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図書館システムにおける
ＲＦＩＤ技術の適用

Application of RFID Technology in a Library System
辻 雅寛
Masahiro Tsuji

概要
ＲＦＩＤとは無線通信を使用した識別の技術であり、物品管理や情報収集を行うための情報読取技術の
１つとして急速に活用され始めている。図書館システムにＲＦＩＤ技術を用いると、従来のバーコードリー
ダーを使用した情報の読み取りでは不可能であった複数情報への同時アクセスや障害物を介しての読み
取りが可能となるため、読取作業を容易にし､ 作業時間を短縮できた。しかし､ 情報の記録媒体である
ＩＣカードやＩＣタグとの交信精度は、読取機器の設置場所や周囲の環境条件によって大きく左右され
るため、その導入を成功させるにはＩＣカードやＩＣタグとの安定した無線交信環境を適切に構築する
ことが必須となっている。本稿では、ＲＦ
Ｉ
Ｄ技術を用いた図書館システムの構築を通して得られた経験に
基づき、その概要と安定した交信環境を構築するためのノウハウについて述べる。

1. はじめに

2. RFIDとは

物品管理やトレーサビリティーのための道具としてＩＣタグ

ＲＦＩＤについて社団法人日本自動認識システム協会では次

の利用が実用の段階へと入ってきた。ＩＣタグとは、荷札や商

のように定義している。

品ラベルといったタグの中にＩＣチップとアンテナを埋め込ん

カード状またはタグ状の媒体に、電波を用いてデータを記録

だものであり、無線技術を利用し離れた場所からＩＣの情報を

または読み出しを行い、アンテナを介して通信を行う認識方法。

読み取ることができるものである。バーコードでは別々にデー

また、ＲＦ
ＩＤシステムの機能的特長として次の５点を挙げて

タを読み取っていたが、ＩＣタグでは一度に読み取れるように
なった。
今回、図書館システムの構築において、ＲＦＩＤ技術（Radio
Frequency Identificat ion、無線通信を使う識別技術）を使用
した 非接触型ＩＣカードとＩＣタグを図書の貸出・返却業務や

いる。
（1）非接触でデータの読み出し
（Ｒｅａｄ）＆書き換え（Ｗｒ
ｉｔｅ）
が可能
（2）電波・電 磁波で交信するため、汚れ、 ほこり 等の影響を
受けにくい

蔵書点検業務に適用した。図書館システムの構築を通して得ら

（3）障害物を介して、データの交信が可能（金属等を除く）

れた経験やノウハウに基づき、ＲＦＩＤ技術の特徴と導入事例

（4）アンチコリジョン機能搭載により、複 数のタグとの同時

について論述する。
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（5） 専用プロトコル＆ＣＲＣなどの 通信 チェック機能による
高信頼性交信を実現

できるため、システム間で個人情報を受け渡しする媒体として
使用すると効果がある。

具体的には、ＩＣカードやＩＣタグと呼ばれる情報を記憶し

表１ 図書館システムで使用したICカードの仕様

ておく記憶媒体と、その媒体から情報を読み取ったり書き込ん

項

目

仕

様

だりするリーダーライター装置を使用し、無線通信技術を用い
て情報を伝達している。
ＲＦＩＤの 媒 体 として 使 用 されているＩＣカードとＩＣタグ、
その媒体と情報を受け渡ししているリーダーライターの概要と
それらの特徴について、最初に説明する。

2.3 ＩＣタグとは
ＩＣタグとは、商品等に貼られていた荷札にＩＣチップとア

2．
1 ＩＣカードとは

ンテナが埋め込まれたものであり、現在では商品の中身や出荷

ＩＣカードとは、キャッシュカード 大のプラスチック製カー

先を管理する物流システム等で主に使われている。ＩＣタグも

ド にＩＣチップを埋め込み、 情報を記録できるようにしたカー

非接触型のＩＣカードと同様に無線で情報を受け渡している。

ドである。応用例として、ＪＲ東日本が導入しているＳｕｉｃａな
どがある。
ＩＣカードは、その構造上の違いから、接触 型と非接触型に
分けられる。
接触型はＩＣチップとリーダーライターが接触する形で情報
が受け渡される。カードにはＩＣチップが埋め込まれているが、

2.4 ＩＣタグの特徴
ＩＣタグの特徴は以下の通りである。
●

多くの情報を記録することができる。

●

情報を読み取るだけでなく、書き込むことも可能である。

●

無線通信であるため、物の中やリーダーライターから離れ

情報の受け渡しのための端子がカードの表面に出ている構造と
なっている。

ていても読み取ることが可能である。
●

一方、非接触 型はリーダーライターの上をＩＣカードが 通過
するだけで情報の受け渡しが可能である。ＩＣチップはカード

従来のバーコードと違い 一度に複数のＩＣタグを読み取る
ことが可能である。

●

の中に埋 め 込 まれており、カードの外観からはＩＣチップが

従来のバーコードと比較すると大きく1枚の単価が高価で
ある。

入っているか分からなくなっている。ＩＣチップに繋がったア

●

ンテナを介して電波により情報を受け渡している。

無線を使用して離れた場所にあるＩＣタグの情報を読み取る

ＲＦＩＤのＩＣカードとして使用しているものは、非接触型の
カードである。

金属のアンテナが折れ易いという構造上の課題がある。

長所を利用した情報の収集システムも考えられている。また、
今回使用したＩＣタグの仕様は、表２に示す通りであり、磁気
や携 帯 電 話 の 電 波と干渉することもなく、人体にも 無 害と

2.2 ＩＣカードの特徴

なっている。

ＲＦＩＤのカードとして使用されているＩＣカードの特徴は
以下の通りである。
●

多くの情報を記録することができる。

●

認 証キーコードが 設 定された 環境でのみ利用することが

表２ 図書館システムで使用したICタグの仕様

項

目

仕

様

できるため、情報のセキュリティを高めることが可能である。
●

情報を読み取ることだけでなく、書き込むことも可能である。

●

非接触型ＩＣカードの場合は、カードは 財布や名刺入れ等
に入れたままでも情報を読み取ることが可能である。

●

磁気カードと比較して1枚の単価が高価である。

以上の特徴、特に認証キーコードによりセキュリティを確保

2.5 リーダーライターとは
リーダーライターとは、ＩＣカードやＩＣタグに埋め込まれた
ＩＣチップから情報を読み取ったり書き込んだりするための装
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置である。また、アンチコリジョン機能により電磁波の届く範

住所、連絡先等を記入してもらい 、その情報を図書館システム

囲であれば、複数のＩＣカードやＩＣタグから情報を同時に読み

の利用者登録画面で登録する。図書館職員は利用者番号を記録

込むことも可能である。

した利用者カードを利用者に渡す。
今回構築したシステムでは、利用者カードにクレジットカー

2.6 リーダーライターの特徴

ドとして世界に広く普及しているＭＩＦＡＲＥ対応ＩＳＯ/ＩＥＣ
１４４４３タイプＡ準 拠のＩＣカード を採用した。 個人情報 の

リーダーライターの特徴は以下の通りである。
●

●

記憶媒体と接触していなくても情報を読み書きすることが

セキュリティを検討した結果、ＩＣカードには利用者の氏名や

可能である。

住所、連絡先等は記録しておらず、ＩＣカードからは利用者番号

無 線の届く範囲であれば一 度に複数の情報を読み取るこ

のみを読み取っている。

とが可能である。
●

ＩＣタグの電磁誘導を起こすために電波を出している。

3.2 貸出・返却業務
図書館窓口での書 籍の貸出や返却処理もＲＦＩＤに対応した
システムとなっている。

3. 図書館システムの概要

書籍の貸出手続きを行う場合、バーコードを用いていた従来
図書館システムでは、図書館員の方が行っていた業務である

のシステムでは、
最初に利用者カードのバーコードを読み取り、

利用者や書籍の登録・管理、書籍の貸出や返却といった窓口業

次に書籍1冊ごとにバーコードを読み取っていた。今回構築し

務を行えるものである。また、書籍の所在を確認する蔵書点検

たシステムではＩＣタグを用いることにより、書籍をアンテナ

作業にも対応し、書籍が所定の棚に存在しているか否かの状況

の上に積み重ねキーボードのキーを押すだけで、利用者カード

確認も行えるようになっている。

と書籍に貼り付けたＩＣタグの情報を一度に読み取ることが可

以降の節では、ＲＦＩＤ技術を適用した図書館システムについ
て、当該業務の概要とその中でのＲＦＩＤの使われ方について説

能となった。
書籍のI Cタグを読み取る場合、以下の課題 がある。 薄い書
籍をICタグ用アンテナの上に一箇所に積み重ねると読み取られ

明する。

ない書籍が出てくる可能性があることが分かった。このような

3.1 利用者登録業務

場合、書籍を積み重ねる際には、数冊ずつに分けて積み重ねた

図書館では、初めての利用者には利用者登録申請書に氏名や

り、重ねた書籍を少しずつずらしたりして読み取り精度を向上

エントランス

携帯型蔵書点検端末

盗難防止ゲート

・所蔵状況の確認

・未貸出書籍の検知

自動貸出機
ICタグ用
リーダーライター

ICタグ

ICカード

ICタグ用
リーダーライター

・書籍の貸出

ICタグ用
リーダーライター

職員用端末

図書業務サーバー

・書籍の貸出・返却
・利用者情報の登録管理
・書籍情報の登録管理

・登録情報の蓄積
・処理履歴の蓄積

カウンタ・事務室

図１ システム構成の概要
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させている。

と実物の所在が合っているか否かを確認している。従来のバー

また、読み取ったタグの数と貸出する書籍の数が異なる場合

コードを用いた図書館システムでは、書籍を1冊ずつ携帯型蔵

がある。このような場合、読取冊数を表示すると共に、どの書

書点検端末でバーコードを読み取り、読み込んだデータをサー

籍が読み取られていないか確認することとしている。

バーで管理している蔵書管理情報と突き合わせて所蔵状況を確
認していた。ＩＣタグを用いたシステムでは棚に並んだ書籍の

3.3 貸出業務の自動化
利用者が図書館で書籍を借りる場合は通常は窓口にて書籍と

前をハンディ式のＩＣ読取装置を移動させるだけで棚に並んで
いる書籍の情報を読み取ることが可能となった。

利用者カードを提示して貸出手続きを行う。今回構築したシス

蔵書点検業務では、書架に並んだ書籍のＩＣタグをそのまま

テムでは自動貸出機も導入し、利用者が自分で書籍の貸出手続

読み取るため、金属製の書架の場合は書架の金属面に接した書

きを行えるようにした。
自動貸出により職員の負荷が軽減され、

籍は取り出して読み取ったり、書架と書籍の間にハンディ式読

体や目の不自由な方への宅配・郵送貸出、利用者からの相談に

み取り機のアンテナを差し込んだりしてタグの情報を読み取る

応じるレファレンス業務など図書館利用者へのサービス向上に

必要がある。また薄い書籍が並んだ場合も書籍と書籍の間にア

時間を使うことができるようになった。

ンテナを差し込み読み取る等の注意が必要である。

従来のバーコードを使用したシステムにおいても、書籍の自
動貸出機は存在していた。しかし、利用者カードや書籍のバー

3.6 システム構成

コードを順番に読み取らせるため、利用者にとって煩雑な作

ＲＦＩＤのシステム構成は大きく分けて２種類があり、オフラ

業が必要であった。 今 回 ICタグを導入したシステムでは、利

イン構成とオンライン 構 成 がある。 オフライン構成とは、ＩＣ

用者カードと書籍を所定の場所に置き、画面の指示に従って

タグのリーダーライターと情報を読み取るためのアンテナが接

貸出ボタンを押すだけで貸出手続きを完了させることが可能と

続されただけの構成である。一方、オンライン構成とは、オフ

なった。

ライン構成に上位機器としてコンピュータが存在する構成で、

システム構築上の留意点として、I Cタグを全て読み取れな

ＲＦＩＤ機器を制御したり、ＲＦＩＤ機 器で読み取った情 報を収

かった場合への対応策や禁帯出等の貸し出しできない書籍、ま

集・管 理したりする際に使用するシステム構成である（図２

た利用者が延滞資料を持っている場合や予約した書籍がある場

参照）。

合等は、窓口まで来てもらうようなメッセージを表示するよう
にして工夫している諸点を掲げることができる。

今回構築した図書館システムでは、オフライン構成とオンラ
イン構成の両方を使用している。
オフライン構成として構築したシステムとして、図書館の入

3.4 所蔵登録業務
図書館で書籍を貸し出すためには、購入した書籍に関する情

口に設置した書籍の盗難防止ゲートがあり、図書館システムで
貸出手続きが行われていない書籍を館外へ持ち出そうとした場

報をシステムに登録する必要がある。登録内容としては、書籍

RFID機器構成

のタイトルや著者、出版社といった書誌と呼ばれる情報と、図
書館での分類として設定する 請求記号や1冊毎の書籍を管理す

オンライン構成

るための資料コード、図書館のどの棚に配置するかといった所
蔵場所情報等から構成される。

オフライン構成

今回、 構 築したシステムでは、 書 籍1冊毎にＩＣタグを貼り
付けており、ＩＣタグには書誌情報および資料コードを記録し
ている。

3.5 蔵書点検業務

制御用コンピュータ
ICタグ用アンテナ
（盗難防止ゲート）

ICタグ用リーダーライター

図書館では蔵書点検という図書の所蔵状況を確認する作業を
行っている。この作業は、図書館で管理している所蔵状況情報

図２ RFIDの機器構成
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合にゲートの上部が点滅しブザーが鳴るというものである。こ

アンテナの横に物を置くスペースを作るには、机の天板にア

の場合、盗難防止ゲートがアンテナの役割を担っており、ゲー

ンテナを埋め込み、アンテナ周囲の天板の裏に鉄板を貼る必要

トの 付 近を通った書籍のＩＣタグ情報のうち貸出フラグが立っ

がある。これは電波が左右にも約４０ｃｍ出ているためである。

ていない書籍が通過した際に検知する仕組みとなっている。読

金属板の厚みや材質に特に決まりは無く、電気を通しやすいも

み取った情報の処理やゲートを反応させる制御は、ゲートに接

のであればよい。貼り方としては、アンテナ周囲を全て囲む形

続したＩＣタグのリーダーライターが行っている。

（ロの字形）ではなく、コの字型もしくは非感知領域側だけと

盗難防止ゲート以外の機器は、全てオンライン構成のシステ
ムとして構築しており、制御用コンピュータにてリーダーライ
ターを制御し、ＩＣタグの 情報の読み取りや書き込みを行って

する（図３参照）
。
（ロ の字形で鉄板を貼ると電波の流れを止めてしまうため感
知範囲が狭くなり、読取精度が低下してしまう。）

いる。

4.2 盗難防止ゲートの
設置に関する 留意点

4. ＲＦＩＤ機器の導入と
その留意点について

盗難防止ゲートとは、図書館の入口付近に設置し書籍の貸出
処理等の持出可能状態か否かを調べるためのオフラインシステ

ICタグ用のアンテナは電波を飛ばして情報を受け渡してい

ムであり、ゲート
（アンテナ）とリーダーライターで構成される。

るため、電波を遮ったり減衰させたりする物は排除する必要が

ゲートは２枚で１組の1通路が基本となり、２通路の場合は

ある。また電波はアンテナに近い場所では強く、離れるにした

中央に1枚と左右に２枚 の３枚 構成となる。ゲートは1個 の

がって弱くなるため、読取精度を高めるためにはICタグを極

リーダーライターに接続され、ゲートの間を通過するICタグ

力アンテナに近くなるようにアンテナを設置する必要がある。

の情報を読み取り、タグ内に記録されている盗難防止用の
EASフラグがONかOFFを調べ、ON（持出不可）の書籍が通

4.1ＩＣタグ読取アンテナの設置場所に
関する留意点
ＩＣタグ用の読取アンテナを金属製の机の上に直接置いたり、

過した際に検知する仕組みである。
なお、今回は、コンピュータと連携したオンラインシステム
を構築するまでには至っていない。このオンラインシステムを

金属製の棚の横に置いたりした場合に、全く機能しなくなった

構築することにより、ゲートを通過した書籍の情報を読み取り

り、電波の届く範囲が狭くなったりすることがある。また電波

記録することができるようになる。今後の機能拡張性の一つと

はアンテナの上や横だけでなく、アンテナの下にも同様に出て

挙げることができる。

いるため下の方にも金属製のものを置かないようにすることが

設置に伴う留意点としては、通路の幅は最大で９０ｃｍとな
り、それ以上通路の幅を広げると通路の中心部分に電波の届か

必要である。

ない非感知エリアができてしまう。
またゲートから出る電波は、
天然（木製）

天板側面

アンテナ

側にタグが来ないように周辺の環境にも注意する必要がある。

金属板
金属板

ゲートの通路側だけでなく反対側にも出ているため、通路の外

天板裏面

4.3 電源に関する留意点
RFID関連の機器を設置する場合、機器が電気を取るコンセ

ICタグ用
アンテナ

ICタグ用アンテナの周囲15cm
は感知の可能性がある

ントの電源は安定している必要がある。電圧が上がったり下
がったりと変動が大きい場合はICからの読み取りに失敗した
り、IC内の情報更新が正しく行われなかったりといった現象
が発生するためである。今回構築したシステムでは、アースを
取り、無停電電源装置（UPS: Uninterruptible Power

図３ 非感知領域の工事例
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5.ＩＣカードやＩＣタグを使用
する際の留意点について
5.1 構造に関する留意点
ＩＣカードやＩＣタグは、チップとアンテナが接続された構

6. おわりに
図書館業務にＲＦＩＤを適用することにより、貸出・返却手
続きの迅速化や自動貸出化等に大きく貢献した。しかし、実際
の図書館業務に適用した結果、以下の課題があることが判明し
た。

造となっている。
ＩＣに記 憶 され た情報は、チップのアンテナを通じてリー

（1）現状のＩＣカードやＩＣタグでは、タグそのもののアンテナ

ダーライターに接続されたアンテナの間でやり取りされてい

の構造や個体毎の品質が読み取り精度に大きく影響して

る。そのため、ＩＣカードやＩＣタグのアンテナが折れると情

いる。ＩＣタグは名刺サイズにまで小型化されたが、そ

報の読み取りが出来なくなってしまう。現在のＩＣの製造技術

れでも文庫本のように小さな物にタグを貼り付けるとな

では壊れにくいアンテナを製造するのは困難であるため、カー

ると積み重ねた際にタグの重なる面積が大きくなるため

ドの材質を硬いプラスチックにしたり、タグの場合は書籍の曲

読み取り精度が１/２程度にまで低下することもあり得

がりにくい場所に貼ったりと、使用する環境に注意することで

る。

アンテナが壊れないようにすることが必要である。

（2）金属製のアンテナをＩＣチップと接続しているため、アン
テナがチップから外れたり折れたりして読 めなくなるも

5.2 通信に関する留意点

のが出てきている。

情報の読み取りは、アンテナ同士の通信となるため他のアン

図書館業務における読み取り精度は、実際の貸出業務では約

テナと重なる範囲が多くなるほど読み取り精度が低下してしま

９０％である。既述したように書籍の置き方を工夫することに

う。実際の環境下では、タグとタグの間隔が２ｃｍ以内でタグ

より、読み取り精度を１００％にしている。

の重なりが２/３以上となる場合に読み取り精度が低下した

今後技術的な進展により、タグはより小型化と耐久性の向上
が実現することになろう。今回、図書館システムにおいて、獲

（図４参照）。
書籍にタグを貼る場合として、 書籍の表紙の素材に特殊な
カーボン素材や金属性のコーディングが施されていた場合に

得したノウハウを基に、地域情報化における様々な分野や業務
へＲＦＩＤ技術を活用すべく提案していきたい。

は、タグ自体を認識できなくなるためタグを貼る位置の材質に
参考文献

も注意が必要である。

（1）NTTデータ・ユビキタス研究会: ICタグって何だ？ , カッ

読み取り精度が低下するケース
【間隔が2cm以内】

【重なりが2/3以上】
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IC タグ
ICタグ

2cm以内

重なる面積2/3以上

図４ 読み取り精度が低下するケース

書籍にタグを貼る場合には、読み取り時にタグの重なりが少

辻

雅寛

なくなるようにページの上下左右に分散するように貼り付けて

Masahiro Tsuji

いる。また、読み取る際も、リーダーライターの上に置く置き

・行政システム事業本部
公共システム部
・図書館システムを始めとする公共機関向けシステム
の導入・保守に従事

方として、単純に書籍を積み上げるのではなく少しずつずらし
たり、冊数が多い場合は1つに積み重ねずに２つや３つに分け
て積み上げたりと読取精度を高める工夫を行っている。

79

個
別
論
文

