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Abstract: Near Field Communication (NFC) standards cover communications protocols and data exchange 
formats, which 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. However, the specified 
NFC chip such as ISO-14443 Type B cannot be recognized by the system, because the chip is required the 
authentication to use. 
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1. はじめに  

大学講義において，出席を管理する様々な方法が考えら

れている．名前を読んで出席を取る方法だけでなく，たとえば，

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

行えないようにしたり，授業中に簡単な課題を与え，その答案

を回収したりする方法が昔から行われてきている．近時，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 を読み取るシステムも開発さ

れている[1]．ここでは，リーダーとサーバを連携させる必要が

あるため，リーダー，サーバの設置だけでなく，ネットワークの

工事が必要となるだけでなく，学生証を磁気カードや IC チッ

プ付きのカードに変更しなければならない．初期投資だけで

なく，ランニングコストも必要となる． 

本論文では，このような大規模なシステムを導入せずとも，

Android スマートフォン，タブレットを用いて，気軽に出席でき

るシステムを開発したので，ここに紹介する．開発したシステム

は，NFC[2]が搭載された Android であれば動作するアプリケ

ーションで，非接触型のカードリーダとして Android スマートフ

ォン，タブレットを用いる．と言っても，NFC が搭載された

Android スマートフォン，タブレットは，日本ではそれほど種類

がなく，Galaxy Nexus など外国製の製品がほとんどである．

我々は，「持ち運び」，「カード認証」，「画面表示の面」から考

え，昨年日本でも発売された 7 インチタブレットである Nexus 7

を用いて NFC 認証機能による出席管理システム[3-5]を開発

した． 

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が Google play で

公開されている． 

開発したアプリケーションでは，出席時に顔画像が表示され，

代返ができないようになっており，授業終了時には欠席者に

対するフォローメールを送信する機能をもつ．また，欠席しが

ちな学生への警告機能として，該当する学生が出席した時，

警告音と警告画面による警告機能がある．Felica を含む IC カ

ードであれば利用できるが，最近利用できないカードも生じた

ので，その事象をあわせて説明する． 

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 ， す な わ ち “ Card Emulation Mode'', 

“Peer-to-Peer Mode'', “Reader/Writer Mode''である． 
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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． 

3.授業出席システム 

本節では，開発したシステムの機能について説明する（図

１）． 

3.1 開発した機能 

１）授業登録 

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，SD カードに保存する．アプリ

で CSV ファイルを読み込み，授業を作成する． 

２）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．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． 

３）欠席が多い学生への警告 

欠席回数が多い学生，または，連続欠席した学生に対して

は，警告音，及び警告画面が表示される． 

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，欠席回数などを明記し

た文章に加え，欠席理由を収集するための Google フォームの

URL が自動で生成され，送信される． 

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． 

６）集計作業 

授業，学生ごとに欠席回数を集計でき，結果を，CSV ファイ

ルとして保存できる． 

７）複数端末でのデータ共有 

大教室など，複数端末を利用する場合，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．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． 

８）PC でのデータベース操作 

端末のデータベース(SQLite)を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． 

3.2 認証が必要なカードについて 

開発したシステムでは，Type A, B, F が使用できていた．と

ころが，以前は利用できたが，最近の運転免許証では利用で

きないことが分かった．これは，端末側が REQB 信号を送信す

ると，カードから ATQB 信号を受信するが，このとき，PUPI（固

有 ID）が毎回異なったものとなっていることに起因する．免許

証では暗証番号でカード自体の認証を行っているので，固有

番号の取得は不要である．この仕様のため，本システムでは

利用できないことが分かった． 

     

図１ 開発したシステムのキャプチャ 

4. まとめ 

本論文では，連続欠席者早期発見のための機能と，欠席

理由を収集できる NFC を用いた授業出席システムを開発した．

学生からは，代返ができないため，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． 
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