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1. はじめに

国民の食の安全・安心についての関心はかつてなく高く，
食品業界は，アレルゲン，中国や米国などの外国産原料，
あるいは，遺伝子組み換え原料の表示，未認可原料が混入
されていないことの保証など，品質情報の管理・公開を一
般消費者や取引先から強く迫られている。一方で，商品は
多様化し，また，そのライフサイクルはより短くなって，
食品メーカーは短期間に多種の新商品開発を行わなければ
ならない状況におかれている。このため，企業で管理する
品質情報を統合するとともに，蓄積するデータを有効に利
用する必要性が高まっている。JFEシステムズはこれらの
ニーズに対応すべく，主に食品製造業での導入を考えて，
品質情報管理システム「Mercrius*（メルクリウス）」を開
発した。Mercriusは，原料，商品，包材，配合の情報を一
元管理し，それらの情報を利用者が求める形式（商品仕様
書や客先提案資料など）に加工することを可能とする 1）。
本報告ではMercriusの特長および適用例について記述

する。

2. Mercriusの特長

2.1 品質情報管理システムの要件

製品を開発する過程では多くの品質情報が発生する。そ
の結果として，品質情報は複数の部門にわたって点在する
ことになるが，いまだに多くの企業では個別に紙や電子媒
体での管理がなされている。しかし，製品の開発過程で発
生する品質情報を収集かつ結合して一元管理することに
よって，製品の開発を支援するだけではなく，品質に関わ
る課題が発生した際に迅速な製品の特定や製品の基盤情報
として業務で活用することが可能となる。
したがって，食品製造業に求められる品質情報管理とし
て，原料，商品，商品構成に関わる情報を入力する機構，
情報を連携するためのワークフロー機能，それらの情報を
検索する機能，また，情報が利用される形，すなわち，関
係部門あるいは取引先に受け渡す形式での商品情報の出力

や商品表示の作成を支援するための出力が必要とされる。
Fig. 1は部門間の連携と製品のライフサイクルの例を簡

略化して示した図である。

2.2 機能

品質情報を管理するためにMercriusが提供する主な機
能は次のとおりである。
（1） 原料規格書のインポート機能，インターネット入力

Excel**で定義された自社フォーマットの原料規格
書に記載されているデータをそのまま取り込むことが
できる。あるいは，原料メーカーが，原料規格書の情
報をインターネット経由でWebの画面から直接入力す
れば，入力のチェックをシステムが自動で行い，加工
メーカーでは登録作業負荷が大幅に低減される。

（2） 商品情報を登録するワークフロー
商品情報の入力は，関連各部門が担当する項目につ

いてそれぞれで入力することができ，現在の入力状況
を確認できる。また，登録にあたって承認フローを設
定することも可能である。従来は紙をやり取りするこ
とで行っていた，新しい原料規格書の登録や，新商品
開発に必要な各種の申請・承認について，ステータス
管理による業務フローが定義される。どこまで承認が
進んでいるのか，どの部署で申請が遅れているのかを
リアルタイムで把握できる。

（3） 商品情報と原料情報を連携した検索機能
商品から原料（2次，3次原料）の特定や，指定原
料を使用した商品の特定が可能である。
アレルゲン情報，BSE情報，遺伝子組み換え情報，
有害微生物情報などを管理する。消費者からの問い合
わせや，不測の事態においては，統合された情報を提
供するものである。

（4） 商品，原料の履歴（版）管理
過去の商品カルテ，原料規格書の情報の履歴を版と

して保持し，過去にさかのぼって検索する機能を備え
る。新しい情報を取り込む際には，前の版との比較を
して差異を示すことが可能である。
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* Mercriusは，JFEシステムズ（株）の商標である。
**  Excelは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における
登録商標または商標である。
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（5） 商品あるいは原料に関連する文書との結合
商品・原料に関連付けられた添付文書はもちろん，
直接関連付けをしない共通文書も保持できる。また，
版管理を行うことも可能としている。

（6） 業務効率を向上させる検索機能
すべての項目を検索キーとして設定対象とすること

が可能である。また，ユーザ，部署ごとに，よく使う
検索条件を登録しておき，問い合わせに対して，あら
かじめ用意した条件を利用して回答を提示できる。

（7） 配合情報管理
投入配合量（割合）をもとにした，原価試算，栄養

成分のシミュレーション機能を持つ。
過去の配合情報も管理できるため，新商品開発の効

率化に役立つ。
（8） 原材料表示一括生成

原材料表示について，商品配合から原料を一般名称
に変換したカルテ配合を生成して，規則に沿った原材
料表示案を作成する。一括表示作成を支援して作業負
荷を大幅に削減する。

（9） システム利用情報のトレース
Mercriusの入出力で発生するすべてのイベント（更
新，削除，帳票出力など）をログとして記録する。帳
票出力に関しては付加情報（提出顧客など）を取得す
ることができる。

（10）ユーザ管理および機密情報を保護するためのセキュリ
ティ機能
ユーザ管理情報を取り込んで，ユーザ単位で商品・
原料レベル，項目レベルまでの情報の参照可否を制御
する。パスワード管理および権限設定によって，不正
アクセス・情報流出を防止する。いつ，誰が，どの商
品情報・原料情報を，どのように更新したかを，項目
レベル，内容レベルで更新履歴を取得して，照会でき
る。
なお，品質管理の要件に直接対応するものではない
が，画面エディタ機能を装備することによって，プロ
グラミングすることなしに，システムの利用に応じた
多様な入出力画面をWeb上から作成できる。導入企
業自身で画面のカスタマイズが可能なため，構築後の

Planning phase Experimental/Consideration phase Final approval phase Release

Product div./
Development vendors

Info on Concepts

Person in charge

Person in charge

Submission
Submission

Submission

Submission

Submission

Submission

Rejection
Rejection

Approval

Approval

Authority

Authority

Research div.

Nutrition data

Recipe data

Production div.

Process data

Administrative div.

Administrative div.

Label data

System div.

Product code

Request for
final approval

Customer service / Sales div.

Product
information

Disclosure

Product

Fig. 1  Workfl ow and product life cycle

Package
manufacturer

Application of package
specifications

Application of raw
material specifications

・Excel application

・Data entry via website
・Excel application

・Approval workflow
・Alteration management

・Production mixture (Standard)
・Rate of mixure

・Product summary application 
・Product summary output

・Mixture composition disclosure 
・Material indication

・Product development workflow
・Cost accounting
・Inspection management

Raw material
manufacturer

Package DB

Raw
material DB

Recipe DB

Product
DB

Recipe information
management

Product development
management

Raw material information
management

Information label
production

Wholesale/Retail

Product summary
management

Fig. 2  Image of quality information management system



食の安全・安心をサポートする品質情報管理システム「Mercrius®（メルクリウス）」

－  78 －JFE技報 No. 14（2006年 11月）

メンテナンスコストを抑止する。

3. 食品メーカーにおける活用イメージ

Mercriusはライフサイクルに沿って商品に関する情報を
統合して活用することを可能とする。Fig. 2は，Mercrius

の基本となるシステムイメージ図である。
（1） 原料規格情報登録
（a） 原料メーカーから入手した原料規格データ
（Excel）をシステムに登録
（b） 原料メーカーがインターネット経由で直接データ
入力

（2） 商品情報登録
（a） 商品開発段階で各部門が作成した商品情報をシス
テムに入力

（b） 配合情報などの品質に関わる情報を登録
（3） 商品情報照会
（a） 商品に関する情報を一元的に参照
（b） 商品・原料間の双方向検索
（c） Mercriusで保持するすべての項目からキーを選択
して検索

（4） 帳票出力
Mercrius上のデータを Excelや PDF帳票として出

力
（5） 商品情報更新

商品情報の変更履歴をバージョン管理
（6） 原材料表示シミュレーション

商品・原料情報を使って原材料の表示パターンをシ
ミュレーション

（7） 配合シミュレーション
登録された原料情報を元に配合案を作成（原価，栄

養成分値など）

4. おわりに

Mercriusは，商品と原料（包材）の情報を配合という
キーで連携することによって，商品から原料，原料から商
品といった情報のトレースを実現している。システムとし
て情報を一元管理するだけでなく，他システムとデータを
交換することも可能である。また，多くの食品メーカーで
課題とされる，裏面の原材料表示作成や配合（試作品）管
理を支援する機能を備えている。さらに，Webの利用に
よって，クライアントの環境に依存する度合いが低く，導
入にかかる負担が少ないシステムである。

JFEシステムズでは，Mercriusの導入を通じて業務に精
通した SEが品質情報管理システム構築を支援している。
導入実績を背景にして，システムの機能だけでなく，登録
形態，データ登録の進め方，部門あるいはユーザの役割・
権限設定，部門間の連携など，具体的な運用方法について
も提案を求められている。
多くの食品メーカーへの導入を実績として，「食の安全」

に貢献したことが評価され，「平成 17年度情報化促進貢献
情報処理システム」の表彰を受けた。今後も，変化の激し
い食品業界のニーズや実際に利用される方々に求められる
機能を全体の整合を保って取り込みながら拡張していく。
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