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１．家畜の次世代個体識別とは

(1) 個体識別はなぜ必要か

　わが国における牛の個体識別は、BSE（牛海

綿状脳症）の発生により、国民のトレサビリティ

への関心が高まり、国内の全ての牛に戸籍を示

す標識を装着することが義務付けられたことに

始まる。

　これまでにも、牛の戸籍は血統登録や特定の

事業対象を識別するために関係者だけで利用す

るためにつくられてきたものはあったが、BSE

対策をきっかけに、法律に基づいて戸籍がつく

られ、その情報が国民に提供されるようになっ

た。

　そのため、個体識別の情報管理と情報利用の

システムが整備され、全ての牛にタンパープ

ルーフ型バーコード耳標と呼ばれる �0 桁の個

体識別番号とバーコードを印刷したポリウレタ

ン製の耳標を両耳に装着することとなり、こ

の �0 桁のコードは独立行政法人家畜改良セン

ターで管理しており、出生から死亡するまでの

異動暦を含めた情報が記録され、インターネッ

ト上でどこからでもコードにより個体の履歴を

確認することができるようになっている。

　現在、わが国で法律に基づいて、個体識別が

行われているのは、牛と特定外来生物および特

定動物だけである。

　競走馬については、法律ではないが平成 �9

年産からはすべての競走馬に個体識別標識の装

着が義務付けられる。

　犬については、任意に個体識別標識の装着が

開始されており、迷子犬の飼い主探しなどに利

用されているが、動物愛護法の改正においても

法的な義務付けではなく推奨になると見られて

いる。

(2) 次世代個体識別とは

　個体識別するためには、出生から死亡に至る

までの年数から見積られる総個体数を識別する

必要があり、現在のわが国の牛の個体識別には

�0 桁のバーコード耳標が用いられている。

　一方、トレサビリティ技術は流通業界を中心

に産業界で広く利用されており、これまでバー

コードが主流であったが、小型化と情報量の多

さから情報技術（IT）を取り入れた電子標識が

導入され始めている。

　電子標識の最も大きな利点は、自動読み取り

が可能であること、情報量が多くなっても大き

さは変わらないこと、情報の追記が可能である

ことである。

　自動読み取りと情報追記ができることは、単

なる個体識別としての利用だけにとどまらず、

生産現場における家畜管理に広く利用できる可

能性を示している。

(3) 次世代個体識別は国際化の中で

　家畜の個体識別に電子標識を用いることは世

界的な動向であり、個体識別情報の標準化への

取り組みが国際標準化機構（International Organi

zation for Standardization 以下、ISO）の中で行

われている。

　これは、家畜を含めて動物の国際的な移動が

行われてもトレサビリティが確保できるように

各国が協力しようとしているもので、ISO コー

ドに準拠していれば輸入された個体でも情報追

跡が可能となる。

　したがって、次世代の家畜個体識別は国際化

対応すなわち ISO の取り組みに沿って国内の整

備を進めていく必要がある。

　現在、わが国で実施されている牛の個体識別

のバーコード耳標も国際化を念頭に ISO コード

に対応できるように定められている。
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２．動物用 ISO 規格とは

図 2- １．ISO11784 のコード体系

① ②	ISO	Reserved ③ ④	Country	Code ⑤	National	ID	Code

� ビット �4 ビット �ビット �0 ビット (�0 進 3 桁 ) 38 ビット (�0 進 �� 桁 )

　①	Animal/Non-Animal	Flag																					　　　　	　　⑤	国内	ID	コード

各国の責任において唯一性を

確保するように割り振る。

④	ISO3�66 の国コードまたは製造者コード

③	追加データの有無を示す。

�）	応答機、電子標識、ID タグ、RFID、IC タグとも言われる。

�）	質問機、トランシーバとも言われる。

3)	p�� 参照

　動物の個体識別に関するISO規格として	

�996年に下記の二つの規格が制定されている。

(1)ISO11784動物用電子識別-コード体系

(Radio-frequency	identification	of	animals-

Code	structure)

　この規格は動物の識別コードの構造と情報内

容を記述している。

(2)ISO11785動物用電子識別-技術要件

(Radio-frequency	identification	of	animals-

Technical	concept)

　この規格はトランスポンダ�）とリーダ �）間の

交信に関する周波数、変調方式などの技術的な

事項を記述している。この二つの規格制定の大

きな狙いは、大動物から小動物までのすべての

動物を対象とし、リーダ等の使用機器の共通化

による利用者の利便性を図ることである。

　技術的にはトランスポンダは電池を持たず、

アンテナから電力を取り入れるパッシブ型（受

動型）であり、動物の体内への装着を可能とす

ると共に、小型化、長寿命化が図られている。

また、適用している周波数は�34.�ｋHzという

長波帯の電波を使用しているため、アンテナの

小型化、指向性の少ない交信を可能にしてい

る。

　コード体系は個体識別番号が世界で一つの存

在であること、すなわち、番号の唯一性を保証

することができる体系となっている。これは

ISO3�66「国名表記コード」に基づく国コード

（Country	 code）３桁、またはICAR（国際動物

登録協会）からISOの定める要件を満たしてい

るトランスポンダの製造者に与えられる製造者

コード（Manufactures	code）３桁のどちらか一

方とそれに続く��桁の国内IDコード（National	

ID	 code）の組合せになっている。��桁の国内

IDコードは製造者コード使用の場合は製造者が

唯一性を保証し、国コードを使用の場合は各国

の責任で唯一性を確保することになっている。

図�-１にISO��784のコード体系を示す。

　なお、国内コード��桁の中に動物用コードを

定めている国もあり、わが国では始めの２桁を

動物用コードとしている。3）
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(1) 電子標識にいたる歴史

　牛の個体を識別するための手段としては、鼻

紋、首輪、焼き印、入れ墨、などがあるが、近

年では数字を刻印した耳標が用いられている。

この方式は人間が目視で数字を認識することに

よって個々の牛を識別するものである。

　この方式を進化させ、自動認識、つまり機械や

コンピュータが個体を認識できるものとして登場

したのが、バーコードを印字した耳標である。

　わが国にバーコードを印字した耳標が登場し

たのは �997 年から５年間の計画で始まった乳

用牛を対象にモデル的に実施する「家畜個体識

別システム研究事業」であった。	

　この事業ではオランダの家畜個体識別システ

ム等をモデルとし、同国で実績をあげている

バーコードを印字した耳標を使用することに

なった。

　この方式は、�00� 年の BSE 発生を機に制定

された「牛の個体識別のための情報の管理及び

伝達に関する特別措置法」に継承され、現在で

はすべての牛にバーコード付き耳標が適用され

ている。図 3-� にバーコード付きの耳標の一例

を示す。

	
図 3-1 バーコード付き耳標

　バーコードからさらに進んだ自動認識の方式

として、無線を介して電子的なコードを読み取

る技術、すなわち電子標識がある。電子標識は

自動認識の効率と信頼性の向上を可能とするた

め、家畜の分野で世界的に使用される趨勢にあ

る。オーストラリアでは �005 年 7 月からすべ

ての牛に電子標識の装着を義務づけており、EU

でも �008 年から山羊、羊の電子標識の装着を

義務づける計画である。

　バーコードと比較して電子標識の主な長所を

挙げると、読みとり距離が長い、動物をいちい

ち保定することなく、移動中でも自動的にその

標識を認識することができる、動物の体内にそ

の標識を埋め込むことができるなどである。図

3-� に、オーストラリアにおいて使用されてい

る自動的に複数の牛の識別番号を同時に認識で

きるマルチ・リーダシステムを示す。

 図 3-2 マルチ・リーダシステム

　ここで自動認識システムとしてのバーコード

と電子標識の概略の比較を表 3-� に示す。

(2) 電子標識の種類と特徴

　動物の個体識別のために使用される電子標識

はその形状から、耳に装着する電子耳標、動物

の皮下に埋め込むマイクロチップ型（埋め込み

型）電子標識、反芻動物に飲ませ第一胃または

第二胃に滞留させるボーラス型（飲み込み型）

電子標識の３つに大別される。表 3-� に主な電

子標識の仕様を示す。

３．なぜ電子標識か



4

１）電子耳標

	 電子耳標は通常の耳標に RFID（Radio	

Frequency	 Identification）用のアンテナ

および IC を内蔵させた構造で、表示部を

大きくした札型を図 3-3 に、表示部を持た

ないボタン型を図 3-4 に示す。外被は柔軟

性のある樹脂でできており、雄部と雌部で

構成されている。牛への装着は専用の装着

器により雄部が牛の耳を貫通して雌部と結

合する。その状況を図 3-5 に示す。 図 3-3 札型電子耳標

表 3-1 電子標識とバーコードの概略比較

電子標識注１） バーコード注２）

通信

距離 ～１ｍ ～ 20cm
領域 ◎（ひろい） △（狭い）

標識の姿勢 ○（影響あり） △（正面を向く）

データの書込 × ×

移動中の読取 ○（可能） ×（困難）

体内装着 ○（可能） ×（不可）

周囲

環境

水、油、汚れ ◎（影響なし） △（影響あり）

電磁ノイズ △（影響あり） ◎（影響なし）

光ノイズ ◎（強い） △（弱い）

近くの金属 △（影響あり） ○（影響なし）

コスト ○ ◎

◎：優れている、○：良い、または可能、△：配慮、対策が必要、×：悪いまたは不可
注１）ISO��784/��785 準拠の電子標識とする。
注２）耳標に印字されたバーコードとする。

表 3-2 主な電子標識の仕様

種類
電子耳標

（札型）

電子耳標

（ボタン型）

ボーラス型

電子標識

埋め込み型

電子標識

製造元 富士平工業 富士平工業 Datamars Datamars
外被 ポリウレタン ポリウレタン セラミック 生体適合ガラス

通信方式 FDX-B FDX-B FDX-B FDX-B
質量 11.7 ｇ 8.2 g 72.6 g 0.114g
外形（mm） 73 × 58 × 2.2 6.2 × 33 φ 68 × 21 φ 13 ×２φ

読取距離注１） 約 47 cm 約 44 cm 約 40 cm 約 15 cm
主な用途 牛 牛 牛、山羊、羊 犬、猫、馬、外来

生物、特定動物

注１）Datamars 製ポータブルリーダ ISO	MAXIII	( 電界強度＝ ���db	μ V/m	at	3m) に
よる測定
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 ２）ボーラス型電子標識

	反芻動物は、一定の範囲の大きさおよび

質量のものを第一胃または第二胃に滞留

させるという特性がある。この特性は胃

に入った釘などの金属を吸引しておく目

的で反芻動物に飲ませる円筒型の永久磁

石（商品名：パーネットなど）ですでに

利用されている。この特性を利用したも

のが図 3-6 のボーラス型電子標識である。

構造的には一定の質量を持たせるために

セラミックでできた円筒内に RFID 用のア

ンテナと IC を内蔵させたものである。牛

への装着は専用ガンを用いて図 3-7 のよ

うに口から飲み込ませる。

図 3-6 ボーラス型電子標識

図 3-7 ボーラスの装着

 ３）マイクロチップ型電子標識

　マイクロチップ型電子標識は体内に装

着するために小型の RFID 用の IC とコイ

ルを生体適合ガラスで覆い、その表面に

体内移動を防ぐために微細な凹凸を施し

た図 3-8 のような構造になっている。動

物への装着は薬事法の承認を受けたイン

プランタで図 3-9 のように動物の皮下に

埋め込まれる。

		

図 3-8 マイクロチップ型電子標識

	

図 3-9 マイクロチップの挿入

図 3-4 ボタン型電子耳標 図 3-5 電子耳標の装着
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 ４）牛への適用上の比較

　牛に電子標識を装着した場合、電子耳標

には目視でその存在を確認すること、すな

わち視認性があるが、ボーラス型電子標識

とマイクロチップ型電子標識には視認性が

なく、装着しているかどうかを目視で確認

することができない。牛に電子標識の装着

を義務化しているオーストラリアでは電子

耳標とともにボーラスの使用を認めている

が、ボーラスを使用の場合は	"R"	または	

"Rumen"	と印字した耳標と併用することを

義務づけている。

　オランダの IDEA プロジェクト �) におい

て牛で実施された電子標識の装着試験結果

を表 3-3、表 3-4 に示す。表 3-3 は農場で

の誕生から出荷に至る間の読み取り不能率、

表 3-4 はと畜場における回収率である。こ

れらの表から牛への装着方法については、

電子耳標が読み取り失敗、紛失などによる

読み取り不能率が最も低く、と畜場におけ

る回収率が最も高いことを示している。

　また、磁石と併用された場合に、ボーラ

ス型電子標識は読み取ることができない。

　以上のことから電子標識の適用上の比較を

まとめると、表3-5のようになり、現状では

耳標型の電子標識が実用面で勝っていると考

えられる。

表 3-3 農場における電子標識の読み取り不能率

（オランダの IDEA	プロジェクトにおける牛に関するデータ）

装着頭数 読み取り不能率 理由（％）

（％） 読み取り失敗 紛失 理由不明

電子耳標 3�,��6 0.�0 0.0� 0.0� 0.�6

ボーラス 3�,653 �.�4 0.77 0.07 0.40

埋め込み型 �0,80� 4.�0 �.4� �.3� �.38

合計 75,680 �.��

表 3-4 と畜場における電子標識の回収率

（オランダの IDEA プロジェクトにおける牛に関するデータ）

と畜頭数 電子標識の回収数 電子標識回収率（％）

電子耳標 5,300 5,�98 98

ボーラス 8,000 7,6�� 95

埋め込み式 3,700 �,567 43

表 3-5 電子標識の適用上の比較表

電子耳標
ボーラス型
電子標識

マイクロチップ
型電子標識

視認性 あり なし なし

装着後の紛失 少ない 少ない やや多い

回収の容易さ 容易 やや容易 困難

磁石（パーネットなど）の影響 なし あり なし

�)	EU ６カ国において家畜に対して実施された RFID の実証プロジェクト
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４．電子標識の読み取り

(1) 個体識別情報と付随情報の

システム化

　家畜の個体識別情報の利用目的が、消費者等

に提供するトレサビリティ情報の場合と生産者

等が家畜管理情報を収集するための場合では、

個体識別情報を読み取る場所が異なる場合があ

るが、電子標識に所蔵されている情報は世界で

唯一の個体を識別するためのコードのみであ

り、付随する情報、すなわち読み取り場所、日

時その他家畜の管理情報が記録されることによ

り、トレサビリティに利用できたり、飼養管理

に利用できたりする。

　そのためには、個体識別情報とともに付随す

る情報のデータベースが構築され、検索できる

システムの整備が必要である。

　「牛の一生」をトレースするための情報収集

のポイントは、戸籍と異動暦である。

　出生時に装着した電子標識のコードと同時に

入力される両親の情報により戸籍が作成され

る。両親の情報は種付け証明や DNA 鑑定によっ

て別途保証される。

　それ以降の異動暦、すなわち子牛市場での売

買、公共牧場等への育成預託、育成牛の売買、

肥育牛や廃用牛のと畜場等で読み取られた個体

識別情報と場所・日付情報がデータベース上に

記録されることにより、トレサビリティが可能

になる。

　家畜管理には、飼料・給与量等の飼養管理、

乳量・増体等の生産情報、種付け・分娩等の繁

殖管理、疾病・治療等の衛生管理情報が必要に

応じて収集される。これらの情報は、また将来

のトレサビリティ情報にもなり得る。

(2) 電子耳標の装着法

　バーコード耳標は、読み取り作業の利便性と

脱落時の補償から両耳に装着されているが、電

子耳標は電波干渉を避けるためにも１個しか装

着できない。

　したがって、耳標方式を採用する場合は、自

動読み取りアンテナの設置の関係もあり、家畜

への装着部位の統一を図る必要がある。

　現在のバーコート耳標と同じ札型電子耳標を

用いる場合には、現在と同様に表面に �0 桁の

番号を印刷し、視認もできるようにすることが

できる。

　ボタン型の電子耳標にも番号を印刷できるが

視認は容易でないため、視認用にもう片方の耳

に同一番号を印刷した札型耳標を装着すること

も考えられる。

(3) 読み取り場所と読み取り方式

　電子耳標の読み取りには、読み取り場所を自

由に選ぶことができる手動で操作する携帯型の

読み取り機（ハンディリーダ）による方式と読

み取り場所を固定し多頭数の情報を自動的に読

み取る据置き型の自動読み取り装置による方式

がある。

　自動読み取り方式は、さらに、体重計枠場等

で行う「枠場型の自動読み取り方式」と移動通

路等で連続的に測定する「通過型の自動読み取

り方式」の両者があり、これらについてモデル

実証試験を実施した結果を基に提案する。

(4) 読み取りすべき場所

　「牛の場合」牧場・農場などにおいては、い

ろいろな作業時に牛が移動する通路の側壁に

リーダのアンテナを設置するのが都合良い。例

えば牛舎から放牧場への出口または入口などに

設置する、また牧場の出荷用通路、搾乳パーラー

型の農場では搾乳室の出入口などである。

　確実な読み取りと個体識別を明確にするため

読み取りアンテナ前の通路は牛が一頭通れる幅

( 約 80 ｃｍ程 ) にするのが良い、広いと牛が
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重なって通り複数の電子耳標が相互干渉起し読

み取れない場合がある。また読み取れた場合も、

どの牛かを確定することが困難となる。体重計

や牛の通路の側壁は牛が一頭ごと確実に留まる

ので都合がよい。

　繋ぎ飼養の場合は自動給餌器・搾乳用ユニッ

トなどにアンテナシステムを搭載し個々の牛床

の牛を読み取る方法がある。

　市場などでは入荷時、体重を量る場合が多い

のでこの側壁にアンテナを設置すると前述の様

に都合が良い。また移動通路・待機通路など一

頭分の幅の通路に設置するのもよい。

　電子耳標は個体識別を行うので、その番号の

標識は唯一のものでなければならない。また干

渉もあり両耳に装着は出来ないので、装着位置

は右耳か左耳かを決め、読み取りアンテナの位

置などシステム全体を構築する必要がある（図

4-� 参照）。

　「豚の場合」基本的には牛と同様であるが、

１豚房内での群飼養であり、群内で豚は自由に

動き回るので、据置き型アンテナより個体作業

（ワクチネーションなど）時に個々に豚を保時

しハンディリーダ（手持読み取り器：図 4-� の

③）で読み取る方法が実用的である。据置アン

テナで読み取る場合は牛と同様に一頭分の通路

を確保し、左右の決められた側の電子耳標を読

み取るのがよい。

①牛の搾乳パーラー出口通路の右側に

取付けた据置型リーダアンテナ

②肉牛肥育農場の出荷通路に取付けた

据置型リーダアンテナ

・日々の情報を電子的に蓄積できトレーサビリティ管理に役立つ。

・市場への出荷時の個体識別番号を自動認識できるので省力化でき、書類の書き

間違いなども防げる。

(5) 自動読み取りとハンディリーダ

　前述の様に、据置アンテナシステムかハン

ディリーダかによる読み取りは対象動物種や飼

養環境、作業内容によって使い分けることが必

要である。

　放牧場などでは据置自動読み取りアンテナの

他、特定牛を群れの中から確認確保するためな

どの場合には必然的にハンディリーダが必要に

なる。養豚においても必需品となろう。

　またあらゆる場合において、電子耳標の取り

付け作業を行う時はハンディリーダによる装着

前に機能確認などを行うのがよい。

　ハンディリーダは、読み取り情報が記録でき

るもの、無線通信ができるもの、単に読み取る

だけのものなどの種類がある。使用状態・規模、

図4-1 電子耳標を読み取るべき場所
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作業内容、動物種などにより使い分けることが

必要である。どれを使うかは個々の現場作業の

内容によって決めていくことになる。

図 4-� ①写真参照①～⑧にそれぞれの読み取り

例を示す。

④ハンディリーダの読み取り

データの確認

⑤と畜場の体重計横に取付けた

据置きアンテナリーダによる

自動読み取り

　電子耳標は個体識別に現在使われているバーコードに比べ、ある程度離れていても読み取れる、リー

ダと耳標の位置関係が自由である、耳標表面が汚れていても毛で表面が覆われていても読み取れるなど、

優位な性能を持っている。いずれの場合もバーコード耳標では読み取りが困難であるか不可能である。

①バーコード耳標

⑦３ｍ長のスティックリーダによ

る家畜市場(オーストラリア)

読取例

⑥と畜場におけるハンディリー

ダによる読み取り例

③ハンディリーダによる電子耳

標の読み取り

⑧スティックリーダの１例

②牛の右耳に装着された電子

耳標

図4-2 電子耳標の読み取り
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(6) 読み取り施設の工夫

		（４）の読み取りすべき場所にも記載したが、

電子耳標牛が据置アンテナの前を必ず一頭で電

子耳標装着側の耳をアンテナ面に向け通ること

が原則である。体重計・牛の通路などで牛を一

頭づつ一時的に留めておける箇所があれば、此

処に取り付けるのが理想である。

　また、アンテナ周囲に金属部材があると耳標

の電磁波が吸収され読み取り距離などが著しく

低下する。このためアンテナ周囲の金属部材は

出来るだけ排除することが必要である。特にア

ンテナ取り付け部は金属柵を避け、この部分だ

け木柵にする必要がある。どうしても金属柵を

利用せざる得ない場合は、アンテナを金属柵面

から �0	cm 以上離し木製のベース部に装着する

など工夫が必要である（図 4-4 参照）。

　通路等の歩行通過時に読み取るためには、牛

の集団がアンテナの前に来る前に出来るだけ一

頭ごとに分離するための分離用ゲート扉があれ

ばよいが、設備費用・ゲート操作人員の問題な

どがあり、実際には設備し難い。電動等の自動

分離ゲートなどは更に有用であるが費用・維持

などいろいろな面で設備し難い。

　このため、通路を徐々に狭めたり（特に脚部

を狭めていくと有効）、逆行防止装置を設けた

り、手前からカーブをつける等が有効な手段と

なる。しかし既存の柵設備に出来るだけ手間・

費用をかけず効果を得るため、通路の幅をアン

テナ部分だけ狭めたり、手前の柵に構造物を食

い違いに取り付け牛の歩行経路をジグザクにし

て自然と一頭毎に分離される様な方法も有効で

ある（図 4-5 参照）。

アンテナ取付け部は木製として

周囲も金属柵をなるべく避ける。

一頭しか通れない

下を狭めた通路 逆行防止弁

図4-3 電子耳標が正確に読み取れる条件
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　アンテナ部手前通路に可動式構造柵をつけ牛がジグザグに動くことにより自然に

一頭毎に分離する。

奥がアンテナ部 通常は作業の支障にならぬ様

引き込んでおく

 

 

⑥アンテナ部の脚基は狭い⑤通路内部、脚部が狭くなって

いく

④導入路をカーブさせ徐々に狭

くする

③据置型読み取りシステムの全体②アンテナ周囲の木部

　（金属柵は使用しない）

①逆行防止機構

（スプリングで一方向のみ動く）

図4-4 オーストラリアの実施例

図4-5 既存通路の改良例
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５．データの収集・管理および利用システム

(1) 次世代個体識別情報システムは

　最新の情報通信技術を利用して登録センター

のサーバに個体識別データベースを構築し、個

体識別情報の登録・検索を行うシステムモデル

を開発した。

　現地農場で読み取った電子耳標の個体識別情

報と付随する情報をインターネットや携帯電話

等によって、リアルタイムで送信し、データベー

スへ登録するとともに、同じ携帯端末や携帯電

話でデータベースの検索を行うことができる次

世代個体識別システム・ネットワークを図 5-�

に示す。

(2) センター

　センターサーバは、インターネット経由ある

いは携帯電話経由で、個体識別情報を受け取り、

データベースに登録する。データベースは、電

子耳標の牛個体識別データ、個体毎の種々の付

随データを記録した履歴データの集積、集計を

行うほか、個体毎のデータについて一般消費者

からの閲覧のアクセスに対応する。

　閲覧もインターネット経由および携帯電話か

ら行うことが可能である。

(3) 端末システム

１）パソコン及び携帯端末

　パソコンは据置き型の自動読み取り装置

やハンディリーダで読み取った個体識別

データを登録したり、牛舎等での電子耳標

読み取りデータと共に登録データをセン

ターサーバに送信する。また、センターサー

バの最新情報（転出など）を取得し、表示

する。携帯端末もデータの登録と検索を行

うことができる。

２）携帯電話

　個体識別データを農場の個体管理用のパ

ソコンに登録し、パソコンから登録データ

をセンターサーバに送信する。携帯電話か

ら直接センターサーバのデータベースに登

録することも可能である。

　さらに、同じ携帯電話でサーバにアクセ

スして、異動などの最新情報を取得し、表

示する。これにより、登録したデータをそ

の場で確認することができる。

　携帯電話から、データ登録・検索ができ

るようになることにより、農場や放牧地に

おける作業現場からハンディリーダで読み

取った個体識別情報をリアルタイムで送信

し、データベースに登録でき、またその場

で登録データを検索確認することが可能に

なる。

　また、家畜市場等で、携帯電話から購入

する牛の個体情報を検索・確認することも

可能である。

(4) 次世代システムは部分利用も可能

　携帯端末や携帯電話を利用する新しいシステ

ムは、現在、牛で行われているバーコード耳標

の個体識別システムにも対応可能である。

　現在のシステムは、バーコードリーダで読み

取る以外に、コード番号を視認し筆記で記録

し FAX 送信で登録することを認めているため、

データチェックを入念に行う必要があり、セン

ターでの登録に時間を要している。

　バーコードリーダの読み取りデータを現場か

ら、携帯電話等で送信できれば登録の迅速化と

正確性の確保につながる。

(5) 次世代個体識別システムへの移行は

　このように、現在の個体識別システムに次世

代個体識別情報システムの部分的な導入をはか

りながら、新しいシステムに作り替えていくこ

とが可能であり、望ましい方向であろう。
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　現在の牛に装着されているバーコード耳標か

ら電子耳標への切り替えは、データの情報管理

システムのうえから難しい課題はない。それは、

現在のバーコードのコード番号が ISO コードに

準拠しているからである。

　バーコード耳標は光で読み取るのに対して電

子耳標は電波で読み取ることから、その切り替

えには耳標そのものの切り替えに相当の時間を

要するとともに現場での読み取り機器の切り替

えにもかなりの時間を要するであろう。

　そのためには、過渡期の対応として、現在の

バーコード耳標の中に電子標識を組み込んだ併

用型を採用することが必要であろう。

　併用型の耳標は、電子耳標のリーダが普及す

るまでの間、バーコードリーダしかない場所や

視認に依存している場所でも従来どおりの対応

ができる。

(6) さらに多方面への応用は

　電子耳標に格納された個体識別コードをキー

として、他の家畜管理システムとの整合を取り、

体重計測データ、乳量、乳質データなどさまざ

まな経営管理に役立つデータをデータベースに

取り込み管理し、利用することが容易にできる。
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６．コストの考え方

(1) 次世代個体識別に必要な資材

　これまでに述べてきた次世代個体識別に必要

な資材は、牛に装着する電子標識と装着用器具、

電子標識から情報を読み取る装置、読み取った

情報を保管するパソコン、読み取った情報を登

録・閲覧するための携帯端末（携帯電話）、自

動読み取りする場合には施設の設置等である。

　個別生産者が必要とする資材は、電子標識で

ある。電子標識の一つである電子耳標は札型、

ボタン型のいずれにしても現在のポリウレタン

製のバーコード耳標よりは高価である。

　次に、読み取り装置であるが、これは必ずし

も個別に生産者が保有しなくても、導入時、出

荷時、交配、治療等の作業時に関係する者がハ

ンディリーダを持ち回ることでも対応できる。

　自動読み取り装置は、搾乳パーラーや自動給

餌機などと組合わせて利用することが合理的で

あるが、既存の個体識別装置にとって代わるた

めには、メーカーの協力が必要であり、かなり

の時間を要するであろう。

　したがって、自動読み取り装置は、家畜市場、

と畜場等の利用頭数の多い場面に設置すること

になろう。

　読み取った情報の登録や閲覧は、携帯端末あ

るいは携帯電話による方式を採用すれば、個別

生産者がそれぞれ保有することが望ましい。

(2) 次世代個体識別に要するコスト

　上記の考え方をとれば、個別生産者は電子標

識と現場で利用する携帯端末または携帯電話が

最小限のコスト負担になる。農場のデータを管

理するパソコンはすでに普及していることか

ら、新たなコストには入らないであろう。

　現在のバーコード耳標は無料配布であるが、

電子標識も同様に無料配布となるには財政的に

困難であり、自己負担とならざるを得ないであ

ろう。

　携帯端末または携帯電話は１台購入すればよ

いことから、負担はそれほど大きくなく購入は

可能であろう。

(3) コストと利便性

　電子標識のコストは、個体識別という役割か

らは高価な消耗品である。

　しかし、現在のバーコード耳標における読み

取りや確認に手間がかかっていることから、自

動読み取りやハンディリーダによる読み取り精

度の向上と手間の省略を比較すればこの差は縮

まる。

　また、将来、家畜管理機器に自動読み取り装

置が組み込まれて管理情報の収集が容易になっ

た場合の利便性を含めた生産コストとして考え

ることも必要であろう。

　オーストラリアでは、世界に先駆けて平成 �7

年から牛に電子標識を装着することを義務付け

た。牛の価格がわが国に比べて相当差がある国

においても、必要なコストとして認めていると

いうことであろう。
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７．将来像

　�0XX 年 4 月、酪農家の A 氏は、いつもどお

り午前 5時に起床した。身支度を整え、まずパ

ソコンを立ち上げる。このパソコンは、搾乳ロ

ボット、哺乳ロボットなどの家畜管理機と無線

LAN でネットワークが組まれており、飼養して

いる全頭に装着している RFID の ID をキーとし

て日常の行動を記録し、閲覧できる。

　たとえば、育成中の全子牛が個体別に過去

�4 時間に何回、何時に哺乳ロボットに入りど

れだけの代用乳を飲んだかが表示できる。また

哺乳ロボットに組み合わせて設置されている自

動体重計および体高測定装置によって測定され

た数値から、これまでの体重および体高の変化

が標準成長曲線との対比でグラフ化されて示さ

れる。これによって今日の管理で特に注意しな

ければならない子牛の個体識別番号（ID）が明

らかになる。

　搾乳ロボットには体細胞数のモニタリング装

置と自動体重計がついているので、過去 �週間

の平均体細胞数が �5 万 /ml 以上の牛の ID を

チェックし、また分娩後の体重の変化を調べ、

日々の管理の資料とする。

　繁殖チャートには授精適期の牛が表示され、

これらの牛が過去何回授精したか、授精回数の

多い牛については要注意のマークが点滅してい

る。妊娠鑑定時期の牛には精液ストローに貼り

付けられて RFID のデータによりどのような精

液を使ったかが表示される。

　また、RFID の導入により、�006 年ごろは情

報化の進んだ農協や酪農計算センターからで

も、旬報あるいは月報として報告されていた情

報が日報として入手できるようになった。

　午後には、新たな牛を導入するため、市場に

行った。早速、競りにかけられる牛の RFID を

読み取り機能を持った携帯電話を使って、イン

ターネットで、導入先の酪農家の育成成績、共

済組合の診療記録、乳牛検定協会などの複数の

データベースを縦覧し、各導入牛の経歴を調べ

その情報を基に導入牛を決定した。

　�006 年当時は家畜管理システムでは、プロ

グラムとデータが常に対になって管理されてい

た。このため、データベースを検索したり、検

索結果を作表したり、グラフ化するためのプロ

グラムはそれぞれのデータベースとともに管理

され、利用されていた。�0XX 年でもこれら酪

農関係のデータは、�006 年当時と同様に、例

えば、診療記録は共済組合が、受精記録は人工

授精所が、乳成分については生乳検査協会が管

理するデータベースに蓄積されそれぞれ分散し

て管理されている。これはデータベースを一本

化するための労力も資金も膨大になるためであ

る。

　その代わりに、�0XX 年ではこれら個々のデー

タベースを各牛に取り付けられている RFID を

キーとして、分散・協調型データベースとして

管理され、牛の RFID の番号をキーとして分散

しているデータベースをあたかもひとつのデー

タベースとして検索・利用しているようなイ

メージで情報が入手できる仲介プログラムが開

発されている。しかも携帯電話を端末として利

用できるようになっている。

　このように �0XX 年では RFID をキーとして家

畜管理機器の高性能化と複数のデータベースの

実質的な統合化が行われている。
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RFID酪農家
(意思決定者)

図 7-1	 20XX 年の酪農情報システム予想図
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家畜管理機器
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牧場内で発生するデータ（無線 LAN）

精液情報
人工授精記録

気象データ

登録データ

営農計画
支援システ

土壌分析データ
肥培管理情報

飼料分析データ
飼料給与情報

図 7-1　20XX 年の酪農情報システム予想図
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参　　考

１．ISOに関して

 (1) 動物の個体識別に関するISO規格

　動物の個体識別システムはISOにおいて国際的

に標準化されている。この規格に準拠するこ

とによってトランスポンダおよびリーダは

メーカに関係なく共通に使用することでき

る。

１）ISO 11784 動物用電子識別―コー
ド体系 (1996-08-15) 

(Radio-frequency	 Identification	 of	

Animals-Code	structure)	

　トランスポンダの中に記憶される情報

量を合計 64 ビットとし、その使い方を規

定している。38 ビットの National	 ID	

Code は各国に責任において使用方法を決

めることになっている。また、�0 ビット

の Country	 Code は ISO	 3�66 で決められ

ている国コードを使う。日本は「39�」で

ある。但し、National	 Code の体系が確立

されていない場合は Country	 Code の位置

に製造者コードを入れることになってい

る。製造者コードは ICAR（国際動物登録

協会）による審査に合格したトランスポ

ンダのメーカに与えられるものである。日

本では富士平工業株式会社が「973」の製

造者コードを与えられている。

　わが国においては National	 ID	 Code の

うち動物用コードついて２桁を用いるこ

ととし、現在のところペット、牛および

馬について決められている。図參 �-� に

「ISO��784 のコード体系とわが国のペット

のコード」を示す。

　ディラーコードについては、それぞれ

の動物コードの関係者で利用の有無も含

めて決められている。

ビット番号 1 2 ～ 15 16
17 ～

26
27 ～ 64

組合せ数 2 16384 2 1024
274、 877、 906、

944

内容
Application 

bit
Reserved field

Extra data 

block

Country 

code
National ID code

Country	Code

National	ID	Code

動物コード ﾃﾞｨｰﾗｺｰﾄﾞ 個体識別番号

39� �4 (� 桁	) (8 桁 )

																																																	

	 	 	 	 　�0：富士平工業

				　　						　　39�：日本					�4：ペット	 　30：共立商会

	 	 	 	 　80：大日本住友製薬

図參 1-1 ISO11784 のコード体系とわが国のペットのコード
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2）ISO 11785 動物用電子識別―技術
要件（1996-10-15）

(Radio-frequency	 Identification	 of	

Animals-Technical	Concept)	

　トランスポンダとトランシーバとの通

信方式として FDX（全二重通信）と HDX（半

二重通信）が規定され、それぞれの方式

に対する無線周波数、変調方式、チエッ

ク方法など交信の共通化に必要な内容

が規定されている。また、トランシー

バは FDX および HDX 両方の通信方式の

トランスポンダと交信できることが必

要とされている。表參 �-� にその概要

を示す。

FDX ｼｽﾃﾑ HDX ｼｽﾃﾑ
主なﾒｰｶ AVID、Destron、Datamars TEXAS	INSTRUMEMTS

起動周波数

変調方式

応答周波数

�34.	 �kHz

AM-PSK

��9.0kHz	to	�33.�kHz

�35.�kHz	to	�39.4kHz

�34.	 �kHz

FSK

��4.	 �kHz

�34.�kHz
伝送ﾋﾞｯﾄ数

情報ﾋﾞｯﾄ数

��8 ﾋﾞｯﾄ

64 ﾋﾞｯﾄ

��� ﾋﾞｯﾄ

64 ﾋﾞｯﾄ
備考 規格成立後、� 年間だけ使用を

認められている FDX-A と区別し

て、FDX-B とも呼ばれる。

	 FDX: 全二重通信方式	HDX: 半二重通信方式

	 AM：振幅変調、FSK：周波数ｼﾌﾄｷｰｲﾝｸﾞ、PSK：位相ｼﾌﾄｷｰｲﾝｸﾞ

表參 1-1 ISO 11785 の概要

 (2) 国際的な情勢

１）各国の動き

　EU では家畜に対する電子標識の実行可

能性を確認するために、�998 年 3 月から

�00� 年 �� 月までドイツ、スペイン、イタ

リア、オランダ、ポルトガル、フランス

の６カ国が参加し、�00 万頭の牛、羊、山

羊 を 対 象 と し た IDEA	（Identification	

Electronique	des	Animaux）プロジェクトと

称する大規模な実証プロジェクトが行わ

れた。

　�003 年 5 月 5 日に発表されたプロジェ

クトの最終報告書は、IDEA	プロジェクト

は家畜に電子識別を使用することによっ

て、トレーサビリティが大きく改善され

ること、牛、バッファロー、羊、山羊に

このシステムの導入にどんな技術的な障

害もないことを立証したとしている。

　このIDEAプロジェクトの結果を受けて、

EU 理事会はでは �003 年 �� 月 �7 日、家畜

の疾病の拡大を防止する対策の一環とし

て、羊、山羊の個体識別に関する規則（理

事会規則 No.��/�004）を承認した。

　これによると、�008 年 � 月１日からは

EU 内のすべの羊と山羊は電子標識の装着

が義務化される。但し、羊および山羊の総

数が 60 万頭未満の加盟国では自国内に流

通する羊、山羊に対しては任意、山羊の総

数が �6 万頭未満の加盟国では自国内に流

通する山羊に対しては任意となる。また、

適用日については �006 年 6 月までに委員

会から発表される個体識別の実施結果のレ
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２）ISO の取り組み

　�003 年 �0 月 30、3� 日のフランクフル

トで開催された国際標準化機構第 �3 技術

委員会第 �9 分科会第３分科会（ISO/TC�3/

SC�9/WG3）において、ISO��784（動物用電

子識別コード体系）の改訂が審議された。

この改訂は先に実施された EU の IDEA プロ

ジェクトの経験に基づいて EU から要求さ

れたものである。

改訂内容：

・RFID を脱落等で再発行する場合の

Retag	counter（3 ビット）の新設

・	現行の National	ID	Code（38 ビット）

では動物に対する情報量が少ないの

で、User	 information	 field	（5 ビッ

ト ) を 新 設 す る。 こ れ は Country	

Code	との組合せでのみ使用される。

　この審議結果に基づき、DRAFT	AMENDMENT	

ISO	��874	�996/DAmd	�（ISO	��784	修正案）

が作成された。�003年 �月にそれに対する

投票が行われ、わが国は賛成の投票を行った。

　ISO	 ��874	 AMENDMENT� のコード体系を

表參 �-�	に示す。

ビット番号 1 2 ～ 4 5 ～ 9
10 ～

15
16

17 ～

26
27 ～ 64

組合せ数 2 8 32 64 2 1024 274, 877, 906, 944

内容
Application 

bit

Retag 

counter

User 

information field

Reserved 

field

Extra data 

block

Country 

code
National ID code

 
表參 1-2 ISO11784 AMENDMENT1 のコード体系

ポートを踏まえて再検討にされることに

なっている。

　ここで適用される電子標識について規

則の付属書には ISO��784 と ��785 に従っ

た HDX または FDX-B の技術を適用したリー

ドオンリーの受動的なトランスポンダでな

くてはならいと規定されている。これは

EU の畜産の分野で初めて公に ISO��784 と

ISO��784 が記載されたものである。

　EU における牛に対する電子標識装着の

義務化の時期については現在どこからも公

表されていない。イギリスのNFU（National	

Farmers	 Union) の EID 担当者は、牛への

義務化は羊、山羊の電子標識の義務化の成

功を見てからになるから、�008 年の４年

後、つまり �0�� 年になるのではないかと

�004 年に推測していた。

　一方、オーストラリア・ヴィクトリア州

では全国家畜個体識別制度（NLIS）により

�00� 年１月１日以降に生まれた牛に対し

て世界で初めて家畜に電子標識の装着を義

務化した。さらに、�005 年 7 月１日から

は一部の例外を除き、全州の牛に電子標識

の装着を義務化した。図參 �-� に現在承認

されている２種の電子耳標とボーラスの一

例を示す。

図參 1-2 承認されている電子耳標二種（左）とボーラスの一例（右）
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１）産業界における電子タグの取り組み

　国内の工業界や流通業界においては商

品管理の面から、電子タグ（電子標識）へ

の関心は非常に高く、近い将来バーコー

ドを利用している業務の多くが電子タグ

にとって代わるだろうと期待されている。

　とくに、電子タグの利点は、バーコー

ドに比べて情報量が飛躍的に多くできる

こと、小型化できること、読み取り能力

が高いことにある。電子タグの素子の小

型化は著しく進展し、0.4 ミリ角のチップ

も開発されており、普及すれば大幅な低

コスト化が期待できるという。これら電

子タグは、政府が推進している、誰でも、

どこでもコンピュータが利用できる「ユ

ビキタス社会」の中で大きな役割を果た

すと期待されている。

　現段階における電子タグの利用は、工

場内、スーパーマーケット内、農場内な

どの閉鎖系における商品管理やトレサビ

リティであり、未だ実験段階のものが多

い。その多くは、読み取り距離が極めて

短くても利用可能であることから、アン

テナの小さい貼付型電子タグである。

　電子タグが本格的に普及するためには

生産段階、流通段階を通じた利用が求め

られるが、電子タグのチップや読み取り

機器の低コスト化はもちろんであるが、

データの標準化や情報管理のソフト面の

整備も重要である。　

　このうち、データの標準化については

ISO（国際標準化機構）と IEC（国際電気

標準会議）が共同して国際標準規格の策

定を検討している。データ管理の面につ

いては、個人情報保護との関係について

総務省の「ユビキタスネットワーク時代

における高度利活用に関する調査研究会」

でも指摘しており、今後の検討課題であ

る。

　農畜産物については、実用化されてい

るものはバーコードによる牛のトレサビ

リティシステムであり、電子タグについ

ては、青果物、食肉、加工食品、養豚農

場などについて農林水産省が行っている

実験事業段階である。

２）家畜における電子タグの取り組み

　牛については、現在 BSE 対策として始

まったバーコード耳標によって個体識別

とトレサビリティが実用化されており、電

子タグについては本事業により次世代個

体識別技術として耳標型の形態や耐久性、

自動読取り技術等が、データ管理につい

ては農場と模擬センターによる携帯端末

等による実証試験が実施されている。

　養豚については、ユビキタス事業の一

環として農場内の個体管理について耳標

型の電子タグ実証試験が実施されている。

　競走馬については、国際的に電子タグ

装着の動きがあり、わが国においても平

成 �9 年産馬から電子タグの装着が義務付

けられることとなり、埋込み型電子タグ

をたてがみ近くの皮下に装着することと

している。

３）家畜以外の動物における電子タグ
の取り組み

　愛玩動物については、平成 �7 年６月に

改定された動物愛護管理法において個体

登録の推奨・体制支援を行うこととなっ

ている。犬についてはすでに埋込み型電

子タグの装着・登録が始まっており、平

２．電子標識をとりまく国内情勢について
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成 �7 年末現在で約 � 万頭に装着されてい

る。予防注射暦、病歴、迷い犬の保護等

に役立つと期待されている。

　外来生物法による特定外来生物及び動

物愛護管理法による、特定動物（危険動物）

については、個体識別のため電子タグ装

着が義務付けられ、環境省によって電子

タグ装着のためのマニュアル作り、装着

のための研修会など具体的取り組みが行

われている。

４）動物用電子タグのデータ標準化の
取り組み（ISO 規格動物用電子タ
グ協議会）

　動物用電子タグのデータ標準化につい

ては、国際的な情勢の中で紹介したが、

ISO（国際標準化機構）の中の ISO/TC�3/

SC�9/WG3「動物用電子タグワーキンググ

ループ」が検討を進めており、既に

ISO��784 および ISO��785 によって利用周

波数帯、コード体系が決められている。

　上記の ISO 動物用電子タグワ－キング

グループには、（社）畜産技術協会が日本

における登録団体として参加している。

　国内の動物が ISO 規格のコード体系を

利用する意義は、メーカーが異なっても

読み取り等の互換性が確保されること、競

走馬やペット類のように海外からの導入

や渡航した場合にそれぞれ個体識別がで

きること等にある。

　国内の ISO 規格の動物用電子タグの利

用について関係者で相談するため、平成

�7 年 6 月に「ISO 規格動物用電子タグ協

議会」が設立された。この協議会は、電

子タグを利用する団体、供給するメーカー

または代理店、普及に係る団体等が会員

として、農林水産省等関係機関がオブザー

バーとして、事務局を（社）畜産技術協

会が担当している。

　協議会では、主として ISO 規格の国内

コードについて協議することとしており、

動物用コードの割り当てについて、牛用

コードを �0 番、馬用コードを �� 番、ペッ

ト用コードを �4 番とすることを申し合わ

せた。牛については、現在バーコードに

よる個体識別を行っているが、データベー

ス上では ISO 規格に対応したコード体系

を採っており、動物用コードとして �0 番

を用いている。外来生物法による特定外

来生物及び動物愛護管理法による特定動

物についても装着する電子タグは ISO 規

格によることが明記されており、ペット

用コードの �4 番を適用することとなって

いる。

　この動物用コードの情報は ISO 登録団

体の（社）畜産技術協会を通じて、ISO に

報告されることにより国際的に認知され

る。　

　今後、他の動物に ISO 規格の電子タグ

を導入する場合には、この協議会に諮っ

ていくことが必要であり、広く関係者の

参加が望まれる。
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