
文教大学 情報学部 経営情報学科   卒業論文 
      平成１９年１月１３日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICタグの現状と今後 
 

A3p21021 大塩真澄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 2

目次 
 
第一章 研究にあたって 
（１）背景 
（２）研究の狙い 
 
第二章 ICタグとは何か？ 
（１）ICタグの構造と技術 
（２）ICタグの特徴 
（３）ICタグの原理と種類 
（４）ICタグの分類手法 
 
 
第三章  ICを利用したビジネスモデル 
（１）ICカード  
（２）トレーサビリティ  
（３）セキュリティ 
（４）スマートプレート 
（５）ＳＣＭ 
（６）顧客管理とマーケティングの高度化 
 
第四章 ICタグの導入事例 
（１）三越の実証実験 
（２）日通商事の実証実験 
 
第五章 ICタグの問題点 
 
（１）ICタグと法律問題 
（２）ICタグのコスト 
（３）ICタグの標準化‐ユビキタス IDセンター‐ 
（４）プライバシー問題 
（５）セキュリティ問題 
（６）信頼性 
 
第六章 まとめ 
 



 

 3

第一章 研究にあたって 
 
（１）背景 

ICタグとは、記憶装置と無線通信の機能をもつタグのことである。「無線 ICタグ」、「無
線タグ」、「RFID（Radio Frequency ID）タグ」、「RFタグ」とも呼ばれる。既に、在庫管
理や盗難防止、トレーサビリティシステムなどに利用されており、JR 東日本の出改札に使
われている Suica （スイカ）や、電子マネーである Edy (エディ)にもこの ICタグが使われ
ている。IC タグは、流通、金融、通信、医療、教育、福祉、様々な分野で活躍し、ユビキ
タス社会実現に欠かせない技術といえる。 
 
（２）研究の狙い 
本研究では、IC タグを利用したビジネスの現状と今後の課題を研究し、これからの新し
いビジネスモデルを模索する。 
 
第二章 ICタグとは何か？ 
 第二章では ICタグの基本構造や動作原理、メリットとなる特徴、主な種類と欠かせない
周辺機器について説明する。 
 
（１）ICタグの構造と技術 
 IC タグは約 0.4～1.0mm の IC チップを搭載した無線で通信出来て、記憶装置を持つ高
機能のタグのことである。IC チップとは、縦横数㎜の薄い半導体回路のことで、コンピュ
ータにならって言えば、メモリ（情報を記録する装置）に相当する。専用の読み取り/書き
込み装置（リーダ/ライタ）から要求に応じて、内蔵メモリーからデータを読み出したり、
外部からのデータを書き込んだり出来る。IC タグとリーダ/ライタを合わせて IC タグシス
テムと呼ぶ。 
これには、RFIDという無線を用いた非接触型自動認識技術を利用している。 
 
 

 
図１ 参照元：マイクロソフト社「RFID入門」 
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（２）ICタグの特徴 
Ⅰ．非接触バーコード（無線アクセス） 
①電波等を利用して接触することなく情報を読み書き出来る 
②複数個のタグの情報を同時に読み取れる。 
③汚れや、遮蔽物があっても情報が読み取れる。 
Ⅱ．自動認識ツール 
人の手を介さず人やモノの動きを自動的に識別し、ネットワークを通じて他の情報と

関連付けできる。 
Ⅲモノの固体管理データベース 
モノの種類ではなく、固体（インスタンス）について、製造履歴、流通履歴、利用履

歴などの属性を管理出来る。 
 
（３）ICタグの原理と種類 
①アクティブタグとパッシブタグ 

ICタグには電池を内蔵している「アクティブタグ（能動型タグ）」と内蔵していない「パ
ッシブタグ（受動型タグ）」の二種類がある。アクティブタグとは自らの電池を電源として

リーダ/ライタ側と交信する。一方、パッシブタグは、リーダ/ライタ側から電力を受けて、
これを電源にして LSI（大規模集積回路）チップを動作させて交信を行なう。電池があると
無線通信の距離は延ばせるが、利用期間に制限が生まれ、製造コストも高くつく。そのた

め現在は電池のないパッシブタグが主流である。 
 
②ICタグの動作原理 
電池のないパッシブタブはエネルギーを得る方法として「電磁誘導方式」・「マイクロ波

方式」がある。電磁誘導方式は、電磁石の原理を応用したもので、リーダ/ライタの発する
磁力にコイルをさらして電力を得る。マイクロ波方式では、鉱石ラジオの原理を応用した

もので、リーダ/ライタが発信する電波からエネルギーを得る。 
このほか、電磁誘導方式と基本的に同じ原理の「電磁結合方式」、静電気を利用した「静電

誘導方式」、近赤外線を用いた「光方式」などがある。 
 
③ICタグのタイプ 

ICタグには「円盤型」「ラベル型」「カード型」「箱型」「インレット型」「スティック型」
「ディスク型」など様々なタイプが登場している。大きさは、パッシブタグで 10分の１ｍ
ｍ程度の極めて小さなものから、アクティブタグでは数ｃｍの大きなものまで存在する。

その他、センサ付き ICタグや LED付き ICタグ、電子ペーパー付き ICタグなどの特殊な
機能を持った ICタグもある。また、従来の ICタグは、ICタグ内のアンテナの磁性が、磁
性体である金属の影響を受けて変化するために、金属の近くでは使用出来なかった。この
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問題を解決した製品も製造されている。 

 
図２ 参照元：『ICカード・ICタグ : しくみとビジネスが 3分でわかる本』より 
 
④日立のミューチップ 
ミューチップは０．４㎜角という超小型 RFID。この超小型、低価格という特徴によって、
従来では難しかった次のような用途への発展が期待されている。 
・製紙のタグや、さまざまな、特に小さな部品、製品、商品などへの装着、埋め込み 
・ロット単位、パレット単位だけでなく、製品を個別に管理する「個品管理」 
・「個品管理」を利用した製造、物流、流通、リサイクルなどの業務改革 
 
⑤リーダ/ライタ 
リーダ/ライタは、ICタグの情報を読み書きするものである。通常、リーダ/ライタはタグ

と通信するためのアンテナと、アンテナとタグ間の通信・リーダ/ライタと PC 間の通信制
御を行なうためのコントローラで構成されている。アンテナとコントローラが一体化して

いるものと、別々なものがある。形状は、据置型、トンネル型、ゲート型、ハンディ型等

だ。据置型ではタグをアンテナに接近させて読ませる。ゲート型やトンネル型のように大

型のアンテナでは、タグがアンテナの範囲内にあれば通信が可能であり、範囲外にある場

合は通信が不可能であるといった工夫がされている。ハンディ型は便利だが、アンテナサ

イズに制限があることから、比較的近距離の通信を対象としている。 
 
⑥アンチコリジョン機能 
複数の ICタグをリーダが読むことで、リーダ/ライタと複数の ICタグ間の通信が衝突し

ないように防止する機能を、アンチコリジョン機能という。アンチコリジョン機能には、

最初にリーダ/ライタの交信距離に入ってきた ICタグから過不足なく順番に読み取る FIF0
アクセス方式。交信領域内に複数のタグが存在しても、全てのタグと交信でき、複数の IC
タグを一気に読み取るマルチアクセス方式。交信領域内にある複数の ICタグのうち、特定
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のタグと交信を行なうセレクティブアクセス方式がある。 
 
（４）ICタグの分類手法 
情報を記録しておく IC部分とアンテナ部分から構成され、無線を使い、非接触でデータ

の読み書き可能な媒体はすべて ICタグといえる。その分類方法は様々だ。情報の書き換え
が出来るか否か、記録できる情報量や利用する無線周波数帯、交通距離でも分類できる。

種類によっては各種センサを搭載した ICタグもあり、性能に応じた価格の差も大きい。そ
こで、ICタグを採用する場合は、用途を踏まえ、いくつもの側面から検討する必要がある。 
 
第三章 ICを利用したビジネスモデル 
 第三章では IC カード・IC タグを利用したビジネスを紹介する。IC カードは分野別に、
ICタグは利用形態別に紹介する。 
 
（１） ICカード  

IC カードは名刺サイズのカードに超小型の IC チップを搭載して、外部読取機
との情報交換を行う端末である。IC タグと形状は違えど基本構成は同じである。
通信方式では、接触 IC カード、非接触型 IC カード、接触式と非接触式の両方の
通信を持ち合わせたデュアルインターフェースカード（コンビカードやコンボカ

ードとも呼ばれることがある。）などが利用されている。 
 
① 交通分野 
高速道路の料金所で自動的に料金を精算する ETC（イーテック）カードある。

ETC装置に差し込むことで使用者を識別する接触型 ICカードだ。反対に非接触型
IC カードで有名なのは前払い式乗車券機能（定期券付き）を有した Suica（スイ
カ）である。その他、鉄道分野ではスルッと KANSAI・ICOCAなどがある。福島

交通を始として、バス ICカードも各地で始まっている。地上だけでなく、航空分
野のマイレージカードでも ICカード化が進んでいる。 

ANAは、ANAカードに電子マネーEdy機能を搭載している。対して、JAL で
は先に紹介した Suica と、電子マネー機能、クレジットカード機能を合わせたビ
ューSuica カード。その他、空港会社の JAL マイレージと電子マネーを交換出来
る機能、JALカード Suicaがあり、アプリケーション機能を充実させている。 

 
②金融分野 
スキミング犯罪や偽造被害を防止するためにキャッシュカードやクレジットカ

ードが IC 化されるようになった。クレジットカードの IC カード化に際しては、
世界中どこでも使える必要があるために、業界標準である EMV （Europay、
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Mastercard、VISA インターナショナルの 3 社が取り決めた、IC カードの世
界共通規格。）を採用している。ＩＣクレジットカードは、これまで接触型が主流

だったが、MasterCardの「PayPass」や JCBの「QUICUPay」など、非接触型
カードも徐々に出てきている。 
 
③小売分野 
小売業大手が次々と IC カード戦略に乗り出している。am/pm は 2002 年に

「Edy」導入を期に、「clubap（クラブエーピー）」を組織化し、カード利用者の属
性を、氏名住所まで解るようにして、新たな顧客関係管理（CRM）を図った。ま
た、ＩＣカードの導入によって、精算時間が短縮されるようになった。メイン顧

客である若者を狙った「iモード FeliCa」というお財布ケータイの登場で、am/pm

の Edy利用者が増加している。対するセブン＆アイホールディングスでは、2007

年春より FeliCaを利用したプリペイド型電子マネーを発行し、名称を「nanaco（ナ

ナコ）」とすることを発表した。コンビニだけでなく、高島屋や三越など百貨店で

も ICカード導入を進めている。その他に、長崎県駒ヶ根市では商店街で電子マネ

ーやポイントサービスに ICカード（つれてってカード）を活用し、地域活性化に

励んでいる。 

 

④行政分野・学生証・社員証 
行政分野の ICカードでは、公的個人認証のため公開カギ暗号方式によるセキュ

リティ機能などを追加した住民基本台帳カードがある。こちらは接触式と非接触

式の両方の通信を持ち合わせたデュアルインターフェースカードだ。２００７年

１月４日からは東京都、茨城、埼玉、兵庫、島根の５都県で IC運転免許証の発行
が開始された。政府は、その他にパスポートや健康保険証にも ICカード導入を進
めている。身分証の例としては、他にも企業の社員証や学生証でも ICカードを導
入している所がある。このようなカードを普段から携帯していれば、災害時に巻

き込まれた場合などに身元の確認が容易になる。血液型やアレルギーの有無など、

救命救急活動に必要なデータを記録しておけば、緊急時にも役立つ。 
 

⑤入室管理分野 

身分証明と連動するように、セキュリティ入室管理分野でも ICカードが使われ

ている。例として、マンション向けセキュリティシステムがある。同システムは、

セキュリティカードと連動するフラッパーゲートを入口に設ける。カードリーダ

ー部には同時入館人数を入力するテンキーも備え付け、防災センターからの監視

と組み合わせることで、居住者の入館時に不審者も入ってしまう“共連れ”を防

止する。さらに、エレベーターホールや階段の入口にもカードリーダーを取り付
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ける。利用時にはカードによる認証が必要となるため、入館許可を得ていない部

外者が侵入しても、上部階に行くことはできない。外部からの来訪者に入館許可

を与えるため、居住者宅のカメラ付き集合玄関機と連動するセキュリティカード

発券機も用意する。といった仕組みである。 

企業の機密や、個人の安全を高めるため、IC カードを使った入室管理が進んでい

る。 

 

⑥アミューズメント分野 
チケット販売大手のぴあは、電子チケットサービスを導入している。電子チケ

ットとは、IC カードや携帯電話がチケットになるサービスだ。インターネットで
チケットを買って、IC カードや携帯電話にダウンロード。そして会場では専用ゲ
ートに携帯電話や ICカードをかざすだけで入場できる。電子チケットを利用する
には、会員登録時にクレジットカードを利用するか、電子マネー（NTT コミュニ
ケーションズの「ちょコム」）を利用するかという決済情報を登録する。登録が完

了すると、会員固有の「デジポケ」と呼ばれるサーバー上の私書箱が自動的に与

えられる。インターネットのチケット販売においては、購入したチケットの郵送

期間がなくなるため、開演直前までにチケットが購入できるほか、会員どうしあ

れば、「デジポケ」を介してネット上でチケットの分配が可能になるなど、従来の

紙チケットでは実現できなかったサービスを得ることが出来る。 
また、パチンコ業界では、ICパチンコカードが“磁気カードを使用したパチンコの
プリペイドカードに取って代わるもの”として注目を集めている。磁気カードに比
べ、高いセキュリティを有することが大きな特徴で、導入店舗も増えつつある。 
 
⑦通信分野の ICカード 

UIM （User Identity Module ）カードとは携帯電話会社が発行する、契約者
情報を記録した ICカードのことである。GSM方式（TDMAによるヨーロッパ発
の第 2世代ディジタル携帯電話方式）で利用されていた SIMカードを拡張したも
ので、携帯電話機に差し込んで利用者の識別に使う。SIMのように、UIMを着脱
して複数の端末を使い分けることもできる。契約者情報以外に、電話帳などのプ

ライベートな情報や、クレジット決済用の個人識別情報などを暗号化して登録す

ることが可能である。この UMIに相当する ICカードを取り入れたのが、「iモー
ド Felica」を始とするオサイフケータイである。「Suica」「Edy」を初めとする非
接触型 ICカードは、リーダ/ライタにカードを挿入する必要がなく、携帯電話とい
う形態を取る事が出来る。コンビニなど身近な所で携帯を使って気軽に決済出来、

携帯からデジタルのコンテンツやチケット購入に使えるという点でも利便性が高

く、これからも非接触型 ICカードを利用した携帯電話サービスは増加していくだ
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ろう。 
 
⑧放送分野 

BSデジタル放送、地上デジタル放送、110度 CSデジタル放送などは、映像や
音声をデジタルデータとして送受信するため、不正コピーを防ぐためにデータを

暗号化している。これを解除するためのデータが記録されたカードが B-CAS 
（BS-Conditional Access Systems Card：ビーキャス）カードといわれる、接触
型 ICカードである。2003年 12月から開始された地上デジタル放送は、2011年 7
月 24日には、完全にアナログからデジタルへ移行される。今後、地上デジタル放
送エリア拡大と共に B-CASカードの需要が伸びることが想定される。 
 

（２）トレーサビリティ  
IC タグには情報を書き込むことが出来る。この各種の履歴情報を IC タグに記

載できるという点が、トレーサビリティに貢献している。ある商品についた ICタ
グをリーダで読み取れば、それが何という名前の商品で、いつ、どこで、誰に作

られたかといったことが解る。最近では特に BSE問題から食品の安全が騒がれ原
産地表示を強く望む声が多くなっている。IC タグを付ける事で、流通過程を含め
た全ての情報が明らかになれば、虚偽表示を防ぐ事が出来でき、食品の付加価値

を高め、消費者の不安を取り除く事が出来る。欧米では２０年以上前から、家畜

を ICタグによって管理するシステムが導入されている。 
トレーサビリティは医療の分野でも注目されている。投与ミスなどの医療過誤防

止を防ぐ意味でも、IC タグは大きな役割を果たす。また、これは在庫管理と一体
になっており、適量補充、盗難防止に役立つ。病院内の情報化、あるいは病院と

調剤薬局を結ぶシステムは、大きく電子カルテシステムとして構築が進みつつあ

るが、医師からの医薬品オーダリングはこれと連動していく。患者はリーダを持

ち、薬品を受け取った時点で、ICタグ情報を読み取り、自ら内容を確認出来る。 
 

（３）セキュリティ 
ICタグは、セキュリティ対策の道具として、様々な場所で取り入れられている。 

① 車のイモビライザシステム 
鍵にタグを埋め込み、車本体と鍵のデータを照合し、正しい鍵が使用された場

合にのみエンジンがかかる仕組みだ。欧米を中心に普及している。 
② 書店での万引き防止策 

経済産業省が 2002年に行なった調査によると、書店一店あたりの万引き被害は、
年間売り上げの１～２％に達すると見られている。ICタグを書籍や CDに設置し、
センサー代わりに利用することで、万引きを削減することが出来る。 
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③子供の安全を守る ICタグ 
凶悪な犯罪から児童を守るために、IC タグを使って登下校中の児童の所在地を

確認するシステムが、いくつかの小学校や幼稚園で導入され始めた。埼玉県の蕨

市立中央小学校と同中央東小学校では、2006 年からランドセルに入れるなどして

児童に IC タグを持たせた。小学校の校門付近や通学路など 30 カ所に設置したリ

ーダで IC タグの情報を読み取る。児童が携帯する IC タグは，自ら電波を発する

アクティブ型で、30～40 メートル離れたところから読み取ることができる。この

IC タグが発する電波をリーダで読み取り，読み取った場所や読み取り時間のデー

タとともに，サーバーへ送信する。 小学校の教諭や児童の保護者は，ポータル・

サイトにアクセスすることで，サーバーに蓄積された児童の所在地情報を確認で

きる。児童が校門を出入りした場合に，保護者へ電子メールを送信する機能も備

える。保護者が児童の居場所を確認できることで安心感を得られるという。 

 

（４）スマートプレート 

    スマートプレートとは、現行ナンバープレートの情報及び自動車登録ファイルに

記載されている車両の諸元情報をナンバープレート上のＩＣチップに記載したもの

である。重要施設における業務車両の出入管理、イベント等関係車両の出入管理、

物流・旅客流の最適化、公共交通機関・運行の支援、検査場における効率化、低公

害車等への優遇等。スマートプレートを導入することで活用が期待される。 

国土交通省と千葉県タクシー協会は 2006年 4月、JR千葉駅前で実証実験を始めた。

駅前のタクシー乗り場や新設した待機所の出入り口などに読取り用アンテナを設置。

乗降客の動向を瞬時に掴み、適切な台数のタクシーを待機場から円滑に送り込む仕

組みだ。参加するのは千葉県タクシー協会に加盟する約 1300台。ICタグにはナンバ

ーなどタクシー車の個別情報を記録しており、走行中の車両が情報を受け取れれば

混雑を瞬時に察知するなど効率的な運営が可能になる。 

 

（５）ＳＣＭ 
ＳＣＭとは、資材調達から在庫管理、製品の配送までをコンピュータを使って総

合的に管理することにより、在庫を減らし、コストを引き下げようというものである。

ＩＣタグは理想のＳＣＭを実現できるものとして期待されている。 
①生産現場 
工場でＩＣタグを導入すると、まずＩＣタグの情報と製品情報を結びつけることで、

出荷情報を管理できる。不良品が出た場合、トラッキング（追跡調査）に利用可能だ。

これを部品メーカーと協力して行なうと、ＩＣタグはさらに有効になる。 
Ⅰ．自動車工場での ICタグ 
米国フォード自動車では、主な部品に ICタグを付けた。工場内を無線 LANでネ
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ットワーク化し、工程管理表から必要な部品を見つけ出し、ラインの横の台にある

数が少なくなって来たら、倉庫から補充するような指示を自動的に出せるシステム

にしている。これによって、ラインについている従業員やロボットは、常に手近に

適切な部品が適量置かれるようになり、部品を間違うリスクや待機時間が小さくな

って、製品の信頼性や生産効率が上がったという。このように工場で ICタグを導入
すると、品質管理が向上し、製造過程の情報も残るようになるため、クレーム対応

も従来よりもしやすくなる。当然、出荷状況のチェックなど管理業務を効率化する

こともできる。 
 
②物流・配送・倉庫・在庫管理 
ＩＣタグは、ダンボール、コンテナの中に製品が入っていても、中を開封しないで

何が入っていたのかを確認できる。このシステムでは各製品にロットごとにＩＣタグ

を付け、カートにリーダを取り付けておけば、ピッキングとともに検品を行なう事が

出来、ミスを未然に防ぐ事が出来る。在庫の棚卸の際も、リーダ/ライタを当てるだけ
で作業を済ませることができ、大幅に効率化できる。 
Ⅰ．アパレルメーカーでの ICタグ事例 
アパレル SPAの大手フランドルでは、2000年より物流の配分業務に ICタグを採
用したことで、物流コスト３割減がもたらされている。物流センターでは、仕分け

担当が指示書のとおり、店舗ごとに商品を梱包。梱包箱に付いている ICタグに、リ
ーダ/ライタが読み取り、配送伝票を自動的に作成する。仕分担当は２人から１人に、
伝票担当は３人から１人へと、減員が可能になった。 

 
（６）顧客管理とマーケティングの高度化 

ICタグを活用すれば、顧客管理をより高度な次元で行うことが出来る。それには CRM
（情報システムを応用して企業が顧客と長期的な関係を築く手法のこと）との連携が必

要である。IC タグを CRM に活用していくには、顧客情報を集めるシュチエーションが
重要である。 
①メンテナンスでの ICタグ 
１つの方法として、メンテナンスを必要とする商品への適用がある。たとえば、事

務所のコピー機、ファックス、飲食店舗のビールサーバなどに、ICタグを付けておき、
定期的なメンテナンスに訪れた営業マンが、リーダ/ライタをかざすと、顧客情報、顧
客への対応履歴、商品情報が素早く入手できるといったイメージである。 
②店舗での ICタグ 
スーパーマーケットの店頭で、リーダ/ライタと液晶画面の付いたショッピングカー

トを導入したとする。ICタグの付いた商品をリーダ/ライタにかざすことによって、生
産履歴、流通履歴といったトレーサビリティだけでなく、その商品を使ったおいしい
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料理法などを表示するサービスを行うことが出来る。 
将来的に携帯電話がリーダ/ライタの機能を果たすようになれば、家庭からでもどこ
からでも、同様のサービスが受けられるようになる。会員カードと連携すれば、個々

の顧客のアクセス履歴を取ることも出来、ワン・トゥー・ワンサービスが可能になっ

てくる。従来の会員カードを携帯電話に取り付けた ICタグで代替させることも出来る。
そうなると、購買履歴が携帯電話で更新できるようになり、より便利になるだろう。 
Ⅰ．スパーストアでの ICタグ事例 
大手スーパーのイオンでは、ジャスコ八千代緑ヶ丘店で、情報端末を装備した

ショッピングカート「お買い物ナビカート」を導入。食品売り場で顧客が求める

情報を ICタグや無線 LANなどの ITを活用してタイムリーに提供する。情報端末
には IC タグ読み取り機やバーコードスキャナなどが接続されており、顧客は IC
タグ棚札を読み取ることで商品情報や料理レシピ、テレビ CM のプロモーション

などを見ることが出来る。また、情報端末では商品の価格確認や商品の陳列場所

をフロア図に表示することが出来る。 
Ⅱ．POSレジと ICタグの事例 
商品に IC タグを貼付。タグ情報が読めるように、POS 端末にはリーダ/ライタ
の機能を付加する。こうすることによって、レジ作業の簡素化が実現できる。IC
タグリーダは一度に多くの ICタグ情報が読めるので、バーコードのように一個ず
つ処理しなくても、買物かごに入った商品をリーダでかざすだけで清算できる。

レジの処理が格段に早くなり、行列の解消に役立つ。ファミリーマートでは伊藤

忠ビル店で IC タグと電子マネーSuica 決済を組み合わせた「EXPRESSPOS」を
使い、POS レジでの活用実験を行った。物流センターで、弁当、菓子パン、飲料
など 500アイテムに ICタグ貼付。レジ専用トレイの上にタグ付商品を置くと、一
括して読み取り、電子マネーで決済が出来る。通常のレジ決済に要する時間と比

べると、２分の１ほどの決済時間になるという。 
 
第四章 ICタグの導入事例 
 第四章では、実際に行われた実証実験について説明する。紹介する企業は、三越と日通

商事の 2つである。 
 
（１）三越の実証実験 
三越は、銀座店２階の自主編集セレクトショップ「ニューヨークランウェイ」で、プ

レミアムジーンズ約 5,000着に ICタグを装着し、店頭・倉庫での在庫管理を行い、顧客
サービスと業務改善の効果を検証した。 
実験は三越独自の実験も含めて以下の３つである。 
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①次世代型在庫管理システム 
Ⅰ．顧客視点のスマートシェルフ（経済産業省の ICタグ実証実験） 

IC タグを読み取るリーダを設置した陳列棚で、陳列棚と店舗内倉庫の在庫管理を
常時行う。電子ペーパーを使った電子棚札を使って、在庫情報を表示。これによ

り、販売機会損失の削減、顧客満足度向上。販売員の利便性向上を検証する。 
Ⅱ．インテリジェントフィッティングルーム 
試着室に設置した大型液晶パネル付き IP 電話と IC タグリーダで、試着室内での
サイズを検索可能にする 
Ⅲ．ｅ－リコメンデーション 
店頭に設置したタッチパネル端末より、顧客の希望にあった商品と、詳細な商品

情報を提供する 
②次世代型顧客管理システム 
アクティブタグと携帯電話を組み合わせたコンシェルジュサービス。モニター顧

客５０人にアクティブタグを貸与。来店すると、来店状況や購買履歴などの情報が

販売員の携帯電話型モバイル端末に通知される。この情報をもとに、顧客にあわせ

たきめ細かいサービスを提供。接客を希望する客はアクティブタグのスイッチを押

せば販売員を呼ぶことが出来る。 
③次世代型 SCMシステム 

ICタグによる在庫管理と EDI（電子データ交換）を連携した検品レス・伝票レス
の取り組み。納品代行業者がジーンズに ICタグを取り付け、JANコードと ICタグ
を読み合わせて作成した「関連付け情報」を EDIの事前出荷明細情報に変換して使
用し、検品レス、伝票レスを実施する。 
 
三越はすでに、日本橋店をはじめ６店舗の婦人靴の ICタグ在庫管理システムを実
用化。接客時間が１３分から半分の 6 分に短縮化され、販売員が客に推奨する商品
が、1.7足から 3.1足に増えた。日本橋本店では売上が平均１０％増で推移するなど
の成果をあげている。仕入先は現在の３社から 6社まで増やし、以後 10社まで増や
す計画である。 

 
（２） 日通商事の実証実験 

日通商事は 2006年 2月、ICタグを活用した輸出梱包業務の品質保証・運用管理
システムを開発し、鈴鹿 LSセンターで実運用を開始した。従来、同センターでは、
各ベンダー（販売元）から送られてくる部品の荷受検品、仕分け・梱包、出荷前検

品といった作業を目視・紙ベースで行なっていたが、これを IC タグを使って処理
する体制に切り替えた。改善後の業務フローは以下の通りである。 
① 作業員がセンターに納品された部品の入ったケースやカートンの外側にパッシ
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ブ型の ICタグを貼付。通い箱とカートンラベルに印字されている QRコードと
ICタグをハンディターミナルでスキャンして情報を紐付けする。 

② 部品供給先である工場からのオーダーに従って、作業員は仕分けしたいケース

をスチール製の梱包容器に格納。荷揃えを済ませた後、その容器をフォークリ

フトに載せて、リーダが備え付けられたゲートを通過。ICタグを読み取らせる。
一方、カートンはリーダのついたローラーコンベアを使って一個ずつ流してい

き、荷揃えが正しいかどうかを確認する。 
ここでのポイントは、ケースはゲートで読み取り、カートンはコンベアで一個

流しで読み取る所である。その理由は、カートンの場合、荷姿がベンダーごと

にバラバラなので、一括で検品しようとすると、１００％の読み取りに成功し

ない場合があるためである。 
ケースもカートンも、どちらも間違えがあればアラームが知らせてくれる。 

③ 出品検品。作業員はフォークリフトにケースやカートンの入った梱包容器を載

せた状態で出荷バース（発着場）に設置されているゲートを通過。荷揃え確認

後に各梱包容器に貼付した ICタグを読み取らせることで、仕向地の異なるコン
テナに誤って貨物を搭載しないようにチェックする。 

 
タグ導入後は作業ミスが激減。作業時間の短縮にも成功した。改善前に比べ、作

業員の数は三割減ったという。しかし、日通商事が採用した IC タグは徐々に低価
格化が進んでいるとはいえ、１枚１００円と割高だ。また、部品供給先である東洋

電装の上海工場側は、中国の電波法の関係で※UHF帯タグに制約があるなどの問題
も残っている。 
※UHF帯無線 ICタグは、従来の無線 ICタグなどと比べ格段に通信距離が長

い（5m 以上の通信も可能）のが特徴で、米国では国防総省や大手流通業者が、

納入業者に対し UHF 帯無線 IC タグの貼付を義務付けているなどすでに普及が
はじまっている。今回の総務省による方針では、無線局免許の取得が必要な高出

力タイプ（出力 10mW超）の無線 ICタグが対象となっている。UHF帯無線 IC
タグに割り当てられる周波数帯は 950MHz～956MHz だが、実際にはそのうち
の 952MHz～954MHz の帯域を割り当て、950MHz～951MHz と 955MHz～
956MHz の帯域は、それぞれ両側の周波数帯を使っている携帯電話システムと
の干渉を防ぐための空き帯域として確保するとされている。 
 

第五章 ICタグの問題点 
 第五章では、IC タグにどのような問題があるかを法的面、技術面、コスト面から説明す
る。 
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（１）ICタグと法律問題 
1 つは電波法の問題である。IC タグは無線を使った技術である。無線インターフェイス
の標準化は主に ISO/IEO18000 で進められており、６つの周波数帯を対象に規格されてい
る。しかし、世界各国で電波法が異なることから、利用出来る周波数帯に制限があり、例

えばある国で認められている ICタグの周波数帯が、電波法の関係から他国で使用が認めら
れないケースがある。各国間で利用周波数帯について検討することが求められる。 
ただし、この問題に関しては、2005年の４月には、電波法が改正された。それにより、第
二世代「Gen２」と呼ばれる※UHF 帯の IC タグの普及が始まっている。これまで使用さ
れていた第一世代のタグには、複数の標準規格が乱立していた。「Gen２」では、それが世
界的に一本化される。この動きに日本も歩調を合わせている。 
もう１つは、PL法の問題である。電波を利用する機器は、ペースメーカーなどの医療用

電子機器、さらに人体に影響を与える懸念がある。IC タグは PL 法（製造物責任法）の観
点から捉える必要もある。 
 
（２）ICタグのコスト 

IC タグは半導体を利用しているため、価格がやや高い。現在一個につき数十円～数百円
ほどのコストがかかる。大きなコンテナへの導入などでは採算が取れるが、商品一つ一つ

に導入するとなると、コストがかかりすぎてしまう。 
経済産業省が総額１８億円を投じて 2004年 4月から「響きプロジェクト」を開始している。
これは IC タグの価格を 5 円以下にして普及を目指すプロジェクトだ。IC タグの導入が進
む事で ICタグのコストが下がることを期待している。ここで開発されているのも「Ｇｅｎ
２」規格に準拠した※UHF帯のタグである。 
 
（３）ICタグの標準化‐ユビキタス IDセンター‐ 
他社と情報を連携して活用するには、ID コードの統一が不可欠だが、日本とアメリカで
は管理コードが違う。現時点では、IC チップの種類、通信プロトコル、IC チップに記憶
するデータ体系、さらにはその利用方法等について十分な標準化が行われているとは言え

ない。標準化を目指す団体として、アメリカの EPC グローバルと、日本のユビキタス ID
センターがある。ユビキタス IDセンターは、モノの自動認識を実現する技術基盤や、その
応用環境についての研究や開発を行なう組織である。ユビキタス IDセンターでは識別コー
ド「ucode」の構築や、無線 ICタグ(RFID)など関連する技術基盤の研究、識別コードとそ
れに結び付けられた情報の流通や保存についての検討などを進めている。「ｕcode」は、基
本コードが 128 ビット長で、128 ビット単位で拡張可能な枠組みを持っている。同センタ
ーでは、最初の１２ビットのコード識別子を割り当て、残り 116 ビットの割り当て権限を
委譲する形態を検討中である。 
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（４）プライバシー問題 
店頭で商品を顧客が取った瞬間から、顧客と商品の情報を関連付けることが可能になり、

IC タグが破棄されるまでの顧客の属性が調べられるようになる。ここでプライバシーの問
題が発生する。例えば、IC タグ付きの商品を購入した帰りに電車の隣に座った人間がこっ
そりリーダ/ライタを当てて、買った商品が何であるかを知ってしまうという可能性もある。
これに対して、2004年、総務省と経済産業省は共同で、「電子タグに関するプライバシー保
護ガイドライン」を公表している。 
① 消費者が情報のコントロール・選択する自由の確保 
② 消費者に対する ICタグを使った情報収集活動の内容説明 
③ 消費者に対する情報の使用目的・利用範囲の説明と消費者の合意。 
ICタグ普及のためには、以上の３つが必要になる。 
プライバシー保護にはいくつかの方法がある。保護方式の分類として、まず、ノーマル・

タブ・アプローチとスマート・タグ・アプローチに分類出来る。ノーマル・タグ・アプロ

ーチとは、既存のＩＣタグを改造することなくプライバシー保護機能を実現させるアプロ

ーチだ。具体例としては、アルミ箔などによる電波遮断、妨害電波、RSA 社によるブロッ
カ・タグなどがある。 

ICタグをアルミ箔など、電波を遮断できる素材で覆い隠すことにより、ICタグからの ID
送出を防ぐ方法をファラデー・ケージというが、これは財布や鞄など適用範囲が制限され

てしまう危険性がある。また、ブロッカ・タグとは、専用タグを所持する事により、近辺

にある本当のタグ IDが読み取れないようにする方式だ。しかし、このブロッカ・タグも不
正利用による心配や、逆に読み取りたいモノが読み取れなくなるなどという問題も発生す

る可能性がある。これに対して、暗号回路などの付加回路をタグに搭載させ、既存タグよ

りもスマートにプライバシー保護機能を実現するのが、スマート・タグ・アプローチであ

る。 
 
表１ プライバシー保護方式分類 
参照元 「ポイント図解式 ＲＦＩＤ教科書 ユビキタス社会に向けた無線 ICタグのすべ
て」株式会社アスキー, 
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（５）セキュリティ問題 
個人情報を扱う ICタグにとって、情報セキュリティを強化することは絶対不可欠である。 
情報の不正読み取りを防ぐ手段として、「Suica」では、情報を暗号化している。通信を行
う前に相互認証を行うことで正しい通信相手かどうか判断した後、通信を暗号化して情報

を送信するという方法である。また、通信は普通に行いながら送信するデータを暗号化す

る方法もある。暗号技術はいくつかあるが、「共通鍵暗号方式」の場合では、暗号化された

データを復元するためには、そのためのキーワードである秘密鍵が必要になる。これによ

り、暗号情報を第三者に不正に取得された場合にも悪用を防止できる。もうひとつは、PKI
（公開鍵暗号方式）システムだ。PKI システムにおいて、情報を送って確認されるまで２
つの方法がある。まず第１に「暗号モード」である。このモードでは、送る側はあらかじ

め受け取る側の公開鍵を知っておき、その公開鍵で情報を暗号化して送る。受け取る側は、

受信した暗号文を受信者本人の秘密鍵で復号する。この暗号文は、公開鍵と対になった秘

密鍵をもっている人しか復元できないので、情報の機密性は保たれる。IC タグの暗号情報
を定期的に書き換えることで安全性が増した製品も開発されている。 
また、セキュリティでは、IC タグそのものについてだけでなく、リーダ/ライタ及び IC
タグシステムについて、システム同士を結ぶ通信ネットワークまで視野にいれて対策を講

じる必要がある。現在、ユビキタス IDセンターは各種タグについて、何種類かにクラス分
けし、標準として認定している。 
方式としては、①内部再暗号化方式、②可変秘匿 ID方式、③ハッシュ・ロック方式、④
ランダム・ハッシュ・方式、⑤外部再暗号化方式、⑥ハッシュ・チェーン方式、⑦XORベ
ース・ワンタイム・パッド方式。これらの方式が上げられる。 
しかし、金銭を扱うもの以外の ICタグ、例えば商品に貼り付ける使い捨てタグに近いもの
は暗号強度もそれ程強く出来ないのが現状であり、やはりここでもコストが問題になって

いる。 
 
（６）信頼性 

IC タグには誤入力や誤認識の問題もある。IC タグを金属類に付与した場合、全体とし
て通信性能は低下する。また、マイクロ波のように水などに吸収されやすい周波数帯を使

用する IC タグを水気が多く存在するような環境下での使用した場合にもやはり性能低下
が見られる。IC タグにはアンコリジョン機能（衝突防止機能）があるので、複数のタグを
同時に読むことが出来る。しかし、実証実験では ICタグの向きによって電波が弱くなった
り、複数の IC タグが重なっていたり、IC タグの移動スピードが速すぎたりと認識できな
いことがある。確実に読み取りが出来るようにすることがこれからの課題である。 
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図３ 参照元：マイクロソフト社「RFID入門」 
 
 
第六章 まとめ 

IC タグの仕組みそのものは、実に単純である。記憶装置と無線通信の機能を持つタグ、
それを専用のリーダで読み取ればいいのだ。その単純さが、様々な分野への応用を可能に

したといえる。２章から４章で紹介した動向を参考に、これからの成長が特に期待出来る

ものをあげる。それは携帯電話である。 
内閣府調査では 2006年の国内携帯電話世帯普及率は 85.3％となっている。（ただし、単
身世帯を含まない）。現在携帯電話を使っている世代は、高齢者になっても使い続ける可能

性が高く、将来的には普及率は 90％を超えると予想する。携帯電話が普及するということ
は、ICタグシステムが導入されている『モバイル Suica』や電子マネー『Felica』など、交
通・金融分野の成長も同時に進むということになる。また携帯電話を利用して家の鍵を開

けるセキュリティ分野や、帰宅せずとも携帯電話からエアコンや炊飯器などの家電を操作

出来る情報家電分野も普及していくだろう。また、新ツールとして ICタグ内蔵ストラップ
が開発されている。IC タグシステムとメールシステムを連携するといった仕掛けで、利用
者は企業に携帯電話のメールアドレスを登録し、固有の IDを記録した ICタグ内臓のスト
ラップを受け取る。利用者は商品のそばに設置したリーダ/ライタにかざすだけで、登録し
たアドレスに情報を送って貰えるようになる。マネキンやオブジェにリーダ/ライタを内蔵
することで、情報を携帯電話ですぐ入手できるサービスが実現されるかもしれない。 
表２を見ても解るように、IC タグが多くの分野で活躍出来る最大のポイントは、情報ネ
ットワークやデータベースとの連携にある。非接触バーコードという単体での利用から、

他システムと連携することで可能性が広がるのである。消費者向けとしては、ネットワー

クとの連携で、お財布の代わり、リモコンの代わりとしての役割。企業向けでは、データ

ベースとの連携で物流や顧客の管理としての役割が期待できる。IC タグというセンシング
デバイスを通じて、情報をリアルタイムに把握・または発信することが、新しいビジネス

を実現し、ユビキタス社会を構築していくのである。 
総務省が 2003 年に発表した「電子タグの高度な利活用に向けた取組」中間報告（2003
年）では、2010年では最大で３１兆円の波及経済効果が見込まれている。しかし、それは
最もポジティブなケースで、現在ある問題（コスト導入問題、IC タグの規格標準化、プラ
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イバシー・セキュリティ保護、ICタグ読み取りの信頼性）が解決された場合の数字である。
未解決課題はあるものの、普及するために十分な環境が整った場合を想定したベースケー

スでは 17兆円。問題が解決されず、普及が阻害されてしまったネガティブケースでは９兆
円と見込まれている。 
矢野経済研究所によると、2780万枚だった 2005年度の国内 ICタグ市場が 2007年度に

は 9150万枚に達する見通しだと発表している。 
現在、単価の下落や規格の標準化などの問題は残るが、ユビキタス IDセンターを始めとす
る研究機関が日々問題解決に尽力している。 
以上のことを踏まえ、私は 2010年には ICタグは 31兆円の経済効果を生むだろうと思って
いる。 
 
表２  

 

 
参考サイト 
マイクロソフト株式会社 「RFID入門」  
http://www.microsoft.com/japan/business/rfid/about/default.mspx 
総務省 http://www.soumu.go.jp/ 
「電子タグの高度な利活用に向けた取組」中間報告  

RFIDの利用方法 

単
体
利
用
か
ら
他
シ
ス
テ
ム
と
連
携
し
た
利
用
へ 

今後発展すると思われる ICタグシステム 

① 非接触バーコード 
 
 
② 自動認識ツール 
 
 
③ モノの固体管理 
データベース 
 

 

消費者向け 企業・組織向け 

・ 自動精算システム 
・ 入退場管理 
・ 情報家電操作 
・ 不特定者が利用する

PCのマイ端末化 
・ イモビライザー 
・ 歩行者 ITS 
・ 娯楽施設等のチケット 
・ 子供の位置確認 
・ 乗車券 
 

・ 物流・配送管理 
・ 商品マーケティング 
・ 航空手荷物管理 
・ SCM 
・ 万引き防止タグ 
・ 電子投票 
・ 電子シール 
（海上コンテナに設置） 
・ リサイクル・リユース 
・ バリアフリーの実現 
・ 食品品質期限管理 
・ 図書館の所蔵管理 



 

 20

「電子タグに関するプライバシー保護ガイドライン」 
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