
電界通信を利用してサービスを

さらに便利に

レッドタクトン（RedTac ton：

RT）は，ユーザの体の表面を伝わる電

界を利用し，ユーザが所持する通信機

器と備え付けの通信機器間，または複

数ユーザの通信機器間を，触るだけで

手軽に情報交換ができる新しい通信技

術です．図１のように入退室管理など

の認証サービス，名刺交換などの情報

交換サービス，携帯電話置き忘れ防止

などの安心・安全サービスに適用する

と，赤外線通信，電磁誘導による非

接触通信，Bluetoothなどの従来から

の近接通信を利用する場合に比べ，利

用の際に通信機器を取り出して操作し

たり，かざしたりすることなくサービス

の利用が可能となること，身につけて

いるのかどうかが分かることから，さら

なる利便性向上が期待できます．

この利便性を実現するには，本特集

『高機能・小型電界通信モジュール用

LSIの開発』で紹介した双方向通信を

実現する高機能・小型通信モジュール

（RTモジュール）を低消費電力で効率

良く制御したり，安定したサービスを

実現するために電界通信の通信品質を

高めたりする必要があります．本稿で

は，RTモジュールに搭載し，図１の

サービスを実現するためのファーム

ウェアに要求される機能，および構成

方法について説明します．

RTモジュールを搭載する

通信機器の種類

図１のサービスでは携帯端末や入退

室ゲート等さまざまな通信機器が利用

されます．これらの通信機器にRTモ

ジュールを組み込み動作させる際，電

源が電池であったりAC電源であった

り，RTモジュールを制御する上位機

器が存在したりしなかったりなど，

RTモジュールの動作条件は異なるた

め，ファームウェアによる制御方法も異

なってきます．この視点でRTモジュー

ルを組み込む通信機器の種類を分類す

ると，表に示す３つのタイプ（カード

機，携帯機，固定機）となります．

次に表の各タイプについて説明し

ます．

（1） カード機

カード機は薄型のカード形状のデバ
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人体近傍電界通信技術「レッドタクトン」に
おけるファームウェア技術

双方向の電界通信を実現する高機能・小型通信モジュールに搭載して，当
該モジュールの持つ双方向通信機能を最大限に活用しながら入退室管理や名
刺交換のような各種サービスを実現するファームウェアについて紹介しま
す．具体的には，実現を目指すサービス，ファームウェアに要求される機能，
および構成方法について説明します．
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図１　レッドタクトンで実現するサービス例 
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イスであり，小型電池が電源となるた

め省電力化への要望は特に厳しくなり

ます．ICカードと同様のサービスで使

用するため，認証用のデータを管理す

るファイル管理機能が必要になります．

上位機器の介在なく動作するため，通

信形態ではマスタースレーブ形態（制

御が常にマスターからスレーブに対し

て行われる通信形態）のスレーブとな

ります．

（2） 携帯機

携帯機は携帯電話等の携帯機器に

組み込まれ，携帯機器の内蔵電池を

電源とします．ICカードと同様のサー

ビスや携帯機器どうしの通信を利用し

たサービスで利用されるためファイル管

理機能，および上位機器（携帯電話

モジュール）との接続機能が必要にな

ります．通信形態では上位機器とファ

イルシステムを持つため，マスタース

レーブ形態とピアツーピア形態（制御

が対等な関係にある端末間の通信形

態）となります．

（3） 固定機

固定機は入退室ドアやゲートに組み

込まれ，AC電源で駆動するため，省

電力化への要望は厳しくありません．

入退室管理サーバがユーザデータを保

管するため，固定機ではファイル管理

機能は不要ですが，上位機器（入退

室管理サーバ）との接続機能が必要に

なります．通信形態では上位機器を持

つため，マスタースレーブ形態のマス

ターとピアツーピア形態となります．

（1）～（3）の各タイプを組み合わせ

ることにより，認証サービス，情報交

換サービス，安心・安全サービスを実

施することができるようになります．

ファームウェアに対する要求条件

前述の各タイプを実現するために，

ファームウェアに対して以下の項目が

要求されます．

① すべてのタイプへの対応：RT

モジュールを低コストで実現した

り，保守を容易にしたりするた

め，ファームウェアを１種類のロー

ドモジュールで実現し，搭載する

通信機器のタイプに応じて機能を

容易に切替可能であること．

② ユーザデータへのアクセス制

御：ファイル管理機能で管理され

るユーザデータに対し，格納，およ

びアクセス制御が可能であること．

③ 認証・暗号化：ファイル管理

機能で管理されるユーザデータに

アクセスする際には認証処理，転

送する際には暗号化が可能である

こと．

④ ロールバック機能：電源断によ

る処理中断を想定し，処理中の

サービスを初期状態に戻す機能

（ロールバック機能）が備わってい

ること．

⑤ 複数RTモジュール検出：複数

のRTモジュールが通信範囲に存在

するときには，これらをすべて検出

し，通信相手となるRTモジュール

を１つ選択する機能（アンチコリ

ジョン機能）を持つこと．

⑥ ビーコン機能：携帯電話置き忘

れ防止サービスのように，携帯端

末で短いデータを定期的に発信す

る使い方では，動作が長時間にわ

たる．このときの消費電力を抑え

るため，通信路を設定することな

く，他のRTモジュールに定期的に

データを発信する機能（ビーコン

機能）を持つこと．

⑦ 電源制御機能：カード機，携

帯機では電池消耗を少なくするた

め，非動作時にスリープ状態とし

たり，電源電圧を監視して電圧低

下時にアラームを発したりする機

能が備わっていること．

⑧ ファームウェア更新機能：携帯

電話のようなネットワーク機能を

持つ携帯機に適用する際には，

ファームウェア更新が遠隔から

ネットワークを介して行えること．

ファームウェアの構成

要求条件に基づいて構成したファー

ムウェアの構造を図２に示します．

ファームウェアはRTモジュールのコン

トローラ部に搭載され，電界通信イン

タフェースでRTモジュールのRF部，

および有線通信インタフェースで上位

機器と通信します．

各構成要素の説明

各構成要素の説明をします．

（1） ハードウェアインタフェース

RF部（電界通信を実現するハード

ウェア），および上位機器に対する通

信を行います．

（2） 通信制御

アンチコリジョン機能（ICカードの

表　レッドタクトン通信機器のタイプ

タイプ

カード機

携帯機

固定機

電源 省電力機能
ファイル
管理機能

上位機器　 通信形態

電池

電池

AC電源

必須

必須

不要

必須

必須

不要

不要

必須

必須

・スレーブ

・マスター・スレーブ
・ピアツーピア

・マスター
・ピアツーピア



規格ISO/IEC14443シリーズを参考

に開発）を実現するとともに，再送制

御により電界通信による通信路の品質

を高め，ファイルシステムのアプリケー

ションや上位機器上のアプリケーショ

ンに通信路を提供します．要求条件の

⑤，⑥に対応する機能を実現します．

（3） ファイルシステム

入退室管理サービスにおけるPIN情

報などのユーザデータを管理，保管し

ます（既存システムとの互換性や開発

の効率性を考え，ICカードの規格

ISO/ IEC7816シリーズを参考に開

発）．また電源断時には処理中の処理

をロールバックする機能を実現します．

要求条件の②，③，④，⑥に対応す

る機能を実現します．ただし固定機で

はファイル管理機能が不要であるため，

これらの機能は無効化されます．

（4） 実行制御

RTモジュールの端子を介して外部か

ら指定される通信機器のタイプに応じ

てファームウェアの機能を選択し，選

択結果に応じた通信路の設定制御，

ビーコン機能の実行（携帯機の有無を

確認するコマンドを実行した場合），状

態管理を行います．さらに無通信状態

が続いたときの省電力モードへの移行，

電池電源電圧の監視等の電源制御を

行います．要求条件の①，⑦，⑧に

対応する機能を実現します．ただし固

定機ではAC電源を使うため省電力機

能は無効化されます．

（5） OS・暗号ライブラリ

実行制御などを実現する各タスクの

実行管理を行うOS（μITRON），お

よび認証を行う際にファイルシステム

な ど か ら 呼 び 出 さ れ る A E S

（Advanced Encryption Standard）

等の暗号ライブラリです．

サービスの実施例

サービスの実施例として，認証サー

ビス（入退室管理）を紹介します．本

サービスは，図１の左側に示すように

カード機を持ったユーザが，ゲートの

下に設置されている床面電極を踏んだ

ときに，カード機とゲートの固定機と

の間で電界通信を介した認証処理が行

われ，ゲートが開く仕組みです．

これを実現するシステム構成を図３

に示します．ゲートの開閉を制御する

入退室管理サーバ（サーバ）上のアプ

リケーションは，固定機上のファーム

ウェアにコマンドを送ることにより，固

定機とカード機との間の電界通信によ

るデータの授受を制御します．

次に，本サービスの処理シーケンス

を図４に示します．

（1） セッション開始前

サーバは，カード機を検出する“開

始コマンド”を定期的に固定機に送信

し，固定機ではこれに応じてカード機

へのポーリングを行います．通信範囲

内にカード機が存在しておらず，カー

ド機からの応答がない場合には，固定

機は“未検出”をサーバに返します．

（2） セッション開始

（1）において，通信範囲内にカード

機が存在し，固定機にカード機からの

応答がある場合には，固定機は検出し

たカード機のIDをサーバに返すことに

より固定機とカード機との間でセッショ

ンが設定され，通信が開始されます．

（3） サービス選択

サーバはサービスとして入退室管理
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図２　レッドタクトンファームウェア構成 
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図３　レッドタクトンシステム構成例 
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を指定してサービス選択コマンドを固

定機経由でカード機に送信します．

カード機は，サービス選択コマンドを

受け取ると，カード機に搭載される

サービスの中から入退室管理サービス

を選択します．

（4） カード機認証

サーバは，通信相手が正しいカード

機であることを検証するため，乱数等

の認証用データを含んだ認証用コマン

ドを固定機経由でカード機に送信しま

す．カード機では，コマンドを受け取

ると認証用データの変換処理を行い，

変換データを返信します．サーバは，

応答結果から認証処理を行い，正し

いカード機であることを確認します．

（5） データ取得

サーバは，カード機からの有効期限，

カード所有者情報等を読み取るため，

データ取得コマンドを固定機経由で

カード機に送信します．カード機は，

データ取得コマンドを受け取ると，当

該データをファイルシステムから読み

取り，応答として返信します．サーバ

は応答内容からゲート開閉の判断をし

てゲート開閉します．

（6） セッション終了

サーバは，終了コマンドを固定機経

由でカード機に送信します．カード機

は，終了コマンドを受け取ると，セッ

ションを終了するとともに結果を応答

として返信します．サーバは，応答を

受信するとセッションを終了します．

今後の展開

今後，ビジネスへ展開していくため

に想定したサービスに適用し評価を

行う予定です．その評価結果を基に

ファームウェアの性能向上を図り，さ

らに使いやすい製品となるように取り

組みます．

（左から）池田 実/ 五郎丸 秀樹/

細田 泰弘

レッドタクトンを適用するとより便利に
なるサービスや，新しいサービスはさらに
発掘できるものと考えており，大きな可能
性を秘めていると考えています．例えば，
ストリーム転送に応用し，レッドタクトン
ヘッドホンを実現することです．今後も，
新しくて面白いサービスを見つけていきた
いと思います．

◆問い合わせ先
NTTサービスインテグレーション基盤研究所
パブリックICTソリューションプロジェクト
スマートカードデバイスDP
TEL 0422-59-3343
FAX 0422-59-3983
E-mail goromaru.hideki lab.ntt.co.jp
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