
 - 1 - 

RFID World Watcher Monthly 

 

April 2010 



 - 2 - 

目次 

 

特集 – RFID ソリューション EXPO ...................................................... 3 

RFID 関連ニュース.................................................................................. 5 

プロダクト ......................................................................................................................................5 

ソリューション...............................................................................................................................6 

規制・標準化...................................................................................................................................7 

 

 



 - 3 - 

 特集 – RFIDソリューション EXPO 

 

5 月 12 日～14 日にビッグサイトで RFID ソリューション EXPO(RIDEX)が開催された。今回

は同時開催の物流 IT ソリューションフェア寄りの展示が目立ち、RFID 要素技術のベンダー

はあまり派手な展示をしていなかった印象があるが、同時開催のクラウドコンピューティ

ングEXPOや組込みシステム開発技術展でRFID関連ソリューションが展示されていたこと

も含め、実用化に向けての動きは必ずしも停滞していないと判断する。 

 

以下会場で気になった製品のメモ: 

 

【スマートシェルフ用フラットアンテナ(クレスコ・ID・システムズ)】 

表面に無数の切込みを入れるという特殊なアンテナパターンを採用することで、ループア

ンテナでは実現できない無指向性・積層読み取り能力を低コストで実現できるという製品。

スマートシェルフ案件でコンペまで持ち込めた場合には競合製品に比べて圧倒的に安いた

め必ず勝てていると。HF 製品のため聞いた事例は図書関連や宝飾品、医薬品が多かったの

だが、「光るタグ」によるスマートロッカーの事例が非常に面白かった。信号を受けて光る

タグというのはアクティブタグの世界では別に珍しくも無いのだが、この事例ではタグは

パッシブタグであり、タグに非接触給電を行って発光させている。 

 

【超小型金属対応 Gen2 タグ(日油)】 

Omni-ID が登場して以来多くの会社が取り組んでいるスペーサーに依存しない小型の金属

対応 Gen2 タグだが、日油が特殊低誘電性材料を採用して小型化したという金属対応 Gen2

タグのシリーズ TAGAT を出展していた。その中で最小寸法の製品 TAGAT 81 の外寸は 9×9

×3.5mm。チップに NXP UCODE G2XM を採用しており、金属貼付時の読み取り距離は 1m

とのこと。いよいよここまで小さくなったかと感心する。 

 

【空気ケースタグ(アートウェルド)】 

こちらは熱可塑性のチューブの中に空気ごとインレットを封入することで作成したヘビー

デューティータグ。見た目はややプリミティブだが、ハンマーで叩く、車両で踏みつける

などに対しては充分な強度を持っているとのこと。但し原理上刃物で切る、針で突くなど

には弱い。取り付けはどのように行うかというと、結束バンドでの吊り下げや巻き付けて

両端を鋲でロックなど。原始的に見えるが実際にはこのように運用している現場は多い。

Alien Squiggle を封入したものが標準製品だそうだが、任意のインレットを提供しての加工

にも小ロットから対応できる。 

 

【RFID 対応スイッチ(正興電機)】 
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ここでいうスイッチとは物理的な開閉器。工場で使うようなヘビーデューティーのモデル

で、トグル式とロータリー式に対応している。現在選択しているスイッチの状態を外部か

らハンドヘルドリーダーで読み取れるという製品。利用しているのはミューチップで、選

択可能な状態のそれぞれにタグを取り付けているとのこと。設備の状態管理に有効なソリ

ューションである。 

 

【UHF 帯 RFID インテリジェントリーダ・ライタ(TOPPAN FORMS)】 

176×135×75mm・450g のケース中に Gen2 リーダ・ライタ、半角 16 桁 2 行表示の LCD、

モード選択用スイッチ(4 連)、Linux ライク OS および各種 I/F(CF カード、シリアル、イー

サネット)を搭載した製品。イーサネット接続が可能な小型固定リーダーは既に多数存在す

るが、この製品は本体に PC 機能を組み込んでいるため、telnet や ftp・http といった一般の

アプリケーション開発者に親和性の高いプロトコルで上位システムとの連携を行うことが

出来るし、LCD と選択スイッチにより限定的ながらユーザインタフェースを提供すること

も可能。RF 出力が 10mA であるためかざして使う運用が前提となる。OK カーネルや RFID

ライブラリの各種リソースと本体・サンプルタグを組み合わせた開発キットが 280,000 円、

本体標準価格は 168,000 円。 

 

【携帯電話用 SDIO マルチリーダライタ(NEC・KDDI)】 

 NEC が昨年の RFID ソリューション EXPO に出展していたマルチリーダライタ(エントリ

「RFID ソリューション EXPO 2009」)を組み込んだ携帯電話を出展していた。正確に言うと

マルチリーダライタモジュールは SDIO カードになっていてアンテナ部分が本体から突き

出している。これが搭載される携帯電話はイメージしていたよりかなり小さく、僕が普段

持ち歩いているアドエスとほぼ同じサイズ。法人契約専用ながらクラウドサービスで利用

できるよう小ロットでの納品にも積極的に対応していきたいとのこと。 
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RFID関連ニュース 

 

プロダクト 

 

[ハードウェア] 

 

RFID Sensor Systems が読み取り距離 46 メートルの金属対応パッシブタグ T070 Steel Ultimo 

Ranger を発表した。サイズは 16.5x1.9x4.7 センチメートル、千個で 8,250 ドルにて同社のサ

イトから購入申し込みが可能。 

 

NXP 社は個品タグ付けに対応した新しい Gen2 チップ G2iL シリーズをリリースした。G2iL

シリーズは従来の半分の消費電力で動作し、短絡回線を用いて剥がされたことを検知する

ことができ、コマンドを送るとオールゼロの ID を返すようになるプライベートモードをサ

ポートする。電子機器組み込みを想定した G2iL+では、本体から電力を受け取るセミパッシ

ブモードを持つほか、受け取ったデータをタグの外側に送信し設定やファームウェアを書

き換える機能を持つ。G2iL シリーズは今年 6 月に発売予定。 

 

Impinj 社はポータル用のアンテナ一体型リーダーSpeedway xPortal を発表した。このリーダ

ーは 75x20x5cm で 4.5kg。消費電力が 13 ワットのため LAN ケーブルによる PoE 給電を行え

る。小型・低消費電力ではありながらフェーズドアレイアンテナの採用や自動チューニン

グ機能により従来型のポータル形リーダーより高い読み取り性能を持つことが特徴。

Speedway xPortal の価格は 2,495 ドル。 

 

Intermec 社はゲートを通過中のタグの読み取りを静止したタグから区別するためのミドル

ウェア Advanced RFID Extensions (ARX)を発表した。このソフトウェアはリーダーから受け

取った電波強度や入射角を元に、タグが移動中かどうかを検出するもの。これによりゲー

トを通過しているタグの読み取りを、蔵置中のタグの偶然の読み取りから区別できる。ARX

は固定リーダーIF61、フォークリフト車載リーダーIV7 で利用可能。 

 

台湾メーカーMTI 社はドングル型の Gen2 USB リーダーRU-888-100 を今年の 7 月に 200 ド

ルを切る価格で発売する。RU-888-100 は austriamicrosystems 社の AS3992 を搭載しており、

RF-iT Solutions 社の detego EXPRESS と共に動作する。同社が想定する本製品の主要用途は

小売店頭。 

 

ISO 18000-7 製品のベンダーEvigia 社はバーコード、Gen2 パッシブ、433MHz アクティブの

全てに一台で対応できるハンドヘルドリーダーを発表した。この製品の名称は
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EV3-HHI-PAB で、Motorola 社のハンドヘルド MC9090-G に Evigia 社のリーダーモジュール

とソフトウェアを追加したもの。この製品はアメリカ国防総省での利用を主に想定したも

ので、アメリカ国防総省のビジビリティシステム ITV にデータを直接送信するためのオプ

ションも用意されている。 

 

[ソフトウェア] 

 

オランダの研究機関TNOでは資産管理のためにオープンソースのWebアプリケーションの

パイロットテストを実施した。このシステムは TraSer といい、EU の支援を受けてハンガリ

ーの大学が開発した。RFID やバーコードなどをサポートし、中小企業が低コストで導入可

能なことを目的としている。パイロットには TNO を含む 10 組織が参加し、TNO は途中で

内製のアプリケーションに切り替えたが他の 3 組織は現在でも利用を続けている。 

 

Savi 社と ODIN 社は両者の RFID ソフトウェアを統合したソリューションを開発し、Savi

から発売した。この製品は Savi 社の 433MHz アクティブタグ製品 SmartChain と ODIN 社の

Gen2 パッシブタグ製品 EasyEdge を統合したものであり、すでに米軍に導入されている。 

 

ソリューション 

 

[パッシブ] 

 

衣類タグソリューションベンダの Positek 社は富士通フロンテック社の Gen2 リネンタグを

使った製品の提供を開始した。Positek 社は従来は 13.56MHz タグを利用していたが、これ

により Gen2 ソリューションも提供できるようになる。同社によると、Gen2 リネンタグの

価格は 13.56MHz タグより高価だが、読み取りに専用のトンネルリーダーが不要であること、

ベルトコンベアの速度を上げられることから、トータルのシステムコストでは 13.56MHz 製

品を用いるより安くなる。 

 

オーストラリアの大手物流会社Toll Global Logistics 社はシンガポールの倉庫にRFIDシステ

ムを導入した。このシステムはフォークリフトのオペレーション管理を行うもので、パレ

ットと棚に Gen2 タグを貼付、入庫時に荷物のバーコードとパレットタグをハンドヘルドリ

ーダーで紐付けし、フォークリフト車載リーダーでその後のオペレーションをトラッキン

グするというもの。このシステムは S3Edge 社の Spotlight を採用。 

 

救急車運営会社 Action Ambulance Service では車上備品の管理に Gen2 タグを利用している。

救急車の運営に当たっては、シフト交代ごとに備品の所在や有効期限を確認することが法
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律で義務付けされており、この確認作業に 1～2 時間を必要としていた。OATSystems 社の

アプリケーションと Motolora のハンドヘルドリーダーを用い、この作業を 90 秒まで短縮で

きた。 

 

[アクティブ・RTLS] 

 

米軍はハイチ大地震に伴う救援作戦のために RFID を利用した。救援物資の輸送を担当する

配備流通コマンドがコンテナに 433MHz アクティブタグを取り付け、米軍のビジビリティ

システム ITV を利用して輸送の可視化を行ったもの。輸送の初動ではコンテナにタグを取

り付ける余裕が無いなど混乱したが、混乱回復後は ITV の支援より複数拠点からの輸送物

資を確実に輸送できるなど効果が得られた。 

 

ベンチャー企業 PureRFid 社は認知症患者の外出を防ぐ製品を開発し、販売を開始した。こ

の製品は 433MHz アクティブタグを利用し、電波強度を用いて認知症患者が玄関に来たと

きに警報音を鳴らすというもの(誤検知を防ぐため赤外線の人感センサーを併用)。この製品

は一般家庭で実際に利用されることを目指し、装着して違和感の無いリストバンド式アク

ティブタグの採用などさまざまな工夫が凝らされている。 

 

サウスカロライナ州の病院グループ Trident Heath System は資産管理システムを導入した。

このシステムは資産の所在をリアルタイムで知ることで探索の手間を減らし資産の利用効

率を高めることを目的としたもの。利用しているアプリケーションは GE Healthcare 社の

AgileTrac Asset Manager であり、タグには RF Code 社の 433MHz アクティブ製品を採用して

いる。 

 

規制・標準化 

 

(該当記事なし) 

 


