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あ ら ま し

富士通フロンテックは，現場の生産性向上，セキュリティ向上，顧客サービス向上

などのキーデバイスとして世界的に導入が進んでいるUHF帯RFID（Radio Frequency 
IDentification）のエキスパートとして，関連製品の開発はもとより，お客様の現場へ
UHF帯RFID導入を支援するサービスを進めている。これらの製品・サービスを使って，
富士通グループではRFIDを適用した各分野のソリューションを提供しており，その品揃
えも充実してきた。

本稿では，富士通グループがUHF帯RFIDの製品開発に取り組んだ背景とオンリーワ
ン製品化を進めるため，お客様の業務，用途に最適化してきたアプローチ，および代表

的な運用事例を紹介する。

Abstract

UHF-band Radio Frequency IDentification (RFID) is being increasingly widely 
adopted across the world as a key device for the improvement of work site productivity, 
security and customer services.  Fujitsu Frontech, which is an expert in this RFID, 
is working not only on the development of related products but also on a service to 
assist customers with the introduction of UHF-band RFID in their sites.  The Fujitsu 
Group uses these products and services to offer solutions that make use of RFID for 
various fields with an increasingly wider selection of products.  This paper describes 
the background of the development of UHF-band RFID products by the Fujitsu Group.  
It also presents the approaches that are optimized for customers’ operations and 
applications to build unique products and representative operation examples.
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また，特に米国・欧州のアパレル業界でタグを
活用する事例が多くなっているほか，家電，医薬品，
書籍などの商品管理にも適用が拡大している。
海外では流通業，小売業を中心に，2012年には

UHF帯RFIDタグの出荷がHF帯RFIDタグに比べ
て2倍になり，年間数十億枚規模で使用されており，
今後も大幅な成長が見込まれている。
（2） 日本での普及状況
近年，日本でも商品管理などのバーコードに代
わる手段というだけではなく，UHF帯RFIDタグ
を使った新しい業務改革への関心が多くの企業で
高まっている。また，実際に導入している企業も
着実に増えている。
その背景にあるのが，UHF帯RFIDタグの性能
の進化やコストの低下である。2006年度と2012年
度のFTECのRFID製品を比較すると，読み取り距
離は4倍，タグサイズは30％小型化しており，価
格は1/4以下となっている。屋外使用や洗濯使用な
どの耐環境性や耐久性も大幅に向上している。ま
た，各分野・業務を対象にUHF帯RFIDタグを使っ
たソリューション構築実績が積み重なり，各業界・
団体での仕様・運用の標準化も行われ，普及のた
めの環境や制度も整備されてきている。

UHF帯RFIDタグの特徴

UHF帯RFIDの特徴を図-1に示す。UHF帯RFID
は，同じ商品でも個別に管理することができる個
体識別情報を持っていることから，今話題のビッ
グデータ活用のキーデバイスとして期待されて
いる。
クラウドサービスを使い，UHF帯RFIDタグか
ら取得した大量の個体識別情報を収集・分析する
ことで，現場での商品の動きや状況を見える化
し，そこからユーザニーズや新たな傾向の把握な
ど，マーケティング情報を収集することでビジネ
スチャンスの拡大につなげることも可能になる。
また，複数同時かつ非接触での読取り（例えば
ダンボール箱を開梱しなくても検品が可能）など，
バーコードにない特徴を生かすことで，圧倒的な
「現場の生産性向上」を図ることもできる。

FTECのUHF帯RFID関連技術の強み

FTECは，日本国内でUHF帯RFIDの利用が可能

UHF帯RFIDタグの特徴

FTECのUHF帯RFID関連技術の強み

ま　え　が　き

圧倒的な生産性向上と現場の見える化を図る
「UHF帯RFID（Radio Frequency IDentifi cation）」
は，ビッグデータ活用のキーデバイスとして期待
されている。
バーコードにはない特徴を持ち，世界的に普及
が進むRFIDタグにおいて，現在，UHF帯RFID分
野で国内No.1の出荷実績を持つ富士通グループで
は，導入検討から製品開発，システム構築，運用
までの総合的な支援ができるという強みを生かし，
様々な業種業態の企業にUHF帯RFIDタグを活用
したトータルソリューションを提供している。
富士通フロンテック（FTEC）では，リーダラ
イタ，RFIDタグなどの製品開発，ミドルウェアの
提供を担当し，富士通グループではシステム構築，
ソリューションの提供を行い，ビジネスを推進し
ている。

RFIDタグとは

RFIDは，RFIDタグと呼ばれる媒体に記憶され
た個体識別情報を無線通信によって読み書きする
自動認識システムのことである。RFIDタグには
使用する周波数帯によっていくつかの種類がある。
短波帯の電波を使った「HF帯RFIDタグ」は，数
十cm以下の距離の認証を行う。主に電子マネーや
交通系のICカード，入場券，社員証などに使われ
ている。
一方，現在注目されているのが極超短波帯の電
波を使った「UHF帯RFIDタグ」である。数m程度
の長い通信距離と広い指向性を有し，複数枚の一
括読取りが可能な上に，低コストで様々な形状の
ラベルなどに対応できることから，物流センター
や店舗での検品，在庫管理などに幅広く利用で
きる。
（1） 海外での普及状況
現在，海外の流通業，小売業などを中心に，こ
のRFIDタグの普及が進んでいる。従来は，ケース
やパレットなどの物流単位の商品管理に使われて
きたが，個品の管理にシフトしつつあり，米国の
大手スーパーマーケットでは，20億枚を超すRFID
タグを取り付けて管理するプロジェクトを進めて
いるという事例もある。

ま　え　が　き

RFIDタグとは
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支援している。

運用事例の紹介

次に，国内でRFIDを実際に運用している事例の
中から，代表的なものをいくつか紹介する。
（1） 現場の生産性向上～作業の省力化やトレーサ
ビリティを実現～
UHF帯RFIDタグの導入のメリットは，何といっ
ても「現場の生産性向上」にある。
例えば，産業ガス業界の各企業では，高圧ガ
ス容器の管理にUHF帯RFIDタグを活用している
（図-2）。一般に高圧ガスは専用容器にガスを充填
して顧客に納入されるが，この容器は5年に一度
の耐圧試験などの容器再検査が義務付けられてお
り，容器の期限管理，移動履歴管理，放置・紛失・
長期滞留の撲滅を図るために容器のトレーサビリ
ティを強化する必要がある。そのため，高圧ガス
容器にUHF帯RFIDタグを貼付し，ユーザメモリ
に固有の情報を格納して情報管理するシステムを
構築し，運用している。これにより容器の所有者
や長期停滞容器の特定といった情報の把握が容易
になり，保安面の強化，移動履歴管理の徹底，資
産管理の強化を図っている。
また，FTECを含む複数の製造現場では，部品サ
プライヤの協力を得てUHF帯RFIDタグを内蔵さ
せた部品調達かんばんシステムを，EDI（Electronic 

運用事例の紹介

になる以前より，一貫してUHF帯RFID関連技術
の開発を進めてきており，以下の強みを持つ。
（1） RFID製品開発のエキスパート
タグチップ，タグアンテナ，材料・構造設計，リー
ダライタ機器，関連ミドルウェアなど，RFID関連
技術全体をカバーする強力な開発・顧客導入支援
体制。
（2） 製造
国内自社工場での製造をとおして蓄積してきた
品質管理・製造ノウハウと安定的な供給。
（3） 導入支援サービス
運用に即した機器構成や環境設定の提案。電波
対策などの事前の検証作業など。
（4） 実績
国内外1500万枚の出荷実績を持つソフトリネ
ンタグをはじめ数々のオンリーワン製品の提供。
UHF帯RFID製品で出荷実績国内No.1，出荷枚数
は累積で約2000万枚。
これらの強みを生かし，FTECは富士通グルー
プのソリューション提供と併せて，工程管理・入
出荷管理や重要書類，媒体管理，商品管理，通い
箱管理，ユニフォーム，リネン品管理，入退管理・
所在管理など，お客様の現場における様々なシー
ンにUHF帯RFIDソリューションの適用を広げる
ことで，「現場の生産性向上」を実現し，更に，「セ
キュリティの向上」や「顧客サービスの向上」を

図-1　UHF帯RFIDの特徴
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されるのが，生産性の向上を実現しつつ，同時に「顧
客サービスの向上」につなげるというものである。
東京都内の複数の書店では，書籍などの個品管
理にUHF帯RFIDタグを活用している。商品の一
括読取りが可能となったことで，一つひとつ商品
を取り出してバーコードをスキャンする手間が省
け，商品の棚卸し作業などの大幅な時間短縮・省
力化を図ることができた。また，お客様から要望
された商品の検索をスピーディに行えるようにな
り，顧客満足度も向上した。
更に，あるリース会社では，リース用のカゴ車
にUHF帯RFIDタグを取り付け，顧客である借り
手側で，商品配送・在庫管理などの情報管理がで
きるシステムを提供し，レンタルカゴ車の付加価
値を高めた新たなビジネス展開を実現している例
もある（図-4）。

今後の展開

FTECでは，UHF帯RFIDソリューションの今後
の展開として，様々な業界のお客様と提携を進め，
協力して国内外でRFIDの一層の普及を図ろうとし
ている。
例えば，書籍・書類の分野では，大日本印刷株
式会社様と共同で，1～ 2 mmの間隔で100枚ほど
重なっても一括読取りできる低価格でコンパクト
なUHF帯IC小型ラベルタグを製品化した（図-5）。
この製品は，サイズが55×15 mmと小型で，価格
も1枚10円台と従来品に比べて大幅な低価格を実現
しながら，通信距離は約5 mと優れた性能を備えて
おり，物流や流通，金融，医療など，幅広い分野
の業務効率化に最適である。
アパレル業界では，アパレル製品には必須のブ
ランドタグにおいて，国内・海外を合わせて年間

今後の展開

Data Interchange）とRFID付きかんばんを組み合
わせて運用することで，検収や棚卸しを効率化し，
部品在庫の削減に効果を上げている。
（2） セキュリティの向上～制服・重要媒体・入退
構管理に活用～
UHF帯RFIDタグの適用は，生産性の向上とと
もに，「セキュリティの向上」にも結びついている。
例えば近年，ユニフォーム（制服）を使った犯罪
が増加傾向にある。ユニフォームはその企業や団
体の「顔」であり，悪用されると企業イメージや
信頼性に影響を与えることになりかねない。
国内の複数のホテルや運輸業などの企業では，
お客様サービスを提供する現場でのユニフォーム
管理の効率化や個体管理強化を目的に，ユニフォー
ムにソフトリネンタグ（図-3）を取り付けている。
タグIDと社員番号をひも付け，貸出し/返却時の受
渡し間違いや不正使用を防止するとともに，一括
読み取りでユニフォーム検品作業を効率化し，ユ
ニフォームの貸出し・返却・廃棄作業などの省力
化を実現している。
また，データセンターや金融機関などの個人情
報を扱う企業では，重要書類やCD，DVDなどの個
人情報の入った記録媒体の閲覧や持ち出し管理に
UHF帯RFIDタグを活用し，情報漏えいの防止に
効果を発揮している。
更に，高セキュリティが要求される施設の入退
構管理にUHF帯RFIDタグ付きの入構カードを利
用し，車両の中の搭乗者全員（車に乗車したまま）
の一括検知などを行って，リアルタイムの入構者
把握を実現している企業もある。
（3） 顧客サービスの向上～店舗での書籍管理・商
品の高付加価値化～
今後，UHF帯RFIDタグの用途として拡大が予想

図-2　ガス容器管理タグとその取付け状態 図-3　国内外で圧倒的なシェアを持つソフトリネンタグ
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算の各作業で大幅な効率化を実現している。
アパレル業界では，RFID採用の機運が高まって
おり，2013年度は複数のアパレル業様での展開が
期待されている。

む　　す　　び

富士通フロンテックでは，各種業界･業態のニー
ズに適したリーダライタなどの機器や，RFIDタグ
を開発･提供し，これを用いて富士通グループでは，
各業種向けSI（System Integration）サービスや
クラウドサービスに，UHF帯RFID技術を融合し
たトータルソリューションを通じて，企業の生産
性向上や現場の見える化を実現していく。更に今
後は，UHF帯RFIDタグから収集した大量のデー
タを蓄積・分析することで，新たな価値の創出や
企業サービスの向上につながるビッグデータ活用
の支援も進めていく。

む　　す　　び

図-4　カゴ車専用タグとその取付け状態

図-5　小型ラベルタグ

図-6　テンタック様と共同開発したブランドタグ

約12億枚の出荷実績を有するテンタック株式会社
様と共同でUHF帯RFID付きブランドタグを開発
した（図-6）。これを用いて物流コスト削減，店
舗での店員作業の軽減，顧客購買行動の把握など，
業務効率化と経営力強化に直結するRFIDシステム
の実現を目指している。2013年6月時点でBEAMS
様の12店舗で，このRFID付きブランドタグを用い
た店舗システムが稼働しており，物流，棚卸，精
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