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EPCISとは

EPCISとは
• サプライチェーンの可視化を行

うため、商品の移動情報を、コ
ンピュータ・サーバ上に蓄え、
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。

補注）コンピュータ・サーバ上に蓄えるデータを可視化データと呼びます。

その結果､さまざまな
人が可視化データを分
析できるようになる

サーバ上の可視化
データのフォーマット
を合わせる

工場 配送センター 配送センター 小売店

「インフォメーション・サービス」という名前ですが、
サービスを提供しているわけではありません。
（あくまで仕様です）

(EPC Infomation Service)
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EPCISが使われる状況

• 企業内で商品の移動に関する情報を共有・分析するため

• 関係会社と商品の移動に関する情報を共有・分析するため

• サプライチェーンで商品の移動に関する情報を共有・分析するため

• 海外を含めた企業と商品の移動に関する情報を共有・分析するため

サーバ上の可視化データ

EPCIS

需要
予測

販促状況
の確認

供給
分析

在庫の
最適化

製品
リコール

その意味で
EPCISは分析ツールとも
言えます

サーバ上の最小限のデータのフォーマットくらい
揃えないと関係者間で分析できません

データをどこまで開示するかは別の問題です
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可視化データ
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サーバに蓄えるべき最小限のデータは、以下の４つです。
• When （いつ）

• Where （どこで）

• What （何の商品が）

• Why （どうした（場面））

商品がリーダ（バーコード・リーダ含む）を通
過したときデータをコンピュータ・サーバへ送
ります。

商品が、いつの時点で、どこにあり、どういう
場面で、リーダで読まれたかがサーバに蓄
積されます。

同じ工程でも様々な表現…

共通して理解できるデータ値に

入庫

?入荷?

?

入荷

入荷

!

CBV 標準とは

CBV (Core Business Vocabulary) 標
準とは､ EPCIS 標準を利用してデータ
共有を行う関係者全員が可視化データを
同じように理解できるよう､共通の呼び
名（ボキャブラリ）を定義する GS1 標
準です｡
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EPCISが決めていること

EPCIS

データの入れ方
（インタフェース）を規定

データの取り出し方
（インタフェース）を規定

EPCISは、電子タグのついている商品をリーダ
で読む時に、どういうデータをコンピュータ・
サーバ上に蓄積するかを考察して作られまし
た。（名前にEPCがついているのは、その名残
です）その後、EPCISも進化してバーコードリー
ダで読んだデータも、コンピュータ・サーバに蓄
えるように改良が加えられました。

・何のデータをサーバに入れるか
・データの記述の仕方（フォーマット）
・データの入れ方
・データの取り出し方
を規定しています。

EPCISの仕様では、
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EPCISの目的
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コンピュータ コンピュータ×

卸売業者製造業者

企業が他社と差別化するために、自社システムに
独自機能を組み込み、他社がまねできないシステ
ムを作りだすことで生じる。企業努力をかさね、優
れた仕組みを作れば作るほど、システムが硬直化
して他社と繋がらないシステムになってしまう。

• 共通の標準IDを用意する
• 同じように解釈できるデータを用意する
• 蓄えるデータのデータ・フォーマットを整える

「脱サイロ」が目的です

サイロ化しないように、
「つなげられる手」を予め用意しておくことが重要です。

他社と同じ仕組みを構築することではありません

サイロ化とは

たとえば
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EPCISの役割

将来、システムの再構築が生じるかもしれません

• 企業マージが生じ、他社システムと合併する

• 効率化のため他部門のシステムと併用する

• 部門間で通貫して生産計画や材料調達を行う

• グローバル化で海外から原料や部品を調達する

システムの作り直しを最小限にするために、
予めEPCISによる「つなげられる手」を用意して
おくことが重要です。つまり、EPCISでシステム
を構築しておけば将来予期せぬ、システムマー
ジが生じても再構築の手間を減らせる可能性
があります。

EPCIS
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EPCISは、個社の可視化に有効です

バックヤード 店舗倉庫内

小売倉庫 小売店舗

EPCIS
可視化データ活用例

• 食品のトレーサビリティ

産地の判定､鮮度管理など

• 資産管理

所在地確認､滞留場所の特定など

• 偽造防止

偽造商品対策､リコール迅速化など

• 在庫管理

在庫精度､発注精度の向上など

• 販売データの活用

売れ行き分析など
etc...

EPCISは、サプライチェーン全体の可視化と考えられがちですが、
企業内の商品の移動をトレースするための重要な武器になります
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サプライチェーン全体の可視化

原材料サプライヤ 製造業者 卸売業者 消費者小売業者

規制当局

輸送

補注) EPCISデータは、複数の企業間で共有することも､各自で持つことも可能です｡

EPCIS EPCISEPCIS

もちろんグローバル社会においてますますEPCISは重要になっていきます
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EPCISのメリット
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• 部門間で可視化データを共有する打合せをする場合、あらかじめデータの共

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が削減

できる。

• 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同じデータ構造（フォーマット）になっているので、システム

統合がしやすい

• 仕様がオープンになっているので、システムの拡張をする場合に、囲い込みの

ない他のシステムベンダーに依頼することが可能になる

• 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）が用意されている。そのため開発工数が削減

できる。
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EPCISのメリット
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サンプルプログラムが用意されています

http://www.fosstrak.org/
無料でダウンロードでき、
ユーザガイドや開発者ガイド
もあります。

ユーザガイド

開発者ガイド

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。
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EPCISの使用例
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例えば、スキーの板に電子タグ、リフトにリーダが設置された状況を考えてください

スキーの板のレンタル店

スキーの板の修理

スキー場本部

EPCIS

R 電子タグリーダ設置箇所

板を借りた人の年齢とスキーを紐づければ

・どのリフトに何歳の人が乗ったか
・何時間くらい楽しんだか
・板を壊しやすい年齢層等

いろいろな分析ができるようになる
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EPCISを取り巻く状況
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近年のサプライチェーンは変化しています

• 海外調達が増し海外の工場と密接に関わる

• 国際物流を利用したダイナミックな生産方式

• 工場やオフィスが海外に移転

• 企業の調達方式、生産方式、流通方式の見直しが発生

サプライチェーンの可視化の範囲を広げる必要性が増している

海外の先進企業では、サプライチェー
ンの可視化を行い、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し
ダイナミックな配達変更を可能にする
企業が現れています
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EPCISでシステムを構築すれば
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それに応じたシステムが求められる

• 店舗の在庫を正しく把握可能

• 欠品にも即対応（例えば店舗間移動で対応）

• 季節的な売り上げピークも予想可能

• 港の倉庫の在庫、トラックの積数も可視化

• 国内と海外の工場に最適に発注

• ダイナミックな輸送路の変更が可能

工場

店舗

店舗

工場

港

EPCIS
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