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Abstract: Near Field Communication (NFC) standards cover communications protocols and data ex-
change formats. They are based on existing radio-frequency identification (RFID) standards. In Japan,
Felica card is a popular way to identify the unique ID. Recently, the attendance management system (AMS)
with RFID technology has been developed as a part of Smart University, which develops the educational
infrastructure using high technologies, such as ICT. However, the reader/writer for Felica is too expensive
to build the AMS. NFC technology includes not only Felica but other type IC chips. The Android OS 2.3
and the later can provide access to NFC functionality. Therefore, we developed AMS for university with
NFC on Nexus 7. Especially, this paper describes the reporting function of serious absence retrieving from
the sqlite file on Nexus 7.

1 はじめに
大学講義において，出席を管理するために，教員側は

様々な努力をしている．小さな紙ベースの色付きカー
ドを配布して，学生の ‘代返’を行えないようにしてい
る．しかしながら，大講義室で行うような講義である
と，毎回出欠票の集計だけで，かなりの時間がかかる．
どうせ回収するなら，授業中に簡単な課題を与え，回
答させるなどの工夫もされているようである．一方，
磁気カードや ICチップ付きのカードを学生証として
配布し，教室に入るときに専用端末で固有の IDを読
み取る方法 [1]も提案されている．リーダーとサーバ
が連動しており，授業終了後には，欠席した学生のリ
ストが教員側に提供されるシステムもある．

しかしながら，このようなシステムを大学が導入す
るためには，リーダー，サーバ，ネットワーク工事に
加え，学生証などの磁気カードや ICチップ付きのカー
ドに変更しなければならない．これらの設備は高コス
トである．

このような大規模なシステムを導入しなくても，
NFC[2]が搭載された Androidスマートフォン，タブ
レットを用いることで，簡単に非接触型のカードリー
ダーを開発することができ，また開発した Androidア
プリケーションとして誰でも容易に利用できる．我々

は，“持ち運び”，“カード認証”，“画面表示”の面から
考え， 7インチタブレットであり，カードリーダーと
しては比較的安価な Nexus 7を用いて，NFCを用い
た県立広島大学授業出席システム [3]を開発した．

NFC(Near Field Communication)とは，13．56MHz
の周波数を利用する通信距離 10cm程度の近距離無線通
信技術で，NXPセミコンダクターズ，ノキア，ソニー
の３社により構成されている ‘NFCフォーラム’におい
て開発された．NFCは，ソニーが開発した Felicaの技
術の一部を公開されている規格だけで開発することが
できる．たとえば，Felicaにおいて暗号化を必要とする
部分は NFCでは利用できないが，それ以外のオープン
コマンドを用いたアプリケーションでは，NFCだけで
開発することができる．Felicaを用いてアプリケーショ
ンを開発する場合，専用の開発環境を整える必要があっ
たが，NFCのモジュール化によってアプリケーション
を開発することが容易になり，NFCを用いた製品開発
も可能となっている．Googleが提供しているAndroid
スマートフォンでは，OSバージョン 2.3以上であれば，
NFCの機能がサポートされており，すでに NFCを用
いた様々なアプリケーション [4]が Google playで公開
されている．

現在，県立広島大学では，開発したアプリの試用を
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有志の教員が行っている．この過程には教学課の一部
の職員からの意見収集を行っており，以下の項目につ
いての機能が求められている．

• 学生が，自ら授業の出欠状況を確認すること．
• ゼミ・チューター教員は，担当学生の出欠状況を
確認できること

• 授業担当教員は，問題学生の他の授業出欠状況を
確認できること．

• 事務が，総合的な出欠状況から，リタイヤ予備軍
を早期発見できること

• ３分の２以上の出席がなされていない場合，単位
付与を不可とすること

開発したアプリケーションでは，欠席しがちな学生
への警告機能として，欠席が多い学生が出席した時，
警告音と警告画面による警告機能がある．しかしなが
ら，この警告は授業に出席した学生及び担当教員に対
して伝わるものであり，授業を欠席した学生には伝わ
らない．そのため，リタイア予備軍の早期発見のため
の機能とは言えない．そこで，本論文では，Nexus7と
PCを連動させることで，PC上で欠席しがちな学生を
抽出する機能を開発した．具体的には，Nexus7のデー
タベース (SQLite)のバックアップをとり，これを PC
で操作し，欠席が多い学生データを CSVファイルに
出力するバッチファイルを作成した．本論文では，そ
の機能を説明するとともに，ユーザである学生からの
評価を報告する．

2 NFCについて
NFC(Near Field Communication)は，13.56MHzの

周波数を利用する通信距離 10cm程度の近距離無線通
信技術で，NXPセミコンダクターズ，ノキア，ソニー
の３社により構成されている ‘NFCフォーラム’にお
いて開発された．NFCフォーラム仕様で定義されてい
る NFCのデバイスは，3つのモードをサポートして
いる．これらは，“Card Emulation Mode”, “Peer-to-
Peer Mode”, “Reader/Writer Mode”である．
従来，日本で流通していた ICチップは，ソニーが開

発した Felicaが主流であり，カードと，リーダー/ライ
ター端末が限定されていた．NFCは，カードの形状に
自由度を持たせ，テレビや PCなどに搭載することが
可能となっている．また，シールタグとして提供する
ことも可能で，その用途の広がりを見せている．
図 1は，世界で利用されていた ICチップの種類を

利用できるように，NFCフォーラムでまとめられた規
格の概略を示している．
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図 1: NFC Forum Tag Types

3 県立広島大学授業出席システム
本節では，開発した県立広島大学授業出席システム

の機能について説明する．

3.1 開発した機能

• 授業登録
各授業ごとに，学籍番号，氏名，カナ氏名，メール
アドレスを保存した CSVファイルを作成し，An-
droidスマートフォンの SDカードに保存する．図
2のように，アプリで CSVファイルを読み込み，
授業を作成する．

• 学生登録
CSVファイルから読み込んだ学生の情報に，NFC
タグの固有 ID(UID) と写真を登録する (図 3)．
NFC を用いているため，Felica の Type-Fだけ
でなく，Type-A，Type-Bの NFCタグも読むこ
とができる．

• 欠席が多い学生への警告
授業中に，事前に登録したNFCタグをかざすこと
で出席扱いとなるが，ここで，欠席回数が多い学
生，または，連続欠席した学生にに対しては，警
告音，及び警告画面が表示される (図 4)．

• 欠席時のフォローメール
授業に欠席した学生には，授業終了時にフォロー
メールを送信できる．メールには，学生ごとに授
業名，学生氏名，欠席回数等と，Googleドライブ
のアンケートフォームの URLが自動で生成され
る．このアンケートフォームにより，学生の学籍
番号，欠席理由，先生へのメッセージ，欠席回数，
講義名，講義日が集計される (図 5)．

• データベースの修正
履修登録及び出席データの修正ができる．

• 集計作業
授業，学生ごとに欠席回数を集計できる (図 6)．集
計結果は，CSVに保存できる．
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• 複数端末でのデータ共有
NFCと Bluetoothを用いた P2P通信により，複
数端末でデータを共有できる．大教室での授業な
ど，1台の端末で大人数の学生の出席をとるのが
困難な場合で使用することを想定している．なお，
認証は NFC，データ通信は Bluetoothで行うハン
ドオーバーを実装しているため，ペアリングなし
の通信ができる．

• PCでのデータベース操作
端末のデータベース (SQLite)を SDカードにダン
プする機能がある．ダンプしたデータベースを PC
で閲覧，修正し，端末にリストアすることができ
る．図 7は，Firefoxのアドオン SQLiteManager[5]
を用いてデータベースを閲覧している様子を示し
ている．なお，この機能は別アプリとして開発し
ており，別途NFCを用いた授業出席データベース
操作システム [6]をインストールする必要がある．

3.2 欠席者早期発見の機能

本論文では，欠席者早期発見のためのツールとして，
欠席回数を集計し，ある一定回数以上欠席している学
生を CSVファイルに出力するツールを開発した．こ
の機能は，前節で述べたようにシステムにも実装され
ているが，この機能を PCでも使えるようにした．具
体的には，図 8のような SQL文を，SQLite[7]を用い
て実行し，結果を CSVファイルに保存するバッチファ
イルを作成した．

SELECT Attend.student_id , name1 , name2,

SUM(CASE WHEN attend = ’0’ THEN 1 ELSE 0

END) AS ’欠席回数’ FROM Attend , Student

WHERE Attend.student_id=Student.student_id

AND lecture_id=’1’ GROUP BY

Attend.student_id Having SUM(CASE WHEN

attend = ’0’ THEN 1 ELSE 0 END) >=1 ORDER

BY Attend.student_id;

図 8: SQL文の例

このようなバッチファイルを 1節で述べた要求に対
して作成することで，必要な情報を容易に得ることが
できる．

4 まとめ
本論文では，NFCを用いた県立広島大学授業出席シ
ステムを開発し，連続欠席者早期発見のための機能を
加えた．試用過程の途中であるが，開発したシステム
では代返ができず，授業の最初に出席をとるので，学
生の出席率が高くなり，遅刻も減少している．また，連

続欠席や，欠席回数が多い学生を抽出することができ
るので，これらの学生に対してコミュニケーションを
とることで，欠席数や，途中リタイアの数の減少が期
待できる．Androidスマートフォンを用いた出席管理
システムなので，高い関心をもっている学生が多くい
た．一方で，Googleフォームアンケートの自由記述に，
自分の欠席回数を否定する学生もいた．授業への参加
意欲が少ないため，自分の欠席回数を自覚していない
学生がいるということが分かった．
今後，タブレット端末では，電子書籍などの利用が

活性化されることが期待されているため，欠席した授
業の教材を電子化して閲覧するなど，他の用途にも利
用することを考えている．
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図 2: 授業登録 図 3: NFCタグ，顔写真登録 図 4: 欠席時が多い学生の警告

図 5: アンケートフォーム

図 6: 欠席者集計

図 7: PCでのデータベース操作
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