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特集 – Marks & Spensorの RFID利用の現状 

 

RFID の事例、あるいは IT 系一般なのかも知れないが、導入方針の発表から長期にわたっ

て動向を追跡することができる事例は案外少ない。導入に失敗してうやむやになるのはま

ぁ当然なのだが、成功した事例でも案外その後の動向を掴めなかったりする。 

 

なので、長期に渡り RFID ソリューションを使い続けている組織の話はとても貴重だ。一

ヶ月ほど前に RFID Journal に Marks & Spencer の RFID 利用の現状の記事が掲載された1。ビ

ジネスの観点からも、人の観点からもとても面白い事例なので、少し整理しておきたい。 

 

Marks & Spencer の RFID 導入について、初期の話は日経 ITPro に日経 RFID テクノロジ誌

の良い記事がいくつもあり2、日本語でも充分に状況を知ることができる。 

 

同社が最初に RFID を導入した分野は食料品のリターナブルトレイで、2002 年の 8 月か

らサプライヤーと配送センターとの間で利用している。2005 年の記事では対象のトレイは

400 万個となっていたが、2013 年の記事では 1,000 万個に拡大、また花・植物のトラッキン

グにも利用されるようになっているとのこと。このソリューションでは HF パッシブ技術が

利用され、タグには ID だけではなく搭載した商品情報(商品名、サプライヤー、賞味期限)

などが格納されている。 

 

次に同社が取り組んだのは衣料品へのタグ付け、しかも個品タグ付けだった。同社は衣

料品を自社工場で製造しているためタグは工場で取り付け、店舗では品切れによる販売機

械損失を防ぐための棚卸に利用されるという、今の目から見ても最先端と言っていいソリ

ューションだ。2003 年からイギリス貿易産業省の支援を受けつつパイロットを実施し、紳

士服を対象に当初の 1 店舗から 2004 年には 9 店舗、2006 年には 42 店舗、2007 年には 120

店舗まで拡大されている。 

 

なお、同社がこのソリューションで採用した技術は EPC Gen2 ではなかった。同じく UHF

パッシブではあるが、EM Microelectronic 社の iP-X プロトコルで動作するものだったのだ3。

                                                        
1 Marks & Spencer Rolls Out RFID to All Its Stores 
(http://www.rfidjournal.com/articles/view?10536/) 
2 6000 点のスーツを 1 時間で棚卸し、スーツなどの在庫切れを削減

(http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/RFID/20051115/224602/)、英マークス・アンド・スペンサー 

RFID 担当部長（衣料部門）ジェームス・スタッフォード氏に聞く 第 1 回 3500 万個を使

い捨てても投資効果が得られた(http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20070514/270815/)、

第 2回 投資対効果は十分(http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20070514/270818/)など。 
3 RFID Journal:Marks & Spencer to Tag Items at 120 Stores 

(http://www.rfidjournal.com/articles/view?2829)のコメント欄など参考 
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ちなみに、2005 年の時点では、ハンドヘルドリーダーではなく、ショッピングカートに固

定式リーダーと鉛蓄電池を積み込んで棚卸を行っていたとのこと。 

 

当時のMarks & SpencerのRFID担当者だった James Stafford氏のインタビュー4によると、

2007 年の時点で、同社にとって衣料品 RFID システムはすでに安定し、技術的面でのチャ

レンジは無くなっていたようだ。オペレーション能力の高い大企業であり、iP-X 技術も「枯

れた」技術ではあったにせよ、同時期のアメリカでの Wal-Mart や American Apparel の苦闘

と比較すると改めて驚かされる。同社はその後、対象店舗を 550 店舗まで拡大し、また対

象品目を婦人服やカジュアルのラインに拡張していた。 

 

2011 年の末になり、同社は再び大規模な RFID システムの見直しに踏み切る。RFID シス

テムをすべての店舗に導入すること(とはいえ同社の店舗数は 760 店舗なので過半数には導

入済みだったが)、対象品目を家具、台所用品、アクセサリーに拡張すること、そして利用

技術を EPC Gen2 に切り替えることだ。最後のものについては、さすがに iP-X 製品が時代

遅れになったと言うことだろう。2013 年に新システムを各店舗に導入し、2014 年の春から

新システムが稼動するという。 

 

ちなみに上記の James Stafford 氏は、2007 年の時点で「RFID 技術を小売業界全体に広め

たい」と Marks & Spencer を退社、同社にタグを提供していた Avery Dennison に転職した。

Marks & Spencer と Stafford 氏、そして Avery Dennison の関係は良好で、上記の 2013 年の記

事にも Marks & Spencer の現担当者と並んでインタビューが掲載されている。ご同慶の至り。 

 

Marks & Spencer の RFID 利用の流れを見てくると、日本企業での RFID 導入の可能性と課

題の分析のためにはこういう事例をちゃんと分析しないといけないなぁと感じる。そして、

日本でも RFID の導入に成功し活用分野を広げている企業が声をあげて欲しいなぁと思う

のだ。 

                                                        
4 RFID Journal: A Conversation With Avery Dennison's James Stafford 
(http://www.rfidjournal.com/articles/view?5176) 
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 RFID関連ニュース 

 

プロダクト 

 

[ハードウェア] 

 

InfoMotion Sports Technologies 社は加速度センサーを内蔵したバスケットボール 94Fiftyを開

発した。このバスケットボールは 9 つの加速度センサーとワイヤレス充電のバッテリー、

そして Bluetooth の通信モジュールを搭載しており、ドリブルやシュートがどのように行え

たかを分析することができる。従来は WiFi のモジュールを搭載していたが、最新の製品で

は Bluetooth モジュールの搭載によりデータを直接スマホやタブレットで処理することが可

能になった。iPhone と Android 向けにアプリが提供されており、価格は 1 個 295 ドル。 

 

ロシアのタグベンダーMikrons 社は 2008 年から RFID ビジネスを行っており、今年から国外

マーケットでの販売も開始した。同社は UHF、HF、LF の各パッシブタグや EAS タグを製

造している。 

 

中国のタグベンダーInvengo 社は NFC タグの提供を拡大する。同社は新たに NLoop と

NTouch という NXP の NTAG203 チップを搭載した 2 つのタグを投入、小売りラベルのほか

スマートポスターや非接触支払、ゲームやスマホアプリ向けなど様々なマーケットを狙う。 

 

UHFタグベンダーAlien社は読み取りが困難な環境で利用するためのタグの新製品を 3種類

リリースした。GT タグは衣類のハンドタグに貼付されるもので、衣類が重なっている環境

でも読み取りが可能。HiScan タグはハンドヘルドなど出力が弱いリーダーでも十分な読み

取り距離を取ることができる。BAT タグは自動車のバッテリーなど、厚手のプラスチック

ケースの中に液体が入っている商品に貼付するために設計されたもの。 

 

RFID ラベルメーカーRR Donnelley 社はプリンテッドアンテナを利用した RFID タグを製造

を開始した。同社は従来他社から購入したタグをラベルに加工していたが、それでは対応

できない特殊な形状のタグのリクエストが多くなってきたため、ラインナップを拡充した

もの。HF タグと UHF タグの両方に対応しており、ラベルではなくカタログや梱包材など

に直接タグを成型することにも対応している。 

 

Impinj 社は UHF パッシブリーダーの新製品、Speedway xArray と Indy RS500 を開発しまし

た。前者は複数のアンテナを内蔵したリーダーを用い、直径 12m の範囲にあるタグの位置

を数 m の誤差で特定できます。価格は一台 3 千ドルで、一部の顧客でトライアルが始まっ
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ています。後者はオールインワンのリーダー用チップで、基板上にハンダ付してアンテナ

と電源、外部 I/F を結線すればそのまま動作します。自動販売機などでの組み込み用途を想

定しており、ほぼ 3cm 角で単価は 100 ドル、今年の秋から商業出荷が始まります。 

 

Impinj 社は UHF パッシブリーダーの新製品、Speedway xArray と Indy RS500 を発表した。

前者は複数のアンテナを内蔵したリーダーを用い、直径 12m の範囲にあるタグの位置を数

m の誤差で特定できる簡易 RTLS 機能を持つ。価格は一台 3 千ドルで、一部の顧客でトライ

アルが始まっている。後者はオールインワンのリーダー用チップで、基板上にハンダ付し

てアンテナと電源、外部 I/F を結線すればそのまま動作する。自動販売機などでの組み込み

用途を想定しており、ほぼ 3cm 角で単価は 100 ドル、今年の秋から商業出荷が開始される。 

 

NXP 社は UHF チップの新製品、Ucode 7 を発表した。この製品は G2iL の後継品となり、感

度の向上(読み取りで-17dBm から-21dBm、書き込みで-8dBm から-16dBm)や反射波出力の向

上と共に加え、シリアル番号の一括書き込み機能を搭載した。これは、シリアル部分をタ

グ ID から生成することで、複数のタグに商品コードを書き込むとタグごとに違うシリアル

番号が書き込まれるというもの。 

 

Xerafy 社が金属タグの新製品 Wedge シリーズを開発した。これはナイロン樹脂のケースに

格納されており、金属に開けた穴に金づちで叩き込むことで接着剤を使わずに固定するこ

とができる。Pico Wedge と Nano Wedge の 2 つのサイズがあり、5 月から販売が開始される。 

 

InfoChip社は自社が扱う超小型のHF タグをスマートフォンで読み取るためのブースターア

ンテナを開発した。このアンテナはスマートフォンの背面に取り付け、内蔵アンテナの電

波を集約してタグを読み書きする機能を持つ。また同社は 6 月に Android で利用するリーダ

ーソフトウェアのリリースも予定している。 

 

[ソフトウェア] 

 

ベンチャー企業の IntelligentM 社が RFID を利用した病院スタッフ向け手洗い監視システム

を開発した。このシステムはパッシブ HF リーダーと振動センサーを内蔵したリストバンド

を利用するもの。事後の手洗いが必要となる作業時、あるいは手洗いを行ってからでない

と行えない作業時に読み取られる場所にタグを取り付け、振動センサーによる手洗い検知

と合わせて必要な手洗いを行えていない場合に装着者に警告する。 

 

カナダのスーパーマーケット Moxie Retail 社は店内での顧客の移動履歴を記録し、陳列やレ

イアウトの分析に利用するシステムを RFID を利用して開発し、他の小売店にも外販してい
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る。このシステムは UHF パッシブタグをカゴやカートに貼付し、それを店内に多数配置し

たリーダーで読み取るもの。 

 

カラーバーコードのカラービットを扱うビーコア社は、アメリカに Colorbit USA を設立、

アメリカでの拡販に取り組む。カラービットは複数の色の並びでエンコーディングを行う

もので、デザイン性が高いのが特色。カラービットは任天堂のゲームカードや太陽電池な

どでの採用実績があり、iPhone アプリでデコードを行うことが可能、現在 Android アプリも

開発中。 

 

ドイツの調査会社 Fraunhofer IFF 社は屋外の資産管理に利用する RFID ソリューションを開

発した。このソリューションは 3G 通信と GPS 機能を持つハンドヘルドリーダーを利用し、

管理対象に UHF パッシブタグを貼付するもの。 

 

ソリューション 

 

[パッシブ] 

 

テキサス州リチャードソン市の警察署では制服や拳銃などの備品を RFID を利用して管理

している。同市では GlobeRanger 社の資産管理システム GR-AWARE を利用している。また、

タグには、制服向けに富士通フロンテックの製品、機材向けに Xerafy 社の製品を利用して

いる。 

 

ドイツのアパレル小売 C&A は RFID を用いたサプライチェーン管理を行っている。同社は

複数の国に 1,600 の店舗を展開しており、そのうちドイツの 25 店舗を対象に、サプライヤ

ーからの出荷時に UHF パッシブの RFID ラベルを貼付、店舗での検品やレジ・ゲートでの

チェックに RFID を利用するもの。 

 

ポルトガルのリスボン近郊にある Sograin 穀物ターミナルでは、トラックへの穀物の積み込

みの管理に RFID を利用している。このシステムでは、トラックがターミナルの窓口に積み

込み内容を申請すると LF パッシブタグを埋め込んだキーホルダーを発行。穀物積み込み機

にそのキーホルダーをかざすことで自動的に積み込みが行われる。 

 

ドイツの家具メーカーWalter Knoll は RFID を利用して製品の入出庫を管理している。同社

は 2009 年にパイロットを開始し、その後導入規模を徐々に拡大してきた。現在は Avery 

Dennison の UHF タグを利用しており、システムはドイツの SI ベンダーavus Services が開発

したものを利用中。 
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日産ヨーロッパは RFID を利用してモーターショウなどへの参加者の行動を Facebook や

twitter にリンクさせている。同社はイベント参加者に UHF パッシブタグの入った ID カード

を配布し、写真撮影やミニゲームを行うブースにリーダーを配置、参加したユーザーの行

動を SNS に投稿するもの。このシステムを開発した Dwinq 社は元 ODIN の CEO だった

Patrick J. Sweeney 氏が起業して作った会社。 

 

台湾の結婚式サービス会社Kiss99はコーディネートする結婚式の中でさまざまな形でRFID

を利用している。結婚式の招待状に UHF インレーを貼付、招待客が到着時に受付で招待状

をリーダーに読ませると、写真の撮影と音声メッセージの記録が行われて招待客情報と共

にサーバに保存される。またレンタル衣装の利用状況のトラッキングにも UHF パッシブタ

グを利用している。 

 

[アクティブ・RTLS] 

 

マカオの美術館(名称非公開)ではワイヤレスの温度・湿度センサーを用いて所蔵品の管理を

行っている。タグは Hong Kong RFID 社の製品で 2.45GHz の独自プロトコルで動作する。 

 

オレゴン州立大学では障害を持つ学生が利用する特殊な家具の所在を RTLS を利用して管

理している。余分なコストの発生を防ぐため、AeroScout 社の WiFi タグを採用、大学に導

入済みの既存の WiFi ネットワークを利用することにした。アクセスポイントの追加やキャ

リブレーションを行わず、通信用のネットワークを使って実用に耐える制度を確保できて

いる。 

 

香港鉄路は RFID を利用して保守用部品のメンテナンスを行っている。同社では Garrison 社

の 2.4GHz 独自プロトコルアクティブタグを千個以上の車両部品に貼付、倉庫からの持ち出

しを固定リーダーで、保守作業場での作業履歴をハンドヘルドリーダーでそれぞれ記録し

ている。 

 

規制・標準化・レポート 

 

アーカンソー大学の RFID リサーチセンターと応用空間技術センターは RFID と画像認識技

術の組み合わせを小売店でどのように使うかの共同研究を行っている。２つの技術を組み

合わせることで、現在標準が存在しない画像認識技術の ID 採番に RFID の体系を採用した

り、棚卸の際に両方の読み取り結果を突き合わせて精度を上げたりというメリットが得ら

れる。 
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