
 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業 

（ＲＦＩＤを用いたサプライチェーン高度化に関する調査） 

 

 

調査報告書 

 

 

 

 

 

 

平成３１年３月１９日 

 

みずほ情報総研株式会社 

 



 

 

 

 



 

i 

 

目次 

1 本調査の概要 ................................................................................................................... 3 

1.1 本調査の目的............................................................................................................ 3 

1.2 本調査の内容と実施スケジュール ........................................................................... 5 

1.2.1 本調査の内容 .................................................................................................... 5 

1.2.2 本調査の実施スケジュール .............................................................................. 8 

2 RFID に関する動向の調査 .............................................................................................. 9 

2.1 電子タグ ................................................................................................................... 9 

2.1.1 発行及び活用動向（世界及び国内の発行枚数、使途等） ............................... 9 

2.1.2 低価格化の動向 ............................................................................................... 16 

2.1.3 性能の動向 ...................................................................................................... 23 

2.1.4 厚さ及び大きさの動向 .................................................................................... 25 

2.2 電子タグの実装 ...................................................................................................... 27 

2.2.1 個品単位の電子タグの実装動向及び実装の技術（特にソースタギングの動向

及び技術） .................................................................................................................... 27 

2.2.2 梱包単位の電子タグの実装動向及び実装の技術............................................ 31 

2.2.3 パレット等単位の電子タグの実装動向（パレット、かご台車、番重、通い容

器等）  ........................................................................................................................ 32 

2.3 リーダー ................................................................................................................. 34 

2.3.1 出荷数量、価格、大きさ、使途の動向（ハンディ、ゲート、スマートシェル

フ等）  ........................................................................................................................ 34 

2.3.2 性能の動向（消費財サプライチェーンにおける正確かつ効率的な読取に資す

る技術等） .................................................................................................................... 39 

2.3.3 読取処理スピードの動向（消費財サプライチェーンの実務に耐えうるスピー

ドの実現状況等）.......................................................................................................... 40 

2.3.4 任意の電子タグの読み分け技術の動向 .......................................................... 41 

2.4 電波環境 ................................................................................................................. 43 

2.4.1 サプライチェーンにおける電子タグの読取精度を高めるための取組動向（工

場、倉庫、店内等） ...................................................................................................... 43 

2.5 コード体系 ............................................................................................................. 44 

2.5.1 EPC Tag Data Standard の利用動向（特に SGTIN、SSCC 及び GRAI） 44 

2.5.2 （EPC Tag Data Standard から外れる）非標準コードの利用動向............. 45 

2.6 データ活用及びコスト ........................................................................................... 48 

2.6.1 EPCIS の利用動向（特に個品単位の電子タグのデータを扱うもの） ......... 48 



 

ii 

 

2.6.2 電子タグから取得したデータの活用動向 ...................................................... 49 

2.6.3 個品単位の電子タグの情報をサプライチェーンで共有する場合のコスト（消

費財の全てに電子タグが実装され、サプライチェーン各層の出荷・入荷・販売時に

EPCIS 上の当該商品のステータスを書き換える場合におけるデータ容量、トランザク

ション数及びサーバー維持・運用コストを試算するもの） ........................................ 52 

2.7 消費者及び環境 ...................................................................................................... 55 

2.7.1 消費者宅での電子タグの活用方法 ................................................................. 55 

2.7.2 プライバシーへの対応方法（購入した商品が何かを第三者に知られ得る不安

への解消方法） ............................................................................................................. 56 

2.7.3 電子タグの環境への影響（消費財の全てに電子タグが実装された場合の環境

への影響） .................................................................................................................... 60 

3 ロードマップの改訂 ...................................................................................................... 62 

4 サプライチェーンにおけるＲＦＩＤを用いた連携の在り方 ........................................ 72 

4.1 調査のアプローチ .................................................................................................. 72 

4.2 RFID 活用効果の整理 ............................................................................................ 73 

4.3 まとめ .................................................................................................................... 81 

 

 

 



 

3 

 

1 本調査の概要 

 

 

1.1 本調査の目的 

 

経済産業省による平成 28 年度商取引適正化・製品安全に係る事業（流通・物流分野にお

ける RFID を用いた生産性の高度化等に関する調査）（以下、適宜「経済産業省平成 28 年

度調査」と記す）では、サプライチェーンにおける電子タグの活用の在り方、個品管理の

実現に向けた解決すべき課題の整理とロードマップについて検討を行い、その結果、コン

ビニエンスストア事業者 5 社と共同で「コンビニ電子タグ 1000 億枚宣言」を策定し、一

定の留保条件の下、2025 年までに全ての取扱商品に電子タグを取り付け、商品の個品管理

を実現することを宣言した。 

 

平成 29 年度に経済産業省殿や新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）が実施し

た先導研究事業「IoT を活用した新産業モデル創出基盤整備事業／IoT の社会実装推進に向

けて解決すべき新規課題に関するシステムの開発」の「電子タグを用いたサプライチェー

ンの情報共有システムの構築に関する研究開発」（以下、適宜「NEDO 平成 29 年度研究開

発」と記す）では、サプライチェーンに流通する商品の過程の可視化を目的とした RFID

利用環境構築の一環として、サプライチェーン各層事業者（メーカー、物流、卸、コンビ

ニエンスストア事業者の配送センターや店舗）で管理される商品の流通に関する情報を共

有する仕組みとなる EPCIS（Electronic Product Code Information Services）の新仕様を

策定し、その仕様に則った情報共有システムを試作開発すると共に、当該システムを適用

した情報共有の実証実験を実施した。 

 

平成30年度NEDOは先導研究事業「IoTを活用した新産業モデル創出基盤整備事業／IoT

技術を活用した新たなサプライチェーン情報共有システムの開発」の「国内消費財サプラ

イチェーンの効率化の研究開発」（以下、適宜「NEDO 平成 30 年度研究開発」と記す）に

おいて、国内消費財サプライチェーンへの EPCIS の適用に必要となる事項（データ共有モ

デルの策定、標準ボキャブラリやマスタ・データの整備等）の検討及びサプライチェーン

プレーヤー（メーカー→中間流通→小売→消費者）のメリットの検討を行い、ソースタギ

ングによる商品をサプライチェーンプレーヤー間に流通させる実証実験の実施を通じてそ

の有用性の確認を行う予定である。 

 

本調査業務では、このような背景を踏まえ、近年の RFID に関する市場（国内外市場規

模や使途の動向など）、技術（低価格化に向けたシリコンチップ微細化や有機半導体を用い

た印刷よる集積回路形成等）などの最新動向を調査し、その結果を踏まえて平成 28 年度
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RFID 調査で作成したロードマップの改訂を行う。さらに、国内消費財サプライチェーンに

関わる全てのプレーヤーのメリット・デメリット、および食品廃棄ロス削減などの環境負

荷削減、災害時における迅速かつ適切な救援物資の配給実現などの防災対策、少子高齢化

の進展に伴う物流・小売での人手不足の解消など実現される社会公益を明らかにし、ロー

ドマップの改訂を踏まえて RFID がソースタギングされた消費財を流通させる場合に全て

のプレーヤーが適正かつ公正に便益を享受できるサプライチェーンにおける情報共有等連

携の在り方について提示することにより、我が国におけるスマートサプライチェーンの実

現に資する。 
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1.2 本調査の内容と実施スケジュール 

 

 

1.2.1 本調査の内容 

 

本調査の全体像を図 1.1 に示す。 

 

 

図 1.1 本調査の全体像 

 

本調査の実施内容は以下の通りである。 

 

（１）RFID に関する動向の調査 

【実施内容】 

既存の調査や文献等の活用、事業者または有識者へのヒアリング等を通じて、以下

の調査を行う。 

ア．電子タグ（４事項） 

 発行及び活用動向（世界及び国内の発行枚数、使途等） 

 低価格化の動向（チップ、アンテナ、アンテナへのチップ実装、タグ加

工、エンコードの技術及びコスト等） 

 性能の動向（拭かされた機能、耐熱性、耐冷性、耐衝撃性、耐久性、金

属・水分の読み取り精度等サプライチェーンでの活用に関する性能） 

 厚さ及び大きさの動向（数センチの消費財への実装可能性等） 

イ．電子タグの実装（３事項） 

 個品単位の電子タグの実装動向及び実装の技術（特にソースタギングの

動向及び技術） 

 梱包単位の電子タグの実装動向及び実装の技術 
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 パレット等単位の電子タグの実装動向（パレット、かご台車、番重、通

い容器等） 

ウ．リーダー（４事項） 

 出荷数量、価格、大きさ、使途の動向（ハンディ、ゲート、スマートシ

ェルフ等） 

 性能の動向（消費財サプライチェーンにおける正確かつ効率的な読取に

資する技術等） 

 読取処理スピードの動向（消費財サプライチェーンの実務に耐えうるス

ピードの実現状況等） 

 任意の電子タグの読み分け技術の動向 

エ．電波環境（１事項） 

 サプライチェーンにおける電子タグの読取精度を高めるための取組動向

（工場、倉庫、店内等） 

オ．コード体系（２事項） 

 EPC Tag Data Standard の利用動向（特に SGTIN、SSCC 及び GRAI） 

 （EPC Tag Data Standard から外れる）非標準コードの利用動向 

カ．データ活用及びコスト（３事項） 

 EPCIS の利用動向（特に個品単位の電子タグのデータを扱うもの） 

 電子タグから取得したデータの活用動向 

 個品単位の電子タグの情報をサプライチェーンで共有する場合のコスト

（消費財の全てに電子タグが実装され、サプライチェーン各層の出荷・

入荷・販売時に EPCIS 上の当該商品のステータスを書き換える場合にお

けるデータ容量、トランザクション数及びサーバー維持・運用コストを

試算するもの） 

キ．消費者及び環境（３事項） 

 消費者宅での電子タグの活用方法 

 プライバシーへの対応方法（購入した商品が何かを第三者に知られ得る

不安への解消方法） 

 電子タグの環境への影響（消費財の全てに電子タグが実装された場合の

環境への影響）任意の電子タグの読み分け技術の動向 

 

【実施目的】 

 ロードマップの検証及び改訂に必要になる、RFID の「現状」と「短期的な将

来」、及び「中長期的な将来」を、技術面及び運用面の双方から把握する。 

 既存ロードマップの作成の目的を踏まえ、コンビニエンスストア（CVS）や

チェーンドラッグストア（CDS）等の全商品への RFID 貼付による期待され
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る効果と現実的な課題、及び「全商品への RFID 貼付」についての前提条件

等を把握する。 

 商品への RFID 貼付を前提としたサプライヤーや消費者の利便性拡大の観点

での期待される効果と現実的な課題等を把握する。 

 

（２）ロードマップの改訂 

【実施内容】 

（１）の調査結果を踏まえ、平成 28 年度商取引適正化・製品安全に係る事業（流通・

物流分野における RFID を用いた生産性の高度化等に関する調査）において作成した

ロードマップを改訂する。 

【実施目的】 

 経済産業省平成 28 年度調査において作成したロードマップ（以下「既存のロ

ードマップ」と記す）を改訂した、ロードマップ（平成 30 年度改訂版）を作

成する。 

 

（３）サプライチェーンにおける RFID を用いた連携の在り方 

【実施内容】 

ロードマップ改訂を踏まえ、ソースタギングされた消費財を流通させる場合に適正

かつ公正にその便益をサプライチェーンで共有するために必要なサプライチェーン各

層の連携の在り方を調査する。 

具体的には、電子タグ（SGTIN がエンコードされたもの）がソースタギングされた

商品が流通し、メーカー、物流、卸、小売、消費者のデータが連携されることを前提

にサプライチェーンの各プレーヤーのメリットとデメリット、及び実現される社会公

益（環境負荷削減、防災対策等）の調査を行う。 

【実施目的】 

 RFID によるサプライチェーン上のデータ連携を前提として、各プレーヤーが

得られるメリット及びデメリットを提示する。 

 定量的な効果を見込むことができるものに関しては定量的な推計を試行する。 

 RFID により得られる社会公益（環境負荷削減や防災対策）の洗い出しを行う。 
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1.2.2 本調査の実施スケジュール 

 

本調査の実施スケジュールを図 1.2 に示す。 

 

 

図 1.2 本調査の実施スケジュール 
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2 RFIDに関する動向の調査 

 

2.1 電子タグ 

 

2.1.1 発行及び活用動向（世界及び国内の発行枚数、使途等） 

 

（１）パッシブタグの市場規模 

パッシブタグ（UHF 帯、HF 帯、LF 帯）の市場規模を図 2.1 及び図 2.2 に示す。UHF

帯電子タグの伸びが顕著なことが見て取れる。 

 

 

(出所)  MarketsandMarkets「GLOBAL FORECAST TO 2023」よりみずほ情報総研作成 

図 2.1 パッシブタグ市場（個数）（世界）（分野毎） 

 

 

(出所)  MarketsandMarkets「GLOBAL FORECAST TO 2023」よりみずほ情報総研作成 

図 2.2 パッシブタグ市場（金額）（世界）（分野毎） 
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（２）用途毎の市場規模 

UHF 帯電子タグの用途別の発行個数を図 2.3 に示す。小売でもアパレル・靴の伸びが顕

著ではあるが、小売でもそれら以外（特に企業や偽造防止等）の大きな伸びが期待されて

いることが見て取れる。 

物流に目を向けると、図 2.3 では伸びはそれほど大きくないと見ているが、異なる調査

（図 2.4 参照）では（グループ化の違いはあるものの）分野別ではトップの伸びになると

見ており、小売と同様、大きな伸びが期待されていると考えられる。 

 

 

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2028 

CAGR 

(2017-2028) 

Retail apparel and footwear 7,350 8,000 9,100 10,800 14,000 17,500 21,000 45,000 18% 

Retail-other 

 (inc. anti counterfeiting) 
415 500 675 800 1,000 1,800 2,800 30,000 48% 

Medical/health care 400 520 590 725 1,000 1,300 1,600 5,000 26% 

Assets, parts, logistics 

containers 
1,850 2,000 2,275 2,600 3,300 3,800 4,200 5,500 10% 

Air baggage and cargo 100 180 235 400 750 1,250 2,000 3,600 39% 

Access Control/ticketing 15 15 18 30 50 85 85 85 17% 

Sensors & Embedded (I2C etc) 4 5 5 5 6 7 11 300 48% 

People 55 60 70 85 100 180 200 400 20% 

Other 230 240 250 275 300 350 290 500 7% 

Total (million) 10,419 11,520 13,218 15,720 20,506 26,272 32,186 90,385 22% 

(出所)  IDTechEx「RFID Forecasts, Players and Opportunities 2018-2028」よりみずほ情報総研作成 

図 2.3 UHF帯電子タグ市場（個数）（世界）（分野毎） 
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

CAGR 

(2017-2023) 

Retail 3793 4767 5377 6290 7188 8151 9674 16.9% 

Logistics & Supply Chain 2739 3180 3819 4424 5080 6221 7620 18.6% 

Security & Access Control 545 588 655 704 749 849 962 9.9% 

Transportation 778 878 976 1071 1162 1250 1335 9.4% 

Agriculture & Animal Tracking 92 99 110 118 154 140 157 9.3% 

Defence 234 252 279 297 310 347 389 8.8% 

Sports 236 271 320 366 413 495 588 16.4% 

Healthcare 195 227 280 322 368 420 479 16.1% 

Aerospace 34 42 49 57 65 72 80 15.1% 

Commercial(Smart ticketing, 

Parking management, 

Advertising etc.) 

1617 1859 2210 2534 2875 3477 4221 17.3% 

Target market 7310 8825 10172 11785 13430 15622 18628 16.9% 

(出所)  MarketsandMarkets「GLOBAL FORECAST TO 2023」よりみずほ情報総研作成 

図 2.4 UHF帯電子タグ市場（個数）（世界）（分野毎） 
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UHF 帯電子タグの用途別の市場価値を図 2.5 に示す。図 2.3 と同様、小売でもアパレル・

靴の伸びが顕著ではあるが、小売でもそれら以外（特に企業や偽造防止等）の大きな伸び

が期待されていることが見て取れる。 

物流に目を向けると、図 2.5 では伸びはそれほど大きくないと見ているが、異なる調査

（図 2.6 参照）では（グループ化の違いはあるものの）分野別ではトップの伸びになると

見ており、小売と同様、大きな伸びが期待されていると考えられる。 

 

 

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2028 

CAGR 

(2017-2028) 

Retail apparel and footwear 426.3 448 491.4 572.4 728 892.5 1,050.00 1,845.00 14% 

Retail-other 

 (inc. anti counterfeiting) 
24.07 28 36.45 42.4 52 91.8 140 1,230.00 43% 

Medical/health care 23.2 29.12 31.86 38.43 52 66.3 80 205 22% 

Assets, parts, logistics 

containers 
203.5 206 222.95 244.4 297 304 323.4 385 6% 

Air baggage and cargo 5.8 10.08 12.69 21.2 39 63.75 100 147.6 34% 

Access Control/ticketing 0.87 0.84 0.97 1.59 2.6 4.34 4.25 3.49 13% 

Sensors & Embedded (I2C etc) 4 4.9 4.8 4.65 5.4 6.02 9.02 72 30% 

People 6.05 6.18 6.86 7.99 9 14.4 15.4 28 15% 

Other 13.34 13.44 13.5 14.58 15.6 17.85 14.5 20.5 4% 

Total (million) 707.13 746.56 821.48 947.63 1,200.60 1,460.96 1,736.57 3,936.59 17% 

 (出所)  IDTechEx「RFID Forecasts, Players and Opportunities 2018-2028」よりみずほ情報総研作成 

図 2.5 UHF帯電子タグ市場（金額）（世界）（分野毎） 
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

CAGR 

(2017-2023) 

Retail 336 399 475 712 866 944 1068 13.1% 

Logistics & Supply Chain 109 130 156 188 225 269 323 19.8% 

Security & Access Control 664 829 994 1063 1146 1214 1238 4.8% 

Transportation 332 390 446 500 549 595 636 6.6% 

Agriculture & Animal Tracking 32 44 63 76 81 89 95 8.6% 

Defence 109 150 186 214 235 250 259 4.0% 

Sports 47 67 101 125 139 160 178 13.0% 

Healthcare 19 39 52 85 93 108 117 9.0% 

Aerospace 11 15 19 23 26 29 32 8.9% 

Commercial(Smart ticketing, 

Parking management, 

Advertising etc.) 

362 524 795 991 1110 1284 1434 14.2% 

Target market 777 920 1077 1399 1640 1809 2027 12.1% 

(出所)  MarketsandMarkets「GLOBAL FORECAST TO 2023」よりみずほ情報総研作成 

図 2.6 UHF帯電子タグ市場（個数）（世界）（分野毎） 

 

UHF 帯電子タグの地域別の市場価値を図 2.7 に示す。傾向に大きな差異は見られず、小

売や物流等は地域に寄らず大きな伸びが期待されていることが見て取れる。 

 



 

14 

 

 

（アメリカ） 

 

（EMEA） 

 

（アジア・太平洋） 

(出所)  MarketsandMarkets「GLOBAL FORECAST TO 2023」よりみずほ情報総研作成 

図 2.7 RFID市場（金額）（地域毎）（分野毎） 
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国内の UHF 帯電子タグのサプライ品（サプライ品：IC タグ／IC ラベル／インレイ）の

市場予測を図 2.8 に示す。顕著な伸びが期待されている。 

 

 

図 2.8 UHF帯電子タグ（サプライ品）市場（金額）（国内） 
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2.1.2 低価格化の動向 

 

（１）市場の動向 

UHF 帯電子タグの価格動向を図 2.9 及び図 2.10 に示す。低価格化は進むが小売につい

ては前年度低下率は徐々に小さくなっている。ただし、小売向けについては、5 年低下率を

見ると、2018－2023 年の－12%に対して、2023－2028 年の－22%となっており、2020 年

代半ばでの低価格化のブレークスルーを期待していることが見て取れる。また、物流向け

については、2022 年に大きな低下率が見込まれており、この時期の UHF 帯電子タグの物

流向けの利用が多くなることが期待されていることが見て取れる。 

 

 

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2028 

Retail, medical, air baggage, access control, other 5.8 5.6 5.4 5.3 5.2 5.1 5 4.1 

Logistics, asset management, people 11 10.3 9.8 9.4 9 8 7.7 7 

Reduction Rate: 

Retail, medical, air baggage, access control, other 
-4% -4% -2% -2% -2% -2% -4% － 

Reduction Rate: 

Logistics, asset management, people 
-7% -5% -4% -4% -13% -4% -7% － 

 (出所)  IDTechEx「RFID Forecasts, Players and Opportunities 2018-2028」よりみずほ情報総研作成 

図 2.9 UHF帯電子タグの価格動向（金額：セント）（世界） 
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2028 

Retail, medical, air baggage, access control, other 6.38 6.16 5.94 5.83 5.72 5.61 5.5 4.51 

Logistics, asset management, people 12.10 11.33 10.78 10.34 9.90 8.80 8.47 7.70 

Reduction Rate: 

Retail, medical, air baggage, access control, other 
-4% -4% -2% -2% -2% -2% -4% － 

Reduction Rate: 

Logistics, asset management, people 
-7% -5% -4% -4% -13% -4% -7% － 

 (出所)  IDTechEx「RFID Forecasts, Players and Opportunities 2018-2028」よりみずほ情報総研作成 

図 2.10 UHF帯電子タグの価格動向（金額：円（1ドル＝110円で換算））（世界） 

 

国内調査による UHF 帯電子タグ（加工タグ及びインレイ）の価格動向を図 2.11 及び図 

2.12 に示す。低価格化は進むが金額低下率は小さくなってきている。 

 

 

(出所)  JAISA統計調査報告(会員限定)よりみずほ情報総研作成 

図 2.11 UHF帯電子タグの価格動向（金額：円）（国内） 
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(出所)  JAISA統計調査報告(会員限定)よりみずほ情報総研作成 

図 2.12 UHF帯電子タグの価格動向（金額低下率）（国内） 

 

低価格化に関する近況は以下のとおり。 

 2016～2018 年度における経済産業省や NEDO による実証実験で適用された電子

タグ（シールタグ）の価格は 10 円程度／個【業界関係者】 

 現在、1 億枚以上の出荷が見込めればインレイ価格は 5 円程度／個だが、シリコン

ベースの IC チップ価格が 1.5～2 円程度を占めている【業界関係者】 

 

（２）UHF 帯電子タグのコスト構造 

UHF 帯電子タグのコスト構造を表 2.1 に示す。 
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表 2.1 UHF帯電子タグのコスト構造 

Component Typical cost today for UHF 

Chip 

チップ 
1.4-6 US cents or more (e.g. UHF EPC Gen2) 

Chip attach (e.g. flip chip) 

チップアタッチ（例：フリップチップ） 
0.7-1 US cents 

Adhesive-chip to substrate 

基板への接着チップ 
0.2 US cents 

Antenna and substrate 

アンテナと基板 
0.6-1.5 US cents from various vendors 

Antenna manufacture equipment depreciation, processing cost 

アンテナ製造装置の減価償却費、加工費 

0.1-1 US cents depending on equipment cost, 

energy required etc. 

RFID inlay conversion, overprotection, including equipment 

depreciation and materials 

機器の減価償却費および材料を含む、RFIDインレイ変換、過剰保護 

0.5-2 US cents 

Cost of non working tags i.e. yield due to defects. Automated 

machines may achieve 96 to 99% yield 

動作しないタグのコスト、すなわち欠陥による歩留まり。 自動機で 96

〜99％の歩留まりを達成 

0.2-0.6 US cents 

Total typical cost range per tag (volume dependent) 

タグごとの総典型的な費用範囲（量に依存） 
3.7 - 12.3 US cents or more 

(出所)  IDTechEx「RFID Forecasts, Players and Opportunities 2018-2028」よりみずほ情報総研作成 

 

（３）IC チップ及びアンテナの製造 

IC チップ及びアンテナの低価格化のポイントは以下の３点と考えられる。 

 現行技術での低価格化 

 新技術による低価格化 

 ビジネス上の工夫による低価格化 

これらに関する近況は以下のとおり。 

 

（Ａ）現行技術での低価格化 

 全世界的に高いシェアを持つ A 社や B 社は共にシリコンウェハーの直径 200mm

（8 インチ）から 300mm（12 インチ）への大口径化を進めている（さらに 450mm

の開発の動きもある）。【業界関係者】 

 12 インチ化で IC チップの取れ高は約 2 倍になり価格低下要因になるが、ウェハ

ー大口径化によるコストアップや歩留まりとの兼ね合いを見る必要がある。【業

界関係者】 

 B 社は新製品の投入において機能向上を図るが IC チップの価格は据え置く方針。

【業界関係者】 

 

（Ｂ）新技術による低価格化 

 プリンテッド RFID は価格低減のキーとして 10 年以上前から研究されているが、

「実用には 10 年以上必要」（大手国内ベンダ）、「国内外の有力ベンダに加工タグ
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価格 1 円以下での開発を依頼しているが現状は具体的な回答に至らず」（経済産

業省）等、先行きは不透明。 

 いわゆる「プリンテッド RFID」については、東京大学、山形大学等で技術開発を

実施中。単結晶有機半導体では利用する分子のほとんどが半導体のスイッチ機能

を担うため面積当たりのコストが極めて低くなり 1cm2 当たり１円未満のかなり

小さな値になること、溶液を塗布しながら結晶化する新手法により製造プロセス

に真空環境は必要なく低コストと高性能の両立が可能となること等、期待が持て

る状況も生まれている。【業界関係者】 

 

（Ｃ）ビジネス上の工夫による低価格化 

 電子タグの低価格化に関しては、ビジネス上の工夫も必要であり、電子タグの製

造技術等による実現だけでなく、大量生産・大量導入等（スケールメリット）の

ビジネス上の工夫による実現も考えるべき。【業界関係者】 

 ビジネス上の工夫の一例としては、アパレル事業者の数十億／年の一括大量発注

が挙げられる。【業界関係者】 

 低価格化は大量発注との兼ね合いが大きい。ある中国メーカーは 80 億枚／年の生

産が見込めるとのことだが、このような大量生産が当初から担保されるのであれ

ば価格は下がる可能性もある。【業界関係者】 

 

（４）アンテナの IC チップへの実装 

アンテナへの IC チップの実装における低価格化のポイントは IC チップの実装技術の進

展と考えられる。 

アンテナへの IC チップの実装については、現在、フリップ・チップと呼ばれる方法で行

われるのが一般である。フリップ・チップについては、ドイツのミュールバウアー社の機

器が市場の 95%を占めているとの推定（IDTechEx による）がある。ここで、ミュールバ

ウアーは、このフリップチップをダイレクト・ダイ・アタッチという、IC チップをウェハ

ーから基盤に直接押し付ける方法に変えることでアンテナへの ICチップの実装の低価格化

を図ることを提案している。IC チップ接続のスループットは、フリップ・チップの 15,000

ユニット／時間に対して、ダイレクト・ダイ・アタッチでは 20,000 ユニット／時間が実現

できるとされている。 

アンテナへの IC チップの実装の観点では、印刷済のアンテナに IC チップを据え付ける

方法で低価格化を狙う方法も考えられる。村田製作所のマジックストラップは、IC チップ

を「ストラップ」と呼ばれる小部品に組み込み、このストラップを別途用意されるアンテ

ナに接続することでアンテナへの IC チップの実装を簡便化している。 

なお、電子タグの性能を十分に引き出すためには、IC チップとアンテナの接続を精密に

行う必要があり、この工程が精密性を担保して簡便にできれば低価格化に寄与するが、逆
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にこの工程が不安定になると、電子タグとしての性能が引き出せないだけでなく最悪の場

合動作しないことにもつながりかねない点には注意が必要である。 

 

（５）電子タグの加工 

電子タグの加工については、その最終加工品として求められる様相に依存するが、電子

タグ自体の性能を担保した加工が必要となる点には注意が必要である。 

 

（６）エンコード 

電子タグを「使える」ようにするためにエンコードは必須であるが、エンコードの技術

とコストは、そのエンコードを行うタイミングと場所に大きく依存する。例えば、エンコ

ード前の電子タグを出荷して商品に取り付ける際にエンコードを行うのか、電子タグにエ

ンコードを行ってから出荷して商品に取り付けるのかによって、適用する技術とそのコス

トは変動すると考えられる。現在、国内消費財の多くは高速かつ大量の生産を行っている

が、日々生産される商品の属性を予め全て把握してエンコード済電子タグを事前に製造し

ておくことは容易ではなく、エンコード前の電子タグを出荷して商品に取り付ける際にエ

ンコードを行うことが現実的と考えられる。そうであれば、問題はこの高速かつ大量の生

産を阻害することなく、製造ラインの近傍でエンコードできるかを考えることになる。 

また、エンコードの所期の目的はその電子タグに識別子を記録することだが、ここで、「電

子タグの識別ができれば良い」と考えれば、逆に「別の方法で電子タグの識別ができるの

であればエンコードは行わなくても良い」と考えることもでき、この「別の方法で電子タ

グの識別ができる」が担保されれば、エンコードのコストは削減できると考えられる。 

以上より、エンコードに関連する低価格化のポイントは以下の２点と考えられる。 

 商品の高速かつ大量の生産も考慮したエンコード方法 

 エンコードを不要とする方法 

 ここでは、エンコードされる識別子は GS1 で標準化された電子タグに書き

込むための識別コードである EPC（Electronic Product Code）のうち、

SGTIN（Serialized Global Trade Item Number≒JAN コード＋シリアル

番号）であることを前提とする。即ち、SGTIN により識別が可能となる「個

品」がそのエンコードなしでも識別可能となることが制約条件となる 

これらに関する近況は以下のとおり。 

 

（Ａ）商品の高速かつ大量の生産も考慮したエンコード方法 

 アパレル業界では 100 個／分でエンコードしている。【業界関係者】 

※ 読取りは 1,000 個／分のペットボトル飲料の製造ラインでも対応可（業界関

係者） 

 アパレル業界向けに数千枚（最大 45m／分（約 750mm／秒））の印字が可能な高
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速印字エンコード機器（テンタック「IT－1000」）も提案されている。 

 

（Ｂ）エンコードを不要とする方法 

 EPC Gen2（EPCglobal Class1 Generation2：EPCglobal の UHF 帯電子タグの

エアープロトコル標準、以下、適宜「Gen2 規格」と記す）の電子タグのメモリ

バンクのうち、TID メモリバンクに登録される TID（Tag Identifier）には、チ

ップセットの型及び製造事業者と当該事業者が定めるシリアル値が記録されて

いる。電子タグの利用者は TID の書き換えは不可能である。この TID を SGTIN

の代わりとして適用できれば、エンコードをせずに当該電子タグが組込み・貼付

された商品を一意に特定することが可能となる。言わば「プレシリアライズドコ

ード」が電子タグを製造した際に全世界で唯一性を持って規定されることになる。 

 プレシリアライズドコードが業務等で使用可能となれば、商品への電子タグの組

込み・貼付時のエンコードは（商品（個品）の特定を目的とするのであれば）不

要となり、商品の高速かつ大量の生産への影響は抑制される。 

 Gen2 規格では、上記のような TID の利用を想定しておらず規定していない（電

子タグを業務等で使用する際の唯一性の確保のためにEPCのSGTINが規定され

ている）。もし TID によるプレシリアライズドコードを使用可能とするためには、

Gen2 規格の改定が必要になる。 

 もし TID によるプレシリアライズドコードが唯一性を担保するコードとして使用

されることになるとすれば、現在の EPC 等による唯一性の担保等（注：アパレ

ル業界等では独自コードによって唯一性が担保されている場合もある）を前提と

した電子タグ利用に関する機能や仕組みについては TID によるプレシリアライ

ズドコードの使用においても全て同等となるよう確認する必要がある。 

 TID によるプレシリアライズドコードの使用の可能性は否定されていないが、

Gen2 規格の改定については具体化していない。 

 仮にTIDによるプレシリアライズドコードによって ICチップを製造した場合の加

工タグコストは大幅に下がる可能性があるとコメントしている。【業界関係者】 
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2.1.3 性能の動向 

 

UHF 帯電子タグの性能面（所期の性能を十分に引き出す観点）での課題とされている事

項を表 2.2 に示す。 

 

表 2.2 UHF帯電子タグの主な課題 

条件 技術的な課題 店舗等での利用における 

課題発生の観点 

水分 

(内容物) 

水分で電波が減衰 内容物 

水分 

(冷蔵・冷凍・チルドの結露等) 

水分で電波が減衰 管理温度 

金属 

(缶、アルミパック) 

金属面での電波の反射 容器・包装の材質 

極小商品 

(例えば 3cm角のチョコ) 

極小領域への貼付 容器・包装の形状 

電子レンジ 発火の可能性 消費者自身による弁当等の電子

レンジへの投入 

外力 

(衝撃・振動) 

外力でのメモリの破壊 商品の輸送・移動や落下等 

その他 

(性能の均質化) 

電子タグ組込み・貼付対象商品の

特徴の差異 

多様な商品の形状や包装 

 

性能の動向に関するポイントは表 2.2 に示す７点と考えられる。 

これらに関する近況は以下のとおり。 

 

（Ａ）内容物が水分の商品 

 アンテナの形状次第で性能は大きく変わる。【業界関係者】 

 内容物が水分である商品への電子タグの組込み・貼付については、例えば倉庫で

のケース詰め山積みのような状況での一括読み取りには完全な対応は保証でき

ないのが現状。ケースや RTI（Returnable Transport Items：パレットやカゴ車、

折りコン等）のような個品を集約化する物品単位での管理が現実的（EPC ではケ

ース向けには SSCC（Serial Shipping Container Code）が、RTI には GRAI

（Global Returnable Asset Identifier）が用意されている）。【業界関係者】 

 

（Ｂ）冷蔵・冷凍・チルドされる商品 

 IC チップ自体は－40℃程度～＋120℃程度は耐えられるとされており、冷蔵や冷

凍、チルドの温度帯での利用は支障がないが、結露や霜は電子タグの表面が水分

で覆われたことになってしまうため問題となる。現時点では電子タグの読取り時

に結露や霜を除去する対症療法的な対策が現実的。【業界関係者】 
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（Ｃ）金属筐体（缶）や金属包装（アルミパック）の商品 

 アンテナの形状次第で性能は大きく変わる。【業界関係者】 

 現在は商品への貼付の工夫と併せれば安価な電子タグでも対応が可能な状況（近

年の経済産業省や NEDO の実証実験で実証済）。 

 貼付の工夫をほとんど必要としない完全金属対応の電子タグは高価（数百円／個）

であり、消費財への組込み・貼付には不適。 

 

（Ｄ）極小商品（3cm 角のチョコレート菓子等） 

※ 2.1.4 厚さ及び大きさの動向で記述 

 

（Ｅ）電子レンジに投入される商品 

 レンジ加熱については、1,800W で 1.5 分加熱でも発火しないことが確認されてい

るもの等もあり対応は進んでいる、その電子タグの製造コストは一般的なものと

大きな差異はない。【業界関係者】 

 レンジ加熱による電子タグの発火は銀による配線が問題であり、配線にカーボン

を使えば発火は抑えられる。現時点ではカーボンは銀より高価だが、仮に製造量

が多くなればコストは下がり、結果としてカーボン価格が（現在における）銀価

格を下回るようになる可能性もある。【業界関係者】 

 レンジ加熱については、インレイの設計次第で発火しない、または発火しにくい

ように製造することも可能。某インレイベンダーは別目的で設計したインレイが

結果的にレンジ過熱にとても強いことを確認し、インレイの設計がレンジ加熱対

応に効果があることを把握している。【業界関係者】 

 レンジで加熱する商品は弁当等の食品となるが、食品については電子タグが異物

混入検査（金属物等の検査）に反応する場合がある。アパレルでは主要な検査対

象である「針」の構造を判断して除外する制約が作れるが、食品については想定

する異物の形状次第では電子タグも異物扱いとなってしまい、電子タグの検査対

象からの除外は困難かも知れない。これらは一般に商品生産過程との兼ね合いと

なる。【業界関係者】 

 

（Ｆ）外力（衝撃や振動）が加わる商品 

 一般に電子タグ本体に直接他の物品等が衝突する等の外力でなければ電子タグが

破壊されることはほとんどないと考えられる。【業界関係者】 

 電子タグの組込み・貼付の対象となる商品の製造上の特徴次第では、電子タグ本

体に外力が加わる場合がある（例えば、シール型タグの商品への「手貼り」も電

子タグ本体に外力は加わっている）ため、特に電子タグの組込み・貼付を商品の

製造ラインに組み込む場合は注意が必要。【業界関係者】 
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（Ｇ）その他（性能の均質化） 

 電子タグの商品への組込み・貼付の将来像としては、各々の商品に適した電子タ

グが選定されると考えられるが（具体的には、ペットボトル飲料、缶飲料、紙箱

の菓子等向けには各々その特性に適した異なる電子タグが選定される）、過渡的

には各々の商品に同一の電子タグが組込み・貼付されることも考えられる。この

時、当該電子タグには各々の商品の特性を踏まえ、多様な特性において性能の差

異が生じにくい電子タグが求められる可能性がある。【業界関係者】 

 2018 年度の NEDO 実証実験においては、C 社が缶飲料や紙箱の菓子等に貼付し

ても大きな性能差異が発生しないようインレイを再設計した電子タグが適用さ

れた。【業界関係者】 

 

2.1.4 厚さ及び大きさの動向 

 

電子タグの厚さ及び大きさに関するポイントは以下の３点と考えられる。 

 IC チップの微細化 

 インレイの微細化と電子タグの読取り性能との関係 

 厚さや大きさ（薄さや小ささ）が必要となる事項との関係 

これらに関する近況は以下のとおり。 

 

（Ａ）IC チップの微細化 

 微細化を進められており、目下の目標は 0.45mm 四方程度。【業界関係者】 

 チップ微細化はメモリ容量確保と Gen2 規格とのトレードオフ関係にある。チップ

を微細化するためにメモリ容量を減らすと Gen2 規格に準拠しなくなってしまう。

【業界関係者】 

 上記のトレードオフ関係は TID によるプレシリアライズドコードの使用との関連

もある。【業界関係者】 

 E 社が銀ペーストのアンテナに極小 IC チップ（0.4mm 四方未満）をボンディン

グする電子タグを展開。ボンディングの精度が荒く性能のばらつきがあるようだ

が安価。【業界関係者】 

 

（Ｂ）インレイの微細化と電子タグの読取り性能との関係 

 インレイの微細化のキーとなるアンテナ長について、適切なアンテナ長は電波波

長との兼ね合いで決まる。920MHz の場合、1 波長＝約 32cm でその 4 分の 1 と

なる 8cm のアンテナ長が適切とされている。適切なアンテナ長以外であっても読

取りは可能だがリーダーによる読取り距離は短くなる場合が多い。【JAISA】 
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 現在の製造技術で0.2mm四方程度の電子タグを製造すること自体は可能とされて

いる。しかし、実用レベルで IC チップのピックアップが困難であり、また、実

装したとしても読取り距離が非常に短くなる。【業界関係者】 

 アメリカのエイブリィ・デニソン社は例えばペットボトル飲料の蓋のサイズに合

致する円形の電子タグを製造・販売。 

 F 社の円形の電子タグは読取り距離は 30～50cm。なお、当該電子タグの価格は一

般的な安価なタグと同程度（5～10 円程度／個）【業界関係者】 

 

（Ｃ）厚さや大きさ（薄さや小ささ）が必要となる事項との関係 

 電子タグの消費財サプライチェーンでの活用については、商品の特徴に応じた取

付が必須となり、電子タグの厚さや大きさ（薄さや小ささ）が問題となる。例え

ば、3cm 四方の菓子に組込み・貼付される電子タグは薄く小さい必要がある。【業

界関係者】 

 電子タグは組込み・貼付できれば良いというものでもなく、例えば食品について

は食品衛生法や JAS 法等に基づく表示義務があり、その表示を阻害しないような

電子タグの組込み・貼付方法を考えなければならない。この観点でも、電子タグ

は一般に薄く小さくすることが求められる。【業界関係者】 

 電子タグが商品パッケージの大量製造過程でパッケージ内に組み込まれ、それが

商品の製造場所に輸送されるようなことも考えた場合、そこでも電子タグは薄く

小さいものが求められる。厚く大きなものでは商品パッケージの輸送時に支障を

きたす可能性が高い（例えば均質なロールが困難となることが想定される）。【業

界関係者】 
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2.2 電子タグの実装 

 

2.2.1 個品単位の電子タグの実装動向及び実装の技術（特にソースタギングの

動向及び技術） 

 

（１）ソースタギングの実装動向と実装技術（アパレル等） 

ソースタギングは、アパレル業界の製造小売業（SPA：Speciality store retailer of Private 

label Apparel）での実運用が進んでいるが、その多くは元々取り付けられていた下げ札に

電子タグを組み込み、商品への下げ札の取付により自動的にソースタギングも完了すると

いう方法となっている。一例として、フランスのデカトロン（Decathlon）社のソースタギ

ングの事例を図 2.13 に示す。 

デカトロンのような方法は電子タグを使い捨てるが、下げ札本体への電子タグの組み込

みではなく再利用可能な電子タグを製造工程から取り付けて利用するスペインのインディ

テックス（Inditex）社（ブランドとしては ZARA が有名）の事例を図 2.14 に示す。 

他にも、アメリカの百貨店であるメイシーズ（Macy’s）社が一部の宝飾品と化粧品を除

く全商品の納入業者に電子タグ（EPC Gen2 規格準拠のパッシブ UHF 帯電子タグ）の添付

を指定したこと、日本のファーストリテイリング社が生産段階から全商品に電子タグを取

り付けてサプライチェーンでの各種情報の見える化によるSKU管理の徹底及び販売機会の

最大化を目指す発表を行った等、アパレル等の業界でのソースタギングは進展が見られる。 

アパレルでソースタギングが進展しやすい理由の一つに、元々取り付けている下げ札等

に電子タグを組み込めれば、新たな作業工程を追加する必要がないことが挙げられる。も

ちろん、電子タグへのエンコードや電子タグの検査は必要となり、その作業工程は追加さ

れることになるが、肝心の商品と電子タグとの関連付けの作業は既存の作業であり、現在

の製造スピードを阻害しない。この点は、その他の多くの消費財へのソースタギングとは

大きく異なる、アパレル業界に特徴的な利点であると考えられる。 
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(出所)  「RFID JOURNAL JAPAN」HP及び各種公表資料よりみずほ情報総研作成 

図 2.13 デカトロン（Decathlon）社のソースタギングの事例 

 

 

(出所)  各種公表資料よりみずほ情報総研作成 

図 2.14 インディテックス（Inditex）社のソースタギングの事例 
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（２）ソースタギングの実装動向と実装技術（消費財（アパレル等を除く）） 

消費財サプライチェーンの商品のソースタギングは一部の試行を除いてはほとんど進ん

でいないのが実状である。しかし、例えば日本化粧品工業連合会による電子タグによる検

討（「化粧品等の電子タグ利用ガイドライン」の策定）や、平成 28 年度のローソンによる

レジロボ実証実験での電子タグ貼付位置の検討や 2017 年度、2018 年度の NEDO による研

究開発における商品への電子タグ貼付位置の検討等により、電子タグの種類と商品特性に

応じた取付位置の検討について進展している。2018 年度の NEDO による研究開発におい

ては、コンビニエンスストアやドラッグストアで取り扱われる商品の適切な電子タグ貼付

位置を示すガイドラインの策定が予定されている。また、消費財で想定されるソースタギ

ングのパターンについては、図 2.15 に示すような整理がなされている。 

 

ＩＣタグ製造 エンコード

内容物充填 タグ貼付 エンコード 出荷時読取 出荷

内容物充填 タグ貼付 出荷時読取 出荷

・タグR/W
・リーダ設置/プロフ
ェッショナルサービス

・発番エンジン

・タグリーダー
・リーダ設置/プロフェ
ッショナルサービス

・出荷データ生成

番号管理費

エンコード機器

パターン2：ICタグベンダでエンコード

パターン1：製品メーカでエンコード

ラベル化

ランニング

初期費用

運営保守費

R/W

運営保守費

ラベラー

番号管理費

エンコード機器

・タグR/W
・リーダ設置/プロフ
ェッショナルサービス

・発番エンジン

運営保守費

ラベラー

運営保守費

R/W

・タグリーダー
・リーダ設置/プロフェ
ッショナルサービス
・出荷データ生成

ICタグベンダ 製品メーカ
 

図 2.15 消費財で想定されるソースタギングのパターンの一例 

 

しかし、上記の試行や研究開発等はソースタギング時の電子タグの貼付位置を示したも

のであり、その組込み・貼付方法には示されていない。実際、消費財サプライチェーンの

商品へのソースタギングでは必須とされる商品の大量製造工程の中でその製造スピードを

損なわずに電子タグを自動で取り付けていく技術については具体的な検討等は一部の試行

（ダイオーエンジニアリング社による「RFID タグ自動貼付け機」（図 2.16 参照）等）を

除いては、ほとんど進んでいない。 
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(出所)  ダイオーエンジニアリング社 HP（https://www.daio-eng.co.jp/2018/10/1804/）より転記 

図 2.16 ダイオーエンジニアリングによる「RFIDタグ自動貼付け機」の試作 

 

（３）ソースタギングの動向（近況） 

ソースタギングのうち、特にアパレル以外の消費財に関する近況は以下のとおり。 

 パッケージへの電子タグの組み込みについては、マテリアル部門で包装フィルム

への組み込みの検討を開始しているが、現段階では開示できる状況にはない。【業

界関係者】 

 インレイの製造を包装ラベル化できれば良い。【業界関係者】 

 シュリンクラベルへのインレイ組み込みについて、アンテナはインク技術で対応

可能と考えている。一方、IC チップの印刷は位置のずれや製造時または製造後の

破損が懸念される。 

 シュリンクラベルのシュリンク前に IC チップを組み込むことを考えた時、IC チ

ップのシリコン部は 150℃の加熱が 1 分程度続くとする破壊される可能性がある

点には注意している。ペットボトルのシュリンクでは 160～180℃で数秒加熱す

るが、この程度であれば IC チップは耐えられる可能性はある。【業界関係者】 

 前述のダイオーエンジニアリング社による「RFID タグ自動貼付け機」のような装

置はソースタギングの様式の一つを示していると考えられる。さらなるコストダ

ウンや小型化・高速化が実現すれば、個品への電子タグ組込み・貼付手段の一つ

になり得る。【業界関係者】 
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2.2.2 梱包単位の電子タグの実装動向及び実装の技術 

 

（１）梱包単位の電子タグ取付の実装動向と実装技術 

消費財の梱包の多くはいわゆる「段ボール箱」であることから、梱包単位の電子タグの

取付については個品単位の電子タグの組込み・貼付と比較すれば容易と考えられる。 

消費財サプライチェーンの商品の梱包への電子タグの貼付については、例えば前述の日

本化粧品工業連合会による電子タグによる検討（「化粧品等の電子タグ利用ガイドライン」

の策定）では、梱包される商品に電子タグが取り付けられている前提での段ボール箱への

電子タグの貼付についての検討がなされている。また、2018 年度の NEDO による研究開

発における消費財への適切な電子タグ貼付位置を示すガイドライン（策定予定）でも、電

子タグの組込み・貼付商品が梱包される前提での段ボール箱への電子タグの貼付について

検討される予定である。なお、これらの検討は、梱包単位に取り付けられた一つの電子タ

グがその梱包された複数の個品単位に組込み・貼付された電子タグを集約する構成を作る

上で重要である。 

しかし、梱包単位での電子タグの実装は一部の PoC 等を除いては進んでいないものと思

われる。少なくとも国内では実用化して継続的に運用している事例は見当たらない。これ

は、少なくとも現時点では電子タグによる管理が強く求められる状況ではないからと考え

られる（人手不足等の問題を考慮すれば実は既に求められている状況だが関係者が手を打

てていないからとも考えられる）。 

海外では、アメリカのアマゾン（Amazon）社がアメリカ国内での配送において商品の梱

包に貼付するラベルに電子タグが組み込まれている（ラベル上の梱包番号としては EPC の

SSCC が適用されていることから電子タグにも SSCC が登録されていると推察される）。 

 

（２）梱包単位の電子タグ取付の動向（近況） 

梱包単位の電子タグ取付に関する近況は以下のとおり。 

 梱包への電子タグの貼付自体の課題は、梱包を「モノ」と捉えれば個品と同様の

問題があるが、梱包（ケース）は消費財であれば紙（段ボール）やプラスチック

が多く、電子タグの取付条件としては個品よりも容易。ただし金属ケースについ

ては個品と同様の問題がある。【業界関係者】 

 前述のダイオーエンジニアリング社による「RFID タグ自動貼付け機」のような装

置は梱包への電子タグ取付にも適用可能と考えられる。さらなるコストダウンや

小型化・高速化が実現すれば、梱包への電子タグ取付手段の一つになり得る。【業

界関係者】 
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2.2.3 パレット等単位の電子タグの実装動向（パレット、かご台車、番重、通

い容器等） 

 

（１）パレット等単位の電子タグ取付の実装動向と実装技術 

パレット等単位での電子タグ取付については、パレット等が再利用を前提としたもので

あることから、電子タグとしては消費財と比較して多少高価であっても耐久性があり再利

用が可能なものを適用可能となり、個別の実装が進展している。一例として、ファンケル

社の物流センターでのオーダー別集品用容器への電子タグの取付の事例を図 2.17 に示す。 

 

 

(出所)  「ダイフク」HP（https://www.daifuku-logisticssolutions.com/jp/case/distribution/004/） 

及び各種公表資料よりみずほ情報総研作成 

図 2.17 ファンケル社の容器への電子タグの取付の事例 

 

G 社では、10 年以上前からパレットに EPCglobal に準拠した電子タグ（EPC の GRAI-96

を登録）を取り付けて運用している。取り付けている電子タグは 500～600 円程度／個のも

ので、パレットが 7,000～8,000 円／枚であることから、取付対象の 10%弱のものを選定し

ていることになる。G 社はパレットをレンタル商品として取り扱い、長寿命（5～7 年での

償却）のパレットの長期間での稼動管理が必要となることから、耐久性の高い高価な電子

タグの取付でも十分な費用対効果がある。パレットはプラスチック製のものが 700 万枚あ
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り、現在はこの全てに電子タグが取り付けられている。電子タグの取付位置はパレットの

用途（パレットをレンタルする荷主の用途）によって都度調整している。なお、G 社では、

元々はパレット自体の稼動管理のための電子タグ取付であったが、2017 年頃からパレット

を「容器」として見て、その容器内の個品の管理に適用しようという検討を進めている。

例えば、パレット上の積荷の個数や積載状況が分かれば、パレットを用いた輸送先のバー

スをいくつ空けておくべきかが分かる等の運用が考えられている。 

 

（２）パレット等単位の電子タグ取付の動向（近況） 

パレット等単位の電子タグ取付に関する近況は以下のとおり。 

 2018 年度の NEDO による研究開発では、ドラッグストアの配送センターから店

舗への個品の配送において、複数種・複数量の個品群を梱包した折りコン単位で

の物品の移動を行い、折りコン（GRAI）とその中の個品群（SGTIN）の情報が

配送センターー店舗間で正しく登録・伝達されることを確認している。 
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2.3 リーダー 

 

2.3.1 出荷数量、価格、大きさ、使途の動向（ハンディ、ゲート、スマートシ

ェルフ等） 

 

（１）機器種毎の市場規模 

リーダーの機器種毎の台数を図 2.18 に示す。台数そのものは HF 帯や LF 帯の台数が多

いが、UHF帯のハンディ・リーダーやモジュールの台数の伸びが顕著なことが見て取れる。 

 

 

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2028 

CAGR 

(2017-2028) 

UHF Fixed portal 0.09 0.12 0.16 0.22 0.32 0.5 0.7 1.8 31% 

UHF handhelds and modules 0.5 0.62 0.78 1 1.8 3 5 20 40% 

HF and LF Hand held, fixed, 

embedded 
18 18 19 20 21 22 23 12 -4% 

Total (million) 19 19 20 22 24 26 29 34 5% 

(出所)  IDTechEx「RFID Forecasts, Players and Opportunities 2018-2028」よりみずほ情報総研作成 

図 2.18 リーダーの出荷台数（世界）（機器種毎） 

 

リーダーの機器種毎の市場価値を図 2.19 に示す。市場価値そのものは現在は HF 帯や

LF 帯が高いが徐々に減少し、2028 年には UHF 帯に逆転されることが見て取れる。 
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2028 

CAGR 

(2017-2028) 

UHF Fixed portal 96.75 126 164 215.6 297.6 425 525 630 19% 

UHF handhelds and modules 450 542.5 663 700 810 900 1,100.00 2,000.00 15% 

HF and LF Hand held, fixed, 

embedded 
1,710.00 1,710.00 1,767.00 1,760.00 1,785.00 1,760.00 1,656.00 720 -8% 

Total (million) 2,256.75 2,378.50 2,594.00 2,675.60 2,892.60 3,085.00 3,281.00 3,350.00 4% 

(出所)  IDTechEx「RFID Forecasts, Players and Opportunities 2018-2028」よりみずほ情報総研作成 

図 2.19 リーダーの市場価値（世界）（機器種毎） 

 

（２）機器種毎の低価格化の動向 

リーダーの機器種毎の価格動向を図 2.19 に示す。UHF 帯の機器種は急激に低価格化に

向かうことが見て取れる。 
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2028 

UHF Fixed portal (excluding antennas) 1,075 1,050 1,025 980 930 850 750 350 

UHF Embedded (printers etc) and handheld 900 875 850 700 450 300 220 100 

HF and LF Hand held 95 95 93 88 85 80 72 60 

 (出所)  IDTechEx「RFID Forecasts, Players and Opportunities 2018-2028」よりみずほ情報総研作成 

図 2.20 リーダーの価格動向（金額：セント）（世界） 

 

国内調査によるリーダー機器種の価格動向を図 2.21 及びに示す。固定型やハンディター

ミナル・モバイル機器の低価格化が金額低下率は小さくなってきている。 
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(出所)  JAISA統計調査報告(会員限定)よりみずほ情報総研作成 

図 2.21 リーダーの価格動向（金額：円）（国内） 

 

 

(出所)  JAISA統計調査報告(会員限定)よりみずほ情報総研作成 

図 2.22 リーダーの価格動向（金額低下率）（国内） 
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（３）リーダーの市場動向と低価格化の動向（近況） 

市場動向と低価格化に関する近況は以下のとおり。 

 近年の ICT の進展やスマートフォンの普及に伴い、ハンディ型リーダーについて

はスマートフォンを活用した小型のものも数多く提供されている。これらは非常

に安価（単品でも十数万円／台、大量調達であればさらに低価格になると推察）

でもあり、また、スマートフォンにアプリを導入して稼動させることから他のア

プリとの連携も容易となり、利便性の向上が図られている。このような状況が相

俟って、ハンディ型リーダーの使途は広がる傾向にあると推察される。 

 固定型リーダーについては、A 社の固定リーダーのシェアが約 70%と言われてお

り、さらに A 社は自社チップと自社リーダーを組み合わせたチューニングによる

性能向上が可能で優位なことから、価格低減のインセンティブはほとんどないと

考えられる。【業界関係者】 

 市場変動が小さく価格については「高止まり」の傾向も感じられる。ただし一部

で価格破壊の兆候もある。【業界関係者】 

 ゲート型リーダーについては、例えば小売のレジ台に敷設して利用可能となる小

型・薄型のものや、カートをそのまま通して商品の一括読取を行うもの等が数多

く提供されている。また、商品流通時の一括検品等での利用に適したトンネル型

のもの等も数多く提供されている。 

 近年の消費財のマーケティングの重要事項として購買前行動の把握が挙げられる

が、その解決手段の一つとして商品への電子タグの取付を前提としたスマートシ

ェルフ（商品陳列棚のリーダー化）が着目されている。 
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2.3.2 性能の動向（消費財サプライチェーンにおける正確かつ効率的な読取に

資する技術等） 

 

機械化・自動化による大量生産・大量流通が主となる消費財サプライチェーンにおける

電子タグの活用においては、電子タグの正確かつ効率的な読取が必須となるが、これを実

現する要素の一つにリーダーの性能が挙げられる。リーダーメーカーは、例えば直線偏波

と円偏波の組合せで読取範囲やカバー領域を大きくして電子タグの読取の確実性を向上さ

せる無指向型アンテナをリーダに搭載したり、アンテナ動作経路と電子タグ応答位相履歴

情報からリーダー－電子タグ間の距離や方向を高精度に測定する技術を適用したりするこ

と等によって正確性と効率性を高める工夫を施している。電子タグまでの距離や方向が分

かれば、電子タグの位置＝電子タグ取付商品の位置が把握できることになり、一括読取の

みならず特定商品の高速探索等もサービスとする等の展開も期待される。 

特にゲート型リーダーやスマートシェルフ型リーダーについては、読取対象となる電子

タグ取付商品の「通し方＝読み取らせ方」の工夫と併せて、リーダー側のアンテナの配置

や電波強度の調整、電波の遮蔽等の工夫が施されている。例えば、大手アパレルのレジで

は、電子タグ取付商品群をロッカーのような四方を金属で遮蔽した空間に入れることで正

確かつ一括での読取を実現すると共に、近傍の他の電子タグ付商品群を誤って読み取らな

いような工夫が施されている。また、スマートシェルフ型リーダーについては、棚から数

センチの電子タグ取付商品の移動を検知し、さらに一つ上／一つ下の棚での当該商品の移

動は検知しないよう電波強度の詳細な調整等が行われている。このように、リーダーによ

る正確かつ効率的な読取には「不要なものを読み取らない」技術も含めて考慮する必要が

ある。 

正確かつ効率的な読取の実現のためにリーダー機能を他の技術（例えばドローンやロボ

ット）と組み合わせることも試みられている。例えば RF ルーカス社は自動走行ロボットや

ドローンに複数のアンテナを設置し、電子タグに近づき一定の動作で読取を行い、電波位

相情報解析により確実かつ正確な読取と電子タグの棚レベルの位置特定（10cm 以下の精

度）を実現する技術を公表している。 

この他、正確かつ効率的な読取については、前述「2.2 電子タグの実装」の電子タグの商

品等への取付方法や、電子タグの読取における、電子タグ取付商品とリーダーの挙動（静

止 or 移動）を考慮する必要がある。 

リーダーの性能の動向に関する近況は以下のとおり。 

 国内外の新興企業の台頭も確認されている。例えば、国内アパレル大手では現在

使用中の国内大手企業のハンディ型リーダーを韓国系企業のものに置き換える。

この背景には、国内大手企業のハンディ型リーダーのハードウェア・ソフトウェ

アの更新頻度が低く、その結果、数年前の性能・機能のものが継続使用されてお
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り、新興企業の最新の性能・機能のものとの差異が生じてしまっているとも言わ

れている。【業界関係者】 

 A 社は自社チップと自社リーダーを組み合わせたチューニングによる性能向上が

可能で優位である。【業界関係者】 

 耐久性についてはスマートフォン利用型は専用型に劣ると推察される。ただし、

リーダーとしての単価はスマートフォンを含んでもスマートフォン利用型の方

が専用型より安価となることから、故障・破損の頻度次第では、高単価・高耐久

性の専用型と低単価・低耐久性による買い替えが発生するスマートフォン利用型

のどちらがコスト安になるかを考えても良いかも知れない。【業界関係者】 

 読取性能については、リーダー側の工夫のみならず、電子タグ側でも工夫が進め

られている。例えば、アパレル向けではラベルタグの数十枚の重なりを考慮した

電子タグの開発も進められている。【業界関係者】 

 読取性能については、リーダー性能単独ではなく、電子タグの性能、RFID 利用環

境の整備等、総合的な環境づくりの下で評価する必要があると考えられる。【業

界関係者】 

 

2.3.3 読取処理スピードの動向（消費財サプライチェーンの実務に耐えうるス

ピードの実現状況等） 

 

機械化・自動化による大量生産・大量流通が主となる消費財サプライチェーンにおける

電子タグの活用においては、一般に、電子タグの高速な読取が必須となる。例えば、商品

の検品時の一括読取のメリットを最大化するためには高速な読取は必須となる。また、レ

ジでの購入商品確認時においても高速な読取は必須となる。 

また、商品の製造ラインにおいて商品に組込み・貼付された電子タグの死活検査を読取

の一つと捉えれば、高速な読取は必須である。この場合の読取処理スピードは、例えばペ

ットボトル飲料の製造においては、1,000 個／分レベルが要求されることになる。 

高速な読取については、前述「2.3.2 性能の動向（消費財サプライチェーンにおける正確

かつ効率的な読取に資する技術等）」で示した正確性と効率性の担保と同時に実現すること

が求められる。従って、ポイントは基本的には前頁と同様となる。 

リーダーの読取処理スピードの動向に関する近況は以下のとおり。 

 現状の読取処理スピードに大きな問題は生じていない。逆に言えばそこに問題が

生じるより以前の問題（例えば読取漏れへの対処等）がある。【業界関係者】 

 高速な読取の実現には、リーダーのハードウェア的な構造と共にソフトウェア、

さらにはリーダーによる読取情報を利用する上位レイヤーのアプリケーション

の性能・機能の影響が大きいと推察される。【業界関係者】 
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2.3.4 任意の電子タグの読み分け技術の動向 

 

消費財サプライチェーンでの活用において電子タグの読み分けが必要なシーンは多々考

えられる。例えば、① 検品等の一括読取時に一度読み取った電子タグを再度読み取らない

（基本的かつ一時的な読み分け）、② 複数メーカーの電子タグ取付商品が混在する折りコ

ン内から特定の条件（例えばあるメーカーのもの）に合致するものだけを抽出（利便性を

高める読み分け）、 ③ 外観上同一の電子タグ取付商品の中から特定の条件（例えば当該商

品の消費期限が管理期限を超えているもの）に合致するものだけを抽出（利便性や安全性

を高める読み分け）、④ 店舗内にあるべき電子タグ取付商品（会計前商品）で店舗外に持

ち出されようとするものだけを抽出（防犯性を高める読み分け）、⑤ 店舗内での利用にお

いて店舗外から持ち込まれた電子タグ取付商品を店舗内にあるべき電子タグ取付商品と区

別（事業領域保護のための読み分け）等が挙げられる。 

これらの読み分けの実現には、単にリーダーの機能だけでなく、(a) 電子タグの機能の活

用（電子タグが読み取られた時に読取フラグを ON にし、読取フラグが ON の期間は即時

の読み取りを許可しない等）、(b) リーダー側での制御（読取側でフィルタをかけて不要な

電子タグを読み取らないようにする等）、(c) より上位のアプリ側での制御（読み取った電

子タグの属性情報で論理的に仕分けをかける等）、(d) 電子タグの機能自体の停止（以降の

読取が不要なシーンで読取フラグを読取不可に設定する、または電子タグ自体の機能を無

効にする（破壊等））、(e) 読み分けが可能な電波環境の構築、等によるものが挙げられる。 

現在、電子タグの読み分けについては、RFID のシステムとしてのアンチ・コリジョン機

能の適用や、商品の入荷時にその前工程で生成される商品の出荷リストを用いた読取範囲

の限定、上位レイヤーの情報システム機能の適用等により上記の読み分けは可能となって

いる。 

ただし、想定外の商品（想定外の電子タグ）の増加または欠損については、表 2.3 に示

すように、正しい読取ができない場合があると考えられる。この場合、正しい結果を得る

ためには、基本的には一つ一つの電子タグの読取を行うより他はないと思われる。 

 



 

42 

 

 

表 2.3 想定外の商品（想定外の電子タグ）の増加または欠損のパターン 

入荷 

予定 

実際の 

入荷 

突合 

リスト 

読取り 理解 分かること 分からないこと 

Ｎ個 Ｎ個 Ｎ個出荷 Ｎ個 Ｎ個 Ｎ個が正しいこと － 

Ｎ＋ｍ個 発生しない － － 

Ｎ－ｍ個  Ｎ－ｍ個 Ｎ－ｍ個が正しくないこと 読めないｍ個がどれか 

なし Ｎ個 Ｎ個 － Ｎ個が正しいか 

Ｎ＋ｍ個 Ｎ＋ｍ個 － Ｎ＋ｍ個が正しいか 

Ｎ－ｍ個 Ｎ－ｍ個 － Ｎ－ｍ個が正しいか 

Ｎ＋ｍ個 Ｎ個出荷 Ｎ個 Ｎ個 － ｍ個多いこと 

－ 多いｍ個がどれか 

Ｎ＋ｍ個 発生しない － － 

Ｎ－ｍ個 Ｎ－ｍ個 Ｎ－ｍ個が正しくないこと 読めないｍ個がどれか 

－ 本当はｍ個多いこと 

－ 本当は多いｍ個がどれか 

なし Ｎ個 Ｎ個 － Ｎ個が正しいか 

－ 本当はｍ個多いこと 

  － 本当は多いｍ個がどれか 

Ｎ＋ｍ個 Ｎ＋ｍ個 － Ｎ＋ｍ個が正しいか 

－ 本当はＮ＋ｍ個が正しいこと 

－ 本当はｍ個多いこと 

－ 本当は多いｍ個がどれか 

Ｎ－ｍ個 Ｎ－ｍ個 － Ｎ－ｍ個が正しいか 

－ 本当はｍ個読めていないこと 

－ 本当は読めていないｍ個がどれか 

－ 本当はＮ＋ｍ個が正しいこと 

－ 本当はｍ個多いこと 

－ 本当は多いｍ個がどれか 

Ｎ－ｍ個 Ｎ個出荷

リスト 

Ｎ個 発生しない － － 

Ｎ＋ｍ個 発生しない － － 

Ｎ－ｍ個 Ｎ－ｍ個 － 本当はＮ－ｍ個が正しいこと 

－ 本当はｍ個少ないこと 

  － 本当は少ないｍ個がどれか 

Ｎ－ｎ個 Ｎ－ｎ個 － 本当はＮ－ｍ個が正しいこと 

－ 本当はｍ個少ないこと 

－ 本当は少ないｍ個がどれか 

－ 読めないｍ個がどれか 

－ 本当はｍ個少ないだけなのにｎ個

少ないと認識すること 
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2.4 電波環境 

 

2.4.1 サプライチェーンにおける電子タグの読取精度を高めるための取組動向

（工場、倉庫、店内等） 

 

電子タグの読取精度を高める方策としては、前述（「2.1 電子タグ」での電子タグ自体の

性能・機能の担保と共に、「2.2 電子タグの実装」での商品等への電子タグの取付方法や「2.3 ．

リーダー」での電子タグの読取に関する諸方策の工夫）の他に、電子タグの読取環境（電

波環境）を整備することが挙げられる。工場や倉庫、店内で電子タグを活用する作業が複

数行われる場合は、その実施場所を跨いだ電子タグの読取を抑制することが求められる。 

電子タグの読取の抑制の実現手段としては、① リーダーの読取電波の制御、② 電波吸

収体による読取環境の遮蔽が挙げられる。例えばアパレル店舗の一部で試着室の壁面内部

に電波吸収体を組み込むことにより並立する他の試着室との遮蔽を実現し、試着室内部に

持ち込まれたタグ取付商品を読み取って関連情報をタブレットで提供するサービスがある。 

倉庫や店舗バックヤード等、多様な目的で使用される環境でこのような常設の設備を構

築しにくい場合は、電波吸収シートや電波吸収パネルのような布状のものを適用すること

も考えられるが、電子タグの読取環境（電波環境）は例えば建屋の構造や部材等に大きく

依存するとされている。 

電波環境の構築については、RFID のシステム導入事業者が保有する「ノウハウ」に依存

することがほとんどである。このノウハウも経験への依存度が高く、また、その経験につ

いても、対象となる場所の電波環境が事前に把握できるものではなく、都度発生する問題

への対応の経験がどれだけ豊富でかつそれを適合させられるかというものとなっているよ

うに思われる（言わば「やってみなければ分からないが、やってみればどうすれば良いか

は概ね分かる」という状況）。しかし、このような状況は RFID の普及の観点では必ずしも

望ましいものではなく、より客観的な評価が可能な仕組み、例えば、RFID を利用する環境

の各所の電波強度のモニタリングにより電波環境の定量的な評価ができる仕組みをつくる

等の対策は必要と考えられる。 
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2.5 コード体系 

 

2.5.1 EPC Tag Data Standard の利用動向（特に SGTIN、SSCC及び GRAI） 

 

消費財サプライチェーンでの活用において商品（個品）に取り付けられる電子タグに書

き込まれるデータフォーマットについては、現在、EPC の SGTIN の適用がほぼ共通認識

とされている。また、 EPC については、インストアコードと呼ばれる小売等が独自に定め

たコードの使用を認める仕様も定められている。このインストアコードについては、一部

のルール（インストアコードであることの指定）以外は自由度の高い仕様となっている。 

EPC については、特に SGTIN については国内ではほとんど利用が進んでいないのが実

状である。これは、消費財の個品への電子タグ取付が進んでいないことから自明であり、

また、それが故に SGTIN の商品（個品）管理への適用の妥当性についても具体的な検証が

進んではいない。一方、海外では、アパレル業界等で SGTIN での個品管理を進めている事

例がある（前述「2.2.1 個品単位の電子タグの実装動向及び実装の技術（特にソースタギン

グの動向及び技術）」参照）。 

EPC のうち、梱包等で用いられる SSCC については、その取付（ケースへの組込み・貼

付）や利用（ケース単位での移動の管理等）は必ずしも難しいものではないと考えられる

が、国内ではほとんど利用が進んでいないのが実状である（前述「2.2.2 梱包単位の電子タ

グの実装動向及び実装の技術」参照）。 

EPC のうち、パレットやかご台車等の物流機器で用いられる GRAI については、その取

付対象の利用範囲が限定的であること等から、国内外で複数の事業者等が実用化している

（前述「2.2.3 パレット等単位の電子タグの実装動向（パレット、かご台車、番重、通い容

器等）」参照）。 
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2.5.2 （EPC Tag Data Standard から外れる）非標準コードの利用動向 

 

消費財サプライチェーンでの活用において商品（個品）に取り付けられる電子タグに書

き込まれるデータフォーマットについては、現在、EPC の SGTIN の適用がほぼ共通認識

とされているが、一方、アパレル業界では特に SPA での非標準コードの適用が進んでいる。

アパレル業界での非標準コードの適用は、同一商品の色やサイズの違いをコード化するに

は EPC では必ずしも十分ではないという考えに基づくものとされている。 

流通システム開発センターが日本自動認識システム協会（JAISA）への委託により行っ

た UHF 帯（920MHz）電子タグ利用状況に関する聴き取り調査のうち、電子タグを利用す

る事業者５社（システム関連事業者２社、アパレル関連事業者２社、電子タグ関連事業者

１社）の電子タグに書き込まれているデータフォーマットについての結果を図 2.23 に示す。

図 2.23 から、独自コード（非標準コード）が 96%であり、国内での EPC の利用は非常に

少ないことが見て取れる。 

 

 
フォーマット ユーザ数 タグ数 

ISO 4 8,740,000 

EPC 2 1,200,000 

独自(非標準) 20 229,278,000 

不明 2 0 

 (出所)  流通システム開発センター/JAISA「UHF帯(920MHz)電子タグ利用状況の調査報告書」より転記 

図 2.23 電子タグに書き込まれているデータフォーマット（国内５事業者への聴き取り） 
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標準コード／非標準コードの利用等に関する近況は以下のとおり。 

 SGTIN は国コード＋JAN コード＋シリアル番号で構成されており EPC 内での重

複はあり得ないが、非標準コードはこのようなコード化のルールに従っていない

ことから、理論的には両コードの重複の可能性は否定できない。【業界関係者】 

 I 社のあるブランドでは、国内外約 2,000 店舗全店に非標準コードの電子タグが導

入されており、一般消費者の生活の場への普及が進んでいる。一般消費者のほと

んどは電子タグを利用していることをほぼ意識せずに I 社の電子タグ取付商品を

購入し、その後、商品を持ち歩いて他の小売店舗等に進入する。このことは、EPC

側から見れば、SGTIN 書込電子タグ取付商品と非標準コード書込電子タグ取付

商品の同一場所での重複による誤認識に起因するトラブル等の発生リスクが高

まっている状況と言える。【業界関係者】 

 EPC のうち、梱包等で用いられる SSCC、パレットやカゴ車等の物流機器で用い

られる GRAI については、その取付対象の利用範囲が限定的であること等から、

商品（個品）へのコードの付与における SGTIN と非標準コードとの重複のよう

な深刻な懸念にまでは至ってはいないものの、同様の問題は内包されていると考

えられる（SSCC や GRAI を用いるレイヤーで非標準コードが普及した場合は

SGTIN のレイヤーでの重複と同様のリスクは存在している）。【業界関係者】 

 標準コード（EPC 及び ISO）と非標準コードの併用時の「読み飛ばし」の一案を

図 2.24 に示す。この案ではアパレル業界の非標準コード適用の理由であるコー

ドによる同一商品の詳細な情報の登録を実現している。 

 

 

(出所)  日本ロジスティクスシステム協会「RFIDの正しい使い方ガイドライン」より抜粋（加工） 

図 2.24 標準コードと非標準コードの併用時の「読み飛ばし」の一案 
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 安価な電子タグの製造が IC チップの製造に依存すると考えた時、その構造・構成

が大きく変わるとすれば（例えば、プリンテッド RFID によって電子タグの製造

コストを著しく低減させることができた一方、メモリ容量が小さくなってしまう

ことを許容したとすれば）、標準コードの適用が非現実的となる可能性はある。

その時、新たなコード体系が求められるのであれば、電子タグへのエンコードの

タイミングについても検討する余地が生まれる。もし、新たなコード体系が、現

在の標準コードのように電子タグ組込み・貼付商品の属性に依存するようなもの

ではなく（GTIN は商品の JAN コードであり、即ち電子タグが組込み・貼付さ

れる商品が何なのかによってコードが決定されている）、世界中で唯一化が担保

されるコードになり得るのであれば、エンコードを電子タグの製造時に行うこと

も視野に入ってくる（前述「2.1.2 低価格化の動向」の TID によるプレシリアラ

イズドコードの使用に関する記述を参照）。ただし、仮に TID によるプレシリア

ライズドコードの使用が実現した場合、当該コード自体は商品の特性を何ら示さ

ないことになり（GTIN であれば国・メーカー・商品が特定される）、電子タグを

商品と関連付ける作業は必須となる。ただし、標準コードであっても、GTIN だ

けで当該商品に関する全てを管理できるような業務はほとんどなく、何らかの関

連付けは行われることになるため、この商品との関連付けの作業は TID によるプ

レシリアライズドコードの使用になるとは考えない。【業界関係者】 

 それよりは、標準コードである GTIN や SGTIN での商品・個品の認識を前提とし

た EPC の仕組みは、TID によるプレシリアライズドコードの使用から標準コー

ド相当の情報を取得する仕組みが必要となり、影響を受ける可能性がある点には

注意が必要である。例えば、EPCIS は個品に貼付されている電子タグに SGTIN

が付与されていることを前提とした仕組みとなっているが、TID によるプレシリ

アライズドコードが適用されるのであれば、個品の情報を登録する前にプレシリ

アライズドコードから標準コード相当の情報を取得する処理、または登録後の任

意のタイミングでプレシリアライズコードから標準コード相当の情報取得を可

能とする仕組みが必須となる。【業界関係者】 
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2.6 データ活用及びコスト 

 

2.6.1 EPCISの利用動向（特に個品単位の電子タグのデータを扱うもの） 

 

電子タグを活用する上での EPCIS の有用性については、GS1 が取り纏めている各種標準

文書やそれを受けた流通システム開発センターの諸活動等で唱えられており、EPC を利用

する上での共通認識にはなっている。 

海外では海産物の捕獲から小売までのトレーサビリティをねらう「fTRACE」というソリ

ューション（ただし電子タグの情報は個品特定が可能な SGTIN ではなく商品特定までが可

能な GTIN）で EPCIS が適用されている。 

EPCIS の効果を最大化する好例となる多数の事業者が関与する消費財サプライチェーン

において、特に個品単位の電子タグのデータを扱う＝商品（個品）に電子タグを取り付け

て流通させている実用事例はまだ存在しないと言われている。しかし、実証実験に目を向

ければ、経済産業省や NEDO では、消費財サプライチェーンでの電子タグの活用を目指し、

経済産業省平成 28 年度調査を経て、NEDO の 2017 年度研究開発、2018 年度研究開発（現

在実施中）を進めており、この中でサプライチェーン各層の多数の事業者が電子タグ取付

商品の流通に関する情報を共有する EPCIS の整備（図 2.25 参照）を進め、実証実験の実

施によりその効果を検証している。なお、この実証実験では国内の３つのベンダー及び１

つの研究機関から EPCIS（EPCIS の仕様に準拠した情報共有システム）の提供を受けたが、

国内で提供可能な事業者はこの数機関に限られると見られている。  

 

 

図 2.25 2018年度 NEDO研究開発における EPCISによるデータ共有モデルの構成 
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2.6.2 電子タグから取得したデータの活用動向 

 

消費財サプライチェーンにおける電子タグから取得したデータの活用のシーンとして広

範に知れ渡っているものとしては、電子タグの一括読取機能を用いた検品の正確化・高速

化が挙げられる。また、小売での商品盗難対策としての EAS（Electronic Article 

Surveillance：電子商品監視機器）の導入も挙げられる。このような活用のシーンは消費財

サプライチェーン各層のプレーヤーでは表 2.4 のように整理される。 

 

表 2.4 サプライチェーンの構成要素の RFID利用業務とその効果 

過程 場所 多用される 

流通の手段 

認識技術の 

利活用業務等 

効果等 

製造 生産工場 個品、箱等 個品管理(製造条件・制約) 個品/SKU レベル情報管理環境構

築 

個品管理(トレーサビリティ情報

管理) 

個品/SKUレベル追跡環境構築(安

全管理、マーケティング) 

生産量調整 販売情報に基づく生産量適性化

（食品ロス削減にも寄与）  

箱等、RTI 部品入荷 ・在庫保管  

生産工程管理  

製品検査 検品効率化 

製品出荷  

卸・物流 倉庫 箱等、RTI 製品入荷 入荷伝票処理効率化、検品効率

化、品質確認 

保管・在庫管理・棚卸 棚卸効率化 

製品出荷 検品効率化 

配送センター 配送用容器 出荷先仕分け 出荷伝票処理効率化 

配送車 配送用容器 物流品質管理  

位置情報把握  

配送  

店舗 バックヤード 個品、 

配送用容器 

納品管理 納品・検品効率化 

在庫管理 在庫管理効率化 

売場 個品 棚卸管理 棚卸効率化 

販売促進  

商品情報検索  

レジ レジ作業時間短縮、省人化・無人

化 

盗難防止  

消費期限管理 食品ロス削減 

棚出し(売場商品補充)  補充効率化 

消費者 自宅等 個品 製品管理 消費期限管理、製品知識向上 

保守サービス 安心・安全(トレーサビリティ) 

リサイクル 

/廃棄 

リサイクル 

/廃棄事業者等 

個品 製品搬入 搬入伝票処理効率化、検品効率化 

保有品管理  

保有品位置管理  

リサイクル/廃棄処理  

リサイクル/廃棄材料等出荷管理  

 

小売店舗においては、商品への電子タグ取付を活用したセルフレジや無人店舗等の試行

がなされている。国内では平成 28 年度のローソンによるレジロボ実証実験、平成 29 年度

のファミリーマートによる経済産業省店でのセルフレジ実証実験、トライアル社とパナソ
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ニックスマートファクトリーソリューション社によるウォークスルー型 RFID 会計ソリュ

ーション実証実験等が挙げられる。国外では、特に中国のいわゆる「無人コンビニ」での

電子タグの活用が顕著であり、BingoBox、F5 未来商店、簡 24、便利蜂、 EATBOX、Well 

Go 等、多くの店舗が登場している（中国では現在は無人コンビニに投資資金が集まりやす

い環境にあるとのこと）。 

特にアパレル業界においては、電子タグ取付商品から取得したデータを効果的に活用し

ている事例が増えている。例えば、I 社では、衣料品工場の出荷直前に取り付けられる電子

タグ（主に下げ札内に電子タグが組み込まれる）の情報が流通過程での一括検品等に活用

されながら小売店舗まで届き、小売店舗での棚卸やレジでの商品の一括読取等でも活用さ

れながら、さらに電子タグの読取情報に基づいた店舗での商品の売れ行き等の動向をリア

ルタイムで店舗経営層に通知する仕組みを構築・運用している。店舗経営層はこの通知に

基づいて効果的＝売上を向上させる商品陳列の対策を打つことができ、商品の販売機会損

失を未然に防いだり、さらには効果的な商品展開に基づいた販売機会創出のシーンを用意

する等が可能となる。このようなダイナミックな活用は消費財サプライチェーン各層のプ

レーヤーでも有効・有用と考えられる。 

物流・サプライチェーンに限らず、広範な分野における RFID の適用とその用途区分を

に示す。分野毎で目的に応じた電子タグの使い分けが行われているが、UHF 帯の利用が多

くなっている。また、流通システム開発センターは、RFID の適用に関する近年の様々な業

界の動きについて表 2.6 のように整理している。 

 

表 2.5 RFIDの適用の分野とその用途区分（再利用、価格帯、周波数帯） 

＃ 分野 
用途区分 

再利用 価格帯 周波数帯 

1 航空 有 高 UHF 

2 空港 有/無 高/安 UHF 

3 書籍・図書館・保管 無 安 UHF/HF 

4 金融・セキュリティ・安全 無 高 UHF/HF/NFC 

5 パスポート 無 高 HF 

6 食品安全 有/無 高/安 UHF/NFC 

7 動物・農業・偽造防止 有 高 UHF/HF/NFC 

8 健康 有/無 高/安 UHF/HF/NFC 

9 医療 有 高 UHF/HF/NFC 

10 物流・サプライチェーン 有/無 高/安 UHF 

11 レジャー・スポーツ・旅行 有/無 高/安 UHF/HF/NFC 

12 製造・産業・管理 有/無 高/安 UHF/HF/NFC 

13 軍事 有/無 高/安 UHF/HF/NFC 

14 小売・消費財 無 安 UHF/NFC 

15 交通 有/無 高/安 UHF/HF/NFC 

16 自動車 有 高 UHF/HF/NFC 
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表 2.6 RFIDの適用に関する近年の様々な業界の動き 

業界 動向 事業者等 

アパレル 

・ファッション 

•店舗業務(在庫管理・棚卸/会計迅速化) 

•入出荷検品(倉庫、店舗)、ピッキング(倉庫) 

•オムニチャネル(EC、倉庫・店舗を超えた全体の在庫管理) 

 

物流機材 

・容器の管理 

•クレート・オリコン、かご台車、パレット、輸送用コンテナ 

•容器の所在管理/紛失防止 

•トレーサビリティ、入出荷検品 

•イオン 

•日本パレットレンタル 

•日本アクセス 

•紀文フレッシュシステム 

自動車 

•完成品の所在管理/仕向地管理/オプション設定 

•部品管理/SCM/カンバン 

•輸送容器の管理 

•ホンダ(アメリカ) 

•自動車工業会 

航空 

•航空機部品(ライフジャケット、メンテ必要部品) 

•専用工具管理 

•航空手荷物 

•エアバス、ボーイング 

•デルタ航空(IATA) 

医療機器 
•手術用具の個品管理/員数管理 

•医療機器の院内所在把握 

 

産業ガス 
•法律に基づくガス容器の安全管理 

•ボンベの所在管理、耐用年数把握、定期検査実施 
•日本産業医療ガス協会(JIMGA) 

図書館 
•図書館の蔵書管理 

•図書館の蔵書の識別コードの ISOでの国際標準化 

•ISO TC46 

•(ISO28560) 

社内資産管理 

/個社での活用 

•重要書類管理 

•CD等媒体管理 

•回転寿司  等 
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2.6.3 個品単位の電子タグの情報をサプライチェーンで共有する場合のコスト

（消費財の全てに電子タグが実装され、サプライチェーン各層の出荷・

入荷・販売時に EPCIS 上の当該商品のステータスを書き換える場合にお

けるデータ容量、トランザクション数及びサーバー維持・運用コストを

試算するもの） 

 

経済産業省平成 28 年度調査での「コンビニ電子タグ 1000 億枚宣言」では、コンビニエ

ンスストアで取り扱う年間 1,000 億個の商品の全てについて、メーカーでの製造時に電子

タグが取り付けられ、それが中間流通を経て小売店舗に届き、小売店舗で消費者に販売さ

れる一連の過程の随所で電子タグが読み取られるシーンが想定されている。また、2017 年

度 NEDO 研究開発における実証実験では、56SKU、電子タグ総数約 36,000 枚の商品のメ

ーカー～卸～コンビニ配送センター～コンビニ店舗～販売のシンプルなシーン設定であっ

ても約 100,000 レコードの読取結果が得られている（レコード数は電子タグ個数の約 2.8

倍）。このことは、消費財の全てに電子タグが実装され、サプライチェーン各層の出荷・入

荷・販売時に EPCIS 上の当該商品のステータスを書き換える場合のデータ容量やトランザ

クション数が膨大なものとなり、また、それを維持する情報システム（サーバー等）の性

能・機能がハイスペックなものとなり、その維持・運用コストが大きなものとなることが

推察される。このような大規模なシステムのコスト試算は容易ではないが、消費財サプラ

イチェーンでの活用における便益・費用負担の設計においては、当該システムの維持・運

用コストも考慮されるべきであり、非常に重要なものである。 

一方、昨今の大量のデータの登録・管理は、スケールアウトを前提としたクラウド環境

上でのサービスを利用することが一般的である。この場合、情報システム（具体的にはサ

ーバー等）の性能・機能やその維持・運用はサービスメニューのひとつとなり、当該サー

ビスの利用者が多ければ、その価格は抑制される。 

以上を踏まえ、ここでは、サプライチェーン各層でどの程度の情報が発生するかを簡易

的に計算する。なお、簡易的な計算においては、コンビニエンスストアの飲食料品を対象

とし、また、商品毎の複雑な流通経路を全て考慮することは困難なため、2018 年度 NEDO

研究開発でモデル化した、メーカー－卸－小売の 3 階層に簡素化した流通経路を想定する。 
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① 事業所数 

電子タグの読取りに関するイベントが発生する事業所数については、表 2.7 に示す平成

28 年度経済センサス（総務省・経済産業省）による食料品製造業、卸売業、小売業の事業

所数を適用する。 

 

表 2.7 業種・産業の事業所数 

業種 産業 事業所数 業種別計 
業種別計に 

占める割合(%) 

メーカー 食料品製造業 28,239 217,601 13.0 

卸 食料・飲料卸売業 35,672 364,814 9.8 

小売 その他の飲食料品小売業 132,479 990,246 13.4 

計 196,390 1,572,661 12.5 

(出所)  平成 28年度経済センサス（総務省・経済産業省）より抜粋 

 

② 業種におけるイベントの発生数 

サプライチェーンを構成する業種におけるイベントの発生数を表 2.8 のように置く。 

 

表 2.8 業種におけるイベントの発生数 

# 業種 イベント イベントの発生数 

(A) メーカー 製造、製造検品、出荷検品、出荷 4 

(B) 卸 入荷、入荷検品、保管、仕分け、出荷検品、出荷 6 

(C) 小売 入荷、入荷検品、棚卸、販売 4 

 

③ イベントの発生元となる電子タグの個数 

イベントの発生元となる電子タグの個数は、「コンビニ電子タグ 1000 億枚宣言」を踏ま

えて表 2.9 のように置く。 

 

表 2.9 イベントの発生元となる電子タグの個数 

# 根拠 電子タグの個数 

(D) コンビニ電子タグ 1000億枚宣言 100,000,000,000 

 

④ 事業者種別毎のイベントの発生回数 

事業者種別毎のイベントの発生回数は表 2.10 のようになる。 

 

表 2.10 事業者種別毎のイベントの発生回数 

# 業種 イベントの発生数 計算 

(E) メーカー 400,000,000,000 (E)=(A)×(D) 

(F) 卸 600,000,000,000 (F)=(B)×(D) 

(G) 小売 400,000,000,000 (G)=(C)×(D) 

計 1,400,000,000,000  
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⑤ 事業者種別毎のイベントの発生箇所数 

事種別毎のイベントの発生箇所数は表 2.11 のようになる（表 2.7 に示す業種・産業の事

業所数と同一とする）。 

 

表 2.11 事種別毎のイベントの発生箇所数 

# 業種 イベントの発生箇所数 

(H) メーカー 28,239 

(I) 卸 35,672 

(J) 小売 132,479 

計 196,390 

 

 

⑥ １事業所当たりのイベントの発生回数 

１事業所当たりのイベントの発生回数は表 2.12 のようになる。 

 

表 2.12 １事業所当たりのイベントの発生回数 

# 業種 イベントの発生回数 計算 

(K) メーカー 14,164,808 (K)=(E)/(H) 

(K) 卸 16,819,915 (L)=(F)/(I) 

(M) 小売 3,019,346 (M)=(G)/(J) 

計 34,004,069  

 

 

⑦ １事業所当たり・１日当たりのイベントの発生回数 

１事業所当たり・１日当たりのイベントの発生回数は表 2.13 のようになる。 

 

表 2.13 １事業所当たり・１日当たりのイベントの発生回数 

# 
業種 

１事業所当たりの 

１日当たりのイベントの発生回数 
計算 

(N) メーカー 38,808 (N)=(K)/365 

(O) 卸 46,082 (O)=(L)/365 

(P) 小売 8,272 (P)=(M)/365 

計 93,162  

 

上記の①～⑦の簡易試算に拠れば、業種毎に差異はあるが、１事業者当たり・１日当た

り 50,000 件程度のイベント≒トランザクションが発生すると見れば良いと考えられる。こ

れは昨今の情報システムとしては大きな情報処理量ではなく、故に一般的なクラウドサー

ビスの適用で対応可能なものと見ることができる。大手クラウドコンピューティングサー

ビスの仮想サーバーの年間使用量は数百万円と見れば、（もちろん中小事業者にとっては、

そして大手事業者にとっても決して安価ではないが）全く非現実的な費用感でもない。 
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2.7 消費者及び環境 

 

2.7.1 消費者宅での電子タグの活用方法 

 

現在、消費者宅＝消費者の手元で簡便に電子タグ（UHF 帯 RF タグ）を読み取る手段は

事実上ない（例えば NFC のようにスマートフォンでの読取は不可）。このことが電子タグ

の普及が進まない一因となっていると考えられている。 

UHF 帯については電波法で 250mW より高い送信出力では免許登録が必要とされている

こともあり、電子タグの大きな特長の一つである一括読取の実現を考えれば消費者の手元

での 250mW 超の出力が不要とは言い切れず、技術的、運用的な問題のみならず、法制度

の問題も存在していると考えられる。ただし、例えば手に持つ電子タグ取付商品の読取を

行うレベルであれば 250mW 超の出力は不要である。 

仮に消費者の手元で電子タグ取付商品（個品）の電子タグの読取が可能になると考えれ

ば、個品に関連する情報（例えば消費期限や当該商品（個品）の当該消費者による購入の

事実）が消費者の手元レベルで利用可能となり、消費者向けの有益なサービスが創出され

ることが推察される。 

消費者宅での電子タグの活用方法の一案としては、例えば、冷蔵庫にリーダーを設置し

て庫内の電子タグ取付食品等を読み取り、消費期限に合わせた使用の推奨（食ロスの削減

もねらい）を行う機能や、ドレッサーにリーダーを設置して周辺の電子タグ取付化粧品等

を読み取り使用期限に合わせた書い足しの提案を行う機能等が考えられている（一部のメ

ーカー等での試作も始まっている）。 

「電子タグの活用」のポイントを「個品の特定＝SGTIN の取得」と見れば、例えば、電

子タグ取付商品のレジでの購入のシーンで電子レシート管理システム（会計のレシートが

紙ではなく電子情報として消費者のスマートフォン内のアプリに伝達されるシステム）が

稼動していると仮定すると、 SGTIN のデータキャリアが電子タグ→電子レシート情報と

なって、消費者の手元での電子タグ（SGTIN）の活用が可能となる（電子レシートの活用

については、2017 年度、2018 年度の NEDO 研究開発の中でも言及されている）。 

リーダー付冷蔵庫やドレッサー、及び電子レシートによる SGTIN の消費者の手元への持

ち込みのような案は、メーカーにとって「消費」の確認を「販売」のシーンで行うのでは

なく、「使用＝本来の消費」のシーンで行うことにつながり、新たな価値の創出にも寄与す

ると期待されている。 
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2.7.2 プライバシーへの対応方法（購入した商品が何かを第三者に知られ得る

不安への解消方法） 

 

電子タグに関するプライバシーについては、主に小売店舗による電子タグ取付商品の購

入のシーン及びそれ以降の消費者の手元での当該商品の利用のシーンで生じる。 

電子タグに関するプライバシー問題については、総務省・経済産業省「電子タグに関す

るプライバシー保護ガイドライン」（平成 16 年 6 月 8 日）が定められており、電子タグ取

付商品の購入により消費者の購入実績（誰が何を買ったか）が第三者に知ら得る消費者の

不安について、事業者側はそのようなことが起き得ない仕組みを個人情報保護法に則って

整備する必要があることや、電子タグの読取について消費者側に最終的な選択権が留保さ

れること（消費者が電子タグを機能させるなと要求すればそうしなければならない）等が

示されている。 

消費財サプライチェーンで活用される電子タグは安価なものとなることが予想される。

この安価な電子タグは大容量のユーザーメモリは持たず、サプライチェーンの流通過程に

おいて消費者の情報を電子タグに書き込むシーンは事実上想定されない。従って、電子タ

グの読取のみで消費者の購入実績情報等が第三者に知られるようなことは起き得ないと考

えられる。その観点では、電子タグのプライバシー問題は誤解でありレピュテーショナル

リスクを有したものと位置付けられる。ただし、電子タグの読取情報を他の情報（小売店

舗の会員カード情報や、延いては消費者の第三者の目視確認）と連携することによって、

電子タグの読取情報が起点となった消費者の購入実績情報等が判明してしまう可能性につ

いては否定できない。 

海外では電子タグに関するプライバシーについて問題となった事例（かみそりメーカー

の電子タグ取付の実証実験に関する消費者団体からの公開質問状にメーカーが回答せず不

買運動が発生し実証実験を中止）もあることを踏まえれば、事業者側はプライバシーへの

対応方法を明確に定めておく必要があると考えられる。 

以上を踏まえ、「電子タグに関するプライバシー保護ガイドライン」を現在及び近い将来

の電子タグの利活用のシーンを想像した上で評価を試行したものを表 2.14～表 2.16 に示

す。なお、この評価は一案であり、今後、様々な観点でさらに評価し、必要であれば改訂

の手続きを取ることが望ましい。 

 



 

57 

 

 

表 2.14 「電子タグに関するプライバシー保護ガイドライン」の評価の試行（第１～第４） 

条項 項目 内容 現在での評価 

第１ ガイドラインの目的 本ガイドラインは、電子タグの有用

性を利活用しつつ、消費者の利益を

確保し、電子タグが円滑に社会に受

け入れられるようにするため、電子

タグに関する消費者のプライバシー

保護について業種間に共通する基本

事項を明らかにすることを目的とす

る。 

左記のままで問題ないと判断 

第２ ガイドラインの対象範囲 本ガイドラインは、消費者に物品が

手交された後も当該物品に電子タグ

を装着しておく場合に、当該電子タ

グ及び当該電子タグが装着された物

品を取り扱う事業者が対応すること

が望ましい規則について定めるもの

である。 

左記のままで問題ないと判断 

第３ 電子タグ装着の表示 消費者に物品が手交された後も当該

物品に電子タグを装着しておく場合

には、事業者は、消費者に対して、

当該物品に電子タグが装着されてい

る事実、装着箇所、その性質及び当

該電子タグに記録されている情報

（以下「電子タグ情報」という。）

についてあらかじめ説明し、若しく

は掲示し、又は電子タグ情報の内容

を消費者が認識できるよう、当該物

品又はその包装上に表示を行う必要

がある。当該説明又は掲示は、店舗

において行うなど消費者が認識でき

るよう努める必要がある。 

左記のままで問題ないと判断 

第４ 電子タグ読み取りに関する 

消費者の最終的な選択権の 

留保 

事業者は、消費者に物品が手交され

た後も当該物品に電子タグを装着し

ておく場合において、消費者が、当

該電子タグの性質を理解した上で、

当該電子タグの読み取りをできない

ようにすることを望むときは、消費

者の選択により当該電子タグの読み

取りができないようにすることを可

能にするため、その方法についてあ

らかじめ説明し、若しくは掲示し、

又は当該物品若しくはその包装上に

表示を行う必要がある。 

【電子タグの読み取りができないよ

うにする方法の例】 

１ アルミ箔で覆って遮断できる場

合はアルミ箔で覆うなど電子タグと

読取機との通信を遮断する。 

２ 電子タグの固有番号を含む全部

若しくは消費者が選択する一部の情

報を電磁的に消去し、又は当該情報

を読み取ることを不可能にする。 

３ 電子タグ自体を取り外す。 

アルミ箔で覆う等の措置を、消費者

が自身の意志で除去した場合は消費

者の責任と明示することも一案だが

不要と判断 
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表 2.15 「電子タグに関するプライバシー保護ガイドライン」の評価の試行（第５～第７） 

条項 項目 内容 現在での評価 

第５ 電子タグの 

社会的利益等に関する 

情報提供 

事業者は、第４に基づき消費者が電

子タグの読み取りをできないように

した場合であって、物品のリサイク

ルに必要な情報が失われることによ

り環境保全上の問題が生じ、又は自

動車の修理履歴の情報が失われるこ

とにより安全への影響が生じる等、

消費者利益又は社会的利益が損なわ

れる場合には、これらの利益が損な

われることについて表示その他の方

法により消費者に対して情報を提供

するよう努める必要がある。 

電子タグの読み取りを不可とするこ

とによる影響は、リサイクルや修理

履歴だけでなく、二次流通や再流通

も挙げられる。二次流通で消費者→

事業者の物品の移動等が発生した以

降の事業者による物品への関与はト

ラック＆トレースを担保したい等の

ニーズはあり得ることから、二次流

通や再流通への対応の必要性には言

及したい 

第６ 個人情報 DB等 

と電子タグの情報を 

連携して用いる場合の 

取り扱い 

事業者が、電子タグに記録された情

報のみでは特定の個人を識別できな

い場合においても、電子計算機に保

存された個人情報データベース等と

電子タグに記録された情報を容易に

連携して用いることができるときで

あって、特定の個人を識別できると

きにあっては、当該電子タグに記録

された情報は個人情報保護法上の個

人情報としての取り扱いを受けるこ

ととなる。 

※個人情報保護法上個人情報取扱事

業者に係る義務（例示） 

（１）個人情報の利用目的関係 

・利用目的をできる限り特定 

・利用目的以外の利用は本人の同意

が必要 

（２）個人情報の取得関係 

・個人情報の不正な取得の禁止 

・個人情報を取得した場合は、速や

かに利用目的を本人に通知または公

表 

（３）個人データの管理関係 

・個人データを正確かつ最新の内容

に保つように努める 

・個人データの漏えい、滅失、き損

等の防止のため安全管理措置が必要 

・個人データを第三者へ提供する場

合は、本人の同意が必要 

左記のままで問題ないと判断 

第７ 電子タグ内に 

個人情報を記録する場合の 

情報収集及び利用の制限 

電子タグ内に個人情報を記録して取

り扱う事業者は、当該事業者が取り

扱う個人情報の件数にかかわらず、

個人情報を収集又は利用する場合

は、当該電子タグ内に記録された個

人情報に関して、利用目的を本人に

通知し、又は公表するように努める

必要がある。また、当該情報を利用

目的以外に利用する場合には、消費

者本人の同意を得るよう努める必要

がある。 

左記のままで問題ないと判断 
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表 2.16 「電子タグに関するプライバシー保護ガイドライン」の評価の試行（第８～第 10） 

条項 項目 内容 現在での評価 

第８ 電子タグ内に 

個人情報を記録する場合の 

情報の正確性の確保 

電子タグ内に個人情報を記録して取

り扱う事業者は、当該事業者が取り

扱う個人情報の件数にかかわらず、

個人情報を記録する場合は、当該電

子タグ内に記録された個人情報に関

して、次の事項を満たすよう努める

必要がある。 

１ 電子タグ内に記録された個人情

報を使用する目的と内容に照らし合

わせて、正確かつ最新の内容に保つ

こと。 

２ 消費者の求めに応じて、当該消

費者に関係する電子タグ内に記録さ

れた情報及び電子タグの識別情報か

らひも付けされる当該消費者の個人

情報を開示し、また当該消費者の求

めに応じて間違いを訂正すること。 

３ 電子タグ内に記録された情報の

滅失、き損、改ざん及び漏洩を防止

すること。 

左記のままで問題ないと判断 

第９ 情報管理者の設置 事業者は、電子タグに関するプライ

バシー保護に係る情報の適正な管理

及び苦情の適切かつ迅速な処理を確

保するため、これらに責任を有する

情報管理者を設置し、連絡先を公表

する必要がある。 

利用者はサプライチェーンの各プレ

ーヤー（メーカー～卸～小売～消費

者）となることから、情報管理者の

責務もサプライチェーンの各プレー

ヤーに負わせることが適切ではある

が、情報管理者の責務の設置の目的

である消費者からの問い合わせ等へ

の対応の観点からは、その分散的な

配置は必ずしも適切ではない。以上

を踏まえれば、サプライチェーンの

各プレーヤーを取りまとめた業界団

体等に総合的な窓口を置き、消費者

からの問い合わせ等への一次対応を

行う組織体を用意することが望まし

いと言及したい 

第 10 消費者に対する 

説明及び情報提供 

事業者、事業者団体及び政府機関等

の関係機関は、電子タグの利用目的、

性質、そのメリット・デメリット等

に関して、消費者が正しい知識を持

ち、自ら電子タグの取扱いについて

意思決定ができるよう、情報提供を

行う等、消費者の電子タグに対する

理解を助けるよう努める必要があ

る。 

左記のままで問題ないと判断 
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2.7.3 電子タグの環境への影響（消費財の全てに電子タグが実装された場合の

環境への影響） 

 

電子タグの環境への影響については、電子・電気機器の利用や廃棄に伴う環境への影響

を評価し、また未然に防ぐ観点から、① 製造観点でのハザード対応（万が一の暴露時等の

環境への影響を抑制）、② 製造・流通観点でのリスク管理対応（環境への影響の可能性を

明示して注意を喚起）、③ 左記①②を踏まえた適切な廃棄の対応がどのように管理される

のかを整理することが肝要になると考えられる。 

現在、国内では、電子タグを特定したその製造や流通における環境への影響に関する規

制はない。EU では電子タグが特定有害物質使用制限を定めた RoHS（RoHS：Restriction 

of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment）指令

の対象となっており、製造時において、電子・電気機器の素材としての有害物質の含有量

を基準以下に抑制することが求められている。ただし、電子タグについては、RoHS 指令の

電気電子機器定義に合致し指令対象となるが有害 6 物質は含まれず問題にならないとされ

ている。電子タグの製造・流通におけるリスク管理の観点では、EU では化学物質の総合的

な登録・評価・認可・制限の制度となる REACH（Registration, Evaluation, Authorization 

and Restriction of Chemicals）規則があり、EU 圏内で製造または輸入する物質の物質毎

の総量が年間１トン以上の事業者は当該物質を対象とする必要があることから、製造量が

増加することで電子タグも REACH 規則の対象になる。 

国内での法規制等を整備していく上では、消費財サプライチェーンのグローバル化も考

慮すれば、この RoHS 指令や REACH 規則に準拠したものを検討していく必要があると考

えられる。 

電子タグの廃棄についても規制はなく、一般的な廃棄物として対応することが求められ

る。JAISA は「UHF 帯 RF タグ運用ガイドライン（第１版）」（平成 30 年 6 月 7 日）で、

事業所からの廃棄物としては産業廃棄物として取り扱うこと、家庭からの廃棄物としては

家庭系一般廃棄物として取り扱うことが示されている。また、JAISA は「RF タグの捨て方」

で「使用済みの IC タグ・ラベルは段ボールからはがして可燃ごみとして捨てることができ

る」としている。ただし IC タグ・ラベルは複合素材であり、重量比が一番大きい材料での

処理となるため、それが紙であれば可燃ごみ、プラスチックであればプラスチックごみと

して捨てることになる。 

今後、電子タグの利用が進み、「コンビニ電子タグ 1000 億枚宣言」が達成され、その電

子タグが全て廃棄されると仮定した時に、電子タグからの金属（ここではアルミニウムを

想定）の発生量はどのようになるかを簡易的に試算した結果を表 2.17 に示す。表 2.17 で

は、比較のために国内での家庭ごみ内のアルミニウムの量を併記する。この試算からは、

相当量（約 8%）のアルミニウムの発生があることになる。仮にこの電子タグが全て燃える
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ごみとして排出されるとすれば、アルミニウムは焼却時の灰となり一部のリサイクル処理

を除いて基本的には埋立処分になるため、今後、このような問題への対処も必要になると

思われる。 

 

表 2.17 電子タグが燃えるごみとして排出された場合の金属の発生量の簡易試算 

電子タグ(加工タグ) 値 家庭ごみ 値 

加工タグの質量(g/個) 0.25 － － 

加工タグのアルミの比率 0.25 － － 

アルミの質量(g/個) 0.0625 家庭ごみ内のアルミの量(g/人/年) 600 

加工タグの発生量(個/年) 1000億 日本の人口(百万人) 126.33 

アルミの発生量(t/年) 6,250 家庭ごみ内のアルミの量(t/年) 75,798 

家庭ごみ内のアルミの量に対する電

子タグによるアルミの発生量(%) 

8% － － 
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3 ロードマップの改訂 

 

 

前述「2 RFID に関する動向の調査」を踏まえたロードマップの改訂案の検討過程を表 3.1

～表 3.5 に、その検討過程を踏まえたロードマップ（改訂案）を表 3.6～表 3.9 に示す。

なお、ロードマップ（改訂案）については、以前のものとの項目番号の整合性を取るため、

新たに採番はせず、また、同一項目に関する改訂や追加等については追番（「n-1」の記載）

を行っている。 
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表 3.1 ロードマップ（改訂案）（検討過程）（１／５） 

# 課題   詳細 詳細 注釈 実施主体 
一定程度の 

解決期限 

解決 

期限 

一定程度の 

解決期限の

評価 

評価のポイント 新対応設定のポイント 

(新) 

一定程度の 

解決期限 

(新) 

解決 

期限 

1 
(A)電子タグの

低価格化 

現行技術で低価

格化を図ること 

大サイズシリコ

ンウェハーの導

入 

シリコンウェハー口径200mm(8インチ)

から 300mm(12 インチ)への転換の促進 

IC チップメーカーは海外企業数社の

寡占状態。当該企業による IC チップ

価格低下動向はグローバル市場のニ

ーズと直結することから、市場側と

しては大量ニーズの創出やその可能

性の継続的な提示を行う必要あり 

IC チップメーカ

ー 
2018 2025 ○ 

・A 社や NXPが 12 インチ対応を進める 

・市場予測では 2025 年のインレイ価格は約 5 円、価格構

成比を鑑みれば IC チップは 2～3 円 

・A 社は非公式のコメントとして TID 適用プレシリアライ

ズが進められた場合には加工タグ価格は 1.5円程度にな

る可能性に言及 

・一定程度の解決期限を更新した継続が必須 

・低価格化を目指すよう働きかける必要あり 

・低価格化の訴求と共に需要の高まりを示していく必要

あり 

2020 2025 

2     
IC チップの小サ

イズ化の推進 

ボンディング時のICチップのピックア

ップ能力(余りに小さいものはピック

アップできない)や極小化によるメモ

リサイズの圧迫との影響も考慮した上

での極小化の促進 

IC チップメーカーは海外企業数社の

寡占状態。当該企業による IC チップ

微細化動向はグローバル市場のニー

ズと直結することから、市場側とし

ては大量ニーズの創出やその可能性

の継続的な提示を行う必要あり 

IC チップメーカ

ー 
2018 2025 ○ 

・A 社は微細化を進める 

・微細化によるメモリサイズの縮小は GEN2規格準拠との

兼ね合いあり 

・中国ベンダーが銀ペーストアンテナに 0.4mm 未満のチッ

プをボンディング。製造は精細ではないが安価 

・一定程度の解決期限を更新した継続が必須 

・IC チップの微細化技術自体のみならず製造プロセスや

利用環境(読取距離のばらつきに対応する必要あり)を考

慮する必要あり 

2020 2025 

3     

安定的な大量ロ

ット発注を前提

とした事業者の

設備投資の誘導 

－ 

IC チップメーカーは海外企業数社の

寡占状態。インレイメーカーも海外

企業数社が優勢だがアパレル等では

国内企業もシェアを拡大中。当該企

業による設備投資は対応市場のニー

ズと直結することから、市場側とし

ては大量ニーズの創出やその可能性

の継続的な提示を行う必要あり 

IC チップメーカ

ー 

インレイメーカ

ー 

2018 2025 ○ 

・アパレル事業者(SPA)を中心に大量発注が進む 

・アパレル事業者側(SPA)が電子タグ利用を前提とした商

品管理の仕組みへの設備投資が進んでいる 

・上記を受けて IC チップメーカーやインレイメーカーの

生産体制強化は進んでいる 

・「全体」から見ればアパレル頼みの「他力本願」的な感

も否めないがそれも一案 

・一定程度の解決期限を更新した継続が必須 

・アパレル以外の業界でも需要の高まりを示していく必

要あり 

2020 2025 

4     

商品への電子タ

グ貼付設備の開

発 

商品完成後の電子タグ貼付の仕組みの

開発・普及 

将来像としては商品パッケージや商

品構成部品等に電子タグを組み込む

ことが考えられるが、商品形態によ

っては商品完成後の電子タグ貼付も

ある程度求められると推察 

生産システムベ

ンダー 
2018 2025 ○ 

ロボティクスによる貼付技術開発が進み一部メーカーは

試作提案を実施(自動貼付の可能性が世間の目に触れたこ

とは重要) 

・一定程度の解決期限を更新した継続が必須 

・実用化に向けて高速化等を進める必要あり 
2020 2025 

5   

現行技術に代わ

る新技術を確立

すること 

新技術の開発：プ

リンテッド RFID 

日本独自の単結晶有機半導体技術をベ

ースに低コストRFIDの回路化技術と生

産技術を開発 

プリンテッド RFIDを商品に高速にソ

ースタギングを行う技術開発も必須 
研究機関   2025 ○ 

・D 社、東京大学、山形大学で技術開発を実施中(単結晶

有機半導体では利用する分子のほとんどが半導体のスイ

ッチ機能を担うため面積当たりのコストが極めて低くな

り 1cm^2 当たり 0.01 円。溶液を塗布しながら結晶化する

新手法により製造プロセスに真空環境は必要なく低コス

トと高性能の両立が可能) 

・一定程度の解決期限を新設した継続が必須 

・現在のシリコンチップベースの UHF 帯電子タグと同等

の性能を確保する必要あり 

2022 2025 

6

削

除 

    
新技術の開発：新

素材 
    研究機関   2025     No.5 に集約   他に集約 

7

削

除 

    

新技術・新技法の

開発：製品基板を

アンテナ化し IC

チップを設置す

るような技術の

活用 

－   
タグ加工メーカ

ー 
  2025 － 

・特にサプライチェーンでの適用等の実績には至っていな

い 

No.7-●に集約させて商品パッケージへの電子タグ組込

みの一方策としたらどうか？ 
  他に集約 

追

加 
    

新技術・新技法の

開発：商品パッケ

ージにタグを組

み込むような技

術・技法 

商品パッケージや商品構成部品等に電

子タグを組み込み、商品製造過程で商

品と電子タグの物理的な関連付けを行

う技術・技法の開発・普及 

商品生産ラインの工程や速度への影

響を可能な限り小さくする技術・技

法が強く求められる 

パッケージベン

ダー 
  2025 △ 

・単にパッケージや構成部品等に組み込めるかだけでなく

製造工程で電子タグを破壊しない方法や輸送時にかさば

らない方法等、複合的な観点での検討はされている 

・アンテナをパッケージと合わせて印刷し IC チップを載

せる方法もあるがサプライチェーンでの適用等の実績に

は至っていない 

・一定程度の解決期限を新設した継続が必須 

・パッケージや構成部品等に組み込む場合、エンコード

やタグ死活検査も含まれてくるため、運用面での実現可

能性（特に処理速度等）についても考慮の必要あり 

2020 2025 

8 

(B)電子タグ組

込み・貼付方法

の性能・機能向

上 

コンビニ等小売

で利用可能とす

ること 

極小・極細商品に

組込み・貼付可能

な電子タグ組込

み・貼付方法の開

発 

加工タグの極小化(具体的にはアンテ

ナの一部削除)が一案 
  

タグ加工メーカ

ー 
  2018 △ 

・加工タグのアンテナカットによる極小化については可能

なもののそれを前提とした利用はなされない(920MHHz の

1 波長 32cmの 1/4 である 8cm のアンテナ長が望ましいこ

とを考慮)・電子タグ自体の小型化については IC チップの

小サイズ化で言及(No.2) 

・解決期限を更新した継続が必須・極小商品への適用を

踏まえた特性を提示する等の措置は必要 
  2020 

9     

金属対応電子タ

グとその組込

み・貼付方法の開

発 

・金属対応電子タグ自体の開発 

・金属筐体と非金属筐体(紙やプラスチ

ック等)への組込み・貼付時の読取り・

書込み性能の均質化も考慮 

電子タグの使い分けを行わない場合

は金属対応電子タグの金属／非金属

筐体への組込み・貼付時の性能の均

質化は両者を安定的に読取り可能な

環境づくりの観点から重要 

タグ加工メーカ

ー 
  2018 ○ 

・タグ加工ベンダーでの開発が進む 

・タグ加工ベンダーや利用者の運用時の調整等が進む 

・2018 年度 NEDO 実証実験までで非金属商品への貼付も考

慮した金属対応電子タグを適用して良好な結果を得てい

る 

・解決期限を更新した継続が必須 

・2018 年度 NEDO 実証実験レベルでは目立つ課題はないが

高機能化の追及は必要 

  2020 

追

加 
    

商品外形からは

み出させなくて

良いタグの開発 

No.5、No.7-●に集約可能 ⇒ 行を削除   
タグ加工メーカ

ー 
  ？           

10     

水分対応電子タ

グとその組込

み・貼付方法の開

発 

・水分対応電子タグ自体の開発 

・水分系商品への組込み・貼付時と非

水分系商品への組込み・貼付時の読取

り・書込み性能の均質化も考慮 

電子タグの使い分けを行わない場合

は水分対応電子タグの水分系／非水

分系商品への組込み・貼付時の性能

の均質化は両者を安定的に読取り可

能な環境づくりの観点から重要 

タグ加工メーカ

ー 
  2018 ○ 

・タグ加工ベンダーでの開発が進む 

・タグ加工ベンダーや利用者の運用時の調整等が進む 

・2018 年度 NEDO 実証実験までで水分系商品への貼付も考

慮しており良好な結果を得ている 

・解決期限を更新した継続が必須 

・2018 年度 NEDO 実証実験レベルでは目立つ課題はないが

高機能化の追及は必要 

  2020 

11     

冷凍・チルド等対

応電子タグとそ

の組込み・貼付方

法の開発 

・冷凍・チルド等対応電子タグ自体の

開発 

・冷凍・チルド等商品への組込み・貼

付時と非冷凍・チルド等商品への組込

み・貼付時の読取り・書込み性能の均

質化も考慮 

・電子タグの使い分けを行わない場

合は冷凍・チルド等対応電子タグの

冷凍・チルド等／非冷凍・チルド等

商品への組込み・貼付時の性能の均

質化は両者を安定的に読取り可能な

環境づくりの観点から重要 

・(電子タグの性能そのものではない

が)冷凍・チルド等商品への電子タグ

の貼付については使い勝手の良いシ

ール材の適用も課題の一つ 

タグ加工メーカ

ー 
  2018 ○ 

・タグ加工ベンダーでの開発が進む 

・タグ加工ベンダーや利用者の運用時の調整等が進む 

・2018 年度 NEDO 実証実験で冷凍・チルド系商品への貼付

も考慮しており良好な結果を得ている 

・解決期限を更新した継続が必須 

・2018 年度 NEDO 実証実験レベルでは目立つ課題はないが

高機能化の追及は必要 

  2020 
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表 3.2 ロードマップ（改訂案）（検討過程）（２／５） 

# 課題   詳細 詳細 注釈 実施主体 
一定程度の 

解決期限 

解決 

期限 

一定程度の 

解決期限の

評価 

評価のポイント 新対応設定のポイント 

(新) 

一定程度の 

解決期限 

(新) 

解決 

期限 

12     

レンジ加熱対応

電子タグとその

組込み・貼付方法

の開発 

・レンジ加熱対応電子タグ自体の開発 

・レンジ加熱対象商品への組込み・貼

付時と非レンジ加熱対象商品への組込

み・貼付時の読取り・書込み性能の均

質化も考慮 

電子タグの使い分けを行わない場合

はレンジ加熱対応電子タグのレンジ

加熱／非レンジ加熱商品への組込

み・貼付時の性能の均質化は両者を

安定的に読取り可能な環境づくりの

観点から重要 

タグ加工メーカ

ー 
  2018 ○ 

・レンジ対応向け電子タグ開発や既存電子タグのレンジ対

応検証が進む 

・製造コストは一般的なものと大きな差異はない程度とな

りつつある 

・解決期限を更新した継続が必須 

・2018 年度 NEDO 実証実験レベルでは目立つ課題はないが

高機能化の追及は必要 

  2020 

追

加 
    

食品への電子タ

グの組込み・貼付

時の安全管理対

策との関係の整

理 

レンジ加熱時の

万が一の発火時

の責任の整理 

－ 

法制度の確認、契約ガイドラインの

整備 

社会受容性／場づくりの必要性 

法制度 2018 2025 ○ 

・レンジ投入時は外すことを電子タグまたは電子レンジ近

傍に明示する策が基本であり 2018年度 NEDO実証実験まで

に提示は徹底 

・解決期限を更新した継続が必須 

・2018 年度 NEDO 実証実験レベルでは目立つ課題はないが

社会受容性を高める取り組みは必要(万が一のレンジ投

入時の安全性は確保していても基本的には電子タグを外

すことを是とする社会の醸成が必要) 

    

13     

・電子タグの組込

み・貼付が不可

能・困難な商品

(電子タグの組込

み・貼付が不可能

な商品)の対応法

の整備 

そもそも電子タグを直接組込み・貼付

できない商品の対応 

おでん、ソフトクリーム、雑誌・新

聞等 
小売   2018 ○ 

・商品の実体とは別に電子タグを組込み・貼付したカード

を用意する方法が 2016 年度に提示されており、当面はこ

の方法が適切との理解がある 

・(電子タグ対応ではないが)セルフレジでは商品に対応す

るカードのバーコードを読み取る等、商品の実体と決済向

け情報を分けて処理する方法も普及しつつある 

・画像認識等の他の技術での解決も一案 

No.14、16 と合わせて電子タグ無し商品(電子タグの組込

み・貼付が不可能な商品)の取り扱いに集約したらどう

か？ 

  他に集約 

14

削

除 

    

レジ裏調理等の

商品の対応方法

の整備 

そもそも電子タグを直接組込み・貼付

できない商品の対応 
ソフトクリーム等 小売   2018 ○ 

・商品の実体とは別に電子タグを組込み・貼付したカード

を用意する方法が 2016 年度に提示されており、当面はこ

の方法が適切との理解がある 

・(電子タグ対応ではないが)セルフレジでは商品に対応す

るカードのバーコードを読み取る等、商品の実体と決済向

け情報を分けて処理する方法も普及しつつある 

No.13、16 と合わせて電子タグ無し商品(電子タグの組込

み・貼付が不可能な商品)の取り扱いに集約したらどう

か？ 

  他に集約 

15     

買い物カゴに入

らない商品の対

応方法の整備 

商品構造上または商品性質上、電子タ

グを直接組込み・貼付できない商品の

対応 

傘等 小売   2018 ○ 

・レジの商品読取り空間の広さとの兼ね合いあり 2016 年

度ローソンレジロボのような買い物カゴ全体を金属筐体

の閉鎖空間に入れて電子タグを読取りから発生した事項

だが、2017 年度 NEDO 実証実験のファミマ経産省店 RFID

レジ、2018NEDO 実証実験のローソン RFID レジ、ココカラ

ファイン RFID レジのようにレジの商品読取り空間が広く

買い物カゴ外の商品もレジに持ち込めれば電子タグの読

取りは可能・空間からはみ出した時に近傍のリーダーで誤

読する可能性は考慮する必要あり 

開放型/密閉型の適切な利用で解決しており「完了」で良

いか気付きも意識して解決期限を更新した継続とする

か？ 

  完了 or2020 

16

削

除 

    
雑誌、新聞等の対

応方法の整備 

商品構造上または商品性質上、電子タ

グを直接組込み・貼付できない商品の

対応 

雑誌、新聞等 小売   2018 △ 

・食品と書籍等との違いはあるが、No.13、14 と同等と考

えることも一案 

・電子タグ対応ではないがセルフレジでは商品に対応する

カードのバーコードを読み取る等、商品の実体と決済向け

情報を分けて処理する方法も普及しつつある 

No.13、14 と合わせて電子タグ無し商品(電子タグの組込

み・貼付が不可能な商品)の取り扱いに集約したらどう

か？ 

  他に集約 

17   

サプライチェー

ン全体で利用可

能とすること 

夏季野外・輸送時

等高温対応電子

タグ貼付方法の

開発 

電子タグの組込み・貼付についての高

温対応(例えば高温による粘着材の劣

化に伴う電子タグの剥がれ) 

  
タグ加工メーカ

ー 
  2018 ○ 

・粘着材は過去の多様な実績から適切なものを選定するこ

とが可能であり課題としなくても良いと思料 

※IC チップ自体は-40℃～+120℃程度は対応可能 

※情報管理側は GS1 が EPCIS2.0 の標準仕様としての環境

センサー情報の管理を要否も含め検討開始 

・粘着材の課題は「引き続き検討は必要だが RFID の要検

討課題とはしない」として削除したらどうか？ 
  完了 

18 
(C)標準コード

の普及 

標準コードの優

位性を徹底する

こと 

標準コードの広

範な利用の促進 
－ 

標準コードは既に規定されており、

ポイントはその広範な利用の促進で

あることから、各業界での利用シー

ンの創出やその可能性の継続的な提

示を行う必要あり 

国業界団体 2018 2025 ○ 

・2017 年度、2018 年度の NEDO 実証実験で複数の業界での

標準コードの適用が適切なことを示せている。※標準コー

ドの適用は世界中で重複がないことを「理由」とするが、

標準コードでは商品構成を表現し切れない場合があり、そ

の点では標準コードの優位性はなく、独自コードを選定す

ることもあり得る状況は変わらず。そんな中での某アパレ

ル大手(SPA)の標準コード化の動きは好材料 

・解決期限を更新した継続が必須・TID 適用プレシリアラ

イズの適用可能性も考慮しながらの標準コード普及の促

進が必要 

2020 2025 

追

加 
      

TID 適用プレシリアライズドの可能性

の検討と評価 

TID 適用プレシリアライズは新技術

による電子タグの製造時の制約(メ

モリ容量の減少)との関連大 

国 

業界団体 
    ○ 

・低価格化を進める新技術の導入時の制約の解放(EPC 書

込み不要によるメモリ減少の無影響化)、高速な生産ライ

ンへの組込み(エンコード、検査不要)の観点から有効 

・TID 適用を標準とできるかがポイント 

・一定程度の解決期限を新設した継続が必須 

・技術開発の観点ではメモリ容量の限界を前提とするの

ではなくメモリ容量の現行レベルまでの拡大をねらうべ

きなのではないか？ 

・プレシリアライズコードではコード単体での商品属性

の取得ができず、RFID のシステム機能に影響を及ぼす可

能性はある 

  2020 

19     

標準コード以外

のコードとの ID

重複等による紛

争処理方法等の

策定 

標準コード以外のコードとのID重複等

による紛争処理方法等の策定 
  

国 

業界団体 
2018 2025   

 
    2020 

追

加 
    （同上）   法制度の確認 法制度 2018 2025   

 
    2020 
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表 3.3 ロードマップ（改訂案）（検討過程）（３／５） 

# 課題   詳細 詳細 注釈 実施主体 
一定程度の 

解決期限 

解決 

期限 

一定程度の 

解決期限の

評価 

評価のポイント 新対応設定のポイント 

(新) 

一定程度の 

解決期限 

(新) 

解決 

期限 

20   

標準コードの追

加仕様等を定め

ること 

インストアコー

ドとの共存管理

規定等の策定 

店舗毎で発行したインストアコードが

複数店舗間で重複してしまう可能性へ

の対応 

  
国 

業界団体 
2018 2025 △ 

・標準コードにはインストアコードの利用も含まれてお

り、当該コードの仕様から、複数店舗間の重複の可能性を

排除できない 

・重複を排除するには、(A) インストアコードの仕様を詳

細に定める、(B) インストアコードを利用する情報システ

ムで何らかの措置を取る(例えばインストアコードの発行

場所を「組み」で使えば、発行場所が異なるインストアコ

ードを排除することが可能となる) 

継続しても良いが現状の条件だけでは根本的な解決は無

理であり、何らかの「追加」が必要か 
2020 2025 

21     

独自コードとの

共存管理規定等

の策定 

独自コードとの共存管理規定等の策定   
国 

業界団体 
2018 2025 △ 

・独自コードには一般に仕様が開示されず標準コードとの

重複の可能性を排除できない。また、それがいつ発生する

かも分からない 

・重複の可能性を排除するには、例えば、(A) 独自コード

の仕様とその利用場所を GS1 に開示し、GS1が重複の可能

性がある標準コードの有無を確認し、必要に応じて関係者

に通知する、(B) 標準コードを利用する情報システムで何

らかの措置を取る(例えば標準コードの利用場所を「組み」

で使えば、利用場所が異なる独自コードを排除することが

可能となる) 

・一定程度の解決期限を更新した継続が必須 

・ただし現状の条件だけでは根本的な解決は無理であり、

何らかの「追加」が必要か 

2020 2025 

追

加 
    （同上）   法制度の確認 法制度 2018 2025   

 
      

22     

インストアコー

ドのエンコード

方法の策定（必要

な場合のみ） 

インストアコードではなく標準コード

で対象商品を表現できないかについて

の整理 

標準コードへの置換かインストアコ

ードのエンコードかの二者択一 

国 

業界団体 
2018 2025 △ 

・インストアコードの利用業界に向けた具体的な対応等は

取られていない(インストアコードの詳細仕様の策定、標

準コードへの置換の促進等) 

・(インストアコードではないが)商品構成を表現し切れな

いと言われていたアパレル大手(SPA)でも標準コード化を

進めることから、標準コードでの表現は必ずしも無理では

ないと推察 

※商品アイテムコードが 5 桁の場合 10 万通りとなり、「使

い回し」の制御ができれば対応可能ではないか 

・一定程度の解決期限を更新した継続が必須 

・ただし現状の条件だけでは根本的な解決は無理であり、

何らかの「追加」が必要か 

2020 2025 

23     

プレーヤーを跨

ぐ電子タグ組込

み・貼付商品のス

テータス管理方

法等の策定 

EPCIS による電子タグ組込み・貼付商品

に関するイベントの管理  

国 

業界団体 
2018 2025 ○ 

・2017 年度、2018 年度の NEDO 実証実験で多数の事業者を

跨ぐサプライチェーンにおける EPCIS による情報共有の

あり方の業界への露出・周知が進む 

・一定程度の解決期限を更新した継続が必須 

・多くの業界での利用シーンを踏まえた検討や露出・周

知の継続が必要 

2020 2025 

24 

(D)リーダライ

タの性能・機能

向上 

コンビニ等小売

で効果的に利用

可能とすること 

小型化・軽量化の

推進 

レジ向けリーダライタの開発（レジロ

ボ等） 
  

リーダライタベ

ンダー 
  2018 ○ 

・スマホビルトイン型等海外ベンダーを含めて進展・ユニ

クロ国内全店舗（827 店/2018 年 8 月現在）のレジに導入

を推進中 

気付きも意識して解決期限を更新した継続とするか？ 2020 2025 

25     低価格化の推進 
レジ向けリーダライタの開発（小型・

簡便型等の新たな形態） 
  

リーダライタベ

ンダー 
  2018 ○ ・スマホビルトイン型等海外ベンダーを含めて進展 気付きも意識して解決期限を更新した継続とするか？ 2020 2025 

26     

タグの重なり等、

読み取りにくい

環境下での適切

な読み取り技術

の開発 

 

レジロボ等、商品取り扱い環境との

関係大 

生産システムベ

ンダー 
  2018 △ 

・トライアル本社敷地内の実験店舗「トライアル ラボ店」、

CEATEC ローソンブースにて、パナソニックがウォークス

ルー型 RFID 会計ソリューションを提供 

・商品が重なり電子タグが読めない場合がある等課題は残

る(アパレルでは金属・水分の影響を受けにくいため商品

が重なっても読み取り可能。一方、コンビニの場合は金

属・水分を含む商品が多いため重なると読めない場合あ

り) 

・一定程度の解決期限を更新した継続が必須 

・多くの業界での利用シーンを踏まえた検討が必要 
2020 2025 

27   

サプライチェー

ン全体で効果的

に利用可能とす

ること 

読み取り範囲の

「可視化」等、利

用者の利便性向

上の仕組みの開

発 

    

タグ加工メーカ

ー 

リーダライタベ

ンダー 

  2025 △   

・継続が必須 

・商品はアンテナ上に重ならないように置く等運用での

解決方法検討も必要 

2020 2025 

28     

製品製造ライン

や物流ラインと

タグ読み込み等

のスピードの調

和 

    
生産システムベ

ンダー 
  2025 △ ・他の項目の解決の結果がこの項目の解決となる ・継続が必須   2025 

29 
(E)電波環境管

理方法の整備 

コンビニ等小売

での管理方法を

整備すること 

製品配置に対応

した適切な電波

遮蔽技術の開発

(物理的な遮蔽) 

製品入出荷検品や棚卸等の諸作業と電

子タグ読取り範囲の制御等 
  

小売 

生産システムベ

ンダー 

2018 2025 △ 

・事業者ノウハウによる都度対応が実状 

・利便性の高いシールド機器等は提示されているが実用化

には至っていない 

・特に営業中の店舗内でシールド機器等が使えない場合は

リーダーのチャネル設定や電波出力調整等の総合的な管

理が実施されるが簡単ではない 

・一定程度の解決期限を更新した継続が必須 

・多くの業界での利用シーンを踏まえた検討が必要 
2020 2025 

30     

会計前後等に対

応した適切な電

波遮蔽技術の開

発(物理的／論理

的な遮蔽) 

製品位置やステータスに対応した適切

な電波遮蔽技術の開発(物理的な遮蔽

／論理的な遮蔽) 

電子タグ読取りのステータス管理と

の関係大 

小売 

生産システムベ

ンダー 

2018 2025 △ 

・事業者ノウハウによる都度対応が実状 

・2018 年度 NEDO 実証実験では特に小売店舗内のような比

較的狭い領域の複数箇所にリーダーを設置する際の電波

環境の総合的な管理(相互の影響の有無等)を行う必要性

が明らかになる等の成果はあるが解決には至っていない 

・一定程度の解決期限を更新した継続が必須 

・多くの業界での利用シーンを踏まえた検討が必要 
2020 2025 

31   

サプライチェー

ンプレーヤーで

の管理方法を整

備すること 

製品配置に対応

した適切な電波

遮蔽技術の開発

(物理的な遮蔽) 

製品製造ラインや入出荷検品ラインと

電子タグ読取り速度の調和等 
  

小売 

生産システムベ

ンダー 

2018 2025 ○ 

・事業者ノウハウによる都度対応が実状 

・電波シールドカーテン等あり(市販) 

・特にサプライチェーン上流での商品の大量取り扱いのシ

ーンではトンネル遮蔽型のゲートリーダー等により電波

遮蔽を実現 

・一定程度の解決期限を更新した継続が必須 

・多くの業界での利用シーンを踏まえた検討が必要 
2020 2025 
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表 3.4 ロードマップ（改訂案）（検討過程）（４／５） 

# 課題   詳細 詳細 注釈 実施主体 
一定程度の 

解決期限 

解決 

期限 

一定程度の 

解決期限の

評価 

評価のポイント 新対応設定のポイント 

(新) 

一定程度の 

解決期限 

(新) 

解決 

期限 

32 

(F)プレーヤー

の適用システム

の開発 

コンビニ等小売

で効果的に利用

可能とすること 

新たな電子タグ

やリーダライタ

の出現に伴う既

存システムの対

応方法の考慮 

新たな電子タグの感度が良く、これま

での読取範囲チューニングでは読み過

ぎてしまうことがある等、電子タグや

リーダーの単独の性能だけではないイ

ンテグレーションの問題 

  

小売生産システ

ムベンダータグ

加工メーカー 

  2018 － 

単に機器等の性能値だけではなく適用環境の影響が大き

いため電子タグや機器のバージョンアップに伴う差異の

定量化は困難と思料 

・解決期限を更新した継続が必須・多様な環境へのスム

ーズな導入を目指すのであればこの種の定量化も必要だ

がそのためには定量化の条件設定をするための利用シー

ンを増やす必要あり 

2020 2025 

33

削

除 

  

サプライチェー

ン全体で効果的

に利用可能とす

ること 

適切な生産シス

テムの開発技術

／能力の確認 

    

サプライチェー

ンプレーヤー 

生産システムベ

ンダー 

  2018 ○ 

必要な生産システム自体は決して特殊なシステムにはな

らないが、電子タグへのエンコードと電子タグの組込み・

貼付の仕組みが生産システムと調和的になるかどうかは

未知数 

生産システムとしての電子タグへのエンコードと電子タ

グの組込み・貼付の仕組みをターゲットとした記述に変

更することが一案 

33-● 

  2020 

追

加 
  

サプライチェー

ン全体で効果的

に利用可能とす

ること 

適切な生産シス

テムの開発技術

／能力の確認(特

に生産システム

としての電子タ

グへのエンコー

ドと電子タグの

組込み・貼付の仕

組み) 

    

サプライチェー

ンプレーヤー 

生産システムベ

ンダー 

  2018 △ 

・生産ラインでの商品製造速度と電子タグへのエンコード

と電子タグの組込み・貼付や検査の速度が調和的になるか

どうかは明確になっていない。一般には商品製造速度＞電

子タグ関連速度になり、電子タグの組込み・貼付に対応す

ると生産ラインの処理速度は低下する可能性が高い 

・解決期限を更新した継続が必須 

・生産システム観点よりは電子タグの組込み・貼付や検

査の仕組みの処理速度向上の観点でみるべき 

  2020 

34

削

除 

    

適切な情報管理

システムの開発

技術／能力の確

認 

    

サプライチェー

ンプレーヤー 

SI 事業者 

  2018 ○ 
GS1標準仕様の EPCISに基づく情報共有システム以外の情

報管理システムの開発は特に問題視しない 

対象は特に GS1 標準仕様の EPCIS に基づく情報共有シス

テムの開発技術／能力の確認となり No.35 に集約するの

が一案 

  他に集約 

35 
(G)ID 共有シス

テムの開発 

サプライチェー

ン全体で利用可

能とすること 

プレーヤーを跨

いだ ID 情報共有

の設計 

GS1 の標準仕様の適用(電子タグへの標

準コードの登録と EPCIS による情報共

有) 

ID 管理のコンセプトの明確化が必要 
国 

業界団体 
2018 2025 ○ 

ID 管理を GS1 の標準仕様で行うことは以前から明確化さ

れているが、2018 年度 NEDO 実証実験でサプライチェーン

での EPCIS による情報共有の検討が進んでいる 

・一定程度の解決期限を更新した継続が必須 

・複数事業者による情報共有のための必要事項をさらに

詳細に検討する必要あり 

2020 2025 

36

削

除 

    

プレーヤー毎の

ID 共有システム

の開発 

GS1 の標準仕様を適用した EPCIS に基

づく情報共有システムの開発 
EPCIS 

サプライチェー

ンプレーヤー 

SI 事業者 

2018 2025 ○ 

ID 管理を GS1 の標準仕様で行うことは以前から明確化さ

れているが、2018 年度 NEDO 実証実験でサプライチェーン

での EPCIS による情報共有の検討が進んでいる 

特に日本はプレーヤー跨ぎでの情報共有を指向し、それ

が可能となればプレーヤー毎の利用も必然的に可能とな

ることから、No.37 に集約するのが一案 

  他に集約 

37     

プレーヤーを跨

ぐ ID 共有システ

ムの開発 

GS1 の標準仕様を適用した EPCIS に基

づく情報共有システムの開発 
EPCIS 

サプライチェー

ンプレーヤー 

SI 事業者 

2018 2025 ○ 

ID 管理を GS1 の標準仕様で行うことは以前から明確化さ

れているが、2018 年度 NEDO 実証実験でサプライチェーン

での EPCIS による情報共有の検討が進んでいる 

・一定程度の解決期限を更新した継続が必須 

・システム開発技術そのものに課題はないと思われるが、

EPCIS の仕様を理解し実装可能なベンダーは(少なくとも

現在は)数社。これを増やすか、サービス利用のハードル

を下げるか等は要検討 

2020 2025 

追

加 
      

参照対象となる EPCIS の識別に関する

サービス(ディスカバリーサービス、

ONS)の整備 

ディスカバリーサービス、ONS SI 事業者 2018 2025 △ 

・ディスカバリーサービスや ONS の必要性は GS1 の標準仕

様で以前から唱えられているがサービス実現に向けた具

体的な検討はほぼ進んでいない(GS1 でも進んでいない) 

・2018 年度 NEDO 実証実験でディスカバリーサービスに頼

らないトラック＆トレースの仕組みを提示(業界としての

Source/Destination の明記によるトラック＆トレースの

パスを取得) 

・一定程度の解決期限を更新した継続が必須 

・ただし現状の条件だけでは根本的な解決は無理であり、

何らかの「追加」が必要か 

2020 2025 

38 

(H)プレーヤー

の運用方法の確

立 

コンビニ等小売

で支障なく運用

可能とすること 

店舗等での正常

時／異常時の人

的オペレーショ

ンの規定 

    小売   2018 ○ 
2017 年度、2018 年度 NEDO 実証実験を通じた店舗オペレー

ションの課題は蓄積されたが定式化には至っていない 

・解決期限を更新した継続が必須 

・電子タグ利用シーンのフェイルセーフとしての人間系

の対応は常に検討していくことが必要 

  2020 

39     

店舗等での異常

発生時の復元・補

填等の制度の規

定 

    小売   2018 △ 
2017 年度、2018 年度 NEDO 実証実験を通じた店舗オペレー

ションの課題は蓄積されたが定式化には至っていない 

・解決期限を更新した継続が必須・電子タグ利用シーン

のフェイルセーフとしての人間系の対応は常に検討して

いくことが必要 

  2020 

40     

連続稼働(24 時間

365 日)店舗等で

のシステムの保

守方法の整備 

    
小売 

SI 事業者 
  2018 ○ 

・情報システム一般の無停止化とバックアップの問題では

ある 

・国内消費財サプライチェーンでの適用においては、事業

継続性の範囲が自身のみならず他社に及ぶことから情報

システムの無停止かとバックアップの問題は重要 

気付きも意識して解決期限を更新した継続とするか？   2020 

41 

(I)プレーヤー

の費用負担の仕

組みの確立 

サプライチェー

ン全体で利用可

能とすること 

プレーヤーを跨

いだ費用負担の

仕組みの確立 

    
国サプライチェ

ーンプレーヤー 
2018 2025 △ 

2018年度 NEDO実証実験ではメーカーへの訴求の構造を変

える提案がされているが承認には至っていない 

・一定程度の解決期限を更新した継続が必須・ただし現

状の条件だけでは根本的な解決は無理であり、何らかの

「追加」が必要か 

2020 2025 

42 

(J)併用技術と

の共存方法の確

立 

コンビニ等小売

で支障なく運用

可能とすること 

異常時の併用技

術への利活用(退

避)による復旧・

補填等の仕組み

の整備 

    小売   2018 △ 
2018年度 NEDO実証実験までは JANコードとの併用が事実

上残っているがそれを標準とするまでには至っていない 

・一定程度の解決期限を更新した継続が必須 

・ただし現状の条件だけでは根本的な解決は無理であり、

何らかの「追加」が必要か 

  2020 

43 

(K)活用技術と

の協調の仕組み

づくり 

コンビニ等小売

で支障なく運用

可能とすること 

セルフレジ機能

の開発：RFID 対応

レジ（レジロボな

ど） 

    
生産システムベ

ンダー 
2018 2025 ○ 

・各社の提示・実証が進む 

・2017 年度 NEDO 実証実験でのファミマ RFIDレジ(東芝テ

ック)、2018年度 NEDO実証実験でのココカラファイン RFID

レジ(東芝テック)、ローソン RFID レジ(NEC)の提案 

各社の提示・実証が進んでおり「完了」で良いか 

気付きも意識して一定程度の解決期限を更新した継続と

するか？ 

なし 

or 

2020 

完了 

or 

2025 

44     

セルフレジ機能

の開発：多様な決

済手段との連動 

    

小売 

生産システムベ

ンダー 

2018 2025 ○ 近年、多種多様なキャッシュレス決済手段の導入が進む 

・一定程度の解決期限を更新した継続が必須 

・RFID のレジシステムを構築する上でこの種の仕組みの

整備は大きな課題にはならない 

・RFID のレジシステムと電子レシートの個品対応等、レ

ジ周りでの諸作業の統合が必要 

2020 2025 

45 

(L)消費者メリ

ットの提供及び

不安の解消 

消費者が利用可

能とすること 

消費者宅での情

報活用方法の提

示／開発 

    国 2018 2025 ○ 

・2017 年度、2018 年度 NEDO 実証実験で電子レシートとの

連携によるキャッシュレス決済と組み合わせた個品管理

シーンの提示が進む 

・2017 年度、2018 年度 NEDO 実証実験で家庭等での電子タ

グの活用シーンの提示が進む 

・一定程度の解決期限を更新した継続が必須 

・消費者とメーカー等をつなぎさらなる消費者メリット

を創出・整理し、また、それに関連するメーカーメリッ

トを創出・整理し、メーカーのソースタギングのインセ

ンティブにすることが必要 

2020 2025 
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表 3.5 ロードマップ（改訂案）（検討過程）（５／５） 

# 課題   詳細 詳細 注釈 実施主体 
一定程度の 

解決期限 

解決 

期限 

一定程度の 

解決期限の

評価 

評価のポイント 新対応設定のポイント 

(新) 

一定程度の 

解決期限 

(新) 

解決 

期限 

46     

消費者宅での情

報活用方法(情報

問合せ方法)の提

示／開発 

    
研究機関 

国 
2018 2025 ○ 

2018年度 NEDO実証実験で EPCISによる情報共有の仕組み

の提示が進む 

・一定程度の解決期限を更新した継続が必須 

・提示された仕組みをさらに発展させると共に業界や一

般の了承を得たものとしていく必要あり 

2020 2025 

47     

消費者宅での電

子タグ読み取り

環境の提示／開

発 

  
スマホ搭載であればそれに値する目

的の明確化が必要 

リーダライタベ

ンダー 

スマホベンダー 

2018 2025 － 

・スマホビルトイン型等は進展するが業務用であり、また、

現時点では RFID を利活用するシーンが日常にないことか

らスマホベンダーもリーダー搭載のインセンティブがな

く普及は進まない 

・一般向けスマホへのリーダー搭載は技術的には可能とさ

れているがニーズがなければ搭載されてこないのが実状 

・一定程度の解決期限を更新した継続が必須 

・商品への電子タグ組込み・貼付の実現と家庭内での電

子タグの活用シーンの提示が進めば自ずと一般向けリー

ダーの展開も進むと思料 

2020 2025 

48     

消費者主導での

電子タグ無効化

の手段の提示／

開発 

    

タグ加工メーカ

ー 

生産システムベ

ンダー 

2018 2025 － 
電子タグを有効なまま家庭内に持ち込むことに注目して

おり無効化の議論は具体化していない 

 

・一定程度の解決期限を更新した継続が必須 

・ある程度の消費者は電子タグの無効化を要求してくる

可能性も踏まえて利便性の高い無効化技術/サービスを

用意する必要あり 

2020 2025 

49     

タグ利活用の不

安解消施策の策

定・実施 

    国 2018 2025 ○ 

・2017 年度、2018 年度に消費者参加型の実証実験を行い

消費者への露出の機会を増やしている 

・特に 2018 年度実証実験では LINE との連携等により消費

者の親しみやすさを強調する等、電子タグに関するポジテ

ィブな印象を提供している 

・一定程度の解決期限を更新した継続が必須 

・RFID の普及は消費者メリットを起因とするメーカーメ

リットの創出によるソースタギングにあることから消費

者の利用を阻害するものについては可能な限り排除して

いく活動を行う必要あり 

・ポジティブな面だけでなくネガティブな面の払拭も必

要であり、プライバシーガイドラインの改訂等は必要 

2020 2025 

50     

タグ廃棄／リサ

イクル等の方法

の規定 

    国業界団体 2018 2025 △ 

・電子タグは重量比で一番大きい材料での処理になり、加

工タグの様相で決定・基本的には上記で定まる「一番大き

い重量費の材料」についての自治体等での分別ごみ排出の

ルールに従う※欧州では RoHS 指令対象だが有害 6 物質は

含まれず問題にならないとされているが、アンテナ材等の

大量廃棄時の措置等は考慮が必要 

・一定程度の解決期限を更新した継続が必須電子タグ・

1000 億枚/年の市場投入を考慮すれば電子タグ内の金属

量は大きくなることからごみ処理方法の確立が必要とな

る可能性大 

2020 2025 
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表 3.6 ロードマップ（改訂案）（１／４） 

# 課題   詳細 詳細 注釈 実施主体 

(新) 

一定程度の 

解決期限 

(新) 

解決期限 

1 (A)電子タグの低価格化 
現行技術で低価格化を図るこ

と 

大サイズシリコンウェハーの

導入 

シリコンウェハー口径 200mm(8インチ)から

300mm(12 インチ)への転換の促進 

ICチップメーカーは海外企業数社の寡占状

態。当該企業による ICチップ価格低下動向

はグローバル市場のニーズと直結すること

から、市場側としては大量ニーズの創出や

その可能性の継続的な提示を行う必要あり 

ICチップメーカー 2020 2025 

2     
ICチップの小サイズ化の推

進 

ボンディング時の ICチップのピックアップ

能力(余りに小さいものはピックアップで

きない)や極小化によるメモリサイズの圧

迫との影響も考慮した上での極小化の促進 

ICチップメーカーは海外企業数社の寡占状

態。当該企業による ICチップ微細化動向は

グローバル市場のニーズと直結することか

ら、市場側としては大量ニーズの創出やそ

の可能性の継続的な提示を行う必要あり 

ICチップメーカー 2020 2025 

3     

安定的な大量ロット発注を前

提とした事業者の設備投資の

誘導 

－ 

ICチップメーカーは海外企業数社の寡占状

態。インレイメーカーも海外企業数社が優

勢だがアパレル等では国内企業もシェアを

拡大中。当該企業による設備投資は対応市

場のニーズと直結することから、市場側と

しては大量ニーズの創出やその可能性の継

続的な提示を行う必要あり 

ICチップメーカー 

インレイメーカー 
2020 2025 

4     
商品への電子タグ貼付設備の

開発 

商品完成後の電子タグ貼付の仕組みの開

発・普及 

将来像としては商品パッケージや商品構成

部品等に電子タグを組み込むことが考えら

れるが、商品形態によっては商品完成後の

電子タグ貼付もある程度求められると推察 

生産システムベンダ

ー 
2020 2025 

5   
現行技術に代わる新技術を確

立すること 

新技術の開発：プリンテッド

RFID 

日本独自の単結晶有機半導体技術をベース

に低コスト RFIDの回路化技術と生産技術を

開発 

プリンテッド RFIDを商品に高速にソースタ

ギングを行う技術開発も必須 
研究機関 2022 2025 

7-1     

新技術・新技法の開発：商品

パッケージにタグを組み込む

ような技術・技法 

商品パッケージや商品構成部品等に電子タ

グを組み込み、商品製造過程で商品と電子

タグの物理的な関連付けを行う技術・技法

の開発・普及 

商品生産ラインの工程や速度への影響を可

能な限り小さくする技術・技法が強く求め

られる 

パッケージベンダー 2020 2025 

8 
(B)電子タグ組込み・貼付方法

の性能・機能向上 

コンビニ等小売で利用可能と

すること 

極小・極細商品に組込み・貼

付可能な電子タグ組込み・貼

付方法の開発 

加工タグの極小化(具体的にはアンテナの

一部削除)が一案 
  タグ加工メーカー   2020 

9     
金属対応電子タグとその組込

み・貼付方法の開発 

・金属対応電子タグ自体の開発 

・金属筐体と非金属筐体(紙やプラスチック

等)への組込み・貼付時の読取り・書込み性

能の均質化も考慮 

電子タグの使い分けを行わない場合は金属

対応電子タグの金属／非金属筐体への組込

み・貼付時の性能の均質化は両者を安定的

に読取り可能な環境づくりの観点から重要 

タグ加工メーカー   2020 

10     
水分対応電子タグとその組込

み・貼付方法の開発 

・水分対応電子タグ自体の開発 

・水分系商品への組込み・貼付時と非水分

系商品への組込み・貼付時の読取り・書込

み性能の均質化も考慮 

電子タグの使い分けを行わない場合は水分

対応電子タグの水分系／非水分系商品への

組込み・貼付時の性能の均質化は両者を安

定的に読取り可能な環境づくりの観点から

重要 

タグ加工メーカー   2020 

11     

冷凍・チルド等対応電子タグ

とその組込み・貼付方法の開

発 

・冷凍・チルド等対応電子タグ自体の開発 

・冷凍・チルド等商品への組込み・貼付時

と非冷凍・チルド等商品への組込み・貼付

時の読取り・書込み性能の均質化も考慮 

・電子タグの使い分けを行わない場合は冷

凍・チルド等対応電子タグの冷凍・チルド

等／非冷凍・チルド等商品への組込み・貼

付時の性能の均質化は両者を安定的に読取

り可能な環境づくりの観点から重要 

・(電子タグの性能そのものではないが)冷

凍・チルド等商品への電子タグの貼付につ

いては使い勝手の良いシール材の適用も課

題の一つ 

タグ加工メーカー   2020 
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表 3.7 ロードマップ（改訂案）（２／４） 

# 課題   詳細 詳細 注釈 実施主体 

(新) 

一定程度の 

解決期限 

(新) 

解決期限 

12     
レンジ加熱対応電子タグとそ

の組込み・貼付方法の開発 

・レンジ加熱対応電子タグ自体の開発 

・レンジ加熱対象商品への組込み・貼付時

と非レンジ加熱対象商品への組込み・貼付

時の読取り・書込み性能の均質化も考慮 

電子タグの使い分けを行わない場合はレン

ジ加熱対応電子タグのレンジ加熱／非レン

ジ加熱商品への組込み・貼付時の性能の均

質化は両者を安定的に読取り可能な環境づ

くりの観点から重要 

タグ加工メーカー   2020 

12-1     

食品への電子タグの組込み・

貼付時の安全管理対策との関

係の整理 

レンジ加熱時の万が一の発火

時の責任の整理 

－ 
法制度の確認、契約ガイドラインの整備 

社会受容性／場づくりの必要性 
法制度     

13     

電子タグの組込み・貼付が不

可能・困難な商品(電子タグの

組込み・貼付が不可能な商品)

の対応法の整備 

そもそも電子タグを直接組込み・貼付でき

ない商品の対応 
おでん、ソフトクリーム、雑誌・新聞等 小売   他に集約 

15     
買い物カゴに入らない商品の

対応方法の整備 

商品構造上または商品性質上、電子タグを

直接組込み・貼付できない商品の対応 
傘等 小売   完了 or2020 

17   
サプライチェーン全体で利用

可能とすること 

夏季野外・輸送時等高温対応

電子タグ貼付方法の開発 

電子タグの組込み・貼付についての高温対

応(例えば高温による粘着材の劣化に伴う

電子タグの剥がれ) 

  タグ加工メーカー   完了 

18 (C)標準コードの普及 
標準コードの優位性を徹底す

ること 

標準コードの広範な利用の促

進 
－ 

標準コードは既に規定されており、ポイン

トはその広範な利用の促進であることか

ら、各業界での利用シーンの創出やその可

能性の継続的な提示を行う必要あり 

国業界団体 2020 2025 

18-1       
TID適用プレシリアライズドの可能性の検

討と評価 

TID適用プレシリアライズは新技術による

電子タグの製造時の制約(メモリ容量の減

少)との関連大 

国 

業界団体 
  2020 

19     

標準コード以外のコードとの

ID重複等による紛争処理方

法等の策定 

標準コード以外のコードとの ID重複等によ

る紛争処理方法等の策定 
  

国 

業界団体 
  2020 

19-1     （同上）   法制度の確認 法制度   2020 

20   
標準コードの追加仕様等を定

めること 

インストアコードとの共存管

理規定等の策定 

店舗毎で発行したインストアコードが複数

店舗間で重複してしまう可能性への対応 
  

国 

業界団体 
2020 2025 

21     
独自コードとの共存管理規定

等の策定 
独自コードとの共存管理規定等の策定   

国 

業界団体 
2020 2025 

21-1     （同上）   法制度の確認 法制度     

22     

インストアコードのエンコー

ド方法の策定（必要な場合の

み） 

インストアコードではなく標準コードで対

象商品を表現できないかについての整理 

標準コードへの置換かインストアコードの

エンコードかの二者択一 

国 

業界団体 
2020 2025 

23     

プレーヤーを跨ぐ電子タグ組

込み・貼付商品のステータス

管理方法等の策定 

EPCISによる電子タグ組込み・貼付商品に関

するイベントの管理  

国 

業界団体 
2020 2025 

24 
(D)リーダライタの性能・機能

向上 

コンビニ等小売で効果的に利

用可能とすること 
小型化・軽量化の推進 レジ向けリーダライタの開発（レジロボ等）   

リーダライタベンダ

ー 
2020 2025 

25     低価格化の推進 
レジ向けリーダライタの開発（小型・簡便

型等の新たな形態） 
  

リーダライタベンダ

ー 
2020 2025 
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表 3.8 ロードマップ（改訂案）（３／４） 

# 課題   詳細 詳細 注釈 実施主体 

(新) 

一定程度の 

解決期限 

(新) 

解決期限 

26     

タグの重なり等、読み取りに

くい環境下での適切な読み取

り技術の開発 
 

レジロボ等、商品取り扱い環境との関係大 
生産システムベンダ

ー 
2020 2025 

27   
サプライチェーン全体で効果

的に利用可能とすること 

読み取り範囲の「可視化」等、

利用者の利便性向上の仕組み

の開発 

    

タグ加工メーカー 

リーダライタベンダ

ー 

2020 2025 

28     

製品製造ラインや物流ライン

とタグ読み込み等のスピード

の調和 

    
生産システムベンダ

ー 
  2025 

29 (E)電波環境管理方法の整備 
コンビニ等小売での管理方法

を整備すること 

製品配置に対応した適切な電

波遮蔽技術の開発(物理的な

遮蔽) 

製品入出荷検品や棚卸等の諸作業と電子タ

グ読取り範囲の制御等 
  

小売 

生産システムベンダ

ー 

2020 2025 

30     

会計前後等に対応した適切な

電波遮蔽技術の開発(物理的

／論理的な遮蔽) 

製品位置やステータスに対応した適切な電

波遮蔽技術の開発(物理的な遮蔽／論理的

な遮蔽) 

電子タグ読取りのステータス管理との関係

大 

小売 

生産システムベンダ

ー 

2020 2025 

31   
サプライチェーンプレーヤー

での管理方法を整備すること 

製品配置に対応した適切な電

波遮蔽技術の開発(物理的な

遮蔽) 

製品製造ラインや入出荷検品ラインと電子

タグ読取り速度の調和等 
  

小売 

生産システムベンダ

ー 

2020 2025 

32 
(F)プレーヤーの適用システ

ムの開発 

コンビニ等小売で効果的に利

用可能とすること 

新たな電子タグやリーダライ

タの出現に伴う既存システム

の対応方法の考慮 

新たな電子タグの感度が良く、これまでの

読取範囲チューニングでは読み過ぎてしま

うことがある等、電子タグやリーダーの単

独の性能だけではないインテグレーション

の問題 

  

小売生産システムベ

ンダータグ加工メー

カー 

2020 2025 

33-1   
サプライチェーン全体で効果

的に利用可能とすること 

適切な生産システムの開発技

術／能力の確認(特に生産シ

ステムとしての電子タグへの

エンコードと電子タグの組込

み・貼付の仕組み) 

    

サプライチェーンプ

レーヤー 

生産システムベンダ

ー 

  2020 

35 (G)ID 共有システムの開発 
サプライチェーン全体で利用

可能とすること 

プレーヤーを跨いだ ID情報

共有の設計 

GS1の標準仕様の適用(電子タグへの標準コ

ードの登録と EPCISによる情報共有) 
ID管理のコンセプトの明確化が必要 

国 

業界団体 
2020 2025 

37     
プレーヤーを跨ぐ ID共有シ

ステムの開発 

GS1の標準仕様を適用した EPCIS に基づく

情報共有システムの開発 
EPCIS 

サプライチェーンプ

レーヤー 

SI事業者 

2020 2025 

37-1       
参照対象となる EPCISの識別に関するサー

ビス(ディスカバリーサービス、ONS)の整備 
ディスカバリーサービス、ONS SI事業者 2020 2025 

38 
(H)プレーヤーの運用方法の

確立 

コンビニ等小売で支障なく運

用可能とすること 

店舗等での正常時／異常時の

人的オペレーションの規定 
    小売   2020 

39     
店舗等での異常発生時の復

元・補填等の制度の規定 
    小売   2020 

40     

連続稼働(24時間 365日)店舗

等でのシステムの保守方法の

整備 

    
小売 

SI事業者 
  2020 

41 
(I)プレーヤーの費用負担の

仕組みの確立 

サプライチェーン全体で利用

可能とすること 

プレーヤーを跨いだ費用負担

の仕組みの確立 
    

国サプライチェーン

プレーヤー 
2020 2025 

42 
(J)併用技術との共存方法の

確立 

コンビニ等小売で支障なく運

用可能とすること 

異常時の併用技術への利活用

(退避)による復旧・補填等の

仕組みの整備 

    小売   2020 

 



 

71 

 

表 3.9 ロードマップ（改訂案）（４／４） 

# 課題   詳細 詳細 注釈 実施主体 

(新) 

一定程度の 

解決期限 

(新) 

解決期限 

43 
(K)活用技術との協調の仕組

みづくり 

コンビニ等小売で支障なく運

用可能とすること 

セルフレジ機能の開発：RFID

対応レジ（レジロボなど） 
    

生産システムベンダ

ー 
2020 2025 

44     
セルフレジ機能の開発：多様

な決済手段との連動 
    

小売 

生産システムベンダ

ー 

2020 2025 

45 
(L)消費者メリットの提供及

び不安の解消 
消費者が利用可能とすること 

消費者宅での情報活用方法の

提示／開発 
    国 2020 2025 

46     

消費者宅での情報活用方法

(情報問合せ方法)の提示／開

発 

    
研究機関 

国 
2020 2025 

47     
消費者宅での電子タグ読み取

り環境の提示／開発 
  

スマホ搭載であればそれに値する目的の明

確化が必要 

リーダライタベンダ

ー 

スマホベンダー 

2020 2025 

48     
消費者主導での電子タグ無効

化の手段の提示／開発 
    

タグ加工メーカー 

生産システムベンダ

ー 

2020 2025 

49     
タグ利活用の不安解消施策の

策定・実施 
    国 2020 2025 

50     
タグ廃棄／リサイクル等の方

法の規定 
    国業界団体 2020 2025 
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4 サプライチェーンにおけるＲＦＩＤを用いた連携の在り方 

 

4.1 調査のアプローチ 

 

本調査においては、図 4.1 に示す３つのステップを通じ、サプライチェーンのプレーヤー

ごとの RFID 活用のメリット・デメリット、想定される社会公益を導出する。 

まず、有識者およびサプライチェーンの各プレーヤーへのインタビュー、文献調査を通

じて、仮説を構築する。  

続いて、並行で実施された、2018 年度 NEDO 研究開発（IoT 技術を活用した新たなサプ

ライチェーン情報共有システムの開発）における、討議および実験結果を通じて、仮説の

検証を実施する。 

最後に、その結果を、サプライチェーンのプレーヤー別のメリット・デメリット、社会

公益の観点で整理する。 

 

LINE 本文ページ

アプローチ

以下三つのステップを通じ、深堀した調査結果を整理。

 リサーチを通じて、RFID活用
による効果等を導出

 インタビュー

 文献調査

※ソースタギングおよびサプライ
チェーン間のデータ連携の実現
を前提に置く

実
施
内
容

仮説構築

 NEDO事業の取組みの場を活
かし、仮説をブラッシュアップ

 製・配・販の各社を集めた
討議

 実証実験におけるKPI測定

 期待効果については、可能な
限り定量化

 範囲は、コンビニエンススト
ア&ドラッグストアのサプラ
イチェーンとする

仮説検証

検証結果を、サプライチェーン
のプレーヤー別に以下の観点
で整理

 メリット

 デメリット

 社会公益

とりまとめ

 

図 4.1 サプライチェーンのプレーヤー毎の RFID活用のメリット・デメリット、     

想定される社会公益の導出のステップ 
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4.2 RFID活用効果の整理 

 

RFID 活用によるメリット・デメリット・社会公益を、サプライチェーンごとに整理した

結果を図 4.2 に示す。なお、プロットされている効果の範囲は、コンビニエンスストアお

よびドラッグストアの消費流通サプライチェーンである。 

 

LINE 本文ページ

1.消費財流通サプライチェーン毎のRFID活用効果 全体像

メーカー（工場） 中間流通（卸・物流倉庫） 小売（店舗） 消費者（家庭）

1.生産計画の精度向上

2.共同購買マッチングﾞ

1. 検品・棚卸作業の省力化

1.調達先マッチング

2.検品・棚卸・会計・作業の省力化

1. 共同配送マッチング

効
率
化
効
果

3.消費者の需要予測高度化②計画策定

③仕入

①個品管理

④配送

⑤盗難防止 1.万引き防止

2.仕入計画の精度向上

1.消費者へのダイレクトな販促実現

3.新しい仕組み導入による来店喚起

2.消費者属性・行動情報に基づく販促

1.製品の自動会計対応

4.ダイナミックプライシング

3.自動会計による商品選定時間拡大

1.店舗の在庫状況開示

1.業務品質向上

付
加
的
効
果

②選定

①来店前

③購買

顧
客
体
験
高
度
化

従業員の働き方
高度化

2.自動会計による店舗の混雑解消

445億円

272円

317億円

878億円

375億円

45億円

1. 検品・棚卸作業の省力化
367億円 381億円 2,372億円

34億円

680億円
1.共同配送マッチング

1.調達先マッチング
30億円

1,607億円

77億円

3億円

1億円

82億円 4,286億円

社会公益

メ
リ
ッ
ト

1.食品廃棄ロス削減

2.被災者支援のための個品流通最適化

効果合計 2,993億円 467億円 8,792億円

定量効果を見込まないもの
（凡例）

デメリット 1.タグ貼付・システム構築にかかるコスト負担

※数字はコンビニエンスストア・ドラッグストアのサプライチェーンを対象範囲として記載

3.商品トレーサビリティ担保

 

図 4.2 消費財サプライチェーン毎の RFID活用効果の全体像 

 

図 4.2 でプロットされている RFID 活用のメリットの導出の考え方を以降で説明する。 
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まず、RFID がもつ価値を、図 4.3 のように、「“個”のトレース情報管理」と「集合体と

してのマクロ情報収集」の２つに分類する。「“個”のトレース情報管理」とは、個品/個人

そのものの情報管理や追跡、個単位の作業補助による価値を指し、「集合体としてのマクロ

情報収集」は多数の個品データの統計値としての収集データ活用の価値のことを指す。 

 

LINE 本文ページ

2.RFIDの価値定義

RFIDの価値は、その利用特性から、「“個”のトレース情報管理」と、その「集合体としてのマクロ情報収集」の2つ。

RFID価値定義の視点 RFIDの価値

個

RFID

タグ

個
RFID

タグ

個
RFID

タグ

データ収集・蓄積

“個”に着目

収集データ
に着目

“個”の
トレース情報

管理

集合体として
のマクロ情報

収集

 個品/個人そのものの情報管理や追跡、
個単位の作業補助による価値

 多数の個品データの統計値としての収
集データ活用の価値

 そのモノに関係する消費者、事業者
等のデータも付随的に獲得可能

リーダライタ

 

図 4.3 RFIDの価値の定義 
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次に、図 4.4 の通り、それぞれの価値に基づく、RFID の用途を、「可視化・予測」と、

その先にある「自動化・省力化」の２つの軸で抽出する。 

 「“個”のトレース情報管理」に基づく価値としては、「個品情報の可視化」、「モノ流通状

況の可視化・予測」、「消費者行動の可視化・予測」、「事業者の業務状況の可視化・予測」

の４つが挙げられる。 

一方、「集合体としてのマクロ情報収集」に基づく価値としては、「個品対象業務の省力

化」が考えられる。 

 

LINE 本文ページ

2.RFIDで対応可能な領域

RFIDにより実現可能な価値は、「全可視・予知化」と、「全自動・省人化」のうち“個”のトレース情報管理の部分。

データ活用の流れRFIDの価値（例：モノのRFID化）

RFID化するモノ
自身の情報

モノを扱う
消費者の情報

モノを扱う
事業者の情報

 個品情報の可視化

 RFIDタグに書き込まれた、個品自体の情報、
トレーサビリティに関する情報可視化 等

1

 モノ流通状況の可視化・予測

 在庫量、販売数をサプライチェーン全体で詳
細把握、高精度需要予測 等

 事業者の業務状況の可視化・予測

 事業者側の機器や倉庫の稼働状況や調達
情報を把握し、適宜マッチング 等

 消費者行動の可視化・予測

 モノと消費者情報紐付けにより、分析し、消
費者ニーズインサイト抽出、先読み 等

 自動発注・在庫最適化

 高精度な需要予測を元にした、発注業務自
動化 等

 自動業務改善・最適化

 正確な現状認識に基づく、解決策の自動化
（AI業務コンサル） 等

 マーケティング・プロモーション自動化

 高精度な消費者行動予測を元にした、マー
ケティング関連業務自動化 等

 個品対象業務の省力化

 RFIDを読み取ることで、検品、在庫管理等
の個品管理を自動化 等

“個”のトレース情報管理

集合体として
のマクロ情報

収集

可視化・予測 自動化・省力化

2

3

4

5

RFIDベースでの実現は困難で、
他技術との組み合わせで実現すべき領域

 

図 4.4 RFIDで対応可能な領域 
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続いて図 4.5 の通り、各サプライチェーンの業務別に、上記で導出した活用用途から、

RFID による業務効率化効果を洗い出す。 

（図 4.5 の左上から）① 個品管理業務における「倉庫における検品・棚卸作業の省力化」、

「店舗における検品・棚卸・会計作業省力化」、② 計画策定における「生産計画の精度向

上」、「仕入計画の精度向上」、「消費者の需要予測高度化」、③ 仕入業務における「調達先

マッチング」、「共同購買マッチング」、④ 配送業務における「共同配送マッチング」、⑤ 盗

難防止業務における「万引き防止」の効果が期待できる。 

 

LINE 本文ページ

RFIDの5つの価値をもとに、業務フロー毎に9つのメリットを導出。

2.RFID活用効果（効率化効果）の考え方

1. 倉庫における検品・棚卸作業の省力化

2. 店舗における検品・棚卸・会計作業省力化

1. 万引き防止

1. 生産計画の精度向上

2. 仕入計画の精度向上

3. 消費者の需要予測高度化

1. 調達先マッチング

2. 共同購買マッチング

1. 共同配送マッチング

提供価値（効率化効果） RFIDの価値

個品情報の可
視化

1

個品対象業務
の省力化

2
モノ流通状況
の可視化・予
測

3

消費者行動の
可視化・予測

4
事業者業務の
状況可視化・
予測

5

〇

〇

⑤盗難防止

②計画策定

①個品管理

③仕入

④配送

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

 

図 4.5  RFID活用効果（効率化効果）の考え方 
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それぞれの効果をサプライチェーンのプレーヤー毎に定量化したものを図 4.6 に示す。

図 4.6 からは、メーカーでは仕入効率化の市場が大きく、コンビニ/ドラッグストアにおい

ては、作業省力化・消費者の需要予測高度化の市場が大きいことが見て取れる。 

 

LINE 本文ページ

2.RFID活用効果の定量推計一覧（効率化効果）

 メーカーでは仕入効率化の市場が大きく、コンビニ/ドラッグストアにおいては、作業省力化・消費者の需要予測高度化の市場が大きい。

1. 倉庫における検品・棚卸作業の省力化

2. 店舗における検品・棚卸・会計作業省力化

提供価値

⑤盗難防止

②計画策定

①個品管理

③仕入

④配送

1. 万引き防止

1. 生産計画の精度向上

2. 発注の精度向上

3. 消費者の需要予測高度化

1. 調達先マッチング

2. 共同購買マッチング

1. 共同配送マッチング

定量効果（億円）

全体
中間流通

コンビニ・
ドラッグストア

メーカー

：1,000億円以上の市場のある領域

748

2,372

367

-

381

-

-

2,372

680 - - 680

1,607 1,607 - -

78 77 1 -

34

82

4,286

33

34

-

-

30

-

82

-

3

-

-

4,286

-

効
率
化
効
果

合計 9,920 2,115 467 7,338

 

図 4.6  RFID活用効果の定量推計一覧（効率化効果） 

 

参考までに、各々の数字の根拠を図 4.7 及び図 4.8 に示す。なお、小売企業にとっての

効果は、コンビニエンスストア（CVS）とドラッグストア（DGS）のそれぞれの数字を示

している。 
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2.（参考） RFID活用による期待効果（効率化効果1/2）

効
率
化
効
果

1.倉庫における
検品・棚卸作業
の省力化

 入出荷検品・棚卸における個品自動
読み取りによる人件費削減
 リーダライタ? による、商品スキャ

ン自動化

2.店舗における
検品・棚卸・会計
作業省力化

 検品・棚卸・会計における個品自動
読み取りによる人件費削減
 スマートシェルフ・自動レジ・リーダ

ライタ? による自動商品スキャン

1.生産計画の
精度向上

 小売店舗・卸倉庫の在庫・販売状況
から、AIが高精度な需要予測を行う
ことで廃棄ロス削減
 クラウド上のデータベースにて、販

売・在庫状況をリアルタイム把握

メー
カー
/卸

小
売

メー
カー

①
個
品
管
理

②
計
画
策
定

推計ロジック詳細受益者サプライチェーンにおける効果

出荷額(96,958/103,128億円)

対売上高労務費/物流費率(12.1%/2.6%)

検品・棚卸作業の割合(5.0%/25.0%)

×

×

RFID活用による効率化可能割合(40.0%)

×

売上高(114,456億円)

対売上高人件費率(9.7%)

検品・棚卸・会計作業の割合(33.7%)

×

×

RFID活用による効率化可能割合(41.7%)

×

食品出荷額(64,643億円)

廃棄率(0.30%)

RFID活用による削減可能割合(15.0%)

×

×

 エンドユーザーの需要予測高度化に
よる廃棄ロス・機会損失の削減
 データの有効活用による供給最適

化

小
売

3.消費者の
需要予測高度化

卸

 小売店舗の在庫・販売状況から、AI

が高精度な需要予測を行うことで廃
棄ロス・機会損失削減
 クラウド上のデータベースにて、販

売・在庫状況をリアルタイム把握

2.発注の
精度向上

出荷額(103,128億円)

廃棄・欠品率(0.51%)

RFID活用による削減可能割合(10.0%)

×

×

食品売上高(114,456億円)

廃棄・欠品率(15.5%)

RFID活用による削減可能割合(16.1%)

×

×

定量効果推計（億円）

合計中間流通 小売メーカー

235

132

237

144

-

-

472

276

CVS

DGS

-

-

-

-

1,558

814

1,558

814

CVS

DGS

27

7

-

-

-

-

27

7

CVS

DGS

-

-

53

29

-

-

53

29

CVS

DGS

-

-

-

-

2,855

1,431

2,855

1,431

CVS

DGS

※（）内はCVSの数字を記載

 

図 4.7  RFID活用による期待効果（効率化効果 １／２） 
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2.（参考） RFID活用による期待効果（効率化効果2/2）

効
率
化
効
果

 空いている生産ラインを有効活用す
ることで、欠品による機会損失削減
 メーカーの生産状況をデータベー

ス上で可視化

 メーカー同士の共同購買による原材
料コスト削減
 サプライヤーに対する交渉力強

化・安定調達を実現

 共同配送による、物流コスト削減
 クラウド上で企業をマッチング

メー
カー
/卸

メー
カー

メー
カー
/卸

1.調達先
マッチング

2.共同購買
マッチング

1.共同配送
マッチング

③
仕
入

④
配
送

推計ロジック詳細受益者サプライチェーンにおける効果

出荷額(96,958/103,128億円）

原材料率/欠品率の効率化余地(0.1%/0,01%)

RFID活用による効率化可能割合(20.0%)

×

×

出荷額(96,958億円）

対売上高原材料費率(54.1%)

RFID活用による効率化可能割合(1.9%)

×

×

出荷額(96,958/103,128億円)

対売上高物流費率(1.1%/0.14%)

RFID活用による効率化割合(7%/1%)

×

×

1.万引き防止

 万引き防止による、売上損失削減
 出入口にゲートを設置することで、

会計が済んでいない商品の通過
を検知し、アラーム

⑤
盗
難
防
止

店舗当たりの万引きによる損失額(80万円）

店舗数合計(54,501店）

RFID活用により防止可能割合(100%）

×

×

小
売

定量効果推計（億円）

合計中間流通 小売メーカー

19

11

2

1

-

-

21

12

CVS

DGS

1,030

577

-

-

-

-

1,030

577

CVS

DGS

77

37

1

1

-

-

78

38

CVS

DGS

-

-

-

-

436

244

436

244

CVS

DGS

※（）内はCVSの数字を記載

 

図 4.8  RFID活用による期待効果（効率化効果 ２／２） 
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次に、導出した活用用途から RFID による付加的効果を図 4.9（左端）のように洗い出す。 

顧客体験高度化に関しては、（図 4.9 の左上から）① 来店前における「店舗の在庫状況

開示」（による利便性向上）、「自動決済による店舗の混雑解消」、② 商品選定時における「メ

ーカーと消費者のダイレクトなコミュニケーション実現」、「消費者の属性・行動情報に基

づく販促」、「自動会計による顧客の商品選定時間拡大」、③ 購買時における「ダイナミッ

クプライシングによる価格最適化（値引き時期・下げ幅改善等）」の効果が期待できる。な

お、顧客体験高度化に関しては、従業員の働き方高度化として「従業員のやりがい向上・

時間増加による業務品質向上」の効果も期待できる。 

また、各々の効果をサプライチェーンのプレーヤーごとに定量化したものを図 4.9（中央）

に示す。ここからは、メーカー・小売双方に対し広告・販促活動の効果向上、小売に対し

顧客単価増加等の効果が見込まれることが見て取れる。 
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2.RFID活用効果の定量推計一覧（付加的効果）

 メーカー・小売双方に対し広告・販促活動の効果向上、小売に対し顧客単価増加等の効果が見込まれる。

提供価値

コンビニ・
ドラッグストア

消費者

定量効果（億円）

メーカー

45  馴染みのある店員によ
る接客による満足度向
上

一定普及で効果が消滅するもの
（凡例）

定性効果

1.従業員のやりがい向上・時間増加による業務品質向上

合計 878 1,454

全体

 来店判断の利便性増
加による満足度向上

878
 商品選択の利便性増

加による満足度向上

445
 商品選択の利便性増

加による満足度向上

272
 商品選定時間増加によ

る満足度向上

317
 需要に合致した価格提

示による満足度向上

375
 購買機会増加による満

足度向上

1.メーカーと消費者のダイレクトなコミュニケーション実現

2.消費者の属性・行動情報に基づく販促

1.店舗の在庫状況開示

4.ダイナミックプライシングによる価格最適化（値引き時期・下げ
幅改善等）

3.自動会計による顧客の商品選定時間拡大

②
選
定

①
来
店
前

③
購
買

2.自動決済による店舗の混雑解消

878

445

272

317

375

45

2,332

顧
客
体
験
高
度
化

従業員の
働き方
高度化

 

図 4.9 RFID活用効果（付加的効果）の考え方とその定量推計一覧 

 

参考までに、各々の数字の根拠を図 4.10 及び図 4.11 に示す。 
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2.（参考） RFID活用による期待効果（付加的効果1/2）

付
加
的
効
果

1.店舗の在庫状
況開示

消
費
者

推計ロジック受益者サプライチェーンにおける効果

①
来
店
前

顧
客
体
験
高
度
化

小
売/

消
費
者

2.自動決済によ
る店舗の混雑解
消

年間購入客数（185億人）

混雑時間の売上構成比率（7.7%）

会計自動化による購入客増加割合（10.0%）

×

×

利益率（27.4%）

平均顧客単価（618円）
×

×

在庫確認することで、来店する顧客と
来店をとりやめる顧客の両者が想定
されるため、定量効果は見込まない
こととする

定量効果推計（億円）

小
売/

消
費
者

1.消費者の属
性・行動情報に
基づく販促

メー
カー

 広告・販促活動の効果向上
 アプリを通じて、店舗の在

庫状況を開示

詳細

 集客拡大
 レジ待ち時間が少なくなり、

混雑時により多くの顧客が
購買出来るようになる

 広告・販促活動の効果向上
 栄養情報等を用いた、関

連商品のレコメンドを実施

 広告・販促活動の効果向上
 「商品を手に取る動作」等

の顧客情報に基づくAR-

POP等が可能になること
でROIが向上

1.メーカーと消
費者のダイレク
トなコミュニケー
ション実現

メーカーのマス広告・販促費（8,445億円）

今後デジタル広告への転換割合予測（27.7%）

CVS/DGSを通じた売上高の割合（28.9%）

×

×

マス広告とデジタル広告のROIの差（64.5%）

CVS/DGSのマス広告費（357億円）

今後デジタル広告への転換割合予測（27.7%）

マス広告とデジタル広告のROIの差（64.5%）

×

×

合計中間流通 小売メーカー

-

-

-

-

-

-

-

-

CVS

DGS

-

-

-

-

240

135

240

135

CVS

DGS

436

442

-

-

-

-

436

442

CVS

DGS

-

-

-

-

359

86

359

86

CVS

DGS

×

※（）内はCVSの数字を記載

3.自動決済によ
る店舗商品選定
時間拡大

小
売/

消
費
者

②
選
定

年間購入客数（185億人）

混雑時間の売上構成比率（7.7%）

非計画購買率（69.0%）

×

×

利益率（27.4%）

選定時間増加による客単価上昇分（10.6%）
×

×

 顧客単価増加
 会計時間が短縮した分、

顧客が商品選定にかける
時間の増加

-

-

-

-

175

97

175

97

CVS

DGS

 

図 4.10  RFID活用による期待効果（付加的効果 １／２） 

 

LINE 本文ページ

2.（参考） RFID活用による期待効果（付加的効果2/2）

付
加
的
効
果

4.ダイナミックプ
ライシングによる
価格最適化

小
売/

消
費
者

推計ロジック受益者サプライチェーンにおける効果

③
購
買

顧客
体験
高度
化

売上高（114,456億円）

営業利益率(11.7%)

価格最適化による利幅改善可能割合（1.9%）

×

×

 売上高利益率改善
 値引き時期・下げ幅最適化

による利幅等改善

詳細

 来店客増加
 店員が接客に集中できるこ

とによる、売上増加

1.従業員のやり
がい向上・時間
増加による業務
品質向上

小
売/

消
費
者

従業員の
働き方高
度化

来店が月1回未満の年齢別人口（計3,150万人）

「店員に馴染みが無いから来店しない」割合(1.4%)

月1回来店した場合の年間来店数（12回）

×

×

利益率(27.4%)

平均顧客単価（618円）
×

×

定量効果推計（億円）

合計中間流通 小売メーカー

-

-

-

-

261

56

261

56

CVS

DGS

-

-

-

-

12

33

12

33

CVS

DGS

※（）内はCVSの数字を記載

 

図 4.11  RFID活用による期待効果（付加的効果 ２／２） 
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4.3 まとめ 

 

本調査業務では、近年の RFID に関する市場（国内外市場規模や使途の動向など）、技術

（低価格化に向けたシリコンチップ微細化や有機半導体を用いた印刷よる集積回路形成

等）などの最新動向を調査し、その結果を踏まえて平成 28 年度 RFID 調査で作成したロー

ドマップの改訂を行った。さらに、国内消費財サプライチェーンに関わる全てのプレーヤ

ーのメリット・デメリット、および食品廃棄ロス削減などの環境負荷削減、災害時におけ

る迅速かつ適切な救援物資の配給実現などの防災対策、少子高齢化の進展に伴う物流・小

売での人手不足の解消など実現される社会公益を明らかにし、ロードマップの改訂を踏ま

えて RFID がソースタギングされた消費財を流通させる場合に全てのプレーヤーが適正か

つ公正に便益を享受できるサプライチェーンにおける情報共有等連携に在り方について提

示した。 

 

 

 



 

 

 


