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特集１ – インレイ不要のスマートラベル製造プロセス 

 

RFID の普及が個品のサプライチェーン利用で進むにあたり、避けられないのは RFID タグ

価格の話題だ。昔ブームだった頃を覚えている人からは「で、いつ 5 セントになるの」と

いう質問が必ず出てくる。その事情はアメリカでも同様のようで、先月に MIT のオート ID

センターのディレクターが RFID Journal に寄稿記事を載せていた(Whither the Five-Cent 

Tag?)1。 

 

現在欧米のRFIDタグ価格の目安として業界で広く認知されているものにODIN technologies

が毎年作成している RFID Tag Pricing Guide がある2。2010 年 9 月に公開された最新版では、

100 万枚単位で発注した場合のスマートラベルの単価は下値で 9 セントであり、2 年以内に

は月間 100 万枚の調達をコミットした顧客はスマートラベルを単価 7 セントで購入できる

ようになるだろうという見通しを示している。 

 

一方で上記の寄稿記事では匿名の某大手ベンダーの話として、大ボリュームでインレイを

購入した場合の単価は下値で 5 セントまで下がっており、それをスマートラベルに加工し

た場合の価格は 6 セントになるだろうという見方を載せている。記事ではこれを受け、2011

年の 6 セントはインフレを考慮するとブーム当時の 5 セントに相当するという理由で「5 セ

ントタグは達成された」と結論付けている。 

 

この記事をどう読むかはともかく、業界全体として「後一押しで 5 セント」というムード

があるように思う。それを裏付けるような製品の記事が RFID Journal に掲載された3。フラ

ンスのベンチャー企業 TAGEOS が開発した、プラスチックインレイを用いずに紙ラベルの

上に直接タグを構成した製品だ。上で少し述べたように、現在紙製のスマートラベルを製

造するプロセスではプラスチックのシートにアンテナとタグを挟み込んだインレイを一旦

製造し、それを紙ラベルに差し込むという手順を取っている。同社はこの手順を廃止する

ことで価格を 10 パーセントから 30 パーセント引き下げることが出来るだろうとしている。 

 

同社は 4 月から製品の出荷を予定しており、ジュエリー向け(EOS-100)、ヘルスケア向け

(EOS-110)、アパレル向け(EOS-300)、ケース/パレット向け(EOS-500)の 4 つの製品ラインで

スタートする。これらのタグが採用するチップは Impinj の Monza 4。7 月には更にいくつか

のモデルを追加する予定。同社はそれぞれのタグのパフォーマンスや単価については秘密

としている。なお、一連の製品は今年の RFID Journal Awards の Best in Show にノミネート

                                                           
1 http://www.rfidjournal.com/article/articleview/8212 
2 http://blog.odintechnologies.com/what-do-rfid-tags-cost/ 
3 Tageos Makes RFID Inlays on Paper, Eliminating Plastic Substrate: 
http://www.rfidjournal.com/article/articleview/8287 
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されている。 

 

インレイを用いずに紙の上で直接タグを構成する技術を開発したのは TAGEOS 社が最初で

はない。日本でも大日本印刷や凸版印刷が同種の技術を開発したと発表している。大日本

印刷の技術()は 2008 年の 5 月にプレスリリースがあった4もので、アルミ箔のアンテナを箔

押しで形成するという技術を用いており、同じくアルミ箔のアンテナを用いる TAGEOS 社

と似た構成ではないかと想像される。凸版印刷の技術は 2010 年 9 月にプレスリリースがあ

った5もの。タグの製造技術ではなくダイレクトタギングの技術としていること、アンテナ

の材質として銀を利用していることから、狙うのは TAGEOS や大日本印刷とは違うマーケ

ットなのだろう。いずれのプレスリリースでも加工コスト・販売価格の 30 パーセント削減

を謳っており、TAGEOS 社の発表とおおむね整合する。 

 

それでは TAGEOS 製品がなぜこれほど注目を集め、来月から製品販売が可能になったかと

いうと、外部からは分からない細かな要素技術の違いだけでなくマーケットの波に上手く

乗れたことも大きな原因だろうと思う。昨年からのブームと Gen2 タグの品薄状態を受けた

安定調達のニーズがマーケットに存在し、そのニーズのうち TAGEOS 社の身の丈に合った

割合を上手く掴んで事業化できたということではないだろうか。 

 

いずれにせよ、インレイを用いずに製造したスマートラベルの量産が始まったということ

は Gen2 による個品タグ付けが本格的な普及期に入ったことを示す象徴的な出来事である。

上記のように競合メーカーが持つ技術もあり、10 パーセントから 30 パーセントの価格低下

は実際に達成されるだろう。額面での 5 セントタグ達成がいよいよ視野に入ってきたよう

だ。

                                                           
4 「大日本印刷 世界初 箔押し加工技術による低価格の紙製 UHF 帯 IC タグを開発」: 
http://www.dnp.co.jp/news/1189770_2482.html 
5 「国内初、UHF 帯 IC タグ用アンテナを紙器へ直接製造する技術を開発」: 
http://www.toppan.co.jp/news/newsrelease1090.html 
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特集２ – ハイチ大震災救援時の米軍の RFID利用 

 

東日本大震災の後「救援物資の輸送を効率的に行なうために RFID を利用できないのか」と

言う話題がちらほら出ていた。一般論として、災害時のような混乱した環境下での物流オ

ペレーションには RFID は有効なはずである。平常時の完全にコントロールされた環境で、

オペレーションが全て記録され人為的なミスが発生しないのであれば、RFID を利用するメ

リットは存在しないからだ(自動倉庫のオペレーションを想定して欲しい)。人為的に発生す

るミス(帳簿と現物の不一致)や悪意(窃盗)を人手を介さず自動的に発見できることこそが物

流での RFID 利用のメリットの本質である。 

 

だが、このようなメリットを得るためには RFID の採用だけではなくシステム全体の対応が

必要になる。配送先(通常であれば店舗)や中継拠点(通常であれば物流センター)でまともな

管理を行なうことができず、輸送経路や手段も全く信頼できない、仕入(救援物資の調達)

もコントロールできないという状態では、通常の民間企業のサプライチェーン管理システ

ムは使い物にならない。このような環境で運用が可能なのは軍事用の兵站管理システム、

それもおそらく米軍の In-Transit Visibility (ITV)だけだろう。以前に米軍の RFID 担当者の講

演を聞いたときに、米軍の兵站部門は突然砂漠の真ん中に店舗ができクリスマスがいつ来

るかわからない Wal-Mart のようなものだという話をしていて、卓抜な例えに唸ったことが

ある。 

 

それでは、ITV システムが災害派遣に利用されたケースでの RFID の具体的な利用方法はど

のようなものになるだろうか。RFID Journal が米軍のハイチ大地震時の救援活動を記事にし

ている6。米軍の兵站活動や ITV システムの全体をカバーする内容ではないが、前線での

RFID の利用という面ではいろいろ興味深い内容が含まれている。 

 

ハイチ大地震の対応のために出動したのはアメリカ南方軍(USSOUTHCOM)。カリブ・中南

米地域を担当する部隊で、土地柄災害救援任務が多い。2005 年から 2010 年までに 14 回の

災害救援出動を実施し、ハイチ大地震では 2 万人の救援部隊を投入した。その中でロジス

ティクスを担ったのは陸軍配備流通コマンド(Surface Deployment and Distribution Command, 

SDDC)であり、フロリダ州ジャクソンビルの SDDC 兵站施設を策源地とした上で、ハイチ

にも南方軍との統合任務部隊(Joint Task Force, JTF)を投入、ハイチに搬入した物資をスムー

ズに配布するための作業を担当させた。 

 

2010 年 1 月 12 日の地震の発生から１週間後、1 月 20 日に最初の SDDC の部隊がハイチに

到着。その日のうちに発電機と衛星電話をセットアップし、ゲートリーダーと ITV 端末の

                                                           
6 In Haiti, RFID Brings Relief : http://www.rfidjournal.com/article/print/7523 
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稼動を開始した。翌日から到着コンテナの処理を開始したが、コンテナには RFID タグが装

着されていないものがあった。これは、緊急で出荷したためにコンテナにタグを付ける余

裕が無かったためである。だが、初動の混乱が収まると全てのコンテナにタグが取り付け

られ、物資がスムーズに流れ始めた。最初に到着したのは水、調理済みの食料品、薬品で、

続いて建機などが到着した。ジャクソンビルから送り出されたコンテナがハイチに到着す

るとゲートリーダーでコンテナタグを読み取り、ITV に到着を通知した。また、停電時の対

応、ヤード内の棚卸しのため、ハンドヘルドリーダーも併用された。 

 

一方ジャクソンビルでは補給物資・支援物資のコンテナへの搭載が行なわれていた。初動

においては、コンテナに搭載する貨物の明細は手入力されていた、これは、最初に搭載す

る物資(ケース・パレット)には 2 次元バーコードが貼付されていなかったためである(作戦

が進むにつれ納入されたケース・パレットに 2 次元バーコードラベルを貼付するプロセス

が稼動しはじめた)。全ての貨物がコンテナに搭載されるとアクティブタグ(ISO 18000-7 互

換の 433MHz アクティブタグ)がコンテナに取り付けられ、貨物マニフェストとタグ ID をリ

ンクさせて ITV に登録された。また、他の兵站拠点から到着したコンテナについては、タ

グが未装着の場合には新規に取り付けた上で、コンテナがジャクソンビルを通過した事を

ITV に登録した。 

 

輸送された物資の明細は明かされていないが、3000 個を超える輸送単位(パレットから建機

までの様々な荷姿のものを含む)が輸送された。 

 

以上が記事に書かれている内容である。オペレーションに関する雑感のような内容になっ

ているが、いくつか気付くことがある。 

 

 コンテナより小さな物品の管理について RFID は利用されていない。アメリカ国防総省

は調達品についてケースやパレットへのタグの貼付を進めているが、記事にはまった

く出てこない。もっとも、今回輸送された物品はバリューが低く純粋な軍需品ではな

いことに留意する必要がある。 

 ITV では民需品で利用されているバーコード(UPC シンボルなど)を扱えないようだ。今

回のように民需品を調達、輸送することも多いだろうに、ちょっと杓子定規ではない

かと感じられる。 

 オペレーションそのものは実は商業物流とあまり変わりは無い。コンテナにケース・

パレットを搭載し、搭載貨物の情報とタグ IDを紐付けてビジビリティシステムに登録、

仕向け地ではタグ ID を読み取ってどのどの貨物が到着したかを確認する。 

 オペレーションがかなり雑である。アメリカ本土から近い場所への派遣であり、災害

派遣慣れした部隊であるはずなのに、初動ではコンテナタグすら装着できていない。
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補給部隊の指揮官も「RFID を積極的に利用する態度を養わねばならない。状況が早く

変化する現場では RFID タグを取り付けようという努力が遅れがちになる」と述べてい

る。 

 

この記事に記載されているのは現場でのオペレーションであり、ITV を利用した意思決定の

部分ではない。ITV を利用するメリットは、必ずしもタグ貼付などの条件が満たされていな

い状況でも、指揮官のインタビューにあるように「地球規模の全体的な展望」が得られる

ことにあるのだろう。 
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RFID関連ニュース 

 

プロダクト 

 

[ハードウェア] 

 

Argo Wireless 社は中小企業向けの Gen2 ソリューションパッケージ SourceTag を開発した。

SourceTag には同社が開発したアプリケーション EventLogix と Pramari 社の RFID ミドルウ

ェア RiFidi が含まれ、また段ボールの出荷用、パッキング用にそれぞれ開発した RFID リー

ダー内蔵の作業台が含まれる。価格は未公開だが中小企業が容易に導入できるれべる。 

 

フランスの RFID ベンダーTageos 社はプラスチックインレイを使わず紙ラベル上に直接

RFID タグを構築する技術を開発した。この技術を用いるとスマートラベルの価格を 10 パ

ーセントから 30 パーセント引き下げることが可能になる。また、このタグは非常に薄いア

ルミニウムをアンテナとして用い利用する接着剤も少ないため環境負荷も低い。同社は 4

月からアパレル、パレット、ジュエリーなどの用途別のタグの商用出荷を開始する。タグ

の価格やパフォーマンスは未公開。 

 

[ソフトウェア] 

 

アメリカのベンチャー企業 Beverage Metrics 社は RFID を用いてバーの飲み物の統合管理を

行なうシステムの販売を開始した。このシステムは Identec 社の 919MHz アクティブタグを

酒のボトルに取り付け、ID と傾きセンサーを持つことでどのボトルからどれだけの酒が注

がれたかを計測するもの。計測データは POS データと連動し、所定量より多すぎる・少な

すぎる注ぎ方や、注文されたのと違う酒が注がれたことを検出できる。生ビール用の流量

センサーや在庫管理用の機能と連携することも可能。 

 

ソリューション 

 

[パッシブ] 

 

医療機器メーカーMettler Toledo Rainin 社はピペットの管理に RFID を利用する。ピペットは

少量の液体を一定容積吸い取って計量するための器材であり、吸い取り量が正確でなけれ

ばならないため製品ごとの誤差を測定・記録しなければならない。従来は誤差の記録はバ

ーコードや紙ラベルで行っていたが、同社は NXP の 125kHz チップ Hitag S をピペットに埋

め込み、記録を自動化した。このチップは ISO 11784/11785 に準拠している。 
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Deep Springs International 社はハイチで販売している簡易浄水器のメンテナンスに NFC タグ

と NFC 対応携帯電話を利用している。同社のエンジニアは簡易浄水器の導入先に月次で巡

回し、動作状況と浄水材(塩素)の販売を記録する。従来はこの記録を紙で行なっていたが、

これを携帯電話で行い結果を SMS で行なうようにした。このシステムは 50 台の Nokia 6212

携帯電話で 35,000 個の浄水器をカバーしており、将来的に携帯電話を 200 台まで増強する

予定。 

 

主要部品の RFID タグ付けを要求する Airbus A350 XWB のロールアウトを 2013 年に控え、

航空部品対応の RFID タグのマーケットが活発化している。航空部品に要求される Gen2 チ

ップは環境性能、メモリの長期保存、大容量メモリなどが必要であるため対応できるもの

が限られ、現在 Airbus 案件で利用されているタグはすべて Tego 社の TegoChip XL を採用。

対応製品を出しているタグベンダーは丸紅ケミックス、Xerafy、RFID TagSource、MAINtag

の 4 社で、対応製品はタグに求められる環境基準 SAE AS5678 に準拠している。 

 

昨年のニューヨークシティマラソンで RFID を用いて応援ビデオを沿道で上映するシステ

ムが ASICS によって提供された。このシステムを開発したのは Vitro で、タイム計測のため

に利用されている ChronoTrack 社のシステムを応用して提供したもの。2009 年の時点でラ

ンナーの検知とメッセージの上映を連動させるシステムは完成していたが、その時はラン

ナー自身の顔写真を写すシステムだったため余り注目を引かなかった。今回は第三者の応

援メッセージを表示するように変更して大きな反響を呼んだもの。 

 

[アクティブ・RTLS] 

 

イタリアアルプスにある Veglia-Devero 国立公園では RFID を用いたガイドを実施している。

これは看板を読むことに不自由のある登山者を対象にしたもので、2 キロの遊歩道に 13 個

の Identec 製 UHF 帯アクティブタグを設置、RFID リーダーを搭載したハンドヘルド端末を

希望者に配布し、タグの電波を検知すると自動的に関連付けられた動画の再生を始めると

いうもの。 

 

タンザニアのトラック会社 Usangu Logistic はタンクローリーの監視に RFID を用いる。同社

はタンザニアのほか近隣各国にもガソリンをタンクローリーで配送しているが、ガソリン

の不正な抜き取りが問題になっていた。同社はタンクローリーのバルブに RFID タグを取り

付けて開閉を検知できるようにし、想定しない場所でバルブが開かれた場合には GPS 位置

情報と共に警告メッセージを GSM/GPRSで送信するようにした。器材の開発は地元の Mukri

社。 
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規制・標準化 

 

Avery Dennison はドイツのシュプロックヘーフェル市にヨーロッパ最初の Customer Design 

and Innovation Center をオープンした。この施設はアパレル分野での Gen2 タグの利用を普

及・啓蒙することを目的としており、2800 平方メートルの施設の中にメーカー、物流セン

ター、店舗を模した 3 つの展示室が配され、Gen2 システムがいかにアパレルサプライチェ

ーンを改善するかを体験できる。 

 


