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【電子・情報通信技術特集】 

米国の RFID 技術利用の最新動向（米国）  

 
RFIDは、Radio Frequency Identification（電波方式認識）の略で、微小な無線チ
ップにより人やモノを識別・管理する仕組みや技術のことである。主に流通業界でバ

ーコードに代わる商品識別・管理技術として研究開発が進められてきたが、最近では

それに留まらず社会のIT化・自動化を推進する上での基盤技術として注目が高まって
いる。本稿では、米国における RFID技術利用の最新動向を報告する。 
 
1．2004年の重要な RFID技術開発 

 
2004年になると、RFID技術は商業的な注目を集めることになった。2004年にみら
れた広範囲にわたる RFID技術開発を以下に紹介する。 

 
・ ヒューレット・パッカード社（カリフォルニア州パロ・アルト）、インテル社（カ

リフォルニア州サンタクララ）、サン・マイクロシステム社（カリフォルニア州サ

ンタクララ）などの主要な情報技術企業が RFID 技術に関連する研究開発プロジ
ェクトを開始した。 

 
・ IBM社（ニューヨーク州アーモンク）、マイクロソフト社（ワシントン州レドモン

ド）、オラクル社（カリフォルニア州レッドウッドシティ）、SAP 社（ドイツ、ワ
ルドルフ）などのソフトウェア・プロバイダーは、自社ソフトウェア・モジュー

ルを RFID対応にしているところである。 
 
・ RFID技術の提供事業者は、将来的には主要な成長市場となる可能性が高い同技術

の市場で、よい位置を占めようと第一歩を踏み出している。Matrics社（メリーラ
ンド州コロンビア）を買収した Symbol社（ニューヨーク州ホルツビル）や、Metget
社（スウェーデン、ロンネビュー）を買収した Sokymat 社のような企業買収は、
産業界の整理統合の最初の兆候であり、将来的には加速すると思われる。 

 
・ 米陸軍や政府機関の取り組み（米食品医薬品局が推奨する薬物への RFID 技術の

使用など）、あるいは、メトロ社（ドイツ、デュッセルドルフ）、ウォル・マート

社（アーカンソー州ベントンビル）、テスコ社（英国チェスハント）のような小売

業者の取り組みによって多種多様な RFID技術の普及活動が始まっている。 
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・ RFID によって可能になる支払い、発券業務、ID カードも注目を集めている。ア
メリカン・エキスプレス社（ニューヨーク州ニューヨーク）、マスターカード社（ニ

ューヨーク州パーチェイス）、ビザ社（カリフォルニア州フォスターシティ）は非

接触カードのパイロット・プロジェクトを開始した。 
 
・ RFID技術の提供事業者は、さらなる応用分野を探し出すために、RFID技術をセ

ンサー（例えば、冷蔵製品の温度センター）や他の無線技術（Wi-Fi 技術（注 1）な

ど）と組み合わせる実験を開始した。 
 
2．2005年の重要な RFID技術開発 

 
2005 年には、幅広い用途において RFID 技術が本格化した。RFID 技術は、製造、
ツールの安全性、そしてセキュリティに限定される専門的な技術であるということを

超えて、経済のあらゆる領域に影響を与えるような、非常に多くの領域で利用される

技術となっている。技術的障害や導入に関する課題はまだ残されているが、2005年に
行われた開発は RFID技術が影響力を及ぼす分野が何であるかの目安となる。 

 
最も重要なことは、2005年は主要な小売業者がこの技術の導入を開始した年となった
ことである。RFID 技術を先駆的に導入した主な企業はウォル・マート社とメトロ社の
2社であり、各社の RFIDイニシアティブ（注 2）に従って進んでいる。スケジュールとコ

ンプライアンス（法令遵守）要件の調整が必要であったが、大きな混乱は起きなかった。 
 
標準規格もより一層管理しやすくなり、主要地域－欧州、日本、北米－では、異な

る周波数帯域が割り当てられているものの、大きな改善がみられ RFID 技術の導入を
促進している。中国がどのような標準規格を採用するかが、今後の標準規格化の困難

さに繋がるであろう潜在的な問題となっている。その理由は、中国が多数の消費財の

主要な供給源となっているためである。 
 
RFID技術に関する特許のライセンス供与の問題も減少している。2005年 8月初め
に、RFID技術装置とソフトウェアの製造供給元 20社が集まり、RFID関連知的財産
のライセンス供与源を一元化することで RFID 技術開発の促進を目指したコンソーシ
アムを設立した。現在、次のような企業が同コンソーシアムの公式メンバーであり、

ターム・シート（注 3）に署名している：Alien Technology社（カリフォルニア州モーガ

                                                  
（注 1） ワイヤレス通信技術の一つ。 
（注 2）主導（自ら率先して先頭に立ち他を導くこと）、または発議（率先して提唱

する方針）。  
（注 3）融資契約等の条件。投資家等が会社に対して、どのような投資を行いたいかというプ
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ン・ヒル）、Applied Wireless Identifications Group（AWID）社（ニューヨーク州モ
ンシー）、Avery Dennison社（カリフォルニア州パサディナ）、Moore Wallace社（RR 
Donnelley社の子会社）（イリノイ州シカゴ）、Symbol Technologies, ThingMagic社
（マサチューセッツ州ケンブリッジ）、Tyco Fire & Security社（フロリダ州ボーカラ
トーン）、Zebra Technologies社（イリノイ州バーノンヒルズ）。コンソーシアムの活
動に参加するが、現時点ではまだメンバーでない企業は、Magellan Technology社（オ
ーストラリア、シドニー）、Precisia社（ミシガン州アナーバー；Flink Ink社（ミシ
ガン州アナーバー）の子会社）、Printronix社（カリフォルニア州アーヴィン）である。
Intermec Technologies社（ワシントン州エベレット）や Samsys Technologies社（カ
ナダ、リッチモンドヒル）がこのコンソーシアムには参加していないので、現在のよ

うな参加形態では、産業界が望んでいるような唯一のライセンス供与組織とはならな

い。とはいえ、RFID技術の市場への導入は加速されるだろう。 
 
2005年に安価なパッシブタグ（注 4）は実現しなかったが、多数の企業が印刷可能なタ

グ、新しい製造技術、および将来的に大幅なコスト削減につながるタグの種々の材料

を使った研究を始めている。コストの飛躍的な削減は、今後 2～3年では起こりそうも
ないが、かなりの数の企業が、将来有望な様々な方向性に向けて研究しているが、そ

れは将来的に大変重要なことである。 
 
プライバシーとデータ機密保護の問題に関しては、これまでのような理不尽な被害

妄想や不注意な過失に関する議論ではなく、その懸念を軽減する一方、重要な用途に

RFID 技術の使用を可能にする、管理しやすく信頼性の高い解決策の実施につながる

ような建設的な議論に移っている。 
 
以下に述べる 2005 年に進歩を見せた RFID 技術の 2 つの応用分野は、産業界全体
へ及ぼす影響が大きいため、言及する価値がある。 

 
（ 1）食品供給網への応用  
 
食品供給網、特にコールド・チェーン（注 5）での RFID技術の利用は、他の多くの用
途を開拓することになるだろう。水や金属の含有などのこの産業特有の悪条件を克服

することは、他産業におけるより堅固な RFID システムの使用を推進することに役立

                                                                                                                                                          
レゼンテーションを行うための比較的短い書面。 

（注 4）RFIDタグの種類の一つ。電池を内蔵せず 1m以下の近距離での交信が可能なタイプ
の無線ICタグのこと。なお、RFIDタグとは、バーコードのように読み取る事ができ
る、アンテナ付きの超小型の無線 ICチップの総称である。 

（注 5）冷蔵したまま産地から小売業者まで流通させる方法。 
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つ。さらに、食品産業は、大きなスケールで RFID 技術とセンサー技術（温度センサ
ーなど）を組み合わせる初の産業となると考えられ、その結果、RFID とセンサーを

組み合わせることで利益を得る他産業に方向性を示すことになる。多種多様な公的機

関が、食品産業とコールド・チェーン用途における RFID 技術の潜在的な利点を認識
している。企業、大学、団体そして政府組織は、この分野での RFID とセンサー技術
の研究を始めた。その例を次に示す。 

 
－ウォル・マート社は、自社の権限の及ぶ範囲で、食品とコールド・チェーンの物

流管理を研究している。 
 

－コールド・チェーン物流に特化した物流事業者 4社－Confederation Freezers社
（カナダ、ブランプトン）、P&O Cold Logistics社（オーストラリア、パラマッタ）、
Richmond Cold Storage社（バージニア州リッチモンド）－を含むコンソーシア
ムが RFID 用途の研究を行っている。物流管理ソフトウェア・プロバイダーであ
る Headwater Technology Solutions社（カナダ、マーカム）が同コンソーシアム
を主導し、ミドルウェア（注 6）を供給する CapTech Ventures社（バージニア州リ
ッチモンド）、リーダー（注 7）とタグを提供する Intermec 社、RFID インタロゲー
ター（注 8）を供給する LXE 社（ジョージア州ノークロス）が参加している。プロ
ジェクトの第 1 フェーズでは、コンソーシアムは、ウォル・マート社の指令（同
社から取引業者に対して出している、満たしてほしい要件）に応じることに焦点

を当てる。第 2フェーズでは、冷蔵貯蔵プロセスの合理化と改善に重点を置く。 
 

－フロリダ大学（フロリダ州ゲーンズビル）の食品流通小売業センターが、食品供

給チェーンのためのRFID技術と利用に関する研究のイニシアティブを開始した。
同センターは、実験室レベルでの研究を行うために冷蔵トラックと冷蔵室を使用

し、さらに Tanimura & Antle社（カリフォルニア州サリナス）、Fresh Del Monte 
Produce社（ケイマン諸島ジョージタウン；Del Monte Foods社（カリフォルニ
ア州サンフランシスコ）とはもう関係がない）そして Ballantine Produce 
Company 社（カリフォルニア州サンガー）と協力して実環境での研究を行った。
Publix Super Markets社（フロリダ州レイクランド）もこのイニシアチブに参加
した。Alien Technology 社（ニューヨーク州ホルツビル）は、タグを供給し、
Franwell 社（フロリダ州プラントシティ）、GlobeRanger 社（テキサス州リチャ
ードソン）、VeriSign社（カリフォルニア州マウンテンビュー）はソフトウェアと

                                                  
（注 6） OS上で動作し、アプリケーションソフトに対して OSよりも高度で具体的な機能を

提供するソフトウェア。OSとアプリケーションソフトの中間的な性格を持っている。 
（注 7）情報の読み取り装置。 
（注 8） 同上 
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ネットワーク・サービスを提供する。 
 

－自動識別・移動協会（AIM；ペンシルベニア州ウォレンデール）は、カンサス州
立大学（カンサス州マンハッタン）と協力して、動物追跡の試験を行った。AIM
は、現在、北米での食用動物識別のための RFID 技術に関するレポート発表を準
備している。そのレポートは、カナダと米国の政府の命令によって、家畜追跡を

改良するために始まったもので、動物追跡のためのRFID技術使用の提言となる。 
 

－北米最大の食品卸業者である Sysco社（テキサス州ヒューストン）は納入業者とと
もに、温度に敏感な食品を効率良く追跡するための RFID技術とセンサーの効率的
な使用方法の研究を行っている。3PL Solutions社（ネバダ州ラスベガス）は Alien 
Technology社のタグを用いる温度監視システムをこの研究のために供給した。 

 
（ 2）タグ付書類への応用  
 
図書館やオフィスなどで使用されるタグ付き書類のための RFID技術は、2005年に
はさらに一般的となり、消費者に知られるようになった。特に、この技術を使用した

図書館のセルフ・チェックアウト・カウンターは、この技術を幅広く知らしめる可能

性があり、潜在的な懸念を克服し、最終消費者にこの技術の利点を伝えることになる。

消費者のセルフ・ハンドリングへ RFID 技術を応用することを計画している全ての小
売業者やレンタル業者は、RFID を使用している図書館について詳細に調べるべきで

ある。 
 
－Checkpoint Systems 社（ニュージャージー州ソロフェア）は CD や DVD 用の

RFID を用いたセルフ・チェックアウト・システムである「DiscMate」を供給し
ている。このシステムは、既存の図書館システムに対応する。 

 
－Dynasys Technologies社（フロリダ州クリアウォーター）は、タグが取り付けら
れているファイルを収納・管理するための RFIDスマート・ラベルと、RFIDリー
ダーが備わっている書類棚と、ファイル検索システムを提供する。 

 
－Library Automation Technologies 社（ニュージャージー州サマーデール）の
「FlashScan」は、RFIDを使用した CDおよび DVDの貯蔵、販売、返却システ
ムを提供している。 

 
－VTLS社（バージニア州ブラックスバーグ）は、返却物の自動分類などを行う RFID
を使用した図書館向けの「Fastrac」を提供している。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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3．RFID技術の障害と課題 

 
2005年は RFID技術にとって明らかに重要な年であったが、今後数年の内にこの技
術が実際に期待通りの利益をもたらすことができるかを検証することも大変重要であ

る。投資に対する利益が十分であり、かつ利便性と安全性の利点がある場合にのみ、

この技術の導入が促進され、－この技術の使用が普及した結果として－RFID 技術の

領域、特に最終消費者向け用途がさらに広がるのである。ただし、普及のための障害

はまだ残っており、多くの業界関係者や多くの企業が期待しているように RFID 技術
を成功させるためには、さらに注意を払うべき大きな課題が残されている。 

 
・ ウォル・マート社とメトロ社が RFID 技術を推し進めている一方で、他の小売業

者は慎重な静観の構えを見せている。2005 年に、Saks 社（アラバマ州バーミン
ガム）の最高情報責任者であるビル・フランク氏、The Container Store社（テキ
サス州コッペル）の最高経営責任者であるキップ・ティンデル氏、Circuit City 
Stores 社（バージニア州リッチモンド）の最高情報責任者であるマイク・ジョー
ンズ氏、Gap 社（カリフォルニア州サンフランシスコ）運用戦略の統括責任者で
あるジェラルド・カニンガム氏らは、現在の誇大宣伝は時期尚早であるとの懸念

を示し、全社的な実施はまだ行わないことを表明した。 
 
・ 製造業と運輸／物流管理企業もまた、業界オブザーバーが予測する以上に慎重で

ある。Larstan Business Reportによると、83%の小売業者は、RFID技術から利
益を得るだろうということに同意あるいは強く同意しているが、製造業者と運輸

／物流管理企業の同意はそれよりも低い率（それぞれ 68%と 50%）である。 
 
・ RFIDパスポート導入の設定期日は、当初 2005年 10月 26日となっていた。しか

し、多くの国々が RFID パスポートへの取り組みを開始したものの、開発期間と
同様に標準規格と要求仕様が不明確であるため、導入が延期されており、米下院

が一年間の期日延長を可決した。どのくらいの国で、実際に新しいバイオメトリ

ック（注 9）・パスポートの発行が開始されるのかは分かっていない。 
 
・ 現在は地域によって、進む方向が幾分異なっている。北米の企業は、引き続き物

流、小売業そしてパスポート用途に焦点を当てている。これは、欧州にも当ては

まるが、欧州の企業は、小売業環境などに見られるような最終消費者向けの用途

に高い優先度を置いている。対照的に、アジアはセキュリティ、安全性そして支

                                                  
（注 9）指紋や眼球の虹彩、あるいは声などの人間 1人 1人に固有の身体的特徴によって本

人確認を行なう認証方式。 
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払い用途に焦点を当てている。用途の領域は重なっているものの、焦点が異なっ

ているため、今後 2 年間は早急な導入は困難となる可能性がある。肯定的な側面
は、地域によって優先度が異なるために、将来的には幅広い用途への技術の使用

を加速する RFID関連知識の大きなプールが形成されることである。 
 
・ タグとリーダーのコストの問題は、引き続き導入プロセスを遅らせている。全面

的に RFID に対応する供給チェーンを実現するためや、最終消費者向け用途を実
現するためには、ほぼ全ての製品カテゴリーの商品にタグを付けることが必要で

あるが、タグが依然として高価過ぎるため、その正当性が見いだせていない。 
 
・ RFID技術の精度と信頼性は、特に高濃度の水分・金属を含有する環境では、まだ

課題として残っている。この技術を多様な環境下で使用できるようにするために

は改善が必要である。 
 
・ プライバシーやデータ保護に関する規制などの RFID 技術に関する規制は、最終

的なものではないので、どのような種類のデータが集められ、どのような種類の

用途がこの技術によってサポートされるのかについて、ある程度の不確定さが生

じている。 
 
・ 非接触カード支払い用途は、2005年までの少なくとも 3年間は大変注目されたテ

ーマであったが、消費者やユーザー企業がこの技術を採用しようとする動きを促

すことができた企業はなかった。日本や香港での例外的な成功（注 10）は、非接触支

払いカードの成功が時間の問題であると推測できる十分な理由とは（特に欧州と

北米においては）なっていない。 
 
・ 支払いやセキュリティ以外の最終消費者向けの用途は、まだ実現していない。実

際に、ほとんどの消費者は、電子商品監視（EAS）や図書館の RFID を使用した
セルフ・チェックアウトなどの RFID 技術に遭遇していることすら知らない。消
費者が RFID 製品の購入を検討するようになるために、RFID 技術に関する教育
と周知のための時間が必要である。さらに、RFID技術を使用した医薬品キャビネ
ットや冷蔵庫を実現するためには、十分な数の製品にタグ付けがなされることが

必要となる。そのためには、コストと導入に関する問題があるため、ある程度の

時間が必要である。 
 

                                                  
（注 10）日本では、JR東日本や JR西日本の非接触 IC乗車券「Suica（スイカ）」「ICOCA

（イコカ）」、電子マネーの「Edy」などが、香港では域内共通の非接触 IC乗車券
＆電子マネーである「八達通（オクトパスカード）」などの普及が進んでいる。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート973号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/973/
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4．2006年に期待される成果 
 
・ さらに多くの小売業者や製造業者がこの分野、あるいはメトロ社、ウォル・マー

ト社および米国防総省が取り組んでいるイニシアティブに参加するようになるた

め、概して、RFID 技術の導入は増加するだろう。このような共同開発によって、
RFID産業は、必ずしも大幅ではないが、健全に成長していくだろう。 

 
・ 多数の新規事業者や既存企業の参加から、少数の有力なプレイヤーの出現する形

へと、産業構造も変化し始める。産業界の整理統合と、主要なプレイヤーによっ

て強まる引力が、ハードウェア、ソフトウェア、統合・実施サービスなどの全て

の領域に影響を与えることになる。 
 
・ 2005 年は主に地域的に孤立したイニシアティブが見られたが、2006 年の RFID

技術の状勢図では国際協力がより一層重要な部分を占めると考えられる。より一

層利益を得るために、アジア、欧州、北米の企業や政府は協力を行うだろう。飛

躍的進歩は現れないだろうが、協力的なプロセスが開始することは、産業界の将

来的な発展や技術の導入にとっては必要不可欠である。 
 
・ 中国とインドは、2006年に RFID分野に参入する。中国は、先進国に大量の製品

を供給しているため、ソースタギング（注 11）の圧倒的な拠点になることから、中国

の参加は重要である。それに対してインドは、情報技術産業では強い存在感があ

るため、RFID技術開発をさらに進めることができるだろう。一般的に、アジアの
RFID技術に対する経済的な関心が高いため、2006年の RFID技術の利用は発展
すると思われる。 

 
・ 非接触カードの利用は、用途と地域によって、その発展は異なってくる。RFID技

術を使用したセキュリティ・バッジ（注 12）は世界的により一層普及するだろう。新

しいバイオメトリック・パスポート－もし現在の設定期日がそのままならば－身

分識別とセキュリティの市場に影響を与える。支払い用途としては、発券用途で

のみ非接触カードが好まれるだろう。それに対して、非接触クレジットカードな

どによる実際の支払い用途は、北米と欧州へは著しい影響を与えないが、アジア

では、この用途に大きな可能性のあることが明らかになるだろう。 
 
・ もう少し推測を進めると、2006 年は、最終消費者市場をターゲットにした初の

RFID製品（非接触カードや近接通信用途以上のもの）が登場するだろう。これら
の製品は、もし発売されるのであれば、RFID技術を使用した医薬品キャビネット

                                                  
（注 11）  RFIDタグ等を商品の製造や梱包、または物流段階で商品に装填・内蔵すること 
（注 12） 出退勤管理用などの個人識別バッジ。 
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（薬品用の RFID タグの使用を米食品医薬品局が推奨し、タグ付き製品の基礎的
なインフラが構築されている）や、ビデオテープや本の分類などに使用するため

に、消費者がタグを自分で使用できる（よって、タグ付き商品の確立されたイン

フラを必要としない）RFIDキットなどのような、専門化した明確な用途に焦点を
当てられたものになるだろう。 

 
2006年は、各種の PFID技術の利用法がシナジー的（相乗的）に行われる年になる
だろうか？ 2006 年に起こりうる大きな発展の一つは、それぞれが用途開発と普及率
に多大な影響を与える個々の開発同士が融合していくことである。様々な産業と応用

分野が、RFID 開発の様々な焦点を作り出す。供給チェーンと物流用途－投資収益率

によって動かされる－が、RFID 技術のコスト削減に貢献する。食品産業、特にコー

ルド・チェーン用途が、RFID／センサーの結合を発展させている。図書館や政府機関
は、セルフ・チェックアウト／チェックイン・ステーションを導入しているところで

ある。製薬業界は、製品認証用途に取り組んでおり、さらに非接触のパスポート、発

券および支払いがプライバシーとセキュリティ問題のための知見と解決策をもたらし

ている。 
 
これらの各種の産業における経験が増加し、専門知識が育成されることによって、

－もし、異なる産業に属する参加者と解決策の提供者との間で知識と技術の交換が行

われるならば－以下に示すように RFID 技術とその利用の目覚ましい発展につながる。 
 
・ 他産業の解決策を受け入れることで、既存の利用法が大きく改善する。 

 
・ ある産業で行われている各種の PFID 技術の利用法が融合することで、同技術を

利用することの利点を他産業に移転することが可能になる。 
 
・ 様々な解決策を組み合わせることで、全く新しい利用法が可能になる。 

 
以上 

翻訳・編集：NEDO情報・システム部 
 

（出典： SRI Consult ing Business  Intel l igence Explorer Program）  
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