデルを考える上でのマーケティング･データ取
得にも役に立ちます｡この例ではスキー場でしたが､
スキー場にかぎらず､たとえばアパレルショップ等
においても EPCIS を使えば､同じような分析が可
能になります｡たとえば､アパレルショップで売って
いる服が､店頭にあるか､バックヤードにあるかも､
店頭とバックヤードの間に電子タグのリードポイン
トを設けて EPCIS で分析すれば､いまいくつ店頭
にあり､残りがどれくらいバックヤードにあるかも分
析が可能になります｡この結果､在庫量がわかり､
正しい発注ができるようにもなります｡
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7. EPCIS の使用例 (クローズな環境での例)

R3

EPCIS によるサプライチェーンの可視化

このような場合に､もし輸送途中の港の各ゲート
で商品の電子タグが読まれたとするならば (仮定
です)､輸送途中の船の位置が把握でき､発注した
ストラップがどの港にまで着いたかを把握できます｡
この結果､安心してイベント開催前日を迎えられる
かもしれません｡ EPCIS が出来ることは､サプライ
チェーンの輸送途中の移動情報を把握することで
す｡これに対して､ EDIは､主に製造から販売にい
たる企業間商取引を行うシステムですから､ 通常
EDI だけでは輸送途中の位置情報を把握すること
は難しいのです｡

可視化が十分に行われていないことが多いので､
輸送途中の品物の数が正確に分からないことがよ
くあります｡そのため､企業では輸送途中の物流セ
ンターに安全在庫を置く方法をとっています｡そうす
ることで､急な需要に間に合わせることができるよう
になるからです｡ただし､この方法で安全在庫をお
けば､商品の保管代もかかります｡従いまして､先
進企業では､サプライチェーンの可視化を十分に行
い､輸送中のトラックにある商品も､あたかも自社に
ある倉庫の在庫に準じる商品として考え､輸送途中
の製品の数を正確にカウントできるように努力して
います｡このようにすることで､商品が品切れになる
リスクを抑え､安全在庫を減らすことが可能になり
ます｡

補注) ここで､ EDI のデータを使用して､電子タ
グがすべて読まれているかのチェックに使う例をご
紹介します｡ EPCIS と EDI が互いに機能を補完
してサプライチェーンに役に立っている例として説
明します｡電波で一度に多くの商品のタグを読む電
子タグでは､場合によって､すべての電子タグが読
めてはいない状況 (読み飛ばしと言います) が発
生することがあります｡この読み飛ばしの状況が発
生しないように､あらかじめ EDI で交換した商品の
情報を利用して､送られてきた商品が全部でいくつ
あるかを､把握してから電子タグを読みとる方法が
とられています｡

このやり方を消しこみと言います｡このようにすれ
ば数量が分かっているので､いくつ読み飛ばしが生
じたかが分かります｡その情報を利用して電子タグ
を読めば､在庫管理の精度を更に上げることが可
能になります｡このように EPCIS と EDI は､サプ
ライチェーンの可視化を互いに補っています｡
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スキー場にかぎらず､たとえばアパレルショップ等
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いる服が､店頭にあるか､バックヤードにあるかも､
店頭とバックヤードの間に電子タグのリードポイン
トを設けて EPCIS で分析すれば､いまいくつ店頭
にあり､残りがどれくらいバックヤードにあるかも分
析が可能になります｡この結果､在庫量がわかり､
正しい発注ができるようにもなります｡
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EPCIS によるサプライチェーンの可視化

国際物流で EPCIS を使った時の効果は計り知
れないので､今までに経済産業省を中心に多くの
実証試験が行なわれてきました｡さらに経済産業省
では､これら一連の実証試験をまとめて､ 2012 年
に､ APEC ロシア･カザンの地で､国際物流に関す
るリコメンデーションを発表しています｡このリコメン
デーションの中では､EPCIS が全面的に紹介され
ていて､国際物流における可視化の手段として推
奨されています｡

APEC で発表されたリコメンデーションを受けて､
海外では EPCIS を実ビジネスで実際に使う動き
が出てきています｡ EPCIS を使えば､サプライ
チェーンにおける商品の可視化が可能となり､商品
の移動に伴う物流基地での在庫が最適化され､顧
客に最適な方法で商品を届けることが可能になる
と期待されているからです｡

サプライチェーンは､多くの企業で構成されてい
ますので､現時点では他企業や関係会社とつなげ
る必要がないと考えている企業も､将来的にはつな
げる必要が出てくるかもしれません｡ EPCIS を採
用して､あらかじめ､他社とつなげることを考慮して
設計しておけば､そのシステムを長く効率的に使え
る可能性が高くなるのではないでしょうか｡

15

図8-1 APEC リコメンデーションの中で使われている図

APEC リコメンデーション
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近年サプライチェーンの状況は､大きく様変わりし
ています､その理由は､海外と密接に関わって貿易
を行なう必要性が以前にまして発生しているからで
す｡多くの企業において､海外からの調達が不可欠
になり､国際物流を利用したダイナミックな生産方
式に切り換える必要が出てきたため､多くの工場や
オフィスが海外に移転しています｡このような状況
のもと､企業は､その調達方式､生産方式､流通方
式を見直さないとならない段階にあります｡サプラ
イチェーンの可視化の範囲を広げ､商品が今どこ
にあるか素早く判断できるシステムを､早急に作り
上げることが求められています｡

ここでは例として､ある大手小売店が､プライベー
ト･ブランドでチョコレートの調達先を国外にも広げ
ることを考えてみましょう｡たとえば韓国にあるチョ
コレート工場と直接契約を結び､長期契約で安く大
量に調達できるようにしたとします｡同時にいままで
契約してきた国内の工場にも引き続きチョコレート
を作ってもらうものとします｡このように海外と共に
国内工場にも製造委託を続けている理由は､季節
や時期により大きく売り上げが変わり､商品が時期
により品薄になる状況が生じてしまうチョコレートに
対して､チョコレートがうまく店舗に供給できるように
小回りの利く国内の工場にもスポット的に発注でき
る必要があるからです｡

国内と海外の 2 か所に発注できる工場があるわ
けですから､今迄通りの発注方法ではうまくいきま
せん｡店舗の品薄状況を的確かつ迅速に把握して､
必要な数の商品を的確に物流に乗せる必要があり
ます｡そのためには､店舗の在庫数だけでなく､輸
送中の商品の数や､物流基地での商品の数も同時
に把握し､各店舗の需要と連動させ､ダイナミックに
物流を変動させ､きめ細やかな供給ができるように
する必要があります｡

しかしながら､店舗にある商品在庫を正しく把握
するのは難しいことです｡たとえ正しく把握していて
も､その店舗限りの在庫把握であったり､物流ネット
ワークとリアルタイムに紐付できていなければ､店
舗間移動や物流トラックの行先変更といったダイナ
ミックな変更ができない状況が生じます｡

日本では国際物流での EPCIS を利用する事例
はまだ少なく､実証試験段階からなかなか抜け出し
きれてはいません｡その結果､海外にある別の企業
との間でトータルな物流の可視化が課題になって
います｡

8. EPCIS の取組み (国際物流)
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最後に一般的な EPCIS を使用したプロジェクト
の進め方をご案内いたします｡ EPCIS を導入する
場合に､初めから全物流範囲で､全商品の可視化
ができるシステムを一斉に導入するのは難しいの
で､パイロットテストを行い､導入するテスト範囲を
絞り､実導入に一歩ずつつなげるテストを行う方法
が有効です｡テストの進め方をどうするか､つまりど
のようにマイルストーンを置いてテストを進めるか
が成功の決め手になりますので､よくある一般的な
進め方を紹介します｡

一般的なプロジェクトの進め方｡

1) どこかの実験店舗に絞ってテストを行い､

2) 物流倉庫を含めた 2,3 店舗へと広げていき､

3) 関係会社や委託工場にも範囲を広げ､

4) 最終的には海外ともつなげる｡

図9-1 一般的なプロジェクトの進め方
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9. EPCIS を使ったシステムの構築方法
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さらに詳しくは

流通システム開発センターのホームページで､EPCIS 及びCBV導入ガイドライン (EPCIS and CBV
Implementation Guideline) や､EPCIS システム構築のためのガイド (e-learning) を掲載しています｡

さらに詳しくは､こちらを参照ください｡

http://www.dsri.jp/standard/epc/epcis.html

一般財団法人 流通システム開発センター
ソリューション第2部

〒107-0052 東京都港区赤坂 7-3-37 プラース･カナダ3階
電話 03-5414-8570
E-mail epcdesk@dsri.jp

www.dsri.jp
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All contents copyright © GS1 Japan 2016. 201612
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