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電波の輻射に制約のある屋内無線環境における
秘密分散法を用いた通信エリアの拡大手法
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概要：本稿では，屋内に展開される無線環境において，情報漏洩抑制の観点から屋外への電波の輻射に制
約のある無線ネットワークを対象に，情報漏洩を抑制するための必要な輻射抑圧の制約を情報量的な視点
から見直すことで，屋内の通信エリアを拡大する手法を提案する．屋外への不必要な電波の輻射を抑圧す
ることにより，屋外への情報の漏洩を遮断し，情報の伝達領域を屋内に閉じたセキュアな無線ネットワー
クを構築できる．一方で，屋外に対して十分な輻射抑圧が行えない状況では，こうした制約により，屋内
の通信エリアが縮小するという問題が生じる．本稿では，情報の分散管理手法として注目される秘密分散
法に着目する．そのうえで，送信情報の伝達を複数の分散情報に分けて管理を行い，屋外に対する輻射抑
圧の制約を緩和させることで，屋内の無線環境において通信エリアを拡大する手法を提案する．屋内の無
線環境を模擬したシミュレーション実験の結果，屋外への情報の漏洩を遮断しつつ，屋内の通信エリアを
大きく拡大できることを確認した．
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Abstract: The authors will propose a wide coverage area creation method in an indoor wireless communication environment with radiation-constraint wireless nodes within a condition that the transmitted information can only be conveyed in an indoor wireless space. The authors have proposed a radiation suppression
technique to create such a highly secured indoor communication environment. However due to the strict limitation of the radiation constraint, the coverage area will be deeply shrunken when decent radio suppression
cannot be attained at the node. This paper will propose a distributed radiation suppression technique using
a secret sharing method to widen the coverage area of the indoor wireless network by relaxing the radiation
constraint imposed on the wireless nodes. Computer simulation confirms that a wide coverage area can be
created in an indoor wireless space while suppressing information leakage to the outside of the network.
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近年，個人周辺の情報伝達を支える通信手段として無線

LAN に代表される無線ネットワークが広く普及し，プラ
イベートな環境でのアクセスネットワークとして，家庭や
オフィス等の利用を中心に様々な環境で使用されている．
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その一方で，こうした無線ネットワークでは，個人情報を

な機器に AAA を設置することを想定し，アンテナ素子数

含む様々な情報を伝送するため，情報セキュリティに対す

が十分に確保できる状況を想定して検討を進めてきた．こ

る要求は高く，セキュアな通信が求められている [1], [2]．

うした状況では，上記の手法は大きな効果があるといえる．

プライベートな環境で用いられる無線ネットワークの多く

しかしながら，現在，小型のタブレット端末に代表される

は，ISM 帯等の比較的周波数の低いマイクロ波帯の電波を

ように無線端末の形状は多様化しており，必ずしも十分な

使用する．そのため，遮蔽物が多い屋内の複雑な環境にお

数のアンテナ素子を設置できない状況が増えている．

いても，伝搬による減衰を小さく抑え，安定した通信環境

本稿では，以上に述べた背景の下，屋外への電波の輻射

を構築できる．その一方で，放射された電波は広く反射，

に制約のある無線ネットワークにおいて，従来の提案では

回折を繰り返しながら伝搬するため，送信者の意図に反し

端末の大きさや形状等から十分な輻射抑圧ができず，屋内

て屋外の広い領域へ電波が漏れ出し，ネットワーク内の通

に十分な通信エリアが形成できない点を問題点に据える．

信を第三者に盗聴される危険性がある [3]．

そのうえで，情報漏洩を抑制するために必要な輻射抑圧の

一般に，家庭やオフィス等の屋内の無線環境では，電波

条件を見直し，十分な輻射抑圧が行えない場合は，一部の

が漏れ出す恐れのある方向は，壁や床，天井等の遮蔽効果

信号漏れを許容することにより，屋外に対して情報漏洩を

は高いので，窓等のある特定の方向に限られる．著者らは，

抑制する前提は満たしつつ，屋内の通信エリアを拡大する

電波の遮蔽効果の低い方向への輻射をアンテナの指向性制

手法を提案する．

御を用いて積極的に抑圧したうえで，屋外へ漏れ出る電波

情報理論的な観点から情報伝達のメカニズムを見直す

の許容レベルを設定し，送信電力を許容レベルに合わせて

と，漏れ出た情報量が送信情報を復元するために必要な情

制御することで，確実に電波の漏れを抑制する手法を提案

報量に至らなければ送信情報の漏洩を抑制できる [7]．こ

してきた [4]．アンテナの指向性制御に送信電力制御を併

うした考えに基づけば，情報が漏洩しない程度に一部の信

用し，屋外へ漏れ出る電波のレベルを無線信号の受信感度

号漏れを許容し，屋外に対する輻射の制約を緩和できる．

未満に抑圧することで，屋外への物理的なリンクを遮断で

その結果，各送信ノードでは，送信電力を高く保つことが

き，情報の伝達を屋内に閉じたセキュアな無線ネットワー

でき，屋内の広い領域に対して安定した通信リンクを形成

クを形成できる．

できると考えられる．本稿では，上記のアイデアを具体化

一方で，こうした電波の輻射に関わる制約の下，無線

する手法として，秘密分散法 [8] に着目する．秘密分散法

ネットワークとして評価すべきは，屋内においていかに安

は情報の分散管理手法の 1 つであり，元情報をを n 個の分

定した通信リンクを形成するかである．一般に，通信エリ

散情報に分けた後，そのうち，k 個以上の分散情報があれ

ア内における通信品質の維持・向上と通信エリア外への情

ば元の情報を復元できるが，k 個未満であれば，元の情報

報漏洩の抑制の間にはトレードオフの関係がある．つまり，

をいっさい復元できないという特徴を有する．こうした秘

通信エリア内において通信の品質を維持・向上させるため

密分散法を適用することで，屋外に対して k − 1 個までの

には，各ノードの送信電力を十分なレベルに保つ必要があ

分散情報の漏洩を許容できる．すなわち，一部の信号漏れ

るが，そのように送信電力を制御することによって，外部

を許容でき，電波の輻射に関する制約を緩和させて，屋内

への情報漏洩の危険性も増大する．一方，外部への情報漏

の通信エリアを拡大できると考えられる．

洩を抑制するために送信電力を大きく抑圧すれば，目標の

次章以降の構成は以下のとおりである．まず，2 章で本

ノードに対して十分な電力が供給できず，通信品質が劣化

稿で対象とする，屋外に対して電波の輻射に制約を設けた

する，もしくは，通信リンクが遮断されることになる．

無線ネットワークについて述べ，指向性アンテナの輻射抑

著者らは文献 [4] において，指向性アンテナとしてアダプ

圧能力が不十分な場合には，屋内の通信エリアが縮小する

ティブアレーアンテナ（AAA：Adaptive array antenna）[5]

問題を説明する．続いて，3 章で，そうした課題を解決す

を用い，情報漏洩を引き起こす方向への輻射を積極的に抑

る手法として，本稿で提案する秘密分散法を適用した手法

圧することにより，上記のトレードオフを緩和し，屋内の

を述べる．その後，4 章で提案手法の効果を計算機シミュ

比較的広い領域に対して情報を伝達できることを明らかに

レーションにより検証し，最後に 5 章でまとめる．

してきた．しかしながら，AAA の輻射抑圧能力はアンテ
ナを構成する素子数に大きく依存する [6]．つまり，十分な
数のアンテナ素子を設置できる状況では，屋外への不要な

2. 電波の輻射に制約のある無線ネットワーク
家庭やオフィス内等の屋内環境を想定した場合に，電波

電波の輻射を抑圧し，各ノードの送信電力を高く保って，

が屋外へ漏れ出す恐れのある主な方向は，窓等の電波の遮

屋内に広い通信エリアを形成できる．一方，十分にアンテ

蔽効果の低い特定の方向に限られる．著者らは，こうした

ナ素子を設置できない状況では，屋外に対して十分な輻射

方向への電波の輻射をアンテナの指向性制御によって抑

抑圧が行えず，屋内の通信エリアが縮小することになる．

圧することで，屋外への情報の漏洩を抑制する無線ネット

これまで，著者らはノートパソコン等の比較的容積の大き

ワークを提案してきた [4]．本章では，著者らが提案してき
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屋外への電波の輻射に制約のある無線ネットワーク

Fig. 1 A radiation-constraint wireless network for outdoor di-

図 2

送信指向性特性

Fig. 2 Transmit antenna directivity.

rection.

た無線ネットワークの概要を述べるとともに，指向性アン

波センサノードへ放射されるパスの放射方向（AOD：Angle

テナの輻射抑圧能力が不十分な場合の問題点について説明

of Departure）とパスの利得，（b）送信ノードから通信対

する．

象のノードに対して放射されるパスの放射方向とパスの利
得，
（c）送信ノードの送信指向性を示している．なお，各

2.1 ネットワークモデル

図中のパスやアンテナの利得は，それぞれの最大利得を基

図 1 に著者らがこれまでに提案した無線ネットワーク

準として正規化した値となっている．図 2 より，電波セン

のネットワーク構成を示す．図 1 は，ある屋内の環境にお

サノードへ放射される支配的なパスの方向に対して大きく

いて，右側面が窓等の電波の遮蔽効果の低い材質で屋外と

アンテナ利得が抑圧されており，送信ノードから電波監視

接しており，屋外への情報漏洩を抑制するために，各ノー

エリアに対して積極的な輻射抑圧が行われていることが確

ドから右側面の方向への電波の輻射を抑圧している状況を

認できる．

示している．図 1 において，まず，点線で示すエリアが
屋外に位置し，情報の漏洩を抑制するために輻射を抑圧す

2.2 通信エリア内における課題

る必要のあるエリアを示している．提案法では，このエリ

指向性アンテナは特定の方向への輻射を積極的に抑圧す

アを輻射抑圧エリア（Low electric-field intensity required

るうえで有効な技術である．しかしながら，指向性アンテ

area）と定義する．一方，屋内において輻射抑圧エリアと接

ナの輻射抑圧能力はアンテナの大きさや配置の形状等の物

しているエリアを電波監視エリア（Electric-field intensity

理的な制約に大きく左右される．そのため，目標とするレ

surveillance area）と定義し，電波監視エリアへの許容輻射

ベルを設定して輻射抑圧を行うためには，送信電力制御が

レベルを設定して，このエリアに対する輻射に制約を設け

必須であり，指向性アンテナの輻射抑圧が不十分な場合に

る．さらに，電波センサノードを配置して屋外へ漏れ出る

は，送信電力の低減により，通信エリア内において信号の

電波を監視する．このとき，屋内では，屋外に対する輻射

受信電力が減少し，場所によっては通信リンクが遮断され

抑圧の制約により，情報を伝達できる領域が制限される．

ることになる．

図 1 の実線で囲むエリアがこの領域を示しており，通信エ
リア（Communication area）と定義する．
各ノードでは，こうしたネットワーク構成の下，まず，

図 3，および図 4 は，指向性アンテナとして AAA を用
いた際の屋内で観測される信号の受信電力の分布を示して
いる．AAA の輻射抑圧能力は AAA を構成するアンテナ

電波センサノードと協調して電波監視エリアの方向を探索

素子数に依存する．図 3，図 4 では，アンテナ素子数の設

するとともに，搭載した指向性アンテナを制御し，電波監

定をそれぞれ 16 本，4 本とした．両図を比較することに

視エリアへの輻射を積極的に抑圧する．続いて，電波セン

より，指向性アンテナの輻射抑圧能力が屋内の受信電力特

サノードから送られる，漏れ出す電波の輻射レベルを基に

性に与える影響を視覚的に確認できる．なお，両図とも，

送信電力を制御し，電波監視エリアへの輻射を確実に目標

それぞれ部屋の左側面の周辺を電波監視エリアとし，図中

とするレベル以下に抑圧する．

に示す送信ノード（Tx）の位置から屋内の各地点を対象

図 2 にこうした輻射抑圧の様子を示す結果として，送信

に情報を伝送することを想定した．また，IEEE802.11a 規

ノードのアンテナ指向性特性を示す．一般に屋内の無線環

格 [29] に基づく伝送を想定し，IEEE802.11a の受信感度が

境は複数のパスが存在するマルチパス環境となる [9]．図 2

−82 dBm であることから，電波監視エリアへの許容輻射

はそうしたマルチパス環境において，
（a）送信ノードから電

レベルはそれ以下となるように設定した．
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出す（復調）
，
（3）信号から送信情報を復元する（復号）の
大きく分けて 3 段階の操作があり [9]，情報漏洩対策もこ
うした 3 つの操作に対応して，
（a）電波遮断，
（b）復調抑
制，
（c）復号抑制の 3 つに分類できる．これらの対策の中
で最も一般的な対策は（c）の復号抑制であり，暗号化に
よる秘密伝送を中心に，その暗号化アルゴリズム [10], [11]
や暗号鍵の配送手法 [12] 等の検討が積極的に行われてき
た．こうした対策は比較的容易に導入することができ，情
図 3

報の漏洩を抑制するうえで一定の効果があると考えられ
電波の輻射に制約のある屋内の受信電力特性（アンテナ素子
数：16）

Fig. 3 Received signal power performance of the radiationconstraint wireless network (16 antenna elements).

る．しかしながら，こうした対策は復号処理を複雑にする
ことでその安全性を担保するため，絶対的な安全性という
点では，たとえば，量子コンピュータ等の高速な処理が可
能な計算機の開発により，暗号が解かれる等の危険性が指
摘されている．一方で，近年，
（a）や（b）の対策もよく
検討されており，
（a）では，本稿で扱うアンテナの指向性
制御を用いる手法 [13], [14] や人工雑音を用いる手法 [15]，
（b）では，拡散系列により信号を広帯域化する手法等 [16]
がある．これらの手法は伝送路や伝送信号の物理的な特徴
を利用することから，物理レイヤセキュリティ（Physical

layer security）と呼ばれ [17]，情報理論に裏付けれられた
高いセキュリティ特性を達成できることが明らかになって
図 4

いる [18]．
電波の輻射に制約のある屋内の受信電力特性（アンテナ素子
数：4）

Fig. 4 Received signal power performance of the radiationconstraint wireless network (4 antenna elements).

本稿で提案する手法は，これまでに著者らが提案してき
た（a）の電波遮断による対策に秘密分散法を適用する手
法であり，
（a）に（c）の復号抑制を合わせた対策と分類で
きる．本稿では，電波遮断によって得られるセキュアな通

両図より，アンテナ素子数が 16 本の場合は 4 本の場合

信エリアを拡大することを目的とする．電波を遮断するこ

に比べて部屋全体における受信電力を高く保つことができ

とによって達成できる秘匿性は非常に高いものの，物理的

ていることが分かる．これは，AAA の輻射抑圧能力はア

な制約が非常に大きい．本稿では，
（a）の電波遮断による

ンテナ素子数が 16 本の方が 4 本の場合に比べて高く，電

対策に（c）の復号抑制による対策を併用することにより，

波監視エリアに対してより大きく輻射を抑圧できているた

電波を遮断する物理的な制約を緩和させ，情報漏洩を抑制

めであり，電波監視エリアに対する輻射の制約を満たしつ

する条件は維持しつつも，無線ネットワーク内の信号の伝

つも，送信電力を高く維持し，屋内に対して大きな電力を

達特性を向上させることを目的としている．

供給できているためである．さらにここで，IEEE802.11a

なお，電波を遮断する方法は，いったん放射された電波

の受信感度が −82 dBm であり，受信感度を下回ると通信

を吸収する等して遮断する方法と，あらかじめ電波を放射

リンクが遮断されることをふまえると，アンテナ素子が 16

しないことにより遮断する方法の大きく 2 つの方法に分類

本の場合には，送信ノードから部屋内の全域へ情報を伝達

できる．前者の方法としては，電波吸収シート等が実用化

できているのに対し，アンテナ素子が 4 本の場合には，部

されており，現在も，シートの薄型化 [19] や遮断周波数の

屋内の広い領域で通信リンクが遮断され，情報が伝達でき

適応的制御等 [20] の研究開発が積極的に進められている．

ていないことが分かる．こうした結果は，アンテナの輻射

電波吸収シートを用いることで，不要な電波の輻射を遮断

抑圧能力が低下した場合に，屋内の通信エリアが大きく縮

し，セキュアな無線環境を構築できる．しかしながら，た

小することを示している．

とえば電波吸収シートを窓に設置する状況を想定すると，
窓外への眺望が制限されたり，窓を開けると機能しなくな

2.3 関連研究，および本研究の位置づけ

る等，周囲の状況によって利用が制限される等の問題が生

無線通信では伝送媒体として電波を使用するため，情報

じる．一方，後者の方法としては，指向性アンテナを用い

漏洩対策は必須であり，これまでに数多くの検討がなされ

る方法が代表例であり，本稿で対象とする方法である．指

てきた．電波によって伝えられる情報を取得するために

向性アンテナを用いあらかじめ問題となる電波の輻射を抑

は，
（1）電波を受信する，
（2）電波が搬送する信号を取り

制することで，使用する状況に制限されることなくセキュ
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アな無線環境を構築できる．しかしながら，この方法で
は，前述のように指向性制御上の制約が問題となる．本稿
では，こうした問題に対して，秘密分散法を適用すること
で問題の解決を図る．
著者らはこれまで，秘密分散法を適用した物理レイヤ
セキュリティ方式に関していくつかの提案を行ってき
た [21], [22]．これらの手法は，無線空間内に存在する複数
のパスへ情報を分散して伝送することにより，送受信ノー
ド間の周囲全域に対して送信情報の秘匿化を目指す手法で
あり，1 つの送信ノードから 1 つの受信ノードへ情報を伝
送するユニキャスト伝送に対応したセキュリティ方式であ
る．一方で，本稿で述べる手法は，屋内のある一定のエリ

図 5 秘密分散法における分散情報の生成方法

Fig. 5 Shared information creation by the secret sharing
method.

アに情報を閉じ込めて伝送することにより，面的に広がる
セキュアな無線ネットワークを構築する手法であり，マル

W は y = h(u) 関数の異なる n 点であり，秘密情報 X は

チキャスト伝送に対応するセキュリティ方式と位置づけら

y = h(u) 関数の y 切片である．ここで，y = h(u) 関数が u
の k − 1 次関数であることに注意すると，関数上の k 個の

れる．

3. 秘密分散法を適用した通信エリア拡大手法
秘密分散法は情報の分散管理手法の 1 つであり，
（k, n）

点があれば y-u 平面上で関数の形が一意に定まり，y 切片
の値 X を求めることができる．つまり，n 個の分散情報の
うち k 個以上あれば元情報を復元できる．一方で，分散情

閾値法とも呼ばれる．送信情報を n 個の分散情報に分けて

報の数が k 個に満たなければ，y-u 平面上で関数の形を一

管理し，元の情報を復元するためには，n 個中 k 個以上の

意に定めることができず，元情報を復元できない．

分散情報がなければならないという特徴を有する．特に，
すべての分散情報がなければ元情報を復元できない手法を
満場一致型と呼ぶ [23]．

3.2 秘密分散法の適用方法
提案法では秘密分散法の特徴を利用し，送信情報をいく

こうした秘密分散法を用いて送信情報を分割しておくこ

つかの分散情報に分割したうえで，分散情報ごとに輻射抑

とにより，情報が漏洩しない程度の信号漏れを許容でき，

圧制御を行い，電波監視エリアへの輻射を抑圧する．秘密

屋外への輻射抑圧条件を緩和できる．その結果，送信ノー

分散法の特徴を利用すると，すべての分散情報の漏洩を抑

ドでは，送信電力を高く維持し，屋内の広い領域に対して

制しなくても元情報の秘匿性を保つことができるため，一

通信リンクを形成できると考えられる．本章では，秘密分

部の分散情報の漏洩を許容できる．提案法では，こうした

散法による分散情報の生成について述べた後，本稿で提案

秘密分散法の特徴をふまえ，まず，満場一致型の秘密分散

する秘密分散法の適用方法として，分散情報を用いた情報

法（
（n, n）閾値法）を適用して送信情報から n 個の分散情

の伝送方法について説明する．

報を生成する．一方で，電波監視エリアを分散情報と同数
の n 個に分割する．そのうえで，2.1 節で示した手法にな

3.1 分散情報の生成

らい，電波監視エリア内に電波センサノードを配置し，1

秘密分散法による分散情報の生成方法を（k, n）閾値法

つの分割されたエリア（以後，分割エリア）内の電波セン

を例に説明する [24]．まず，任意の実数値を元情報 X とし

サノードから得られる情報のみを基に，1 つの分割エリア

て，X を定数とする k − 1 次方程式を生成する．

を対象に輻射を抑圧する．このとき，分散情報ごとに異な

h(u) = X + a1 u + a2 u2 + · · · + ak−1 uk−1

(1)

る分割エリアを対象として輻射抑圧制御を行うことで，各
分割エリアの外側において必ず 1 つの分散情報の漏洩を抑

ただし，ai （i = 1, 2, . . . , k − 1）はランダムな実数値を

制できる．そのため，分散情報を満場一致型の秘密分散法

持つランダム変数であり，k は n 以下の整数（k <= n）

に基づいて生成しておくことで，屋外に対する送信情報の

である．このとき，分散情報 Wj は別のランダム変数 αj

漏洩を抑制できる．

（j = 1, 2, . . . , n）を用いて次式で求められる．

Wj = h(αj )

図 6 は一例として，送信情報から 2 つの分散情報を生

(2)

成し，目標とするノードに対して情報を伝送する様子を示
している．まず，
（2, 2）閾値法に基づいて送信情報から 2

分散情報 Wj が秘密分散法の特徴を持つことは，以下の

つの分散情報（shared info.1，shared info.2）を生成する

ようにして示すことができる．今，図 5 に示す u に関す

とともに，電波監視エリアを 2 つの分割エリア（division

る k − 1 次関数：y = h(u) を考える．このとき，分散情報

area 1，division area 2）に分割する．続いて，分散情報
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図 7
図 6 提案手法の概要

伝搬路モデル

Fig. 7 Propagation model.

Fig. 6 Proposed method.

ごとに指向性制御を行い，分散情報 1 は分割エリア 1 に
対して，分散情報 2 は分割エリア 2 に対して輻射を抑圧
する．このとき，分散情報 1 が分割エリア 2 の方向へ，
分散情報 2 が分割エリア 1 の方向へ漏洩することを許容
する．このように一部の信号漏れを許容することにより，
それぞれの分散情報の輻射抑圧範囲を狭く限定でき，指向
性制御によって大きな輻射抑圧が期待できる．その結果，
送信ノードでは送信電力を高く保つことができ，大きな電
力を目標とするノードへ供給できると考えられる．電波監
視エリア外に対しては，分割エリア 1 の周辺では分散情
報 1 が，分割エリア 2 の周辺では分散情報 2 が取得でき
ないため，
（2, 2）閾値法によって元の情報は復元されず，
情報が漏洩することはない．
なお，このように送信情報を分散して伝送するためには，
分散情報を個別に受信した後，分散情報から元情報を再構
築する処理（復元処理）が必要となる．分散情報を個別に
受信することについては，送信ノードにおいて分散情報を
時間で分けて送信し，受信ノードにおいて順次，受信する
ことで可能であり，大きな装置の改変なく実現可能である．
一方，分散情報の復元処理については，分散化された情報
から元の情報を再構築する必要があり，そうした機能を新
たに実装する必要がある．近年，こうした復元処理の実装
手法に関して，秘密分散法を対象に数多くの検討が行われ
ており，特に，文書管理やコンテンツ配信をはじめとする
いくつかのシステムへ実装したうえで [25], [26]，大容量な
データ伝送に対応できることが明らかになっている [25]．

4. 計算機シミュレーション
本章では，送信ノードへの見通しが確保できる屋内無線

LAN 環境を想定する．そのうえで，こうした見通し内環
境において無線信号の伝達を評価するための基礎的な屋内
の伝搬路モデルを構築し，計算機シミュレーションによっ
て提案法の有効性を検証する．

4.1 伝搬路モデル
図 7 に本シミュレーションで用いた伝搬路モデルを示
す．図 7 は長方形型の部屋の構造を示している．左側面が
窓によって屋外と接しており，それ以外の面はコンクリー
ト等の電波の遮蔽効果の高い材質によって囲まれている環
境を想定した．こうした屋内環境において，部屋の左側面
から屋外へ情報が漏洩することを防ぐセキュアな無線 LAN
環境を部屋内に構築することを考える．そのため，部屋の
左側面周辺を電波監視エリアと設定した．そのうえで，電
波監視エリアを含む部屋内の伝搬特性を 2 回反射までを考
慮したレイトレース解析によってモデル化した [27]．レイ
トレース解析には，
（株）構造計画研究所の伝搬路解析ソフ
ト RapLab を用いた．
屋内の無線環境は壁や机・棚等の什器による反射によっ
て様々な方向から電波が到来する多重波伝搬環境となる．
本シミュレーションでは，こうした屋内の無線環境を壁面
での反射を考慮したレイトレース解析によってモデル化し
た．そのうえで，本モデルによって得られるモデル内の平
均受信電力を基に通信エリアの広がりを評価した．なお，
本モデルでは，什器類による反射は考慮せず，壁面での反
射のみを考慮して無線環境のモデル化を行った．一般に，
レイトレース解析では，屋内に配置される什器の形や数，
位置によって得られる伝搬特性が異なるが，平均受信電力
に関しては，見通し内の伝搬環境を対象とした場合に，什
器の有無や位置の変化によって大きな特性差が生じないこ
とが報告されている [28]．本稿では，こうした報告を基に，
特定の部屋の構造に特化するのではなく，より一般化した
モデルとなるよう，什器を配置しない基礎的なモデルとし
た．こうした伝搬路モデルを用いて提案法の特性を評価す
ることにより，特定の環境に特化した詳細な評価結果とは
ならないものの，基礎的な評価結果として，見通し内の伝
搬環境において広く参考となる結果が得られると考えられ
る．なお，部屋の大きさについては，本学の研究室を対象
として，6 m × 9 m の大きさとし，家庭やオフィス等の個
人で使用する部屋の大きさを想定した．ホールや会議場等
のように，部屋の大きさが本モデルに対して大きく異なる
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シミュレーション諸元

Table 1 Computer simulation parameters.
搬送波周波数

5 GHz

受信感度レベル

−82 dBm

許容輻射レベル@ 電波監視エリア
秘密分散法

−85 dBm
（8, 8）閾値法

電波監視エリア分割数

8

指向性アンテナ

アレーアンテナ

素子数

4

素子配置

等間隔円形配置

部屋では，モデル内の受信電力特性が大きく変化すること

図 8 AAA のアンテナ素子配置

が考えられる．こうしたモデルサイズの大きな変化に対す

Fig. 8 Antenna element configuration of the AAA.

る解析は今後の検討課題である．
由は，指向性制御上，サイドローブの発生を抑えるためで

4.2 シミュレーション諸元・方法
表 1 にシミュレーション諸元を示す．本検討では，

IEEE802.11a 無線 LAN を基本とした無線ネットワークを
想定し，各パラメータの設定を行った [29]．この場合，シ
ステムの受信感度は −82 dBm であることから，屋外への

ある [6]．

4.3 シミュレーション結果
前節に示したシミュレーション諸元の下，秘密分散法と
して満場一致型の秘密分散法を適用し，送信情報を 8 つの

情報漏洩を抑制するためには，屋外への輻射を −82 dBm

分散情報に分けて伝送することを想定する．図 9 に各分散

未満に抑圧することが必要である．そのため，受信感度の

情報に対する部屋内の受信電力分布特性を示す．ただし，

レベルを基準に一定のマージン考慮し，電波監視エリアへ

各図の左側面に示す×印の領域がそれぞれの分散情報で輻

の許容輻射レベルを −85 dBm に設定した．こうしたマー

射抑圧対象とする分割エリアを示している．また，送信情

ジンを見込んだ理由は，端末周囲の変動で生じる緩やかな

報を 8 つの分散情報に分けて伝送するため，各分割エリア

フェージング変動によって，電波監視エリア内の電界強度

は電波監視エリアを均等に 8 分割した領域となっている．

は一定ではないためであり，受信感度以上の電波の漏れを
確実に抑制するためである．

図 9 より，(a)，(b)，(g)，(h) では，電波監視エリアの付
近を除き，部屋の全域で受信電力が受信感度（−82 dBm）

こうした電波の輻射に関する制約の下，図 7 の S の位置

を上回っており，部屋のすべての領域に対して分散情報を

に送信ノードを配置し，送信ノードから部屋内の全域で観

伝達できていることが分かる．一方，(c)，(d)，(e)，(f) で

測される輻射レベルを算出するとともに，IEEE802.11a の

は，電波監視エリアの周辺以外においても一部の領域で受

受信電力規定を基に情報の伝達領域について検討する．な

信電力が落ち込み，無線 LAN の受信感度を下回って情報

お，部屋内で観測される輻射レベルは，部屋全体を 1 m 四

が伝達できない領域がある．しかしながら，こうした領域

方の小さい領域に分けた後，これらの領域ごとの平均受信

は限定的であり，図 4 に示す結果と比較すると，部屋内の

電力として評価した．また，受信電力はレイトレース解析

受信電力特性を大きく改善できていることが確認できる．

によって得られる電界強度 E を基に次式により算出した．

P =

2

2

λ |E|
4πη0

(3)

以上の各分散情報の情報伝達領域を基に送信情報の伝達
領域（通信エリア）について評価する．満場一致型の秘密
分散法を用いて送信情報を伝送することで，元の送信情報

ここで，λ は波長，η0 は真空中の透磁率 μ0 ，誘電率 0 を

用いて， μ0 /0 より求まる定数である．

はすべての分散情報が得られなければ復元できない．その

また，本検討では，指向性アンテナとして AAA を用い

が重なった領域として評価できる．図 10 にこのようにし

ることとし，十分な輻射抑圧ができない状況を想定する

て算出した通信エリアの広がりを示す．図中の白い領域が

ために，アンテナ素子数を 4 本に設定した．この設定は，

通信エリアを示している．一方，図 11 に比較対象として，

図 4 で用いた設定と同じ設定である．図 8 に，本検討で

秘密分散法を適用せず，部屋の左側面全域を輻射抑圧対象

ため，部屋内の通信エリアはすべての分散情報の伝達領域

用いた AAA のアンテナ素子配置を示す．アンテナ素子は

とした場合（従来手法）の特性を示す．両図より，提案手

半径半波長の円周上に等間隔に配置した．このようにアン

法を用いることで部屋全体にわたって大きく通信エリアを

テナ素子を円の中心から点対称な位置に配置することによ

拡大できていることが分かる．通信エリアが部屋内に占め

り，送信ノードの全周囲に対して偏りのない指向性制御を

る割合で評価すると提案手法（図 10）が 79.6%に対して，

行うことができる．また，配置円の半径を半波長とした理

比較方式（図 11）が 25.0%であり，面積率で 50%以上の改
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図 11 通信エリアの広がり（従来手法）

Fig. 11 The expansion of the communication area (conventional method).

なお，本検討では，屋外への輻射が最も問題となるノー
ドの配置として，送信ノードが電波監視エリアの近くに存
在する状況を想定した．実際の無線 LAN 環境では，複数
のノードが存在し，様々な位置からそれぞれの目標のノー
ドに対して通信を行うことが想定される．その際，無線

LAN 全体の通信エリアとしては，個々の送信ノードに対し
て形成される通信エリアを求めたうえで，それらすべての
通信エリアの重なりとして評価する必要があるため，図 10
に示す通信エリアよりも小さくなることが予想される．た
だ，上述のように，本検討でのノードの配置は屋外への輻
射が最も問題となる状況を想定した条件の厳しい評価結果
であり，無線 LAN 全体の通信エリアが図 10 に示す結果
から大きく縮小することはないと考えられる．

図 9 各分散情報に対する受信電力分布特性

Fig. 9 Received signal power performance of the shared information.

5. おわりに
本稿では，屋外へ漏洩する情報を抑制する観点から屋外
に対して電波の輻射に制約を設けた無線ネットワークを対
象として，屋内の無線ネットワークの情報伝達領域（通信
エリア）を拡大することを検討した．指向性アンテナを用
い，屋外へ輻射される電波を抑圧することにより，屋外へ
の物理的な通信リンクを遮断でき，情報の伝達を屋内の無
線環境に閉じたセキュアな無線ネットワークを構築でき
る．しかしながら，指向性アンテナの輻射抑圧能力が不十
分な状況では，輻射抑圧の制約から送信電力が低減し，屋
内の通信エリアが縮小するという問題が生じる．

図 10 通信エリアの広がり（提案手法）

Fig. 10 The expansion of the communication area (proposed
method).

こうした問題に対して，本稿では，満場一致型の秘密分
散法に基づいて複数の分散情報を生成したうえで，分散情
報ごとにアンテナの指向性制御を行い，屋外への輻射を分
散して抑圧する方式を提案した．秘密分散法に基づいて分

善があったことを確認した．こうした特性改善は，電波監

散情報情報を生成しておくことで，屋外への情報漏洩を抑

視エリアを分割して輻射抑圧範囲を狭く限定することによ

制するという前提を満たしつつ，一部の分散情報の漏洩を

り，指向性アンテナの輻射抑圧能力が不十分な場合におい

許容できる．その結果，各ノードでは屋外に対する輻射抑

ても，狭い分割エリアに制御を集中して大きく輻射を抑圧

圧の制約を緩和することができ，送信電力を高く保って屋

できたためであり，送信ノードの送信電力を高く維持し，

内に対して広く情報を伝達できる．屋内の見通し内環境を

屋内に対して大きな電力を供給できたためであると考えら

模擬した基礎的な伝搬路モデルを用いた評価の結果，提案

れる．

法により屋内の通信エリアを大きく拡大できることを確認
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した．なお，こうした通信エリア拡大の効果は，アンテナ
の輻射抑圧能力や輻射を抑圧するエリアの広がり，またそ
の分割数によって変化すると考えられる．こうした詳細な

[20]
[21]

検討については今後の検討課題である．
[22]
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