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特集 – J.C.Penny の全店舗・全商品 RFID タグ付け 
 
以前にも何度か書いたことがあるが、ここ 近 RFID、特に非 NFC のパッシブタグでは、

新たな用途がほとんど提案されていない。実際には大規模な導入案件が北米を中心に動い

ており導入が低調というわけではないが、RFID を使って世界をこう変える！という大きな

夢(法螺ともいう)を語ってくれる人が出てこないと、新しい人材や技術、資金がこの業界に

入ってこない。 
 
近この状況に一石を投じる動きがあった。アメリカの大手デパートチェーンJ.C.Pennyの

CEOであるRon Johnson氏がFotune誌のインタビューに答え、顧客体験の向上を目的とし

て全店舗・全商品にRFIDを貼付すると発表したのだ1。 
 
従来、アパレルを中心とした小売店舗での RFID のキラーアプリは棚卸精度・回数の向上

による店頭在庫切れの防止とされており、現時点で動いている RFID の大規模導入案件は

それを中心とした内容となっている。だが、J.C.Penny にとっての RFID の導入目的はそ

れらの案件とはまったく異なり、従来型の POS レジを廃止することが中心となっている(こ
れに併せ店舗での現金の取り扱いも廃止されることになる)。 
 
POSレジを廃止することの意味についてはEnterpriseZineの「IBMのPOS事業売却から考

える「小売業の未来」」の解説が良くまとまっている2。顧客との親密な接客を行なうために

はPOSレジに店員が張り付いたり顧客の訪問時間をPOSレジでの決済で削るのは邪魔にな

る。店員は顧客との対話や説明に集中し、いざ購入を決めたら店員のハンディターミナル

やセルフPOSを使って作業を意識させず短時間で決済を済ませる。それが顧客にネットシ

ョップではなくリアル店舗に足を運ばせる決め手になるという考え方だ。Ron Johnson氏は

J.C.Pennyに転じるまではApple Storeの責任者を務めており、その体験が色濃く反映され

ていると言えるだろう。 
 
この考え方自体は決して目新しいものではない。例えば 1 年ほど前から RFID Journal の
社説で毎月のように取り上げられていた内容だし、日本でも RFID レジを導入した

I.T.S.International の事例で「チェックアウト作業中の接客を丁寧に行なえるようになっ

た」という点が大きなメリットとして発表されている。だが、そういうコンセプトをこれ

ほど明快に纏め上げビジネスプランに落とし込める鮮やかさは、さすがはアメリカの CEO
という感じではある。 

                                                  
1 Transcript: JC Penney CEO Ron Johnson 
http://tech.fortune.cnn.com/2012/07/18/transcript-ron-johnson/ 
2 http://enterprisezine.jp/iti/detail/4165?p=3 
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正直なところ、公表されている計画には危なっかしさを感じさせる部分も多い。例えば同

社の導入スケジュール、今年の秋までに全品目に RFID タグの貼付を行い、来年 2 月 1 日

に全店で RFID システムをロールアウト、来年末までにキャッシュレジを全廃というスケ

ジュールは他の小売向け RFID 事例を見るとちょっと拙速なのではないかなと思う。だが、

新しい時代を切り開くために多くの人を巻き込むためには、風呂敷はこれぐらい大きくて

良いのではないだろうか。 
 
現時点ではまだ続報が無く、Johnson 氏の言いっぱなしで終わっているような印象だが、

今後の続報が出てくることをとても期待している。今後きちんと実現に向けて動くような

ら 2012 年 大の RFID 業界関連ニュースになるだろう。今から楽しみ。 
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 RFID 関連ニュース 
 
プロダクト 

 
[ハードウェア] 
 
アパレル向けラベル製造大手のSML GroupはRFIDラベルメーカーのCGP Labels社を買

収した。これにより RFID ラベルの提供が可能になる。 
 
[ソフトウェア] 
 
Village Uniform and Linen 社は RFID を利用したクリーニング衣類の仕分けシステムを開

発し、スイスのクリーニング業者に納入した。このシステムで利用しているタグはパッシ

ブ HF タグで、Tara 社の LaundryChip という製品。 
 
トルコの Teknopalas 社は Alien の ALR 9900+ RFID リーダーを遠隔操作する iPhone アプ

リ iAlien を開発した。このアプリはリーダーでのタグの読み書きや設定変更を行なうこと

ができる。iAlien は現在 iTunes で無料配布されており、9 月には Android 版も公開される

見込み。 
 
ソリューション 

 
[パッシブ] 
 
HP BrazilではインクジェットプリンタのリサイクルにRFIDを利用している。同社は2006
年にプリンタへの Gen2 タグの貼付を始めており、それらプリンタがリサイクルされる時期

が来たと判断し、貼付したタグを利用するリサイクルシステムを導入した。 
 
Hershey のテーマパーク Hersheypark では RFID を用いたリストバンドで園内の支払いを

行なうシステムを導入した。システムは今年の 4 月に導入され、園内に掲示を出していま

すが、今のところ利用は低調。 
 
イギリスの 100 ヶ所以上の高速道路事務所では RFID を用いたスマートロッカーを利用し

ている。このシステムはユーザが持つロッカーの鍵とロッカーに格納する無線機に RFID
タグを貼付し、いつだれがどの無線機を持ち出したかを記録するもの。 
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イギリスの菓子メーカーCadbury 社はオリンピック期間中ハイドパークに特設テントを出

展し、そこで RFID バッジを用いた facebook との連動イベントを実施した。会場内には

RFID リーダを組み込んだ撮影台が随所に設置されており、撮影された画像は自動的に

facebook に投稿される。またハンドヘルドリーダーを持ったカメラマンが会場内を巡回し

ており、任意の場所で撮影した写真を投稿できる。 
 
イタリアのギャラリーLinea Murano Art では、ガラス作家 Afro Celotto 氏の作品の偽造防

止のために NFC タグを作品に貼付している。利用しているのは Smartrac 社の Circus 
RFID タグで、NFC 対応の Android で読み取ることにより作品の真偽や経歴を知ることが

できる。 
 
インド 大のメディア企業 Sun TV では、本社ビルの立替に当たり器材管理と車両入退場

管理を RFID で行なうシステムを導入した。同社本社ビルでは 8 万 5 千個の器材と入退場

車両に Gen2 タグが貼付され、各階の出入り口などに配置されたポータルリーダー、そして

ハンドヘルドリーダーで読み取られる。 
 
ラスベガスの McCarran 国際空港では新規ターミナルの開業に合わせ RFID 手荷物ハンド

リングシステムの導入施設を拡大した。また手荷物ハンドリングシステムと危険物チェッ

クシステムを統合した。 
 
オーストラリアで馬の鞍を作る Paul Gollan Saddlery 社は鞍の盗難防止に RFID を利用し

ている。オーストラリアでは馬を含む家畜にパッシブ LF タブの貼付が義務付けられ、畜産

農家やそのエリアの警官はリーダーを携行している。同社は馬と同じ仕様のタグを鞍に取

り付けることで鞍を識別できるようにした。 
 
バルブの販売・サービス会社 ProTech Sales はバルブ 5 千個を対象としたメンテナンス契

約を獲得し、個々のバルブに付き詳細な作業記録を行なうことが必要となった。同社は手

作業での管理は不可能であると判断し、RFID を用いた管理システムを導入した。利用した

のは Xerafy の Gen2 タグ MicroX II で、システムは Ontrace 社が開発したもの。 
 
アメリカのメリーランド大学医療センターでは緊急用医療キットのチェックに RFID を利

用している。緊急用医療キットには 25 個から 50 個の器材が含まれ、利用のたびに使用し

た器材を入れ替えて再梱包される。全ての器材とキットのケースに Gen2 タグを貼付するこ

とで。ケースに器材が正しく含まれているかどうかの確認作業が 20 分から 5 分以下に短縮

された。 
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ウィスコンシン州のシーンズヴィル村では地中に埋設した配管の位置管理のために磁石と

Gen2 を組み合わせたタグを利用している。磁石を用いた配管位置マーカーは従来から広く

使われているが、Gen2 タグを付与することで付加的な情報、例えば配管が現在使われてい

るかどうか、あるいはタグを浅い場所に埋めて配管が更に 2 メートル下に埋まっているか、

などを示すことが可能になる。利用されるタグは Omni-ID の Ultra タグをベースにしたも

の。 
 
カナダの外務省では全世界の在外公館で家具や備品の管理を行なうために RFID を利用す

るトライアルを行なっている。このシステムでは Gen2 タグとハンドヘルドリーダーが利用

され、SAP 上に構築された資産管理システムとデータが連動する。システムを開発したの

はカナダの PiiComm 社。 
 
韓国の UbiU Holdings 社はリアルいいね！システム U-Like を開発し、現代自動車やナイ

キ韓国、またフィリピンではビーチやネスレ向けに導入している。このシステムは NFC タ

グを埋め込んだリストバンドを用いるもので、Facebook などとのリンクのほか分析用の統

計情報を提供する。 
 
[アクティブ・RTLS] 
 
アメリカの退役軍人管理局は管理下にある中西部の７箇所の病院に RTLS システムを導入

した。このシステムは HP Enterprise Services が請け負ったもので、Wifi タグや 900MHz
独自プロトコルタグ、また赤外線タグなどが利用されているが、Intelligent InSites 社のソ

フトウェアにより統一したインタフェースで利用可能になっている。単一の医療機関向け

RTLS 案件としては過去 大規模。 
 
シアトル近郊で複数の医療施設の運営を行なう Group Health 社では、患者やスタッフの所

在を把握するために RTLS システムを導入し、患者が待合室で待機するのではなく直接診

察室を訪問できるようにするシステムを導入した。システムは赤外線と 900MHz アクティ

ブの複合タグで、CenTrak 社が開発したもの。 
 
規制・標準化・レポート 

 
バーコード・RFID のベンダーCybra 社が顧客相手に実施した調査によると、RFID を導入

している(パイロット・本番稼働)企業の比率は 54 パーセントで、昨年の 32 パーセント、2008
年の 21 パーセントから大幅に上昇した。同社の顧客の中心はアパレルなどの小売店で、こ

の調査結果はアパレルなどで業界全体に急速に RFID の普及が進んでいることを示してい
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