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ＲＦＩＤ活用事例紹介（令和元年度事業による調査） 

 

Ａ．ＲＦＩＤを活用したカーテン生地原反管理システム 

 1．システムの概要 

 開発：「株式会社 ブレイン」（兵庫県西脇市）が開発し、カーテン製造販売企業 3社で活用

されている。 

システム化対象業務：カーテン生地原反の格納－裁断－物流－品質保証管理 

 

①カーテン生地原反格納管理システム 

カーテン生地原反受け入れ検査の迅速化および、生地原反を収納した棚位置情報と、収納す

る生地の情報を関連づけることにより、裁断対象となる生地を迅速にピックアップすること

を可能にした。 

・受け入れ検査の省力化・効率化 

原反情報を記録した RFID タグを取り付けた原反と事前出荷情報を活用することにより、

手作業で実施していた入荷リストと原反との確認は、RFID リーダを近づけるだけで完了す

る。受け入れ検査は迅速かつ確実に実施することができるようになった。 

・在庫管理の効率化（棚卸） 

棚番号と棚に収納される原反をシステムに登録する。 

棚に取り付けられた RFID タグを RFID リーダで読み取ることにより、棚に収納されている

べき原反一覧表を呼び出し、原反に取り付けられた RFID タグを読み取ることで照合を行

う。 

棚に収納されている原反一覧表と突き合わせを行う事で過不足（原反の収納位置間違い、

原反の紛失など）を容易に発見することができる。 

 

②カーテン生地裁断管理システム 

原反に取り付けた RFID に記録されている情報を利用することにより、誤った裁断を防止す

る。 

・誤裁断の防止 

出荷指図書（裁断指図書）によって指図された生地（原反）をピックアップし裁断機でカ

ットする。この一連の作業は、生地のピックアップのために裁断機と生地棚との間を往復

することが必要になる。一括して運ばれた生地を指図通りに裁断するために、生地（原

反）に付与された RFID タグを読み取り、指図書の内容確認を行う事ができる。 

 

③オーダーカーテン品質保証管理システム 

生地の裁断時に品質保証用の情報（製造年月日、商品名、生地組成、顧客名、価格等）を

RFID に書き込む。 

情報を書き込まれた RFID は縫製時にオーダーカーテンに縫い込まれ、問題発生時の原因究

明やカーテンの吊り変え時に利用できる情報を提示する品質保証タグとして機能する。 
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④オーダーカーテン物流管理システム（データ管理機能を含む） 

出荷先に対して、出荷指図書（裁断指図書）によって出荷された商品と出荷情報を同時に提

供することが可能になる。「オーダーカーテン品質保証管理」によって RFID に記録された

情報は、出荷先の入荷検査用に利用することが可能である。 

迅速な物流データの提供は、将来的にトータルな物流システムとして発展させる基礎となる。 

活用例 

・配送指示書の作成と出荷物の確認 

当該商品が出荷される場合、出荷指図内容と出荷商品の照合を行う。 

・出荷先での活用 

出荷データと商品に取り付けられた RFID を照合する入荷検査に利用可能。 

 

2．カーテン生地原反格納管理システムの概要 

１）入荷処理 

原反の入荷検査を行う。 

産元商社や加工場など生地の出荷元が原反に RFID タグを取り付けられていることによっ

て入荷検品を行う事を前提としている。 

しかし、RFID タグが取り付けられていない原反が入荷する事も考えられるため、別途受け

入れ処理が必要となる。入荷処理では、RFID タグ取り付け済みの原反と取り付けられてい

ない原反を処理する為の機能を持つ。 

 

機能名称 処理内容 

入荷検索条件入力 

入荷予定一覧を表示するために検索条件を入力する。 

一覧表の検索条件は次の通り。 

・月日による入荷予定 

「今日まで」「今週まで」のようにプリセット条件も選択可能 

・品番、ロット番号、反番、JAN コード 

原反に RFID タグが取り付けられていない場合、入荷現物確認し

てから入荷情報を探す必要がある。 

入荷検索結果表示 

入荷検索条件に一致した入荷予定を一覧表示する。 

一覧表には次の情報を表示する。 

・品番、色、入荷予定日、ロット番号、巾、実長、反番 

一覧表の表示順を次のように変更する事ができる。 

・品番順（昇順、降順） 

・入荷予定日順（昇順、降順） 

原反の入荷処理状況を確認するとともに、RFID タグが取り付けら

れていない原反に対し、入荷現物を確認する手がかりとして利用

する。 

入荷処理を終えた原反は入荷一覧表示から消去される。 

RFID 入荷処理 

原反に取り付けられた RFID タグを読み取り入荷処理を行う。 

既に入荷処理が完了している原反に対し重複して入荷処理を行っ

ても二重入荷にならないように処理するため、二台以上の端末装

置を使用して、同時に入荷処理を実施することが可能である。 

タグなし入荷処理 
原反に RFID タグが取り付けられていない場合に行う入荷処理。 

入荷を行う際、作業担当者の目視によって現物との照合を行った



 3

上、原反の総長、実長の確認・修正を行い、入荷した原反に取り

付ける RFID タグに情報を書き込む。 

 

2）棚卸処理 

原反の棚卸しを行う。 

棚に取り付けられた RFID タグを読取り検索を行うことで、該当の棚に収納されている原

反一覧が表示される。棚卸しは、棚番単位に実施する。 

 

機能名称 処理内容 

棚卸検索条件入力 

棚に格納されている原反一覧を表示するために棚番を入力する。 

棚に取り付けられている棚番 RFID タグから棚番を読み取る事も可

能である。 

棚番検索結果表示 

指定棚番に格納されている原反の一覧を表示する。 

一覧表には次の情報を表示する。 

・品番、色、前回棚卸日、ロット番号、残ｍ、反番 

一覧表の表示順を次のように変更する事ができる。 

・品番順（昇順、降順） 

・前回棚卸日（昇順、降順） 

棚卸が完了した原反は水色、未だ棚卸が完了していない原反はピ

ンク色に区分け表示される。 

棚卸が完了していない原反は、一覧リストの上部に表示される。 

RFID 棚卸 

原反に取り付けられた RFID タグを読み取り棚卸処理を行う。 

現物の在庫確認を行う。（残ｍの訂正は行わない） 

既に棚卸処理が完了している原反に対し、再び棚卸処理を行って

も二重棚卸にならないように処理するため、2 台以上の端末装置を

使用する場合や棚卸しの完了が確認できていない原反に対してあ

いまいな棚卸しを行っても問題が発生しない。 

棚卸の履歴を残すことが可能である。 

詳細棚卸 
棚卸によって原反の残ｍを訂正する必要がある場合に行う処理。 

棚卸対象の原反情報を表示・確認して残ｍの訂正を行う。 

 

3．カーテン生地裁断管理システム 

１）出荷処理 

出荷指図書（裁断指図書）にしたがった反出荷・裁断生地の出荷を行う。 

原反に取り付けた RFID に記録されている情報を利用することにより、誤った裁断を防止

する。 

裁断が完了した生地に取り付ける品質保証用の情報（製造年月日、商品名、生地組成、顧

客名、価格等）を RFID に書き込む。 

 

機能名称 処理内容 

出荷指図検索条件

入力 

出荷指図反の一覧を表示するために検索条件を入力する。 

一覧表の検索条件は次の通り。 

・月日による入荷予定 

「今日まで」「今週まで」のようにプリセット条件も選択可能 

・品番、ロット番号、反番、JAN コード 



 4

出荷対象にする品番を絞り込んで表示させたい場合に使用する

補助的な検索条件。 

・端末番号 

複数端末で同時に出荷作業を行う場合、同一の指図書を別々の

端末で重複した出荷処理を行ってしまう場合がある。 

複数端末を使用する場合、予め出荷作業を端末に割り振って重

複した出荷が起こらないようにする。 

担当者が自分の端末番号を指定することにより、端末単位に指

示された指図書を表示する。 

出荷検索結果表示 

出荷指図検索条件に一致した出荷指図反を一覧表示する。 

一覧表には次の情報を表示する。 

・品番、色、納期、ロット番号、残ｍ、生地の収納棚番 

一覧表の表示順を次のように変更する事ができる。 

・品番順（昇順、降順） 

・納期順（昇順、降順） 

出荷処理を終えた出荷指図は一覧表から消去される。 

出荷処理 

通常出荷 

指図された生地長より多く裁断した場合、実裁断長を入力して

出荷後の残ｍを調整する。 

代替反出荷 

指定された原反が見あたらない、残ｍが足りない等の理由で代

わりに出荷する原反から裁断する場合、代替反として適当であ

るかどうか確認を行なったうえ指図反の付け替え処理を行う。 

クイック出荷処理 

原反に取り付けられた RFID タグを読み取り出荷処理を行う。 

裁断長、指図反は、すべて指図書通りの出荷である場合に使用す

る。 

 

4．オーダーカーテン品質保証管理システム 

生地の裁断時に品質保証用の情報（製造年月日、商品名、生地組成、顧客名、価格等）を

RFID に書き込む。 

 

機能名称 処理内容 

出荷 RFID 書込 

出荷指図による処理が完了した時に、出荷反・裁断生地に取り付

ける RFID タグへ品質保証情報を書き込む。 

RFID に記録された情報は、出荷先の入荷検査用に利用することが

可能である。 

 

5．オーダーカーテン物流管理（データ管理機能を含む） 

出荷指図書（裁断指図書）によって出荷された商品と出荷情報を同時に提供することが可能

になる。 

データを管理するサーバにアクセスすることによって管理データのアップロード、ダウンロ

ードを行う。物流データの出力だけではなく、既存ホストとのデータ連携を行うための機能

である。 

ブラウザでサーバに接続するためメンテナンスツールのような特別なソフトウエアのインス

トールは必要ない。 
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機能名称 処理内容 

物流情報ダウンロ

ード 

指定した期間中に出荷した出荷原反情報（物流情報）をダウンロ

ードする。 

入荷予定アップロ

ード 
事前入荷予定情報として受け取ったデータをアップロードする。 

欠点箇所ファイル

アップロード 
欠点箇所情報をアップロードする。 

出荷指図ファイル

アップロード 
出荷指図情報をアップロードする。 

 

6．ＲＦＩＤタグデータ 

ＲＦＩＤタグに記録する情報について、策定内容をもとに次の通り定義する。 

※必須欄に◎印のある項目については、標準案としてＩＣタグ（ＲＦＩＤ）に登録する場合に

必ず記録する。それ以外の項目は利用者の選択項目とする。 

必須 番号 項目名 識別コードの定義 桁数 

◎ 00 

業界コード（策定者識別

子） 

＋定義項目バージョン 

ＩＣタグのユーザエリアの先頭から5桁を識別子

エリアと定義する。 

インテリアファブリックス業界で利用されるコ

ード体系であることを明示するとともに、将来

的な改訂を考慮して定義項目の版数を明記す

る。 

「ＸＸvv」： vvはバージョン番号を示す。本仕

様はバージョン番号01である。 

業界コードは、識別子として利用するためコー

ド番号は割り振らない事とする。 

ＸＸ01（今回の開発は、バージョン01とする） 

5 

◎ 02 
商品コード（JAN） 

GTIN 

JANコードを設定する。 

JANコードの設定によりデータベースの内容な

ど、ICタグ内に取り込むことが困難な詳細情報

にアクセスする事を可能にする。 

GTIN※1（グローバル・トレード・アイテム・ナ

ンバー）への対応を考慮して14桁とした。 

13桁のJANコードは、先頭に0（ゼロ）を記録し

て14桁に拡張する。 

14 

◎ 03 

商品コード（非JAN） 

 

JANコードを取得していな

い商品の場合必須とする。 

JANコードを取得していない商品の場合に設定す

る。 

JANコードとは、排他的に使用し、データベース

等にアクセスし詳細情報の取得を可能にする。 

商品コードのGTIN準拠に伴い14桁とした。 

14 

◎ 04 流通区分 
最新情報がどの過程で登録されたのかを示すコ

ード（それぞれの過程で区分を書き換える） 
1 

 
05 ロットNo. 

原反のロット番号を登録する。 

製品化後の品質管理目的に利用する。 
可変 

 

06 反番（原反番号） 

原反管理のために原反が特定できる情報 

品番と組み合わせることで、原反を特定する情

報として利用する事が可能。 

可変 



 6

 

07 残ｍ 

検査時に生地の総ｍを記録する。 

生地カットの度に、残ｍからカットｍを差し引

き書き戻す。登録様式は(999.99)整数部３桁小

数部２桁の構成とする。 

6 

 
08 商品区分（商品カテゴリ） 

６桁で示されるＪＩＣＦＳ分類コードを登録す

る。 
6 

 09 品番 商品の品番を登録する。 可変 

 10 ブランドコード 各社で定義したコードを登録する。 可変 

 11 メーカーコード 

商品の企画を行ったメーカを示すコード 

GLN※2（グローバル・ロケーション・ナンバー） 

（JANメーカーコードをペースにしたコード） 

・国CD２桁+メーカCD５桁＋事業所CD５桁+C/D１

桁 

・国CD２桁+メーカCD７桁＋事業所CD３桁+C/D１

桁 

13 

 
12 製造者コード（縫製業者） 

実質的に製造を行った製造者のコード（社内定

義コード） 
可変 

 13 加工業者コード１ 加工業者のコード１（社内定義コード） 可変 

 14 加工業者コード２ 加工業者のコード２（社内定義コード） 可変 

 15 販売者コード（販売店） 消費者に対して販売を行った者のコード 可変 

 16 倉庫コード 商品の納入先（保管先）を示すコード 可変 

 
17 納入先コード 

商品の納入先（販売店）を示すコード 

共通取引先コード※3 
6 

 

18 店舗コード 

百貨店、チェーン店などの場合に使用する納入

先詳細 

共通取引先コード 

6 

 19 売場コード アルファベット及び数字で構成されるコード 可変 

 20 顧客コード アルファベット及び数字で構成されるコード 可変 

 
21 

流通系統コード 

（セレクションコード） 

商品単位に設定された流通経路を示すコード 
可変 

 22 上代 ＩＣタグを付与した商品の価格 可変 

 

23 カラーコード 

JANコードが登録されている場合には不要。非

JANコードで運用する場合に必要となる。（社内

定義コード） 

可変 

 

24 柄コード 

JANコードが登録されている場合には不要。非

JANコードで運用する場合に必要となる。（社内

定義コード） 

可変 

 

25 組成情報 

商品の選択時に加え、廃棄、リサイクル時に利

用 

"C100"の様に記録し組成を示す。 

可変 

 

26 原産国 

ISO3166に定義される２文字のアルファベットに

よる国記号を設定する。 

GB:イギリス、IN:インド、IT:イタリア、JP:日

本 

2 

 

27 カット開始年月日 

原反管理の為の情報 

カットを開始した年月日 

（１桁ごとに値を記録する。バイナリで登録） 

3 

 
28 カット担当 

この原反のカット担当 

（登録内容は社員コード、担当会社コードなど
可変 



 7

各社で定義） 

 

29 カット履歴情報 

カットした履歴 

月日カット数を連続して表現する。 

（月日で２桁、カット数を999.99（６桁）とし

て記録する。） 

カット回数が複数回ある場合には、カット履歴

を連続して配置する。 

（データタグNo+データ長情報+カット履歴情報

を１セットとして登録する） 

8 

 
30 受注コード 

この商品を受注した伝票番号など、受注を識別

できるコード 
可変 

 31 受注日付 この商品を受注した日付  （年月日） 3 

 
32 生産日付（加工仕上日） 

この商品を製造した日付  （年月日） 

製造日として商品の滞留管理などにも利用可能 
3 

 33 予定納期 販売店などへの納入予定日 （年月日） 3 

 34 入荷日 倉庫へ入荷日した日付 （年月日） 3 

 
35 

出荷日 

（納入日付） 

倉庫から出荷した日付 

販売店などへ納入した日付 （年月日） 
3 

 36 販売日 販売店が消費者へ販売した日（年月日） 3 

 37 返品日 返品を行った日付 （年月日） 3 

 38 前回棚卸完了日 前回、棚卸を行った日（棚卸しフラグとする） 3 

 

39 工程１完了日 

製造過程において利用する。 

工程１が完了した日 

（工程の内容は、各メーカごとの定義に従う） 

3 

 40 工程２完了日 製造過程において利用する。 3 

 41 工程３完了日 製造過程において利用する。 3 

 42 工程４完了日 製造過程において利用する。 3 

 43 工程５完了日 製造過程において利用する。 3 

 44 工程６完了日 製造過程において利用する。 3 

 

45 
現状工程（製造進捗管理） 

 

原則的に工程管理は、この商品に付与された製

品保証コード（製造シリアルコード）を利用し

て行う事とするが、製造においてＩＣタグ内に

進捗を書き込むことにより、容易に状況確認が

把握することを可能とする。 

可変 

 

46 仕様書No 

仕様に関する仕様書番号 

製造工程において、発注仕様と製品との間に差

異がないか確認を行う。 

可変 

 

47 才数 

梱包時の大きさ 

「縦（cm）×横（cm）×高（cm）÷28,000」で

求められる値を登録する／整数部2桁、小数部1

桁 

3 

 

48 商品の規格（サイズ） 

JICFS準拠（単位 204:mm,201cmを先頭に付与す

る） 

幅4桁、高さ4桁、奥行き4桁で表現する。 

204035004000100(幅350mm,高400mm,奥行100mm） 

15 

 49 発売開始日 商品が発売開始された日 3 

 
50 防火・防炎認定番号 

防火・防炎試験番号を登録する。 

AT9912345（漢字部分は登録未対応） 
9 

 51 洗濯ラベルコード メーカ毎に定義された洗濯ラベルコード 可変 
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52 製品保証コード 

製品の品質保証（正規商品）の為に付与するシ

リアル番号 

このシリアル番号により、最終製品の個別認識

を行う。 

可変 

追加 53 格納棚番号 

棚の番号 

原反がどこの棚に格納されているか確認でき

る。 

可変 

 

 

（参考）ＲＦＩＤタグへの記録コードについて 

①ユーザ定義コード 

※コード番号 1～127 までを共通化コード、128～254 までをユーザ定義コードとして設定す

る。 

１．128～254 のコード番号範囲内で各利用者（メーカ）ごとに利用項目を設定する。 

２．タグに 128～254 のコードが記録されている場合には、誰が定義したコードであるかを

知るために「コード番号 11：メーカコード」を参照する。 

３．メーカーコードが関係者のコードで自分で処理が可能な場合は、定義コードの処理を行

う。 

４．データの記録形式は次の通りとする。 

コード番号：１桁（128～254）、登録データ桁数：１桁（1～255）、登録データ 

 

②登録データついて 

半角アルファベット、数字を登録対象とし、漢字、カタカナ、ひらかなは対象外とする。 

 

③各項目の実装方法 

コード番号（１バイト）最大 255 種の項目番号 

データ長   （１バイト）データの長さ、最大 255 文字までのデータ長 

データ本体  （１～２５５バイト） 

 

下の例は、識別コード、JAN コード、流通区分、受付日付をセットした状態（31 バイト使用） 

N I F 0 1 2 14 0 4 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 

 

インテリアファブリックス協会で策定したコードであることを示す識別子。（この識別子に

よって標準コードのコード解析を始める） 

 

4 1 1 30 3 03 10 30 0 0 

 

                   データの終端は連続した２個の 0（値）によって 

示す。 

 

 

データ長（桁コード No 
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Ｂ．ＲＦＩＤを活用した生地反物、サンプル品の管理システム  

―植山織物株式会社の事例― 

 

① 兵庫県南西部は「播州」(播磨(はりま))と呼ばれ、江戸後期から綿花の栽培と織物が盛んで

あった。特に北部では、紡糸、染糸、織、加工などの分業が組織的に行われ、「播州織」と

いう特産綿織物が作られてきた。しかし、低価格輸入品の攻勢と消費の低迷により、地場産

業としての「播州織」は衰退していった。 

② このような環境下「播州織」のメーカーである植山織物株式会社では、業務フロー上でボト

ルネックになっていた発送管理の工程に、ICT を活用したシステムを構築し、作業効率の向

上、リアルタイムベースでの現状把握が出来るようにして経営を改善し、自社ブランド開発

や海外市場開拓等を通じて新たな活路を拓こうとしている。 

③ 織物業界では、衣料品メーカーの注文を受けて生地を納入するが、定番でないものは「カッ

ト見本」と呼ばれるサンプル生地を送ってから注文を受ける場合が一般的である。そのため

在庫から正確にピックアップして迅速に発送することが商談の決め手になるわけである。同

社は豊富な在庫と生産能力の高さでは業界トップクラスであるが、企画・販売や加工を行う

グループ会社、倉庫など 5拠点が別々にサンプル出荷を行っていたため、在庫スペース、時

間、手間を必要以上に割いてしまい、出荷作業と在庫確認が業務のボトルネックになってい

た。またサンプルを大量に作り置く無駄も発生していた。 

④ 社長の植山氏の課題は、短納期・小ロット・多品種に対応できるスピーディで効率的な経営

へ改革することであった。植山氏は、まずサンプル出荷の作業場所を集約し、サンプルに添

付したＲＦＩＤタグ/ＱＲコードを読むことで出荷と在庫の管理が一度にできる「発送・在

庫管理システム」を構築した。これまでは、織の種類や生地の色・柄、風合いなどによって

数千種もの製品を作ることができるが、それらのサンプルを分類・保管して在庫を管理する

のに多くの人手と作業時間を要していた。システム化する前は、ベテラン作業員の知識や経

験でピックアップして発送していたが、これをシステム処理に移行したことで、ほしいサン

プルの所在と在庫量がすぐ分かり、ピックアップされたサンプルに貼られたＲＦＩＤタグ/

ＱＲコードをタブレットで読み取れば、該当品かどうかを確認でき、その情報は発送情報の

管理にも使われる。 

⑤ また取引先の発注書式をそのまま使えるようデータ連携させる(EDI 化)ことで、注文を書類

に印刷したり FAX を使う従来のやり方が一掃された。 

⑥ 以上の ICT による成果は大変大きなものであった。物流拠点は 1 カ所になり、無駄なく必要

分だけ作れば済むようになったサンプル作成コストは 3分の１に。さらに、EDI 化で直送で

きるようになった取引先数は約 3倍の 488 件(月間)になり、売上高も月平均で 4%アップした

とのこと。 

⑦ 現在、該社は自社提案品の比率を高めたり、シャツなどの自社ブランド開発やその通販も開

始し、海外販路の開拓にも積極的に取り組んでいる。繊維業界が「世界に誇れる日本ブラン

ド」に与える「J∞QUALITY」認証も受け、最近では、ホームページサイトを多数開発し、英

語主体にグループ力をアピールするもの、生地見本紹介のもの、通販用のものなど、検索ニ

ーズに即応できる情報発信体制を整えている。「雇用を確保しつつ将来への布石を打つ、そ
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のためにも ICT を活用して経営資源を無駄なく活かし、機動力を高めようとしている」（植

山氏）とのこと。 

 

⑧ なお、該社においてＲＦＩＤタグの効果が特に発揮されているのは「シャツ生地反物管理」

においてである。ＲＦＩＤシステムの導入前と、導入による効果は下表のとおり。 

 

ＲＦＩＤシステムを活用した「シャツ生地反物管理」業務の効果： 

ＲＦＩＤシステム導入前 ＲＦＩＤシステム導入による効果 

目視による入出荷、棚卸作業 

50,000 反（ 4,000 種類 ）のシャツ生地反

物の入出荷、棚卸作業を目視によって実施

していた。このため、作業負担が大きく、

データ上在庫となっていても現物が確認で

きないなど、在庫情報の精度に問題があっ

た。 

入出荷作業の効率化： 

パレットに載せた 70～80 本の反物全ての

情報を自動的に取得、検品作業負担が低

減。 

外部保管在庫の削減： 

年間費用を 30%削減。自社倉庫の作業効率

を改善したことで外部保管在庫を自社倉庫

へ戻し経費を削減。 

棚卸業務の改善： 

システム導入前は、棚卸し作業にのべ 240

時間/回かかっていたが、導入後は、4時

間/回で終了できた。 
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Ｃ．メーカーズシャツ鎌倉 株式会社 

 

メーカーズシャツ鎌倉株式会社は、シャツ専門店として創業以来、高品質な製品を提供し続け

ている。 

該社では、上質な製品を気軽に購入できる値段で提供し、「お洒落を誘発」するため、製品の

企画・製造・流通・販売の各工程において、さまざまな施策を講じてきた。 

 

【現在のシステム稼動状況】 

① 該社は、ニューヨーク店を含む 21 店舗にＲＦＩＤを活用した物流・店舗管理システムを導入。

また、クラウドサーバを利用することで、社内にサーバを設けることなく、情報をリアルタ

イムに共有できる体制を整えている。 

② 現在、縫製工場出荷時に副資材メーカの（株）三景が提供する RFID タグがすべてのシャツ製

品に取り付けられ、以降の検品・店舗間移動・棚卸・売上の各業務において、ＲＦＩＤを活

用したシステムが稼動している。検品・店舗間移動・棚卸業務ではハンディ型 RFID リーダラ

イタを、売上業務では卓上型 RFID リーダライタをそれぞれ利用している。また、各店舗の業

務の結果はクラウドサーバに送信され、インターネットを介してどこからでも照会できるよ

うになっている。 

 

【導入の背景】 

① 該社では商品の入荷や移動が多いため、リアルタイムに各店舗の在庫が把握出来ないという

のが本部・店舗側とも大きな課題となっていた。各店舗の在庫の把握や店舗間移動、客注に

対応するため、電話や Fax を使った問い合わせや、時には店舗に赴き対応を行っていたが、

最近では店舗数が増え、海外にも出店するに至り、こういった対応が難しくなってきていた。 

② また、シャツは特に SKU（製品・サイズ・色・襟等）が多く、全ての店舗に取り揃えておく

ことが難しいという事情もあった。こうした背景のもと、各店舗の在庫状況をリアルタイム

に把握・照会できるシステムの必要性が高まっていた。また、現場の混乱を最小限にするた

め、短期間でシステム化を行なう必要があった。 

 

【導入の効果】 

本部側 店舗側 

・ システム導入後は、本部の PC 上でリア

ルタイムに各店舗の在庫を把握できる

ようになった。 

・ これにより、各店舗の在庫の持ち方や

売り方が適正かを確認できるようにな

った。 

・ また、在庫情報を製造部門へフィード

バックすることで、無駄のない物づく

りにも貢献している。 

・ ニューヨーク店の運用も同時に開始

し、リアルタイムに海外店舗の在庫状

況を確認できるようになったのは画期

・ これまで各店舗での入荷検品や棚卸作業

は、手作業で一点ずつ行う必要があり、

膨大な時間がかかっていた。 

・ システム導入後は、ハンディ型 RFID リー

ダライタを利用して、開梱せずに段ボー

ル箱ごと一括検品したり、陳列した製品

を崩さずに棚卸したりすることが可能と

なり、作業時間の大幅な削減が実現し

た。 

・ また、他店の在庫も PC やタブレットを使

って迅速に照会でき、顧客への回答時間が

短縮されるなど、接客向上効果も表れてい
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的である。 る。さらにスタッフ一人一人が店舗にある

シャツの総数を把握するなど、より主体的

に業務に取り組むきっかけともなってい

る。 

 

【RFID 活用の今後の展望】 

① 現在ＲＦＩＤタグ付けが行われていないネクタイや重衣料といったシャツ以外の製品への展

開を予定している。 

② その後、POS レジや経理システムとの連携も計画中。また、製造工場の出荷検品や原材料の

管理など、今後大いに利用シーンの拡大を検討している。 
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Ｄ．株式会社 ビームス 

 

株式会社ビームスは、2013 年 1 月から、独自のブランドストア「B:MING LIFE STORE」で RFID

を用いた商品管理システムを試験導入していた。今後、全ての業態で RFID の導入を進めてい

くことになった。 

 

① 2013 年 1 月からビームスは「B:MING LIFE STORE」で、RFID を用いた商品管理システムを導

入している。今後、全業態での導入に踏み切ったのも、このシステムが試験導入した店舗

で一定の成果を収めたことによる。 

② 従来、「B:MING LIFE STORE」では、商品の棚卸しに、10 人がかりで 20 時間かかっていた。

それが、RFID システムの導入以後は、3人で 2 時間以内に終えられるようになった。その

結果、店舗の人件費削減に繋がり、大きなコスト削減につながった。単純計算で、棚卸し

にかかるコストは 30 分の１以下になったと該社は指摘している。 

③ RFID の特徴は主に 3 つある。１つ目はタグに直接触れることなく、データの読み出し、書

き換えができる点。２つ目は、RFID は、電波・電磁界を用いて通信するため、タグが直接

見えなくても読み書きができる点。3つ目は複数タグのデータを一括で読み取ることができ

る点である。従来のバーコードによる商品管理では、商品の棚卸しの際、商品に取り付け

られたバーコードを１つずつ確認しなくてはならず、その作業に膨大な時間がかかってい

た。IC タグを用いれば、直接タグに触れる必要がなく、複数のタグのデータを一度に書き

換えることができる。その結果、作業効率は格段に向上するわけである。 

④ また、棚卸しだけではなく、レジで商品の会計を行う際にも、直接タグに触れることなくま

とめて会計を行うことが出来るため、会計のスピードが上がり、顧客の待ち時間は大幅に

短縮される。 

⑤ これなで RFID は値段の高さがネックとなっていた。RFID 技術は、1980 年代に欧米を中心に

広まった技術であり、当時はタグ１個につき 1000 円以上していた。しかし現在では一個 20

円程度までコストダウンが進んでいる。将来的には一個 1 円以下のコストを目指している

という。 

⑥ 「B:MING LIFE STORE」では,RFID のリーダーとタブレット端末を組み込んだハンガーポー

ルを店内に設置して、顧客に対して情報を提示する実証実験を開始した。商品をハンガー

にかけると、商品の着用例や在庫の有無などの情報がタブレット端末に表示される。RFID

を通じて新たな顧客接点を創出することを目指している。 

⑦ RFID の普及により、実店舗における顧客行動が一定範囲で可視化出来るようになる。従来

の POS データでは、顧客の購買データしか分からなかったが、「B:MING LIFE STORE」の実

証実験のように、顧客に商品情報を表示した履歴をトラッキングすれば、商品に興味を持

った結果、購買に至った顧客と至らなかった顧客を把握することができる。この顧客デー

タを分析し、的確なターゲット・マーケティングを行うことで、従来より効果的な販促施

策を打ち出すことが可能になる。 
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Ｅ．株式会社トライアルカンパニー（スーパーセンタートライアル）：福岡市東区 

 

「スーパーセンタートライアル」は、福岡に本社を構える「株式会社トライアルカンパニー」

が経営しているスーパーセンターである。日常で使うものが幅広くそろっているので、一箇所

で買い物を済ませることができることから、多くの顧客を集めている。 

また、トライアル社ではマーケティングや物流も事業としており、IT を活用した分析にも力を

入れている。 

 

【スーパーセンタートライアル アイランドシティ店の特徴】 

① スマートカメラでお客さまの属性や行動を分析 

アイランドシティ店では店内に 700 台ものカメラを設置。その中でも 

・商品の動きを分析するカメラ 

・パナソニックが開発した、顧客の動きを分析するカメラ 

の 2種類で、商品と顧客の動きを分析できるようにした。 

② 具体的に分析できることは、 

・棚にある商品がどのように陳列されているか 

・顧客がどのように商品を触ったか 

・顧客が店内でどのように行動したか 

・何パーセントの顧客が売り場まで到達したか 

・顧客は店内にどれくらいの時間いたか 

などである。顧客のプライバシーを守りながらも、店舗の分析はしっかりとできる仕組み

が作られている。 

③ アイランドシティ店は 24 時間営業なので、カメラは 1日じゅう商品と顧客の動きを記録・

分析することが可能。 

 

【スマートレジカートで決済とレコメンドを実現】 

該社のもう 1 つの特徴は、株式会社 Remmo と該社が共同で開発したレジカートである。 

このレジカートには、 

・決済機能 

・商品のレコメンド機能 

が備わっているため、今までにないスマートな買い物体験を実現できるようになっている。 

具体的な買い物の流れは、 

・専用のプリペイドカードをショッピングカートでスキャン 

・ショッピングカートの赤外線スキャナで、商品バーコードをスキャン 

・専用レーンで担当者がチェック 

・ショッピングカート自体がセルフレジで、専用のプリペイドカードを使って決済 

・決済後は、担当者からレシートが渡される 

という流れになっている。現時点では、顧客が勘違いでスキャンをせずカートに商品を入れる

ことも考えられるため、買い物の最後に店舗スタッフがチェックする。（ゆくゆくは、最後の
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チェックも無人になる予定）レジ待ちの時間がなくなるのはもちろん、店舗の人員不足をなく

すことにもつながります。 

またレコメンド機能では、カートに入れた商品の情報をもとにおすすめ商品や特別クーポンを

紹介。 

買い忘れをなくすだけでなく、今までになかったニーズを見つけることにもつながる。顧客は

事前に購入したい商品が決まっていないことが多いお菓子やアルコール類などで特に効果を発

揮しているという。さらに、メーカー側に広告や販売のチャンスを提供することもできる。 

 

 【ウォークスルー型の会計の実証実験】 

トライアル社では Amazon Go のようにレジが全くない、ＲＦＩＤタグによるウォークスルー型

の会計についても実証実験も進めている。 

① アイランドシティ店とは別の店舗である「ラボ店」にて、RFID による自動会計をテスト。

店舗のスマート化・無人化に力を入れている。トライアルは 2019 年度中にスマートストア

を福岡、佐賀で 60 店舗オープンすると発表した。 

② アイランドシティ店と同様に、AI とカメラを活用した在庫管理、無人レジといったテクノ

ロジーを使った「スマートストア」＋「ウォークスルー型の会計」に注目が集まっている。

（2022 年には全国展開の予定）また、トライアル社では無人店舗の実験にも積極的である。 
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Ｆ．株式会社 ローソン 

 

ローソンはパナソニックのロボティクス開発室と共同で、RFID を使った精算システムの実証実

験を実施した。専用の装置に複数の商品を置いても、誤作動はほぼゼロとのこと。 

 

【電子タグを用いた情報共有システムの実験実施背景】 

① 株式会社ローソン（本社:東京都品川区）は、経済産業省主導のもと、コンビニ各社（セブ

ン‐イレブン、ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、ニューデイズ）と共同で策定

した「コンビニ電子タグ 1000 億枚宣言」に基づき、2019 年 2 月、「ローソンゲートシティ

大崎アトリウム店」（東京都品川区）にて、電子タグ（RFID タグ）を活用した実証実験を

実施した。 

② 小売業やメーカーをはじめとしたサプライチェーンでは、食品ロスや返品など様々な課題

に対応することが求められている。電子タグは、特定の商品が、いつ、どこに、何個ある

のかというデータをリアルタイムで取得でき、これらのデータをサプライチェーンで情報

共有することで在庫の可視化や IoT での活用が可能になる。さらには、ダイナミックプラ

イシングの実現により、食品ロスの削減など社会課題の解決につながることが期待されて

いる。 

 

【ローソンで実施した実験内容】 

（1）ダイナミックプライシング 

対象商品に貼付した電子タグ（RFID）を棚に設置したリーダーで読み取ることで、消費期

限が近い商品を特定。実験用 LINE アカウントにて登録しているお客様にお得な情報を通知

し、対象商品を購入した顧客に後日 LINE ポイント（10 ポイント）を還元する。（LINE pay

での支払いおよび電子レシートの発行が必要） 

（2）デジタルサイネージによるターゲティング広告 

顧客が手に取った商品を電子タグ（RFID）が認識し、商品棚に設置したデジタルサイネー

ジで当該商品の情報や広告を流し顧客それぞれに合わせたおすすめの商品を紹介する。 

（3）電子タグ（RFID）リーダー付レジの設置 

カウンターに設置したリーダーで、瞬時に商品に貼付された電子タグ（RFID）の情報を読

み取り、スムーズな精算処理を実現する。また、顧客のスマートフォンに表示された電子

レシート用 バーコードを読み取ることで電子レシートを発行することができる。 

（4）情報共有システムの活用 

メーカーや物流センターにて対象商品へ電子タグを貼付し、情報共有システムにデータを

蓄積することで在庫情報等を可視化することで、サプライチェーン各層の連携強化を図る。 

 

ローソンは、経済産業省主導のもと、コンビニエンスストア各社やメーカー等、産・官・学が

連携し、電子タグの普及に努め、サプライチェーン全体の効率化や、在庫可視化、食品ロス削

減などの社会課題解決、店頭でのスピーディーな精算等による顧客の利便性向上と従業員の生

産性向上を図っていくとのこと。 
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Ｇ．株式会社ファーストリテイリング（ユニクロ） 

 

ユニクロは、国内外に展開する約 2,000 店舗全店において、RFID タグを導入し運用している。

初期投資は数百億円とも言われているが、在庫管理にかける時間を短縮でき、会計の待ち時間

や欠品数を減らすなど、いくつかのメリットを得られることから、費用対効果は大きいと判断

している。 

またユニクロと同じくファーストリテイリングの子会社組織である GU でも、国内店舗数の半分

に RFID タグを導入している。 

 

【RFID 導入の目的】 

① ファーストリテイリンググループでは現在、年間で 13 億着の服を生産している。世界の年

間の服の製造数は約 800 億枚といわれており、該社は世界シェアの 1.6％を生産している。

このすべての商品に生産段階から RFID をつけることで、生産、物流、販売のすべての過程

の効率化を図ることが目的である。 

② ファーストリテイリングは、2018 年春夏商品から全商品を対象に RFID タグの貼付を開始し

た。RFID タグは、商品の色柄・大きさ・価格・製造時期・素材などさまざな商品情報を抽

出できるようにしたもので、電波などを用いた近距離の無線通信によって、商品に直接、

触れることなく商品情報を認識できる特徴を持っている。 

③ 今回、ユニクロ、ジーユーのほか、セオリーなどすべてのグループブランド商品を対象に

RFID を導入した。RFID を導入することで、商品の検品、入荷、在庫管理、棚卸、販売など

すべての過程の効率化を目指す。ファーストリテイリングは、マテハン機器大手のダイフ

クと戦略的グローバルパートナーシップを締結し、物流倉庫の省人化を進めており、物流

においても RFID をフル活用している。 

④ 現在、RFID タグのコストは 1枚あたり 10 円程度。RFID タグは、商品に貼付しており、購入

したお客が持ち帰る運営を採用している。RFID タグを回収するには、お客の協力が必要な

ほか、タグの再利用工程や生産拠点への再送といったコストが発生するため、RFID を再利

用しないという。 

⑤ ユニクロの現状の課題として、どの商品が、どのぐらい作り終わっているのか、作られた商

品が、いつ、いくつ工場から倉庫に届くのか、どこの倉庫にどれだけの商品があるのか、

倉庫を出た商品が、いつ、いくつ、どの倉庫から店舗に届くのか、店舗では、売場とバッ

クヤードに、どれだけの商品があるのかといったことが、完全に把握できていないことが

あげられる。 

⑥ そのため、RFID を全商品に付けることで、どこにどれだけの商品があるのかを、瞬時に正

しく把握することができるようになった。在庫情報を、各事業領域超えて共有することが

できるようになるため、サプライチェーン全領域で完全連動した SKU 管理を実現できる体

制が整ったとのこと。 

⑦ ファーストリテイリングは日本国内で、EC 用倉庫 4拠点、店舗用倉庫 9拠点、合計 13 拠点

を展開している。今後、順次、国内の倉庫を有明倉庫と同様に自動化する計画とのこと。

該社では、現在、関西に有明倉庫の規模を超える物流センターの新設を計画しており、関
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西の新センターではユニクロのほか、ジーユー、セオリーなどグループブランド商品も一

括で取り扱うことを検討中とのこと。 

⑧ 商品の入荷では、これまでの段ボールでの納品を折り畳み式コンテナ（オリコン）による納

品に一新した。中国など生産国から日本へ商品を発送する段階で、RFID を貼付し、日本国

内に商品をオリコンに詰め替える集中拠点を設けた。オリコンに商品を詰めることで、国

内物流センターに入庫してから出庫するまでの商品管理を一つのオリコンで対応する。段

ボールは荷姿や大きさが異なるが、オリコンは大きさが統一できるため、荷姿を統一する

ことができる。今回、オリコンの大きさに合わせて、物流センターに入荷した商品をコン

ベアに載せる「自動入庫荷下ろし機」を開発した。 

 

 【時間短縮だけでなく、万引き防止にも効果を発揮】 

 RFID タグを取り付けたことにより、これまで商品を 1点 1 点バーコードで読み取っていたの

が、一瞬で複数点を読み取ることができるようになった。このため、ユニクロのレジ待ちの

行列が大幅に短くなった。 

 GU は、さらに進んでいて、2017 年 4 月からセルフレジを導入している。ハンガーを外してセ

ルフレジ内のボックスに商品を投げ込むと、一瞬で商品点数と会計金額が表示される。これ

によって精算所用時間が有人レジと比較して、最大約 3分の 1に短縮されたという。 

① 店舗側で RFID タグを導入するメリットは、 

・商品入荷の際の検品の省力化 

・レジでの精算時間の短縮化 

・棚卸時間の短縮 

が挙げられる。 

② RFID には「万引き防止」というメリットもある。RFID のシステムは、データ読み取りに

加えて、書き込みもできる。実は RFID タグに書き込まれている商品コードはすべて連番

が振ってあり、個品管理になっている。同じ商品（色、柄、サイズも同じ）でも、１点１

点の識別が可能なのである。 この識別が可能な商品がレジを通過したときに、「レジ通

過」という番号が書き込まれる。つまり、レジ通過していない商品を店外に持ち出すと盗

難ブザーが鳴るという仕組みになる。店舗の出口には盗難防止用のリーダーが設置してあ

り、万引きしたものをポケットに隠してもブザーが鳴るようになっている。 

 

 

【物流倉庫での業務処理プロセスと従来の業務と比べた作業効率】 

  海外を中心とした生産地で RFID タグが装着され、オリコン（折り畳み式コンテナボックス）

に詰め替えられた商品は、船便で日本に到着し、トラックに積載され、物流倉庫に送り込まれ

る。  

① トラックは 1 階の荷降ろし場に到着。自動入庫荷降ろし機が稼働し、商品の入ったオリコン

をベルトコンベアに載せると、3階まで商品が運ばれる。（入庫処理能力は従来の 20 倍）  

② 3 階の RFID 自動検品機で検品。黒いボックスを通る際に、正しい商品が入っているかを瞬

時に確認。春のテスト稼働から半年間で検品ミスはゼロ。精度は 100％。これにより検品の
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作業効率は 18 倍になった。従来は人間がハンディのバーコード読み取り機で 1点 1点読み

取る必要があり、単純作業のためエラーが出やすく、後工程でのトラブルや在庫の誤差を

引き起こす要因になっていた。  

③ 3 階の自動保管倉庫。従来は作業員の身長に合わせた高さで「空気をたくさん保管してい

た」ものを、天井高いっぱいまで活用することで保管量は 3倍に、保管キャパシティを重

視したストック置き場である。  

④ 一方の 2 階の自動出庫倉庫は、出荷スピードを重視したストック置き場である。「ヒートテ

ック」「エアリズム」「ウルトラライトダウン」などヒットアイテムを中心に保管し、オ

ーダーに応じて出荷を行う。2 台のクレーンで商品を棚から取り出す。従来は作業員が歩き

回りながら人力で集荷を行っている。 

⑤  2 階のクイックピックステーション（通称、QPS）。物流センターの保守・管理担当者など

を除くと、人手がかかるのはここだけ。ただし、出荷すべき商品と梱包用段ボール箱が作

業員の手元に届くため、歩数はゼロと作業量を軽減している。出荷指示書とタッチパネル

で確認しながら詰めるだけなので、入社初日のスタッフでも簡単な指導で作業が可能にな

り、作業効率は 20 倍になったとのこと。 

⑥  顧客に送る商品が詰められた段ボール箱は 1階の自動封函機に。従来は作業員が注文票と

照らし合わせながら確認していたが、こちらも RFID で瞬時に自動チェック。AI により、段

ボールの内容量によってふたを閉める高さを自動で変更し、なるべくコンパクトにされる。

トラック内での占有面積が減るため、積載量を増やすことができ、配送効率が数百％向上

した。コスト削減と二酸化炭素の排出量の削減、資源の省エネなどにもつながる。  

⑦ 出荷前の最終工程となる方面別仕分けソーターでは、従来は作業員が箱に添付されたラベル

の住所を確認して振り分けていたが、新システムでは箱に貼られたバーコードに従って自

動仕分けがなされる。配送業者の待ち時間や作業量も大幅に短縮している。 

⑧  従来は人力で行っていた、配送用段ボール箱の組み立てやカラになったコンテナの折り畳

みなど、単純かつ労働負荷が大きかった部分も自動化した。  

⑨ これらにより、現段階で省人化率は 90％（人員の 9割削減）を達成。入庫生産性は 80 倍、

出庫生産性は 19 倍、保管効率は 3倍と生産性が格段に向上。24 時間稼働で、RFID（非接触

IC タグ）による自動検品精度は 100％。教育コストも 80％カットが可能になった。これら

により、発注から 8～16 時間かかっていた出荷時間が、最短 15 分、最長でも 1時間まで大

幅に短縮された。  

⑩ 現在、ピッキング作業についても自動化に向けた研究開発を行っており、近い将来の完全自

動化・完全無人化を目指しているところであるとのこと。並行して、全世界の倉庫を自動

化し、顧客を中心とした情報製造小売業化を進める方針である。 

⑪ システム全体で、当初は読み取りの感度調整にかなり苦労したが、現在は非常に効力を発揮

しているとのこと。読み取りリーダーは他の商品の電波も拾ってしまうため、アルミシー

トで隔絶するように設置している。現在はまだ、商品タグの重なりなどが障害で、棚の外

からのリーダー読み取りでは精度が悪く、ひと棚ごとに棚卸を行っているが、将来は無人

の「陸走ドローン」が夜のうちに倉庫を回って朝には棚卸が完了する日も近いとのこと。 


