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　IC カードの主流は 13.56MHz の電
波帯の無線を採用し、電池を内蔵する
必要がない “ パッシブタグ ”と言われる
データ通信技術を利用した RFID の一
種です。
　ICカードは、読み取り機（リーダライ
タ）側からの電波を受けて、エネルギー
を生みだし動作するので、電池交換の
必要が無く、半永久的に利用できるのが
魅力です。　さらに、バーコード等のマー
キング認識との大きな違いとして、一度
書き込んだデータを容易に書き換える
ことができる上、読み取り面が隠れてし
まっていても読み取りが行える事です。

また、セキュリティ機能でデータの読み
書きを制限できる FeliCa や Mifare な
どもあり、決済カードとして、身近なコン
ビニや改札など生活のあらゆる場面で
利用されています。

　NFC の通信距離は、接触から 10cm
程度に限定されており、13.56MHz の周
波数帯を利用した近距離通信で、最も
特徴的な機能は「かざす」だけで、誰で
も簡単にデータ通信が可能になること
です。
　街で見かけるポスターにも、ICラベル
を貼っておけば、NFC 機能搭載の携帯
電話を「かざす」だけで、そのポスターの

詳細情報（クーポン・地図・キャンペー
ン案内）などの付加価値情報を提供す
ることができます。　さらに、NFC 搭載の
携帯電話自体を ICカードの代用として、
いわゆる “ お財布携帯 ” 機能として活
用することもできます。
　Suica や Edy で普及している FeliCa
や、世界中に普及しているMifare など、
異なる IC カード規格の読み取りが可能
になっており、さらにはNFCの通信規格
を搭載している機器同士は双方向に通
信可能なため、今後も幅広い活用が期
待される注目の技術です。

　

　卓上型 NFC リーダには、用途によっ
て表 1 の様な種類が市場に出回ってい
ます。
　リーダライタ専用機は、上位ホストと
接続して運用する事を目的としており、
上位ホストからの指示に従って動作します。
【活用例】
　パソコンと接続してログインのセキュ
リティや、ネットショップで買い物する時
に決済カードを読ませたり、従業員の IC
カードを作成する時などに利用されてい
ます。
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RFID（Radio Frequency Identifier）は、主に産業用で活用されていま
したが、NFC(=Near Feald Communication) が国際規格として承認さ
れた事を皮切りに、今や日常生活でも、知らないうちに利用される時代となり
ました。特に ICカード（NFCカード ) は、日常生活でも様々なサービスに浸
透し、NFCリーダに求められる機能も、多様化して来ています。
　今号では、NFC リーダの活用事例と最新の NFC リーダをご紹介させて
頂きます。

ますます重要視される個人認証！
『卓上型NFCリーダの活用事例』

リーダライタ専用機 単純に読取り/書込み機能を有し、上位ホストの指示で動作する。

フラット型リーダライタ
A4サイズ程度の板状リーダライタで、通信距離や複数枚のNFCを読ませる
事が可能。

自律動作型リーダライタ
見た目はリーダライタ専用機と似ているが、事前に動作の設定やプログ
ラムを登録する事が可能で、リーダライタ単体で動作する事が可能。

マルチ端末一体型リーダライタ
WindowsCEやLinuxを搭載しタッチパネル液晶や豊富なインタフェースを
持つ卓上端末にリーダライタを一体型にしたマルチ端末。

表1．NFCリーダの種類

OSとしてLinuxを搭載し、FeliCa,Mifare両
対応のNFCリーダライタを内蔵したインテ
リジェントリーダライタ。
幅広い種類のICカードに対応し、スタンド
アローンモードとコマンドモードの二つの
動作モードが選択可能なので、幅広いシ
ーンで活用可能です。IC カードのおさらい

注目の NFCとは

卓上型 NFCリーダの活用事例
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　フラット型リーダライタも、前述の
リーダライタ専用機と同様に、上位ホス
トからの指示に従って動作します。
【活用事例】
　書類などの一括読み取りや、資産管
理での機材の読み取りなどで利用され
ています。
　作業性を考慮して、大量の IC カード
を作成する時などにも利用されています。

　
自律動作型リーダライタは、見た目は
リーダライタ専用機に似ていますが、
リーダライタ自体に動作の設定やプログ
ラムを登録しておくことが可能なインテ
リジェント機能を備えており、上位ホスト
と接続しなくても単体での自律動作が可
能な端末です。
　また、多様な通信インタフェースを備
えているので、LAN接続や RS-232C や
デジタル I/Oなどで、周辺のデバイスを

コントロールする事も可能です。
【活用例】
　工場内や事務所の入退管理で、電子
錠扉と連携して、従業員 IC カードを読
み取らせると予め登録されている従業
員コードがを判断して、電子錠にデジタ
ル信号を送り開閉の制御を行います。上
位ホストとからの指示が無くても自律し
た入退管理の構築が可能です。
　売店のPOSシステムと接続して、ポイ
ントICカード（Tポイントやnanacoカー
ド等）のポイント付与や引落しを行う端
末として利用できます。　ポイント IC
カードを利用したお客様には、音声や
LED 点灯パターンなどで IC カード読み
書きのオペレーションをビジュアルにサ
ポートしています。
　最近では某学校で使用している AV
機器の管理で数多くご採用頂いており、
高価な AV 機器の紛失や無断での私的
利用が問題となっていました。
　自立型リーダライタを AV 機器収納
棚や AV 機器のコントローラと連携させ
て、利用者 ICカードを読み取り、利用権

限があれば収納棚の施錠を解除して、ど
の AV機器の利用できる権限があるか？
などを判断する AV 機器管理システムと
して利用頂いています。
　マルチ端末一体型リーダライタは、
OSを搭載しており、タッチパネルモニタ
や多様な通信インタフェースを搭載して
いるので幅広い運用で利用頂いています。
【活用例】
　工場や倉庫の運用では、従業員 IC
カードを活用して、いつ、誰が、何を、ど
れ位作業をしたかなどの実績をリアルタ
イムに収集するシステムや、人間ドック
などの健診業務では、計測機器と接続し
て検査結果を自動で受信し、人の介在
をなくす事によりポカミスの撲滅やダブ
ルチェックなどの作業負担を大幅に軽
減するシステムで利用されています。
　最近ではホテルのカギも IC カード化
が進んでおり、チェックインカウンターで
ICカードを発券する場合などにも、直感
的に操作が出来るタッチパネルモニタ
が好評で、さらにコンパクトに設計され
た専用端末なので、空きスペースが少
ないカウンターにも設置できるので好評
を頂いています。
　当社では、お客様に最適なソリュー
ションをお届けするために、バリエー
ション豊富な RFID 製品を取り揃えてお
ります。詳しくは、当社営業担当までお気
軽にお声掛けください。

当社は、2015年7月15日（水）～17日（金）までの3日間で東京ビッグサイトにて開催さ
れます『国際モダンホスピタルショウ 2015』に出展いたします。
国際モダンホスピタルショウは、今回で42回目を迎える保健・医療・福祉に関する国内
最大規模の総合展示会です。 
病院をはじめ、保健・医療・福祉分野における質の向上、充実に役立つ機器、製品、システム、
サービスなどが幅広く展示されます。
是非、当社のブースで「現場の課題」のソリューションを見つけてください。

まもなく開催！！国際モダンホスピタルショウ出展のお知らせ

無料のご招待券は、当社営業担当へお申し付けください。
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