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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも1つのホストプロセッサと、コントローラと、NFCタイプの非接触型データ送
信/受信インタフェースとを含むチップセットの中でデータをルーティングするための方
法であって、
　前記ホストプロセッサ内に位置する送信元ポイントによって、データパスを開くための
コマンドを送信させ、前記非接触型データ送信/受信インタフェース内に位置する宛先ポ
イントを指定するステップと、
　データパスを開くためのコマンドに応答して、前記コントローラによって、前記データ
パスにルーティングチャネル番号を割り当てること、およびルーティングテーブルの中に
、前記ルーティングチャネル番号、および前記送信元ポイントの少なくとも1つの識別子
と、前記宛先ポイントの1つの識別子とを含むルーティングパラメータを保存することに
より、前記データパスを定義させるステップと、
　前記送信元ポイントによって、前記コントローラに、前記ルーティングチャネル番号を
含むヘッダフィールドを有するフレームの中にカプセル化されたデータを送信させるステ
ップと、
　前記コントローラによって前記ルーティングチャネル番号を含むヘッダフィールドを有
するフレームの中にカプセル化されたデータを受信すると、前記コントローラによって、
前記ルーティングチャネル番号を、宛先ポイントを選択する索引として使用することによ
り、前記ルーティングテーブルの中で前記データの前記宛先ポイントを探索させ、識別さ
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れた宛先ポイントへ前記データを送信させるステップとを含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記非接触型データ送信/受信インタフェースが、いくつかの動作モードに従って、か
つ、いくつかの非接触型通信プロトコルに従って構成可能であるチップセットにおいて実
施される方法であって、
　前記ホストプロセッサ内に位置する送信元ポイントによって送信され、前記非接触型デ
ータ送信/受信インタフェース内に位置する宛先ポイントを指定する、データパスを開く
ためのコマンドに応答して、前記コントローラが、
　データパスにルーティングチャネル番号を割り当てること、および前記ルーティングテ
ーブルの中に、前記ルーティングチャネル番号、および前記非接触型データ送信/受信イ
ンタフェースの動作モードパラメータと、非接触型通信プロトコルパラメータとを含むル
ーティングパラメータを保存することにより、前記送信元ポイントと前記宛先ポイントの
間で前記データパスを開くステップと、
　送信されるべきデータが受信されたデータパスに関して、前記ルーティングテーブルの
中に含まれる前記動作モードパラメータ、および前記非接触型通信プロトコルパラメータ
を使用することにより、前記非接触型データ送信/受信インタフェースが、非接触型デー
タ伝送チャネルでデータを送信するように、前記非接触型データ送信/受信インタフェー
スを構成するステップとを含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　少なくとも2つのホストプロセッサを含むチップセットにおいて実施される方法であっ
て、
　前記コントローラは、前記ルーティングテーブルを、前記2つのホストプロセッサ間で
データパスを開くのにも使用することを特徴とする請求項1または2に記載の方法。
【請求項４】
　前記コントローラが、ルーティングパラメータと、前記非接触型データ送信/受信イン
タフェースを構成するための構成パラメータとの両方を含むデータパスを作成するための
コマンドを使用して、前記ルーティングテーブルの中に前記ルーティングパラメータおよ
び構成パラメータを保存するステップを含むことを特徴とする請求項1から3のうちのいず
れか一項に記載の方法。
【請求項５】
　ホストプロセッサ内に位置する送信元ポイントを有するデータパスが、作成される、ま
たは閉じられると、前記コントローラは、前記ルーティングテーブルを動的に埋める、ま
たは空にすることを特徴とする請求項1から4のうちのいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記コントローラは、ホストプロセッサ内に位置する送信元ポイントを有するデータパ
スのパラメータを前記ルーティングテーブルの中に事前保存することを特徴とする請求項
1から4のうちのいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　少なくとも2つのホストプロセッサを含むチップセットにおいて実施される方法であっ
て、
　非接触型データ伝送チャネルを介して前記非接触型データ送信/受信インタフェースに
よってデータが受信されると、前記コントローラは、前記データの少なくとも1つの受信
ホストプロセッサを、少なくとも判定基準として、前記データが受信された前記非接触型
データ伝送チャネルを作成するのに前記非接触型データ送信/受信インタフェースによっ
て使用された動作モードおよび非接触型通信プロトコルを使用して識別することを特徴と
する請求項1から6のうちのいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記コントローラが、前記ルーティングテーブルの中に、前記非接触型データ送信/受
信インタフェース内に位置する送信元ポイントを有するデータパスのパラメータを事前保
存し、前記データパスのパラメータは、宛先ポイントの少なくとも1つの識別子と、前記
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非接触型データ送信/受信インタフェースの動作モードパラメータと、非接触型通信プロ
トコルパラメータとを含むステップと、
　非接触型データ伝送チャネルを介して前記非接触型データ送信/受信インタフェースに
よってデータが受信されると、前記コントローラが、前記データが受信された非接触型デ
ータ伝送チャネルを作成するのに前記非接触型データ送信/受信インタフェースによって
使用された動作モードパラメータおよび非接触型通信プロトコルパラメータに対応する動
作モードパラメータおよび非接触型通信プロトコルパラメータを有するデータパスを、前
記ルーティングテーブルの中で探索することにより、前記データの少なくとも1つの宛先
ポイントを特定するステップとを含むことを特徴とする請求項7に記載の方法。
【請求項９】
　前記ルーティングテーブルの中に保存される送信元ポイントまたは宛先ポイントは、ホ
ストプロセッサによって実行されるサービスであることを特徴とする請求項1から8のうち
のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記コントローラは、前記ルーティングテーブルの中に、前記宛先ポイントに送信され
るデータのコピーを受信しなければならない通知ポイントの識別子も含むルーティングパ
ラメータを格納することを特徴とする請求項1から9のうちのいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　ホストプロセッサが、セキュア集積回路であるチップセットにおいて実施されることを
特徴とする請求項1から10のうちのいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２】
　NFCタイプの非接触型データ送信/受信インタフェースと、コントローラと、前記非接触
型データ送信/受信インタフェースをホストプロセッサにリンクする少なくとも1つの入力
/出力ポートとを含む、データを送信/受信するためのチップセットであって、
　前記コントローラは、ホストプロセッサ内に位置する送信元ポイントによって送信され
、前記非接触型データ送信/受信インタフェース内に位置する宛先ポイントを指定する、
データパスを開くためのコマンドに応答して、データパスにルーティングチャネル番号を
割り当てること、およびルーティングテーブルの中に、前記ルーティングチャネル番号、
および前記送信元ポイントの少なくとも1つの識別子と、前記宛先ポイントの1つの識別子
とを含むルーティングパラメータを保存することにより、前記送信元ポイントと前記宛先
ポイントの間で前記データパスを開き、
　前記ルーティングチャネル番号を含むヘッダフィールドを有するフレームの中にカプセ
ル化されたデータを受信すると、前記ルーティングチャネル番号を、宛先ポイントを選択
する索引として使用して、前記ルーティングテーブルの中で前記データの前記宛先ポイン
トを探索するように構成されることを特徴とするチップセット。
【請求項１３】
　前記非接触型データ送信/受信インタフェースは、いくつかの動作モードに従って、か
つ、いくつかの非接触型通信プロトコルに従って構成可能であり、
　前記コントローラは、前記ホストプロセッサ内に位置する送信元ポイントによって送信
され、前記非接触型データ送信/受信インタフェース内に位置する宛先ポイントを指定す
る、データパスを開くためのコマンドに応答して、データパスにルーティングチャネル番
号を割り当てること、および前記ルーティングテーブルの中に、前記ルーティングチャネ
ル番号、および前記非接触型データ送信/受信インタフェースの動作モードパラメータと
、非接触型通信プロトコルパラメータとを含むルーティングパラメータを保存することに
より、前記送信元ポイントと前記宛先ポイントの間でデータパスを開くように構成され、
　前記非接触型データ送信/受信インタフェースは、送信されるべきデータが受信された
データパスに関して、前記ルーティングテーブルの中に含まれる前記動作モードパラメー
タ、および非接触型通信プロトコルパラメータを使用することにより、非接触型データ伝
送チャネルでデータを送信するように構成されることを特徴とする請求項12に記載のチッ
プセット。
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【請求項１４】
　少なくとも2つの入力/出力ポートを含むチップセットであって、
　前記コントローラは、2つのホストプロセッサ間でデータパスを開くのにも前記ルーテ
ィングテーブルを使用することを特徴とする請求項12または13に記載のチップセット。
【請求項１５】
　前記コントローラは、ルーティングパラメータと、前記非接触型データ送信/受信イン
タフェースを構成するための構成パラメータとを含む、データパスを作成するためのコマ
ンドを復号化し、前記ルーティングテーブルの中に、前記コマンドの中に存在する前記ル
ーティングパラメータおよび前記構成パラメータを保存するように構成されることを特徴
とする請求項12から14のうちのいずれか一項に記載のチップセット。
【請求項１６】
　前記コントローラは、ホストプロセッサ内に位置する送信元ポイントを有するデータパ
スが、作成される、または閉じられると、前記ルーティングテーブルを動的に埋める、ま
たは空にするように構成されることを特徴とする請求項12から15のうちのいずれか一項に
記載のチップセット。
【請求項１７】
　前記コントローラは、前記ルーティングテーブルの中に、ホストプロセッサ内に位置す
る送信元ポイントを有するデータパスのパラメータを事前保存するように構成されること
を特徴とする請求項12から15のうちのいずれか一項に記載のチップセット。
【請求項１８】
　前記コントローラまたは前記非接触型データ送信/受信インタフェースは、非接触型デ
ータ伝送チャネルを介して前記非接触型データ送信/受信インタフェースによってデータ
が受信されると、判定基準として、前記データが受信された前記非接触型データ伝送チャ
ネルを作成するのに前記非接触型データ送信/受信インタフェースによって使用された動
作モードおよび非接触型通信プロトコルを使用することにより、前記データの宛先ポイン
トを特定するように構成されることを特徴とする請求項12から17のうちのいずれか一項に
記載のチップセット。
【請求項１９】
　前記コントローラは、前記ルーティングテーブルの中に、前記非接触型データ送信/受
信インタフェース内に位置する送信元ポイントを有するデータパスのパラメータを事前保
存し、前記データパスのパラメータは、宛先ポイントの少なくとも1つの識別子と、前記
非接触型データ送信/受信インタフェースの1つの動作モードパラメータと、1つの非接触
型通信プロトコルパラメータとを含み、
　非接触型データ伝送チャネルを介して前記非接触型データ送信/受信インタフェースに
よってデータが受信されると、前記データが受信された前記非接触型データ伝送チャネル
を作成するのに前記非接触型データ送信/受信インタフェースによって使用された動作モ
ードパラメータおよび非接触型通信プロトコルパラメータに対応する動作モードパラメー
タおよび非接触型通信プロトコルパラメータを有するデータパスを、前記ルーティングテ
ーブルの中で探索することにより、前記データの少なくとも1つの宛先ポイントを特定す
るように構成されることを特徴とする請求項12から18のうちのいずれか一項に記載のチッ
プセット。
【請求項２０】
　前記ルーティングテーブルの中に保存される送信元ポイントまたは宛先ポイントは、ホ
ストプロセッサによって実行されるサービスであることを特徴とする請求項12から19のう
ちのいずれか一項に記載のチップセット。
【請求項２１】
　前記ルーティングテーブルの中に格納される前記ルーティングパラメータは、前記宛先
ポイントに送信されるデータのコピーを受信しなければならない通知ポイントの識別子も
含むことを特徴とする請求項12から20のうちのいずれか一項に記載のチップセット。
【請求項２２】
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　セキュア集積回路によって形成されるホストプロセッサにリンクされることを特徴とす
る請求項12から21のうちのいずれか一項に記載のチップセット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、少なくとも1つのホストプロセッサと、RFIDタイプの非接触型データ送信/受
信インタフェースとを含むチップセットにおいてデータをルーティングするための方法に
関する。
【０００２】
　また、本発明は、RFIDタイプの非接触型データ送信/受信インタフェースと、コントロ
ーラと、データ送信/受信インタフェースをホストプロセッサにリンクする少なくとも1つ
の入力/出力ポートとを含むデータ送信/受信回路にも関する。
【０００３】
　本発明は、特に、NFC(近接場通信)チップセットの製造に関する。
【背景技術】
【０００４】
　NFC技術が、現在、Forum NFC(http://www.nfc-forum.org)という名称の下でグループ化
された企業連合によって開発されている。NFC技術は、RFID(無線周波数識別)技術から派
生し、いくつかの動作モード、すなわち、「読み取り装置」モード、「カードエミュレー
ション」モード、および「デバイス」モード(「デバイスツーデバイスモード」とも呼ば
れる)を有するNFC読み取り装置を使用する。「読み取り装置」モードでは、NFC読み取り
装置は、従来のRFID読み取り装置のように動作して、RFIDチップ(チップカードまたは非
接触型タグ)に読み取りアクセスまたは書き込みアクセスを行う。NFC読み取り装置は、磁
界を放射し、その磁界の振幅を変調することによってデータを送信し、負荷変調および電
磁結合によってデータを受信する。本出願者の名義の欧州特許第1327222号によって説明
される「エミュレーション」モードでは、NFC読み取り装置は、トランスポンダのように
受動的に動作して別の読み取り装置と対話し、その別の読み取り装置によってRFIDチップ
と見なされる。読み取り装置は、全く磁界を放射せず、他方の読み取り装置によって発せ
られた磁界を復調することによってデータを受信し、読み取り装置のアンテナ回路のイン
ピーダンスを変調すること(負荷変調)によってデータを送信する。「デバイス」モードで
は、読み取り装置は、やはり同一の動作モードに置かれた別の読み取り装置と対をなさな
ければならず、各読み取り装置が、データを受信するための受動状態(磁界放射を伴わな
い)と、データを送信するための能動状態(磁界放射を伴う)に交互になる。
【０００５】
　それら3つの動作モード(その他の動作モードが、将来、設計される可能性がある)に加
えて、NFC読み取り装置は、いくつかの非接触型通信プロトコルを実施することができ、
例えば、ISO 14443-Aプロトコル、ISO 14443-Bプロトコル、ISO 15693プロトコルなどに
従ってデータを交換することができる。各プロトコルは、磁界の放射の周波数、能動モー
ドでデータを送信する磁界の振幅を変調するための変調方法、および受動モードでデータ
を送信する電磁結合による負荷変調方法を定義する。したがって、NFC読み取り装置は、
マルチモードおよびマルチプロトコルのデバイスである。本出願者は、例えば、「MicroR
ead」という名称の下でNFC読み取り装置を市販している。
【０００６】
　NFC読み取り装置の拡張された通信能力のため、NFC読み取り装置は、セルラー電話機ま
たはPDA(パーソナルデジタルアシスタント)などのポータブルデバイスに組み込まれるこ
とが企図されている。その結果が、図1に示されるタイプのNFCチップセット、すなわち、
NFC読み取り装置(「NFCR1」として示される)と、少なくとも1つのホストプロセッサHP1と
を含むチップセットの製造である。「ホストプロセッサ」とは、マイクロプロセッサと、
マイクロコントローラとを含み、NFC読み取り装置のポートに接続された任意の集積回路
を意味する。多くのアプリケーションでは、チップセットは、第2のホストプロセッサHP2
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も含む。第1のホストプロセッサHP1は、NFC読み取り装置が組み込まれるデバイスのメイ
ンプロセッサであるのに対して、第2のホストプロセッサHP2は、セキュア回路である。ホ
ストプロセッサHP1は、例えば、移動電話機のベースバンド回路(または無線電話回路)で
あり、ホストプロセッサHP2は、例えば、SIMカード(すなわち、SIMカード内に存在するマ
イクロコントローラ)である。したがって、NFC読み取り装置のリソースは、その2つのプ
ロセッサHP1およびHP2に提供されて、プロセッサHP1およびHP2が、非接触型アプリケーシ
ョンを管理することを可能にする。そのようなアプリケーションが、図1のNFCチップセッ
トを備えた移動電話機30を表す図2に示されている。以下が、区別されることが可能であ
る。すなわち、
【０００７】
　1)AP1タイプのアプリケーション:移動電話機30のNFC読み取り装置は、読み取り装置モ
ードになっていて、非接触型集積回路CLCTに対する読み取りまたは書き込みを行う。移動
電話機は、そのケースでは、RFID読み取り装置のように使用される。このタイプのアプリ
ケーションは、無料であることが可能であり、例えば、バス待合所の広告に挿入された広
告データを読み取ることに存することが可能である。また、このアプリケーションは、支
払い可能であることも可能であり、例えば、加入者のために取っておかれた情報を読み取
ることに存することが可能である。アプリケーションAP1のプログラムは、サービスが、
無料である場合、好ましくは、プロセッサHP1によって保持されて、実行され、あるいは
、サービスが、支払い可能である場合、加入者の識別を要するので、好ましくは、プロセ
ッサHP2によって保持されて、実行される。このため、図1に示されるとおり、アプリケー
ションAP1は、プロセッサHP1またはプロセッサHP2によって処理されることが可能である
。
【０００８】
　2)AP2タイプのアプリケーション:電話機30のNFC読み取り装置は、カードエミュレーシ
ョンモードになっていて、支払い、もしくは支払い可能なアクセス制限アプリケーション
(支払いマシン、地下鉄の改札口)における従来のRD読み取り装置によって読み取られる。
その場合、移動電話機30は、チップカードのように使用される。アプリケーションAP2の
プログラムは、サービスへのアクセスが、加入者の識別を要求するので、好ましくは、図
1に示されるとおり、セキュアプロセッサHP2によって保持されて、実行される。
【０００９】
　3)AP3タイプのアプリケーション:電話機30のNFC読み取り装置は、「デバイス」モード
になっていて、別のデバイス、例えば、別の移動電話機31、またはコンピュータ32に組み
込まれた読み取り装置と対話する。このタイプのアプリケーションは、一般に、無料であ
り、データパケットが、1つのデバイスから別のデバイスに転送されること(特に、ポイン
トツーポイントファイル転送)を可能にする。アプリケーションAP3のプログラムは、セキ
ュアプロセッサが、SIMカードプロセッサである場合、セキュアプロセッサHP2より高いコ
ンピューティング能力を有する、好ましくは、図1に示されるとおり、非セキュアプロセ
ッサHP1によって保持されて、実行される。
【００１０】
　このため、NFCチップセットの製造は、プロセッサHP1、HP2のそれぞれと、NFC読み取り
装置との間におけるデータストリーム(非接触型データ伝送チャネルを介して送信される
データ)のルーティング、およびNFC読み取り装置と、プロセッサHP1、HP2のそれぞれとの
間における着信データストリーム(非接触型データ伝送チャネルを介して受信されるデー
タ)のルーティングを提供することを要求する。このことは、図3A、図3Bに関連して理解
される、いくつかの実際的な問題を生じさせる。
【００１１】
　図3Aは、NFC読み取り装置のアーキテクチャを概略で示す。読み取り装置は、アンテナ
回路ACTと、インタフェースCLINTにリンクされたハードワイヤ通信インタフェースINT1、
INT2と、コントローラNFCCとを備えた非接触型データ送信/受信インタフェースCLINTを含
む。インタフェースINT1は、ホストプロセッサHP1に接続され、インタフェースINT2は、
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ホストプロセッサHP2に接続され、そのアセンブリが、NFCチップセット(「CHIPSET」とし
て示される)を形成する。
【００１２】
　図3Bは、非接触型データ送信/受信インタフェースCLINTのリソースが、プロセッサHP1
、HP2のそれぞれによって使用されることが可能であるように、誘導されなければならな
いデータストリームを表す。簡明のために、インタフェースCLINTは、3つのプロトコルPT
1、PT2、PT3、例えば、ISO 14443-A、ISO 14443-B、およびISO 15693だけに従ってデータ
を送信または受信することができ、前述した3つの動作モードM1、M2、M3(読み取り装置モ
ード、エミュレーションモード、および「デバイス」モード)を有するものと想定される
。このため、以下の4つの異なるタイプのデータストリームが、区別されることが可能で
ある。すなわち、
　1)プロセッサHP1内に位置する送信元ポイントP1から来て、インタフェースCLINT内に位
置する宛先ポイントP3に送信され、次に、インタフェースCLINTにより、プロトコルPTi(P
T1、PT2、またはPT3)および動作モードMi(M1、M2またはM3)に従って作成された非接触型
データ伝送チャネルにおいて送信される発信データストリームDT1out(Mi、PTi)、
　2)プロセッサHP2内に位置する送信元ポイントP2から来て、インタフェースCLINT内に位
置する宛先ポイントP3に伝送され、次に、インタフェースCLINTより、プロトコルPTiおよ
び動作モードMiに従って作成された非接触型データ伝送チャネルを介して送信される発信
データストリームDT2out(Mi、PTi)、
　3)プロトコルPTiおよび動作モードMiに従って作成された非接触型データ伝送チャネル
を介してインタフェースCLINTによって受信され、次に、インタフェースCLINTによって、
送信元ポイントP3から、プロセッサHP1内に位置する宛先ポイントP1まで送信される着信
データストリームDT1in(Mi、PTi)、
　4)プロトコルPTiおよび動作モードMiに従って作成された非接触型データ伝送チャネル
を介してインタフェースCLINTによって受信され、次に、インタフェースCLINTによって、
送信元ポイントP3から、プロセッサHP2内に位置する宛先ポイントP2まで送信される着信
データストリームDT2in(Mi、PTi)。
【００１３】
　各発信データストリームは、3つの動作モードM1、M2、M3で、3つのプロトコルPT1、PT2
、PT3に従って送信されることが可能であるので、各発信データストリームに関して、9つ
の異なる構成が可能であることになる(各モードMi/プロトコルPTi組合せが、許可される
ものと想定して)。このことは、プロセッサHP1またはHP2のいずれかが、送信されるべき
データをインタフェースCLINTに送信するだけでは、十分でないことを意味する。プロセ
ッサは、送信される各データストリングに関して、それらのデータを非接触型データ伝送
チャネルで伝送するのにインタフェースCLINTによって使用されるべきモード/プロトコル
Mi/PTi構成を指定することも行わなければならない。
【００１４】
　インタフェースCLINTが、適切に構成されることを可能にしながら、発信データのルー
ティングを可能にするのに、「汎用」タイプのHCI(「ホストコントローラインタフェース
」)データ伝送を提供して、任意のタイプのホストプロセッサが、非接触型通信チャネル
でデータを伝送するのに使用されるべき構成(プロトコルPTiおよび動作モードMi)を指定
しながら、送信されるべきデータをインタフェースCLINTに供給することを可能にするこ
とが、提案されている。そのようなHCIプロトコルは、ヘッダフィールドと、データフィ
ールドとをそれぞれが含むデータフレームを提供する。ヘッダフィールドは、インタフェ
ースCLINTを制御するのに要求される情報、特に、データの開始ポイントと宛先ポイント
、インタフェースCLINTによって使用されるべき動作モードおよびプロトコルを指定する
フィールド群を含む。
【００１５】
　本発明が解決することを目指す第1の問題は、従来のHCIプロトコルが、長く、複雑なヘ
ッダフィールドを有するデータフレームを提供して、データ自体が処理される前に、相当
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な処理時間を要求することである。この問題は、「オーバヘッド化」と呼ばれ、過度に長
いフレームヘッダが、データストリームを過負荷にして、データ伝送時間を増大させるこ
とを意味する。それらの大きいヘッダフィールドは、大きいバッファ、および高い処理能
力をさらに要求する。
【特許文献１】欧州特許第1327222号
【特許文献２】国際特許出願第2004/029860号
【非特許文献１】http://www.nfc-forum.org
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　このため、本発明の第1の目的は、非接触型データ送信/受信インタフェースのプロトコ
ルパラメータおよび動作モードパラメータが、設定されることを可能にしながら、実施す
るのが容易であり、長いヘッダフィールドを全く要求しない、NFCチップセットにおいて
データをルーティングするための方法を提供することである。
【００１７】
　本発明が解決することを目指す、第1の問題とは異なる、別の問題は、着信データ(DT1i
nおよびDT2in)のルーティングに関する。着信データが、受信された際、非接触型データ
送信/受信インタフェースCLINTおよびコントローラNFCCは、それらのデータの受信ホスト
プロセッサがいずれであるかを必ずしも知らない。その結果、データは、両方のプロセッ
サに送信され、それらのデータに応答しないことは、それらのデータにかかわりのないプ
ロセッサに任されている。
【００１８】
　国際特許出願第2004/029860号が、着信データをルーティングするための手段として、
非接触型データ伝送チャネルを介して受信されたコマンドの中に位置するAPDU(アプリケ
ーションプロトコルデータユニット)フィールドを使用することを含むルーティング方法
を示唆している。しかし、前記出願の13ページに示されるとおり、その方法は、ルーティ
ングを実施する新たなプロトコルが開発されることを要求し、このことは、非接触型デー
タ伝送チャネルでデータを送信する外部ユニットが、データが、いずれの内部ユニット(
いずれのホストプロセッサ)に向けられているかを指定しなければならないことを意味す
る。
【００１９】
　ところで、多くのアプリケーションでは、データを送信する外部ユニットは、いずれが
、それらのデータを受信するプロセッサであるかを指定するルーティング指示を与えるよ
うに設計されていない。実際、ルーティングは、同一のチップセットのいくつかのプロセ
ッサが、同一の非接触型データ送信/受信インタフェースを共用するという事実に結び付
いた内部問題である。したがって、汎用ルーティングプロトコルが、NFC標準を満たさな
いデバイスに、近い将来、組み込まれる見込みは極めて薄い。例えば、支払いまたは制限
アクセスのために使用される従来の読み取り装置は、非接触型チップカードを宛先とする
認証コマンドおよび/または秘密コード検証コマンドを送信する。したがって、認証中、
そのような読み取り装置は、読み取り装置には、本物の非接触型カードを扱っているのか
、またはカードエミュレーションモードでNFCチップセットを扱っているのかが分からな
い。その結果、そのような読み取り装置は、読み取り装置が送信するアプリケーションデ
ータが、チップセット内部でルーティングされることを可能にするパラメータを送信する
ように設計されていない。
【００２０】
　このため、本発明の別の目的は、NFCチップセットにおいて、非接触型データ伝送チャ
ネルを介して受信されたデータの受信ホストプロセッサが、必ずしもそれらのデータの内
容を分析することを必要とせずに、特定されることを可能にする方法を提供することであ
る。
【課題を解決するための手段】
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【００２１】
　本発明の少なくとも1つの目的は、ホストプロセッサ内に位置する送信元ポイントによ
って送信され、非接触型データ送信/受信インタフェース内に位置する宛先ポイントを指
定する、データパスを開くためのコマンドに応答して、そのデータパスにルーティングチ
ャネル番号を割り当てること、およびルーティングテーブルの中に、そのルーティングチ
ャネル番号、および送信元ポイントの少なくとも1つの識別子と、宛先ポイントの1つの識
別子とを含むルーティングパラメータを保存することにより、送信元ポイントを宛先ポイ
ントにリンクするデータパスを定義するステップと、送信元ポイントによって供給された
データを、ルーティングチャネル番号を含む小さいヘッダフィールドを有するフレームの
中にそれらのデータをカプセル化することにより、宛先ポイントに送信するステップと、
そのルーティングチャネル番号を含むヘッダフィールドを有するフレームの中にカプセル
化されたデータを受信すると、そのルーティングチャネル番号を、宛先ポイントを選択す
る索引として使用することにより、ルーティングテーブルの中でデータの宛先ポイントを
探索するステップとを含む、少なくとも1つのホストプロセッサと、RFIDタイプの非接触
型データ送信/受信インタフェースとを含むチップセットにおいてデータを転送するため
の方法を提供することによって達せられる。
【００２２】
　非接触型データ送信/受信インタフェースが、いくつかの動作モードに従って、かつ、
いくつかの非接触型通信プロトコルに従って構成可能であるチップセットにおいて実施さ
れる一実施形態によれば、方法は、ホストプロセッサ内に位置する送信元ポイントによっ
て送信され、非接触型データ送信/受信インタフェース内に位置する宛先ポイントを指定
する、データパスを開くためのコマンドに応答して、そのデータパスにルーティングチャ
ネル番号を割り当てること、およびルーティングテーブルの中に、そのルーティングチャ
ネル番号、および非接触型データ送信/受信インタフェースの動作モードパラメータと、
非接触型通信プロトコルパラメータとを含むルーティングパラメータを保存することによ
り、送信元ポイントと宛先ポイントの間でデータパスを開くステップと、送信されるべき
データが受信されたデータパスに関して、ルーティングテーブルの中に含まれる動作モー
ドパラメータ、および非接触型通信プロトコルパラメータを使用することにより、非接触
型データ送信/受信インタフェースが、非接触型データ伝送チャネルでデータを送信する
ように、非接触型データ送信/受信インタフェースを構成するステップとを含む。
【００２３】
　少なくとも2つのホストプロセッサを含むチップセットにおいて実施される一実施形態
によれば、ルーティングテーブルは、その2つのホストプロセッサ間でデータパスを開く
のにも使用される。
【００２４】
　一実施形態によれば、方法は、ルーティングテーブルの中に保存されるべき、ルーティ
ングパラメータと、非接触型データ送信/受信インタフェースを構成するための構成パラ
メータとを含むデータパスを作成するためのコマンドを提供するステップを含む。
【００２５】
　一実施形態によれば、ルーティングテーブルは、ホストプロセッサ内に位置する送信元
ポイントを有するデータパスが、作成される、または閉じられると、動的に埋められる、
または空にされる。
【００２６】
　一実施形態によれば、方法は、ホストプロセッサ内に位置する送信元ポイントを有する
データパスをルーティングテーブルの中に事前保存するステップを含む。
【００２７】
　少なくとも2つのホストプロセッサを含むチップセットにおいて実施される一実施形態
によれば、非接触型データ伝送チャネルを介して非接触型データ送信/受信インタフェー
スによってデータが受信されると、そのデータの少なくとも1つの受信ホストプロセッサ
が、少なくとも判定基準として、そのデータが受信された非接触型データ伝送チャネルを
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作成するのに非接触型データ送信/受信インタフェースによって使用された動作モードお
よび非接触型通信プロトコルを使用して識別される。
【００２８】
　一実施形態によれば、本方法は、ルーティングテーブルの中に、非接触型データ送信/
受信インタフェース内に位置する送信元ポイントを有するデータパスを保存し、それらの
データパスのそれぞれに関して、宛先ポイントの少なくとも1つの識別子と、非接触型デ
ータ送信/受信インタフェースの動作モードパラメータと、非接触型通信プロトコルパラ
メータとを事前保存するステップと、非接触型データ伝送チャネルを介して非接触型デー
タ送信/受信インタフェースによってデータが受信されると、そのデータが受信された非
接触型データ伝送チャネルを作成するのに非接触型データ送信/受信インタフェースによ
って使用された動作モードパラメータおよび非接触型通信プロトコルパラメータに対応す
る動作モードパラメータおよび非接触型通信プロトコルパラメータを有するデータパスを
、ルーティングテーブルの中で探索することにより、そのデータの少なくとも1つの宛先
ポイントを特定するステップとを含む。
【００２９】
　一実施形態によれば、ルーティングテーブルの中に保存される送信元ポイントまたは宛
先ポイントは、ホストプロセッサによって実行されるサービスである。
【００３０】
　一実施形態によれば、ルーティングテーブルの中に格納されるルーティングパラメータ
は、宛先ポイントに送信されるデータのコピーを受信しなければならない通知ポイントの
識別子も含む。
【００３１】
　一実施形態によれば、方法は、ホストプロセッサが、SIMカード集積回路などのセキュ
ア回路であるチップセットにおいて実施される。
【００３２】
　また、本発明は、RFIDタイプの非接触型データ送信/受信インタフェースと、コントロ
ーラと、非接触型データ送信/受信インタフェースをホストプロセッサにリンクする少な
くとも1つの入力/出力ポートとを含む、データを送信/受信するためのデバイスであって
、コントローラは、ホストプロセッサ内に位置する送信元ポイントによって送信され、非
接触型データ送信/受信インタフェース内に位置する宛先ポイントを指定する、データパ
スを開くためのコマンドに応答して、そのデータパスにルーティングチャネル番号を割り
当てること、およびルーティングテーブルの中に、そのルーティングチャネル番号、およ
び送信元ポイントの少なくとも1つの識別子と、宛先ポイントの1つの識別子とを含むルー
ティングパラメータを保存することにより、送信元ポイントと宛先ポイントの間でデータ
パスを開き、そのルーティングチャネル番号を含むヘッダフィールドを有するフレームの
中にカプセル化されたデータを受信すると、そのルーティングチャネル番号を、宛先ポイ
ントを選択する索引として使用して、ルーティングテーブルの中でデータの宛先ポイント
を探索するように構成される、デバイスにも関する。
【００３３】
　一実施形態によれば、非接触型データ送信/受信インタフェースは、いくつかの動作モ
ードに従って、かつ、いくつかの非接触型通信プロトコルに従って構成可能であり、コン
トローラは、ホストプロセッサ内に位置する送信元ポイントによって送信され、非接触型
データ送信/受信インタフェース内に位置する宛先ポイントを指定する、データパスを開
くためのコマンドに応答して、そのデータパスにルーティングチャネル番号を割り当てる
こと、およびルーティングテーブルの中に、そのルーティングチャネル番号、および非接
触型データ送信/受信インタフェースの動作モードパラメータと、非接触型通信プロトコ
ルパラメータとを含むルーティングパラメータを保存することにより、送信元ポイントと
宛先ポイントの間でデータパスを開くように構成され、非接触型データ送信/受信インタ
フェースは、送信されるべきデータが受信されたデータパスに関して、ルーティングテー
ブルの中に含まれる動作モードパラメータ、および非接触型通信プロトコルパラメータを
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使用することにより、非接触型データ伝送チャネルでデータを送信するように構成される
。
【００３４】
　一実施形態では、デバイスは、少なくとも2つの入力/出力ポートを含み、コントローラ
は、2つのホストプロセッサ間でデータパスを開くのにもルーティングテーブルを使用す
る。
【００３５】
　一実施形態によれば、コントローラは、ルーティングパラメータと、非接触型データ送
信/受信インタフェースを構成するための構成パラメータとを含む、データパスを作成す
るためのコマンドを復号化し、ルーティングテーブルの中に、コマンドの中に存在するル
ーティングパラメータおよび構成パラメータを保存するように構成される。
【００３６】
　一実施形態によれば、コントローラは、ホストプロセッサ内に位置する送信元ポイント
を有するデータパスが、作成される、または閉じられると、ルーティングテーブルを動的
に埋める、または空にするように構成される。
【００３７】
　一実施形態によれば、ホストプロセッサは、ルーティングテーブルの中に、ホストプロ
セッサ内に位置する送信元ポイントを有するデータパスを事前保存するように構成される
。
【００３８】
　一実施形態によれば、コントローラまたは非接触型データ送信/受信インタフェースは
、非接触型データ伝送チャネルを介して非接触型データ送信/受信インタフェースによっ
てデータが受信されると、判定基準として、そのデータが受信された非接触型データ伝送
チャネルを作成するのに非接触型データ送信/受信インタフェースによって使用された動
作モードおよび非接触型通信プロトコルを使用することにより、データの宛先ポイントを
特定するように構成される。
【００３９】
　一実施形態によれば、コントローラは、ルーティングテーブルの中に、非接触型データ
送信/受信インタフェース内に位置する送信元ポイントを有するデータパスを保存し、そ
れらのデータパスのそれぞれに関して、宛先ポイントの少なくとも1つの識別子と、非接
触型データ送信/受信インタフェースの1つの動作モードパラメータと、1つの非接触型通
信プロトコルパラメータとを事前保存し、非接触型データ伝送チャネルを介して非接触型
データ送信/受信インタフェースによってデータが受信されると、そのデータが受信され
た非接触型データ伝送チャネルを作成するのに非接触型データ送信/受信インタフェース
によって使用された動作モードパラメータおよび非接触型通信プロトコルパラメータに対
応する動作モードパラメータおよび非接触型通信プロトコルパラメータを有するデータパ
スを、ルーティングテーブルの中で探索することにより、そのデータの少なくとも1つの
宛先ポイントを特定するように構成される。
【００４０】
　一実施形態によれば、ルーティングテーブルの中に保存される送信元ポイントまたは宛
先ポイントは、ホストプロセッサによって実行されるサービスである。
【００４１】
　一実施形態によれば、ルーティングテーブルの中に格納されるルーティングパラメータ
は、宛先ポイントに送信されるデータのコピーを受信しなければならない通知ポイントの
識別子も含む。
【００４２】
　一実施形態によれば、デバイスは、SIMカード集積回路などのセキュア回路によって形
成されるホストプロセッサにリンクされる。
【００４３】
　本発明の以上、およびその他の目的、特徴、および利点は、添付の図と関連して与えら
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れる本発明の方法の以下の説明においてより詳細に説明されるが、それらの図に限定され
ない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４４】
(本発明の第1の態様:ルーティングテーブルの使用に基づいてデータをルーティングする
ための方法)
　図4は、本発明によるルーティング方法の実施を概略で示す。この方法は、「NFCR2」と
して示されるNFC読み取り装置と、既に前述したホストプロセッサHP1、HP2とを含むNFCチ
ップセットにおいて実施される。読み取り装置NFCR2は、前述した読み取り装置NFCR1と同
一のユニットを含み、特に、コントローラNFCCと、アンテナ回路ACTを備えた非接触型デ
ータ送信/受信インタフェースCLINTとを含む。簡明にするため、インタフェースCLINTは
、3つのプロトコルPTi、すなわち、プロトコルPT1(ISO 14443-Aまたは「ISOA」)、プロト
コルPT2(ISO 14443-Bまたは「ISOB」)、およびプロトコルPT3(ISO 15693または「ISO15」
)に従ってだけ、データを送信または受信することができるものと想定される。インタフ
ェースCLINTは、3つの前述した動作モードMi、すなわち、M1(「読み取り装置」モード)、
M2(「カードエミュレーション」モード)、およびM3(「デバイス」モード)をさらに有する
。
【００４５】
　チップセットにおけるデータストリームの送信元ポイントまたは宛先ポイントは、P1(
ホストプロセッサHP1内に位置するポイント)、P2(ホストプロセッサHP2内に位置するポイ
ント)、およびP3(非接触型インタフェースCLINT内に位置するポイント)で表される。
【００４６】
　本発明によれば、NFC読み取り装置のコントローラNFCCは、以下の特性を有するHCI(ホ
ストコンピュータインタフェース)プロトコルのアドミニストレータとして使用される。
すなわち、
　ルーティングチャネル番号CHANiによってそれぞれが識別されるデータパスが保存され
る、ルーティングテーブルRTの使用、
　データパス(ルーティングチャネル)が管理されることを可能にするコマンドCMD、特に
、データパスを開閉するためのコマンドの使用、および
　ルーティングチャネル番号CHANiを含む小さなヘッダフィールドと、データフィールド(
DATA)とを含むデータフレームDFの使用である。
【００４７】
　ルーティングテーブルの中に保存されたデータパスは、少なくとも以下のパラメータに
よって互いに区別される。すなわち、
　CHANi、IDsp、IDdp、Mi、PTiである。
CHANiは、データパスに割り当てられたルーティングチャネル番号であり、IDspは、デー
タパスの送信元ポイントの識別子であり、IDdpは、データパスの宛先ポイントの識別子で
あり、MiおよびPTiは、非接触型データ伝送チャネルを介してデータを送信または受信す
るのにインタフェースCLINTによって使用される動作モードおよび非接触型通信プロトコ
ルである。
【００４８】
　ルーティングコマンドの例、およびデータフレームの例は、この説明の不可分の一部で
ある付録1で説明される。簡明のため、提供されることが可能なコマンドのすべてを、本
明細書で説明することはしない。付録1は、経路を作成するため、経路を変更するため、
および経路を削除するための不可欠なコマンド、およびそのようなコマンドに対する応答
(確認メッセージまたはエラーメッセージ)を説明する。また、付録1は、有利には、8ビッ
トだけを含む小さいヘッダフィールドを有する、データフレームDFのフォーマットも説明
する。
【００４９】
　データパスを開くため、閉じるため、または変更するためのコマンドは、ホストプロセ
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ッサHP1、HP2のいずれかによって、またはインタフェースCLINTによって送信され、コン
トローラNFCCによって処理される。それらのコマンドは、問題のデータパスに関して、イ
ンタフェースCLINTの動作モードMiおよびプロトコルPTiを指定する。データパスを開くこ
とが、ホストプロセッサHP1またはHP2のいずれかによって要求された場合、コマンドの中
に含まれるモードMiおよびプロトコルPTiが、コントローラNFCCによって、データパスを
介して受信されるデータを送信するのにインタフェースCLINTが作成しなければならない
非接触型通信チャネルに関して、インタフェースCLINTを構成するのに使用される。デー
タパスを開くことが、インタフェースCLINTによって要求された場合、インタフェースCLI
NTによって送信されたコマンドの中で指定された動作モードMiおよびプロトコルPTiが、
情報をもたらし、インタフェースCLINTが、データパスでインタフェースCLINTが伝送する
ことを望むデータを受信した動作モードおよびプロトコル条件を指定する。
【００５０】
　データパスの実際の作成は、HCIアドミニストレータ(「HCI ADMIN」)としてのコントロ
ーラNFCCによって実行される。データパスを作成するためのコマンド(「経路作成」コマ
ンド)が、受信され、受け付け可能である場合、コントローラNFCCは、ルーティングチャ
ネル番号CHANiをその経路に割り当て、次に、ルーティングテーブルRTの中に、コマンド
の中で示されるパラメータIDsp、IDdp、Mi、PTiを書き込み、次に、コマンドを送信した
エンティティに、確認メッセージを送信する。
【００５１】
　コントローラNFCCによって作成されたルーティングテーブルの例が、この説明の不可分
の一部である、付録2のテーブル1によって説明される。このルーティングテーブルは、プ
ロセッサHP1またはHP2のいずれかのプロセッサ内に位置する送信元ポイント(すなわち、
送信元ポイントP1またはP2)を有する経路を開くための一連のコマンドを受信した後に、
作成される。オプションとして、コントローラは、データパスの中を流れるデータのコピ
ーを受信するように意図される2次受信ポイントを定義することができる。2次受信側また
は通知ポイントは、データが、他方のホストプロセッサに通知されなければならないデー
タパスをコントローラに示す通知テーブル(図示せず)を使用してコントローラによって特
定される。テーブル1では、静的に提示されるが、ルーティングテーブルは、動的であり
、コントローラNFCCによって受信される作成コマンド、変更コマンド、または削除コマン
ドに応じて、リアルタイムで更新される。
【００５２】
　代替の実施形態では、ルーティングテーブルは、静的であり、例えば、ホストプロセッ
サのいずれかのプロセッサの要求時、およびチップセットがオンにされた際に、コントロ
ーラNFCCによって事前保存されている。付録2のテーブル2は、送信元ポイントとして、ホ
ストプロセッサHP1、HP2内に位置するポイントP1またはP2を有する事前保存されたルーテ
ィングテーブルの例を説明する。また、チャネル番号CHANiも、可能な各ルーティング構
成に関して、テーブルの中に事前保存されることが可能である。そのような事前保存され
たテーブルでは、テーブルの各行(1行が、ルーティングチャネルに対応する)の中で、「
ビジー」フィールドが、提供される。コントローラNFCCは、「1」という値を「ビジー」
フィールドの中に、コントローラNFCCが、対応するデータパスを開いた際に書き込み、デ
ータパスを削除するためのコマンドに応答して、「0」という値を書き込む。
【００５３】
　また、データフレームの中で受信されるデータの伝送も、コントローラNFCCの制御下に
あり、コントローラNFCCは、ルーティングテーブルを参照して、それらのデータの宛先ポ
イントを特定する。有利には、付録1で説明されるデータフレームのフォーマットで見る
ことができるとおり、プロセッサにデータを送信する送信元ポイントが、使用されるルー
ティングチャネルのすべてのパラメータを指定することは必要ない。すなわち、データフ
レームのヘッダフィールドは、パラメータ化ビットTおよびLと、6チャネル番号ビットだ
けを含む(63のデータパスが、同時にルーティングされることを可能にし、チャネル「0」
は、HCIプロトコルの管理のために確保されている)。
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【００５４】
　このため、データフレームを受信すると、コントローラNFCCは、ルーティングテーブル
の中で指定された宛先ポイントにそのデータを送り返すことを、チャネル番号を、ルーテ
ィングテーブルの中でその宛先ポイント(および、場合により、通知ポイントも)を見つけ
る索引として使用して、行う。宛先ポイントが、ポイントP3(インタフェースCLINT)であ
る場合、コントローラNFCCは、インタフェースCLINTが、ルーティングテーブルの中に含
まれる非接触型プロトコルPTi情報および動作モードMi情報に従って、非接触型データ伝
送チャネルでデータを送信するように、インタフェースCLINTのパラメータを設定する。
代替の実施形態では、インタフェースCLINTは、データフレームの中でデータが受信され
ると、ルーティングテーブルを読み取ることにより、インタフェースCLINTのパラメータ
を自ら設定する(これは、コントローラNFCCの権限の一部が、インタフェースCLINTに委譲
されることを要求する)。
【００５５】
　このため、本発明の別の利点は、動作モードMiパラメータおよび非接触型通信プロトコ
ルPTiパラメータをデータフレームのヘッダの中に含める必要なしに、ルーティングテー
ブルが、インタフェースCLINTのパラメータが設定されることを可能にすることである。
したがって、本発明によるルーティングテーブルは、その言葉の従来の意味での単純なル
ーティングテーブルではなく、パラメータ化テーブルも形成する。
【００５６】
　付録2のテーブル3は、インタフェースCLINTの要求で作成されるデータパス(P3を送信元
ポイントとして有する)を含む動的ルーティングテーブルの例を説明する。プリアンブル
で示されるとおり、着信データ(非接触型通信チャネルを介して受信されたデータ)のルー
ティングによってもたらされる問題は、インタフェースCLINTおよびコントローラNFCCが
、それらのデータの受信ホストプロセッサがいずれであるのかを必ずしも知らないことで
ある。その結果、インタフェースCLINTの要求でコントローラNFCCによって、この場合に
作成されるルーティングテーブルは、データが、2つのホストプロセッサHP1、HP2内に位
置する両方の宛先ポイントP1、P2に送信されなければならないことを示し、そのデータに
応答せず、他方のホストプロセッサに、インタフェースCLINTに応答データを送信させて
おくのは、そのデータにかかわりのないホストプロセッサに任されている。
【００５７】
　この場合、ホストプロセッサHP1、HP2のいずれかの要求で、またはインタフェースCLIN
Tの要求で作成されるデータパスは、好ましくは、双方向であることに留意されたい。こ
のため、例えば、モードパラメータM2およびプロトコルPT2によって定義される非接触型
通信チャネルでデータを送信するのに、プロセッサHP1内に位置するポイントP1によって
データパスが作成されると、モードM2で、プロトコルPT2に従ってインタフェースCLINTに
よって受信されたすべてのデータが、そのデータパスで送信され、したがって、ポイント
P1によって受信される。また、双方向データパスを提供することは、異なる送信元ポイン
トおよび/または宛先ポイントを有する2つの双方向パスが、インタフェースCLINTに関し
て同一のモードMiパラメータ、および同一のプロトコルPTiパラメータを使用するのを防
止することにより、競合を管理することを含意することも、当業者には認められよう。例
えば、テーブル1によって説明されるルーティングテーブルは、共存することができない
データパス(例えば、チャネル1とチャネル9、これらのデータパスは、例示としてだけ、
同一のテーブルの中に記載されている)を表す。
【００５８】
(本発明の第2の態様:非接触型インタフェースのモードパラメータおよびプロトコルパラ
メータに従って着信データをルーティングすること)
　本発明は、この場合、以下の2つの所見に基づく。すなわち、
　1)NFCチップセット内に存在するホストプロセッサは、それらのプロセッサの性質(セキ
ュアであるか否か、SIMカードプロセッサまたはベースバンドプロセッサ)、それらのプロ
セッサの処理能力、およびそれらのプロセッサが含む処理ユニットに起因して、あるアプ
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リケーション、またはあるタイプのアプリケーションに「特化」している。
　2)NFCチップセットが管理しなければならない様々なアプリケーションのなかで、各ア
プリケーション、または各タイプのアプリケーションは、一般に、非接触型データ送信/
受信インタフェースCLINTの特定された動作モード、および特定された非接触型通信プロ
トコル(PT1、PT2、PT3など)に対応する。
【００５９】
　その結果、インタフェースCLINTの動作モードMiと、プロトコルPTiとの組合せは、特定
のホストプロセッサによって管理されるように意図されるタイプのアプリケーションに対
応することが可能である。このことは、図1で見ることができ、図1では、エミュレーショ
ンモードのセキュアアプリケーションAP2が、一般に、SIMカード(プロセッサHP2)によっ
て管理されるのに対して、タイプAP3の非セキュアアプリケーション(例えば、ポイントツ
ーポイントファイル転送)は、より高い処理能力のため、および転送のセキュリティ確保
の欠如のため、好ましくは、ベースバンドプロセッサによって管理されることを見て取る
ことができる。さらに、エミュレーションモードのセキュアアプリケーションは、一般に
、ISOAプロトコルおよびISOBプロトコルに基づくのに対して、より大きい通信距離を提供
するISO 13693モードは、ホストプロセッサHP1によって生じさせられ、プロセッサHP2が
、SIMカードである場合、プロセッサHP2によっては生じさせられない非セキュアなアプリ
ケーションを優先的に対象とする。
【００６０】
　このため、本発明によれば、着信データルーティング規則は、データが受信される際に
従った、インタフェースCLINTの動作モードMi、および非接触型通信プロトコルPTiに従っ
て事前定義される。所定のルーティング規則は、例えば、以下のとおりである(ただし、
以下の例には限定されない)。すなわち、
　インタフェースCLINTが、ISOA読み取り装置モードでデータを受信した場合、そのデー
タは、ホストプロセッサHP1に優先的に送信され、ホストプロセッサHP2に通知され、
　インタフェースCLINTが、ISOB読み取り装置モードでデータを受信した場合、そのデー
タは、ホストプロセッサHP1に優先的に送信され、ホストプロセッサHP2に通知され、
　インタフェースCLINTが、ISO 15693読み取り装置モードでデータを受信した場合、その
データは、ホストプロセッサHP2に優先的に送信され、ホストプロセッサHP1には通知され
ず、
　インタフェースCLINTが、ISOAカードエミュレーションモードでデータを受信した場合
、そのデータは、ホストプロセッサHP2に優先的に送信され、ホストプロセッサHP1には通
知されず、
　インタフェースCLINTが、ISOBカードエミュレーションモードでデータを受信した場合
、そのデータは、ホストプロセッサHP1に優先的に送信され、ホストプロセッサHP2には通
知されず、
　インタフェースCLINTが、ISO 15693カードエミュレーションモードでデータを受信した
場合、そのデータは、ホストプロセッサHP2だけに通知され、ホストプロセッサHP1には送
信されることも、通知されることもなく、
　インタフェースCLINTが、ISOA「デバイス」モード(マッチングは、ホストプロセッサHP
1によって管理される)でデータを受信した場合、そのデータは、ホストプロセッサHP1に
優先的に送信され、ホストプロセッサHP2に通知され、
　インタフェースCLINTが、ISOB「デバイス」モードでデータを受信した場合、そのデー
タは、ブロックされ(アクションなし)、
　インタフェースCLINTが、ISO 15693「デバイス」モード(マッチングは、ホストプロセ
ッサHP1によって管理される)でデータを受信した場合、データは、ホストプロセッサHP1
に優先的に送信され、ホストプロセッサHP2に通知される。
　以上の規則セットにより、着信データルーティングテーブルが、付録2のテーブル4によ
って説明されるとおり、定義されることが可能になる。このルーティングテーブルは、静
的であり、例えば、セキュアプロセッサHP2の要求時、およびNFCチップセットがオンにさ
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れた際に、コントローラNFCCによって事前保存される。このテーブルは、リアルタイムで
変更されることが可能であることが、理解されよう。
【００６１】
　本発明の第2の態様は、以上に説明したばかりの方法による着信データのルーティング
が、従来のHCIプロトコルを使用して、すなわち、ルーティングテーブルと、小さいヘッ
ダフィールドを有するデータフレームとを使用することなく、実施されることが可能であ
る限りで、第1の態様とは独立であることが、当業者には認められよう。
【００６２】
(本発明による方法が実施されることを可能にするNFC読み取り装置のハードウェアアーキ
テクチャおよびソフトウェアアーキテクチャの実施例)
　図5は、図4の読み取り装置NFCR2のハードウェアアーキテクチャの実施例を示す。この
読み取り装置は、以下を含む。すなわち、
　既に説明したコントローラNFCCおよびインタフェースCLINT、
　ROMタイプ(読み取り専用メモリ)のプログラムメモリMEM1と、RAMタイプ(ランダムアク
セスメモリ)のデータメモリMEM2と、ルーティングテーブルRTが保存されるEEPROMタイプ
の電気的に消去可能なプログラマブルメモリMEM3とを含むメモリアレイ、
　DESアルゴリズムと、ECC(誤り訂正符号)アルゴリズムとを含む認証-誤り訂正回路AUTHC
T、
　ホストプロセッサHP1が、この場合、接続される、UART(汎用非同期送受信)タイプの接
続ポートINT1、
　ホストプロセッサHP2が、この場合、接続される(プロセッサHP2は、この場合、SIMカー
ドであるものと想定される)、ISO 7816タイプの接続ポートINT2、
　第3のホストプロセッサ、例えば、別のセキュアカードが、接続されることを可能にす
る、SWP(シングルワイヤプロトコル)タイプの接続ポートINT3、
　メモリアレイ、コントローラNFCC、インタフェースCLINT、およびポートINT1、INT2、I
NT3をリンクするデータバスDTBおよびアドレスバスADB、および
　コントローラNFCCが、以上の様々な要素に読み取りおよび/または書き込みの制御およ
びアクセスを行うことを可能にするコントローラバスCTBである。
【００６３】
　インタフェースCLINT、およびポートINT1、INT2、INT3はそれぞれ、データバスおよび
アドレスバスを介して書き込みアクセス可能、および読み取りアクセス可能な、パラレル
入力を有する入力バッファBUF1と、パラレル出力を有する出力バッファBUF2とを有する。
このため、ホストプロセッサHP1、HP2と、コントローラNFCCまたはインタフェースCLINT
との間におけるルーティングコマンドまたはデータフレームを形成するデータの交換は、
バッファBUF1、BUF2のサイズのデータブロックによって実行され、コントローラNFCCによ
ってペースが調整される。
【００６４】
　図6は、読み取り装置NFCR2およびホストプロセッサHP1、HP2のソフトウェアアーキテク
チャの実施例を示す。このソフトウェアアーキテクチャは、チップセットの各要素に関し
て、最低レベル(データリンクレイヤ)から最高レベル(アプリケーションレイヤ)までに及
ぶいくつかのソフトウェアレイヤを含む。図6のそれらのソフトウェアレイヤの表現は、
本発明によるNFCチップセットの現実のソフトウェアアーキテクチャと比べて簡略化され
ているが、本明細書で提案されているように本発明を実施することを所望する当業者には
、十分である。
【００６５】
　各ホストプロセッサHP1、HP2は、レベルの低い方から高い方の順に、以下の少なくとも
4つのソフトウェアレイヤを含む。すなわち、
　ホストプロセッサが、コントローラNFCCとデータを交換することができるようにするハ
ードウェア要素の動作を管理する最低レベルレイヤHWML(ハードウェア管理レイヤ)。これ
は、例えば、プロセッサHP1のためのUARTインタフェースの管理レイヤ、およびプロセッ
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サHP2のためのISO 7816インタフェースの管理レイヤである。
　通信ポートINT1、INT2、INT3のプロトコルを管理するINTPL(インタフェースプロトコル
レイヤ)レイヤ。これは、例えば、プロセッサHP1のためのUARTプロトコルの管理レイヤ、
およびプロセッサHP2のためのISO 7816プロトコルの管理レイヤである。
　本発明に従ってHCIプロトコルを管理する、すなわち、前述した、付録1におけるコマン
ドを生成すること、およびそのようなコマンドに対する応答メッセージを処理することに
より、通信チャネルの作成を管理するHCILレイヤ。このレイヤは、このレイヤに実質的に
トランスペアレントであるINTPLレイヤおよびHWMLレイヤの上にある。
　図2および図4に示されるRFIDアプリケーションのようなRFIDアプリケーション(チップ
カードまたは電子タグを読み取ること、チップカードのエミュレーション、ファイルを交
換する外部プロセッサとの「デバイスツーデバイス」モードの対話など)を管理する高レ
ベルアプリケーションレイヤAPL。このレイヤは、それぞれがセキュアまたは非セキュア
であり(プロセッサの内部リソースに応じて)、それぞれが、しかじかのタイプのプロトコ
ルPTiと、インタフェースCLINTのしかじかの動作モードMiとを使用する、いくつかのアプ
リケーションプログラムを含むことが可能である。このため、この高いレベルのレイヤは
、このレイヤに実質的にトランスペアレントである、本発明によるHWMLレイヤ、INTPLレ
イヤ、およびHCILレイヤの上にある。本発明によるHCILレイヤのおかげで作成されたデー
タパスを介するデータ転送の迅速さが、有利には、アプリケーションレイヤAPLのパフォ
ーマンスの大幅な向上をもたらす。
【００６６】
　本発明による別の有利な態様によれば、ホストプロセッサ内に位置する送信元ポイント
P1または宛先ポイントP2は、「サービス」(特定されたアプリケーション)である。それら
のサービスはそれぞれ、他のサービスとは独立に、コントローラNFCCに、インタフェース
CLINT(前述したとおり、モードおよびプロトコルの衝突を被る)を同時に使用するデータ
パスを作成するよう求めることができる。このため、このソフトウェアアーキテクチャは
、サービスが、データパスの送信元ポイントまたは宛先ポイントとして実施されることを
可能にし、2つのエンティティ間で、例えば、2つのホストプロセッサ間、またはホストプ
ロセッサと非接触型データ送信/受信インタフェースの間で、いくつかのデータパスが、
同時に作成されることを可能にする。
【００６７】
　実質的に同様に、コントローラNFCCは、以下のソフトウェアレイヤを含む。すなわち、
　ホストプロセッサ内に存在するレイヤ、HWMLおよびINTPLと同一のタイプの2つのレイヤ
、HWML1およびINTPL。図を簡明にするため、それらのレイヤは、プロセッサNFCC内に表さ
れているが、現実には、コントローラの一部と考えられるポートINT1およびINT2、および
バスADB、DTB、CTBに位置する。実際、UARTプロトコルおよび7816プロトコルの処理は、
この場合、バスADB、DTB、CTBを介して、入力バッファBUF1および出力バッファBUF2をコ
ントローラに提供する、ポートINT1、INT2において実行される。
　データフレームまたはコマンドを、バッファと同一のサイズのデータブロックに分解す
ることにより、コントローラが、バスADB、DTB、CTBを介して、バッファBUF1に書き込む
こと、およびバッファBUF2を読み取ることを可能にする別の低いレベルのレイヤ、HWML2
。
　ルーティングアドミニストレータとして、ホストプロセッサHP1、HP2のHCILレイヤと対
話するHCI-ADMIN-LレイヤまたはHCIプロトコル管理レイヤ。したがって、このレイヤは、
前述したデータパス割り当てタスクを実行し、低いレベルのレイヤHWML2を介して、ルー
ティングテーブルRTに読み取りアクセスおよび書き込みアクセスを行う。
　インタフェースCLINTを管理し、非接触型通信チャネルでデータを送信するのに、イン
タフェースCLINTが入らなければならないモードMiと、使用されるべきプロトコルPTiとを
示すCLINTCL(非接触型インタフェース制御レイヤ)レイヤ。この目的で、CLINTCLレイヤは
、ルーティングテーブルの中に存在するパラメータPTiおよびMiを使用する。より詳細に
は、HCI-ADMIN-Lレイヤが、データパスを開くためのコマンドに応答して、それらのパラ
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メータをルーティングテーブルの中に書き込むのに対して、CLINTCLレイヤは、ホストプ
ロセッサHP1、HP2によって送信されたデータフレームのチャネル番号を索引として使用し
て、テーブルの中でそれらのパラメータを探索する。また、このレイヤは、非接触型デー
タ受信モードでインタフェースCLINTを制御して、モード(読み取り装置モード、エミュレ
ーションモード、およびデバイスモード)のスキャンを実行して、各モードで、着信デー
タを探索するよう、インタフェースCLINTに周期的に求める。このことは、インタフェー
スCLINTが、定期的な間隔で磁界を放射して、インタフェースCLINTのポーリング範囲内に
存在する可能性がある非接触型カードまたは非接触型タグ(または非接触の形で動作する
他の可搬の物体)にポーリングを行うことを意味する。また、インタフェースCLINTは、定
期的な間隔で、リッスンモード(「エミュレーション」モード)に入って、アクティブモー
ドの読み取り装置が、ポーリングメッセージを送信しているかどうかを検出する。
　ホストプロセッサと同様に、アプリケーションを独自で管理することができるオプショ
ンのレイヤ、APL。実際、これまで、本発明の目的の範囲内に留まるように、説明してこ
なかったが、アプリケーションは、NFC読み取り装置自体によって扱われることも可能で
ある。そのケースでは、図6に示される実施形態において該当するように、インタフェー
スCLINTが、INTPLレイヤを備えている場合、本発明によるHCI通信チャネルを介して送る
ことにより、コントローラNFCCとインタフェースCLINTの間でデータが、通信されること
が可能である。
【００６８】
　最後に、インタフェースCLINTは、以下のソフトウェアレイヤを含む。すなわち、
　コントローラNFCC側で、バスADB、DTB、CTBを介してデータバッファBUF1、BUF2を管理
する、コントローラNFCCのレイヤHWML2と均等の、低いレベルのレイヤHWML。
　インタフェースCLINTが、本発明によるHCIプロトコルと適合するようにし、本発明のさ
らなる実施の可能性(特に、インタフェースCLINT自体が、データフレームを生成して、非
接触型通信チャネルを介して受信されたデータをホストプロセッサに送信すること)を提
供するHCILレイヤ(前述した)。
　アンテナ回路ACT側で、動作モードM1、M2、M3、およびプロトコルPT1、PT2、PT3の実施
のために、アンテナ回路ACTに印加される、または回路ACTによって受信される電気信号を
制御する、または処理するCLPTL(非接触型プロトコルレイヤ)レイヤおよびMCL(モード制
御レイヤ)レイヤ。
　コントローラ側に位置するレイヤと、アンテナ回路側に位置するレイヤの間で、インタ
フェースCLINTにおいて定義されるいくつかの送信元ポイントP3または宛先ポイントP3が
、ホストプロセッサHP1、HP2のアプリケーションレイヤAPLにおける複数のポイントP1、P
2を有するいくつかのデータパスを作成することを可能にする高いレベルのサービスレイ
ヤ、HLSL。この高いレベルのアーキテクチャは、オプションであり、インタフェースCLIN
T内に実質的に位置する複数のポイントP3は、コントローラNFCCによって管理されること
が可能であるものと理解される。
【００６９】
　本明細書で、単に例として説明される、コマンドのフォーマット(特に、ビット「T」を
取り除き、8ビットのヘッダフィールドを保ちながら、64のルーティングチャネルではな
く、124のルーティングチャネルを得ることができる)と、ルーティングテーブルのフォー
マットの両方、およびルーティングテーブルの静的管理または動的管理、あるいは同時に
その両方に関して、本発明の様々な代替の実施形態が可能であることが、当業者には理解
されよう。
【００７０】
(説明の不可分の一部を形成する付録1)
(A/ルーティングコマンドの例)
【００７１】
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【表１】

【００７２】
(コマンドおよび応答メッセージの例)
【００７３】

【表２】

【００７４】

【表３】

【００７５】
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【表４】

【００７６】
【表５】

【００７７】
【表６】

【００７８】
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【表７】

【００７９】
(B/データフレームの例)
T=データフレーム、またはデータフレームに対する応答を表す0
L=256バイトのデータのフレームの場合、0
L=64Kバイトのデータの場合、1
DL=バイト単位のデータの長さ
DATA=アプリケーションデータ
CHANi=ルーティングチャネル番号
【００８０】
【表８】

【００８１】
【表９】

【００８２】
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【表１０】

【００８３】
【表１１】

【００８４】
(説明の不可分の一部を形成する付録2－ルーティングテーブルの例)
【００８５】



(23) JP 4745283 B2 2011.8.10

10

20

30

40

50

【表１２】

【００８６】
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【表１３】

【００８７】
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【表１４】

【００８８】
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【表１５】

【図面の簡単な説明】
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【００８９】
【図１】NFCチップセットの従来のアーキテクチャ、およびNFCチップセットが対話するこ
とができる非接触型回路を示すブロック図である。
【図２】移動電話機に組み込まれたNFCチップセットの様々なアプリケーションを示す図
である。
【図３Ａ】図1のNFCチップセット内に存在するNFC読み取り装置の従来のアーキテクチャ
を示すブロック図である。
【図３Ｂ】NFCチップセットを通過する、様々なアプリケーションに対応するデータスト
リームを示す図である。
【図４】NFCチップセットにおける本発明によるルーティング方法の実施を示す概略図で
ある。
【図５】図4のチップセット内に存在するNFC読み取り装置のハードウェアアーキテクチャ
の実施例を示す図である。
【図６】図5のNFC読み取り装置のソフトウェアアーキテクチャの実施例を示す図である。
【符号の説明】
【００９０】
　ACT　アンテナ回路
　CLINT　非接触型データ送信/受信インタフェース
　CMD　コマンド
　DF　データフレーム
　HP1、HP2　ホストプロセッサ
　NFCC　コントローラ
　NFCR　読み取り装置
　RT　ルーティングテーブル

【図１】 【図５】
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【図３Ｂ】
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