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特集 –アパレル分野での RFID 利用トレンドの変化 
 
今年の夏から秋にかけて日本のアパレルRFID案件で目立つ事例が二つ報道された。ビー

ムスのもの1とユナイテッドアローズのもの2だ。どちらも知名度の高いブランドだし、導入

内容も店舗業務全体をカバーする野心的なものだが、少なくとも一般メディアやIT系メデ

ィアでの反応は薄い。 
 
思うに、反応の薄い原因は「海外での RFID のアパレル店舗での利用が進んでいるのは

従業員のレベルが低いからで、日本では条件が違うので参考にはならないだろう」という

認識が今でも強いからではないだろうか。だが、この認識は現時点では必ずしも現状に即

していないと思う。RFID 側の技術の進歩や経験の蓄積などの変化もむろんあるが、より大

きいのはアパレル小売りを取り巻く環境が過去のブーム時から変化していることで、それ

に対応して RFID システムに求められる機能が変わってきているのだ。具体的には、店舗

オペレーションでの店員の能力不足を RFID を用いて補う、というものではない使い方が

登場してきている。本稿ではそのあたりの状況を報道や研究が多いアメリカの事例を中心

に整理したい。 
 
アメリカのアパレル業界で 初にRFID実導入の動きが出てきた用途はサプライチェー

ン利用だった。実証実験レベルでは店舗の合理化やカスタマーエクスペリエンスなどのテ

ーマも取り上げられていた3のだが、その中でサプライチェーンへの取り組みが実導入で

初に取り組まれたのは、一つにはWal-Martのサプライチェーンプロジェクトがまだ生きて

いたこと、そして店舗内での利用については顧客のプライバシー問題が大きな話題になっ

ていたため忌避されたのが原因だったのだろう。 
 
この時期の典型的なユースケースは検品の自動化。段ボールに入った衣類を開梱せずに

検品できるため、省力化になるだけではなく再梱包漏れや盗難などのリスクも低下すると

いうものだった。 
 
だがこの用途は 近ではあまり導入時の主要な要素とはみなされていないようだ。当時

の事例記事ではフィジビリティスタディでそれなりの投資効果があるとされていたのだが、

限定された用途のために新たな技術要素を抱え込むことを許容できる企業は限られていた

                                                  
1 ITPro:富士通が RFID を使った商品管理システムをビームスに納入、物流コストを半減

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20121015/429861/ 
2 ITPro:ユナイテッドアローズが RFID システムを試験導入、渋谷と新宿の 2 店で - 
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20121018/430923/ 
3 例えば Metro の百貨店部門 Galeria Kaufhof では当時想像しうるほとんどの用途がカバ

ーされていたと思う。 
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のだろう。 
 
次に大きな注目を集めた分野は店頭での欠品防止。有名 SPA ブランド American Apparel

がこの用途を中心に据えた導入プランを2008年に打ち出したことで注目を集めることにな

った。 
 
アパレルは一般消費財に比べて商品寿命が短く、販売機会を失う損失は大きい。また、

小品のサイズ違いは売場をぱっと見ただけでは分かららず、在庫を把握するためには棚卸

作業が必要になる。このため、RFID を使って店頭在庫を日次で(場合によっては日に何度

も)掴むことには大きな価値があり、さまざまな調査機関が具体的な効果を検証したレポー

トを出している。 
 
American Apparelではリーマンショックの影響を受けたりアプリケーションを変更した

りしたため導入は遅れたが4、その後Wal-Martが 2010 年にアパレル部門で個品タグ付けを

導入することでこの分野での利用がアメリカでブレイクし5、多くの大手全国チェーンが追

従しつつある6。 
 
ここまでの話は日本でもある程度知られており、日本では店舗の管理レベルが高いため

これらの用途での RFID の利用ニーズは少ない、という認識につながっていると思う。 
 
だが、アメリカでの RFID 利用は徐々にこの先に進みつつある。アメリカに限らない話

だが、アパレル小売を取り巻く環境が大きく変わってきたからだ。 
 

初の大きな変化はオンラインショッピングの普及だ。今ではリアル店舗ではオンライ

ンショップとの差別化のため、リアル店舗でしかできないサービスを従来以上に強化しな

ければいけなくなっている。これらはもちろん以前から重要なポイントだったが、他のポ

イントで頑張ってもオンラインショップに勝てないとなればその相対的な重要性が変わっ

てくる。 
 
リアル店舗でしか出来ないものの代表は店員による接客だろう。このため、顧客が店内

にいる時間、店員と応対している時間に出来る限り密度の高い応対を行う必要があり、こ

                                                  
4 RFID a GoGo! :American Apparel 店舗内 RFID システムの現状 - 
http://rfid-a-gogo.cocolog-nifty.com/blog/2010/01/american-appare.html 
5 RFID a GoGo!:Wal-Mart の三度目の正直(Gen2 マーケットのブレイク) - 
http://rfid-a-gogo.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/wal-martgen2-59.html 
6 RFID a GoGo!:アメリカのアパレル RFID 導入状況 - 
http://rfid-a-gogo.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/rfid-1b03.html 
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こで RFID を活用することができる。例えばレジでの RFID での利用。値札がバーコード

であればどうしても読み取りの際に顧客から視線を外す必要があるが、RFID タグであれば

精算中も常に顧客と目を合わせながら接客できるようになる。 
 
また、顧客を満足させられる接客が可能な店員の囲い込みにも RFID は有効だ。American 

Apparel は店舗 RFID システムの効果として店員の定着率が向上したという点を挙げてい

る。優秀なスタッフが競合店への転職を考えていても、転職先でまた手作業で棚卸をする

ことになると思うと嫌になって思いとどまるというのだ。日本では優秀なスタッフは黙々

と棚卸をやるかもしれない。だが、それが楽しいと思っているか、もっと接客や商品の勉

強に時間を割きたいと思っていないかはまた別の話だろう。 
 

近生じた更に大きな変化はスマートフォンの普及。ネットからリアル店舗への誘導、

いわゆる O2O という文脈で語られることも多いが、リアル店舗で買わせる決断をさせられ

なかった場合にはスマホでそのままネットショップにアクセスされてしまう、リアル店舗

のショウルーム化の問題が発生する。おそらくショウルーム化問題は完全に避けることは

できず、解決策はリアル店舗とオンラインショップを共に運営し、両者の顧客体験を一体

化させることで販売機会の取りこぼしを避けるということになるだろう。 
 
その切り札の一つとして考えられているのがNFCの利用だ。商品にUHFとNFCの両方の

タグを取り付けることで、NFCタグをスマホの専用アプリで読み取らせると特別なクーポ

ンを発行したり自分のサイズの有無を確認したり、店舗で在庫が切れていたり持ち帰りた

くない場合にはオンラインショップで購入することができる。あるいは顧客が自分のスマ

ホで商品を決済して店員とコンタクトしないまま店舗から持ち帰ることも可能。この辺り

のエクスペリエンスを現時点で も先進的に実現しているのはApple Storeだろう7。 
 
こういう操作はバーコードでも可能だと思うかもしれない。現に Apple Store はバーコー

ドを用いたオペレーションを行っている。だが、顧客にとってのエクスペリエンスはバー

コードと NFC では全く異なる。店員にとっては必要な業務なので両者を作業量で比較する

ことが出来るが、顧客にとっての比較の基準は楽しいか楽しくないか。楽しくなければ顧

客には使ってもらえない。特にアパレルのように多くの商品ととっかえひっかえ比較した

い場合には、あらかじめ目星をつけていた商品を決済するだけの Apple Store とは違う比較

基準を想定すべきだろう。 
 
このような分野でのRFIDの利用はアメリカでも始まったばかりで、大きく報道されてい

                                                  
7 EnterpriseZine:IBM の POS 事業売却から考える「小売業の未来」- 
http://enterprisezine.jp/iti/detail/4165 
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る事例はJ.C.Pennyぐらい、しかもまだ本番稼動していない8。なのでこのコンセプトが日

本でまだ知られていないのはやむをえない面もある。だが、この分野でのRFID利用の目的

は店舗の効率化ではなく顧客の囲い込みを行うものであるため、他社での試行錯誤が終わ

りさて自社でも導入となったときには顧客がすっかり囲い込まれて手遅れになっているか

もしれない。この分野での利用は日本にも遅かれ早かれ上陸するだろう。その時に慌てな

いで済むよう、動向調査程度は必要になるのではないだろうか。

                                                  
8 RFID a GoGo!:J.C.Penny の全店舗・全商品 RFID タグ付け - 
http://rfid-a-gogo.cocolog-nifty.com/blog/2012/09/jcpennyrfid-60a.html 
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 RFID関連ニュース 
 
プロダクト 

 
[ハードウェア] 
 
NXP Semiconductorsは新たな非決済用途向けNFCチップのシリーズNTAG21xを発表し

た。シリーズ製品はユーザメモリが 48 バイトから 888 バイトまで 4 種類存在し、加えて組

込鍵による公開暗号方式のサポート、読み取られた回数のカウントなどの機能を持ってい

る。 
 
ThingMagic は組み込み用 Gen2 リーダーモジュール M6e を開発し、出荷を開始した。M6e
のサイズは 46mm×26mm と以前のバージョンより小型化されたほか、高速で動くタグの

読み取り性能が改善されている。Zebra はこのモジュールを開発中の新型プリンタに搭載す

る予定。 
 
モトローラは新型のハンドヘルドリーダーMC9190-Z を開発した。このリーダーは従来モ

デルより CPU やメモリを強化、画面を大型化した上、キーの大きさが違うキーボードのオ

プションを３種類提供している。 
 
ベンチャー企業 Flomio 社は iPhone のイヤホンジャックに差し込むタイプの NFC リーダ

ーFloJack を開発中。このリーダーの予定単価は 49 ドルで、同社は開発費用として 8 万ド

ルの出資を募っている。 
 
[ソフトウェア] 
 
Vizualiiz 社はデータセンターで利用する保守部品向けの RFID 対応在庫管理ソリューショ

ンを開発した。同社の顧客の大手エンターテイメント企業はこのソリューションをアメリ

カ西海岸のデータセンター2 箇所に導入した。 
 
アメリカのHaystack Technologies社はDash7互換の 433MHzアクティブタグを用いたペ

ット探索アプリを開発した。この製品には iPhoneに接続できるリーダーも提供されており、

リーダーとタグ一個ずつの組み合わせが 99 ドル。 
 
ソリューション 
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[パッシブ] 
ミネアポリスの町おこしイベント"Zombie Pub Crawl"では、ゾンビに仮装した参加者が飲

み屋を歩き回ることができる。このイベントは参加者が 3 万人を超え店やゲートでのチェ

ックが困難になってきていた。このため、チケットとして RFID リストバンドを事前に配

布し、当日はリストバンドをかざすだけでチェックを行なえるようにした。またリストバ

ンドの読み取りは Facebook の書き込みにリンクさせることが可能。 
 
ウエストバージニア大学は Evive Station 社のミネラルウオーターボトル詰め替え器を導

入した。この詰め替え器は、利用者が HF タグ付きのボトルを購入すれば、そのボトルに

対して何度でもミネラルウオーターの充填が無料で行えるというもの。ボトルの洗浄と再

充填の間には登録した利用者情報に応じたコマーシャルが画面に流れる。 
 
サウスウエストカーゴ航空は Cold Chain Technologies 社のセンサータグを貼付したコン

テナの機内搭載を許可。利用されるのは Intelleflex 社のセミパッシブセンサータグで、同

社はトライアルを実施し問題が無いことを確認した。 
 
オーストリア・クラーゲンフルト市で NFC 対応携帯を使ったバーチャル図書館プロジェク

トが行なわれている。これは地元出身の作家インゲボルク・バッハマンの作品にゆかりの

ある場所に NFC タグを貼り、携帯でタッチするとプロジェクト・グーテンベルクの該当コ

ンテンツが開く仕組み。 
 
エアバス社が全ての航空機で利用する救命胴衣・エアバッグへの RFID タグ貼付を 2013 年

からサプライヤーに義務付ける。同社は新鋭機 A350 XWB へのタグ貼付を進めているが、

これが全機種に拡大されることになる。救命胴衣・エアバッグの在庫チェックには従来 14
時間を要していたが、RFID タグの利用により 26 分に短縮されるとのこと。 
 
カンザスシティの Stowers Institute for Medical Research はスタッフが研究で利用する備

品の自動購入システムを RFID を用いて構築した。システムを開発したのは Terso 
Solutions 社で、Gen2 タグが利用されている。 
 
[アクティブ・RTLS] 
 
(該当なし) 
 
規制・標準化・レポート 
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GS1 スイスと何社かのヨーロッパ企業はリターナブル容器管理の標準化のため"RTI 
Management Using GS1 Standards"というワークグループを設立し、"The Management 
of RTIs by GS1 Standards"というガイドラインを GS1 メンバーに公開している。このガイ

ドラインでは容器の番号を sGRAI-96 で表記し Gen2 タグ、GS1-128 バーコードで記録す

ること、データの項目は EANCOM を用いて行なうことなど、36 のあるべきプロセスを記

載している。 
 


	プロダクト
	ソリューション
	規制・標準化・レポート

