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特集 – T-Engine フォーラム RFIDシンポジウム聴講報告 

 

T-Engine フォーラムが開催する RFID のシンポジウム「RFID は、今どうなっているのか」

が 2011年 6月 21に東京大学・山上会館で開催された1。受け取った案内には「数年前から

RFID の市場が立ち上ると言われて久しい。しかし、最近の国内での報道では、RFID の市

場は盛り上がりが無いという論調が目立つ。しかし、実際には業務用途は着実に拡大して

おり、海外のスマートフォンでは NFCリーダが標準搭載されるなど、RFIDは急速な広まり

を見せている」という説明文があり、そういう認識でシンポジウムを開催するのであれば

是非聞いておかなければいけないと参加することにした。シンポジウムは 2 時間強で 3 部

構成。最初に坂村教授が基調講演を行い、続いて T-Engine フォーラムの参加企業が各種事

例を発表、最後にパネルセッションという内容になっていた2。 

 

【基調講演】 

T-Engine フォーラムの基調講演と言うことで偏向した現状認識が出てくるのではないかと

構えて聴き始めたのだが、案に相違して基本的には現状を素直に説明する内容だった。も

ちろん T-Engineフォーラムとしてのポジショントークもあるのだが(坂村教授本人が冗談め

かして「これからポジショントークを始めます」と言っていた)、基本の知識ベースを共有

した上でこの点は触れず別の点は踏み込んだ解釈をしている、というあたりが理解できる。

日本から RFIDのビジネス上の動向を追おうという場合、海外ベンダーとの強い接点がある

人以外は RFID Journalを丁寧に読むしか方法が無いので、真面目にやればやるほど認識が似

てくるのだろう。 

 

講演の要点は以下の通り、 

 現在 RFIDは日本では低調だが、海外では特定の用途で持ち直してきている 

 世間一般の注目度の観点では、ガートナーのハイプサイクルでは 2008年・2009年に幻

滅期の谷の一番底にあり、2010 年にはハイプサイクルで取り上げられなくなってしま

った 

 Wal-Martは 2003年にトップ 100サプライヤーへのケース・パレットへのタグ付けを義

務化し、2006年にはすべてのサプライヤーが対応するロードマップが描かれていたが、

これは結局は実証実験であり取り組みは跡形も無く消えてしまっている。その最大の

問題はタグのコストを納入業者に負担させるビジネスモデル。またプライバシー反対

運動も逆風になった。 

 一方、同時期に始まった国防総省の導入義務付けはうまく行っている。国防総省は、

                                                           
1 プレスリリース http://www.t-engine.org/ja/2011/topic2011621.html 
2 講演資料はダウンロード可能 http://www.t-engine.org/ja/2011/20110621-sympo.html 
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RFIDの導入により 60%の労力削減に成功したと述べている。国防総省の取り組みはア

クティブ RFIDによる RTLSも含む総合的なものである。 

 現在 RFIDが利用されている分野の中心はアパレル。単価が高いためタグのコストを吸

収しやすい。American Apparelなどが代表的な企業で、売上高の 14.3%向上、在庫の 15%

圧縮、20～30%の作業量削減などで多くの企業が半年で投資を回収と発表している。但

しこれは業務が未成熟だったためで、現在 QRコードが業界内で「発見」されやっぱり

RFIDで無くても良いのではないかという意見が出てきている。 

 RFIDの市場規模は日本ではここ数年 300億円台(JAISA調べ)半ば、2009年を底に少し

回復しているが大企業にとって魅力ある市場規模ではない。全世界での市場規模は

IDTechEx調べによると 2010年で 56.3億ドル、うちアクティブ RFIDが 6億ドル。 

 近年 NFCの国際標準化がなされ、Googleが Android 2.3での OS対応や決済サービスの

提供を行うなど動きが見られる、また UHF では日本・EU などで割り当て周波数変更

の動きがある。これらに対応するためにはマルチリーダーライターが必要なのではな

いか。 

 RFID は 2008 年に大きな新技術の種は出尽くした。現在マーケットを変えるインパク

トを持つのは口から摂取可能なタグ。これは薬品への貼付が想定されている。 

 RFIDが今後普及していくための課題はクローズドなアプリケーションからオープンア

プリケーションへの以降。ターゲットは明確だがどのようなアプローチを取るかが難

しい。 

 先進国ではクローズドなアプリケーションの需要はすでに飽和してしまっている。こ

れに対しては Internet of Thingsの概念を導入し、クローズドなアプリケーションをオー

プンにつないでいくというのが一つの回答になるだろう。 

 一方、中国は政府がバックアップしているし市場自体が大きいのでクローズド需要も

まだまだ続く。しかしいずれオープン化が課題になるだろう。 

 オープン化にあたっての課題は RFIDデータのオープンクラウド化。書籍の万引き防止

タグを蔵書管理に、薬品の流通管理タグを誤投薬防止に、といったことを可能にして

いく必要がある。ここで問題になるのがデータのガバナンス。スキャンしたデータは

誰のものかをクリアにするため、新たな制度設計が必要。 

 もう一つの今後の課題はコスト。絶対額自体はもはや大きな問題ではなく、どのよう

に分担するかが課題。製品のライフサイクルの中で受益者が単一ならそこが負担すれ

ばいいが、今度は複数の受益者が応分負担することが必要になる。中国のような国で

は国家が貼付を強制できるが、日本のような自由主義経済ではデッドロックに陥って

しまうのではないか。 

 

上記の大筋は同意した上で、個人的な疑問点・反論は以下のようになるだろうか 

 Wal-Mart のサプライチェーンでの取り組みが失敗だったことには同意だが、それは経
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営面での失敗が主原因だったと理解すべきではないか。アパレルで個品管理が有効な

のであれば剃刀の替刃でも有効なのであり、現にジレットなどのサプライヤーはその

観点でプロジェクトに期待・支持していたが Wal-Mart は対応できなかった。コスト負

担についても Sam's Club案件の中で修正が図られており、この知見をWal-Mart側のプ

ロジェクトに吸い上げることは可能だったはず。 

 アパレル分野での利用がブームになったのは Wal-Mart の取り組みがきっかけであり、

そこにきちんと触れないのはフェアではない。Wal-Mart のアパレル部門が導入を成功

させたということは、Wal-Martの現場では RFIDの有効利用のノウハウが蓄積・咀嚼さ

れてきたことを意味している。 

 国防総省の RFID導入はアクティブ RFIDを中心とした資産管理などのクローズド利用

が中心であり、国防総省の Mandateは成功したように説明するのはミスリーディング。 

 先進国でクローズドなアプリケーションの需要が飽和したとは思わない。IDTechEx の

レポートでも、農業、図書館、生産管理など多くのクローズドアプリケーションで今

後 5年間にタグ出荷数が何倍にも拡大することが予測されている。 

 「オープン化にあたっての課題は RFIDデータのオープンクラウド化」というのは昔か

ら言われていた話。いろいろやってみてそのアプローチでは市場が立ち上がらないと

分かった後に RFID 業界関係者が散々苦労して今のクローズドなマーケットを開発し、

特定ユーザー・アプリケーションだけで投資が回収できるようになったものを横展開

するという形で次のステップに進もうとしている。今データ共用が必要だと主張する

のであればこれらの経緯を総括した上で行うべきだろう。 

 

【各社事例発表】 

 

事例発表を行ったのは下記の 6チーム。 

 サトー 

 大日本印刷 

 凸版印刷、トッパン・フォームズ(共同発表) 

 日立製作所 

 富士通 

 YRPユビキタス・ネットワーキング研究所 

 

各社の発表の持ち時間は 10分ほどで、加えて発表の方向性・レベル合わせについても特に

合わせてはいなかったようで、自社の単一製品の紹介をしたところもあれば RFIDの市場動

向全体を説明したところもあった。 

 

その中で特に面白かったのは 2社。1社は大日本印刷の万引き防止ソリューションで、店内
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で即座に万引犯を取り押さえることを望まない企業向けのもの。顔認識技術と RFIDとを組

み合わせ、万引犯を検出した際に防犯カメラの顔情報をデータベースに登録し次回来店時

に警報を出して警備員に監視させるというソリューション。技術的にも SI案件としても面

白いが、よくもそこまで凝ったことを、という気も。 

 

もう一つは富士通で、発表内容は富士通フロンテックのリネンタグや航空機用大容量タグ

を使ったボーイングとの整備システムなど。どちらも報道で良く知っていた事例ではある

が、本当に海外に目を向けてガンガン展開しているのだなぁというのが印象的だった。 

 

【パネルセッション】 

 

ここまでで時間がかなり押していて、若干慌しい雰囲気が漂う中パネルセッションの開始。

坂村教授からいくつかお題が出され、それに答えていく進行が行われた。 

 

最初の議題は「日本ではどれぐらい使われている」というもの。これは、日本ではセキュ

リティや生産管理の事例が多く、こういった事例では利用方法だけではなく利用している

ことすら外に見せたくないと言われることが多い。結果として存在感が非常に薄くなって

いるということがある。また、タグベースで見た場合の金額は知れているが、SI 案件の中

のツールとして使っているのでその視点からの存在感はあるという指摘があった。 

 

2 番目のお題は「高度化・他の技術との結合」。これについては、出席したメーカーの中で

量産・標準化を市場攻略の軸にしようという企業は皆無。基本的にどこも大企業であり、

タグだけの販売をビジネスにしようとすると 1 億枚ぐらい出ないと話にならないという規

模感を持っている。必然的に SI案件の一部としての売り方になり、そうなると案件を進め

ていく中で必ずしも RFID を使うわけではなくバーコードや監視カメラを使った方が良い

というものも混じってくる。 

 

最後のお題は「RFID 普及にはどうすればいいか」。これについては、日本の事例は確かに

そのまま公開できないものが多いが一般化・抽象化すれば外に出せるものも多く、そうい

ったものをきっちり PRしていくことが重要というコメントがあった。また、コストパフォ

ーマンスが上がっているもののソリューションとしてのイニシャルコストが高いため、イ

ニシャルコストを下げて導入しやすくすることが必要という指摘もなされた。 

 

今回は定員 100 名のところ補助椅子が出るほどの大賑わいだった。このシンポジウムが日

本での RFID再認識のきっかけになることを望みたい。 
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 RFID関連ニュース 

 

プロダクト 

 

[ハードウェア] 

 

スペインの Libelium 社は路上駐車システム用のワイヤレスセンサーを開発した。このセン

サーは金属を検出することができ、車両がセンサーの上に来ると ZigBee経由でステータス

を送信する。サンタンデル市ではこのセンサー12台を用いたトライアルを実施している。 

 

RFID Sensor Systemsは開発したバッテリーレスの Gen2パッシブセンサータグを開発した。

搭載できるセンサーは心拍計や温度計、湿度計など。同社は物流分野や医療分野での応用

を考えており、具体的なマーケットを探している。タグの価格は非公開。 

 

TrakLok社はコンテナ用電子シール GeoLokを開発した。これは温度や衝撃によって不正な

コンテナの開封を検知し、WiFi や GPRS、衛星電話を経由して通知を行うもの。現在シカ

ゴ近郊のコンテナ輸送トラック会社が GeoLokを 15台購入して評価を実施中。 

 

[ソフトウェア] 

 

Checkpoint 社は RFIDを用いた盗難防止タグソリューション RFID Overhead EAS Solutionを

開発した。このシステムではゲートではなく天井に据え付けたリーダーでタグを読み取る。

タグの位置や移動方向を検出できる旧Wirama社(2009年に Checkpointが買収)のフェーズド

アレイリーダー技術を採用。 

 

ソリューション 

 

[パッシブ] 

 

アメリカの癌治療センターCommonwealth Newburyport Cancer Centerでは放射線療法での患

者の識別に RFIDを利用する。放射線療法では患者の取り違えは大きな医療事故に直結する

ため、患者の正確な識別が非常に重要になる。多くの現場で利用されているバーコードに

は作業の手間のほかに患者の気分を害するという問題があったた。同センターでは Xecan

社のパッシブ RFIDシステムを導入し、患者の IDカードを天井のリーダーから読み取るこ

とでこの問題を解決した。 
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ダイヤモンドメジャーのシュタインメッツはダイヤモンドの輸送管理に RFID を利用する。

ダイヤモンドの輸送管理には一般的に brifkaと呼ばれる紙封筒が用いられており、ビジビリ

ティの欠如や煩瑣なデータ入力が課題になっていた。同社は SpaceCode 社が開発したセキ

ュリティボックスソリューションを採用し、この問題を解決した。セキュリティボックス

は 40×40×25cm の電子レンジのような形をしており、RFID リーダーを内蔵し 640 個の

brifkaを同時に読み取ることができる。 

 

[アクティブ・RTLS] 

 

RFID ベンダーAlbis 社は美術館での作品モニターに用いる RFID システムを販売している。

このシステムは ZOMOFI という名前で、作品に取り付けられたアクティブタグが 2.45GHz

の独自プロトコルを用いて振動・温度・湿度などを上位システムに自動的に送信する機能

を持つ。 

 

規制・標準化 

 

(該当記事無し) 

 


