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セキュアな光通信を用いた WSN 構築手法
グエン・ゾアン・ミン・ザン†1,a) 瀧本 拓哉†2,b) 米澤 拓郎†2,c)
中澤仁†2,d) 高汐 一紀†2,e) 徳田 英幸†2,f)

概要：現在，多数のセンサノードから成る Wireless Sensor Network(WSN) が普及しつつある．また健康モ
ニタリングシステムや警備システムなど WSN を用いた様々なアプリケーションが開発されている．本研
究では将来的にそれらの WSN やアプリケーションが，家庭など身近な環境に普及していくと想定してい
る．そうした環境においてはエンドユーザは自分でセンサノードを購入して，自分で家に設置し利用であ
る必要がある．しかし，現在提案されている WSN を構築するための手法では，WSN に関する知識や経験
が必要となるため，エンドユーザが利用するのは困難である．本研究ではセキュアな光通信を用いた WSN
構築手法， LiDSN を提案する．

1. はじめに

能である必要がある．そこでユーザが簡単に操作可能で安
全な WSN を構築する手法が必要になると考えられる．

近年，無線通信技術やハードウェアの発達により，安価

WSN を構築するための手法やセキュアな WSN などに関す

で省電力で動作する高性能なセンサノードが開発されてい

る様々な研究がされている [1][2][3][4][5][6]．しかし，それ

る．センサノードは一般的に多数のセンサを備え，LED な

らの研究で提案されている手法ではユーザが簡単にセキュ

どのアクチュエータを備えている．これらのセンサノード

アな WSN を構築することは不十分である．

は環境に設置されている他のセンサノードと無線でデータ

このため本研究では LED と照度センサで行う光通信を用

通信を行うことが可能である．これらの無線センサノード

いた，LiDSN という構築手法を提案する．WSN には LED

から成るネットワークを Wireless Sensor Network(WSN) と

と照度センサを備えたコネクタと呼ぶデバイスを用意し，

呼ぶ．また，それらの WSN では様々なアプリケーション

ユーザはそのデバイスと WSN に追加したいセンサノー

が設置されつつある．例えば，健康モニタリングシステム

ドを接地することで WSN に追加する．コネクタとセンサ

や警備システムなどが挙げられる．

ノード間では LED の点滅パターンでデータを送信し，無

本研究では私達の身の回りの家電や環境にそれらのセンサ

線でデータを送受信する際にセキュアなプロトコルを用い

ノードが取り付けられ，様々なシステムが利用される未来

ることでセキュアな通信を可能にする．本研究の意識は以

を想定している．本研究ではそれらの環境をスマート環境

下の簡単性と安全性の点である．

と呼ぶ．スマート環境ではユーザが家庭内のサーバに好き

• 簡単な操作で新しいセンサノードを追加可能である．

なアプリケーションをインストールし，必要なセンサノー

• セキュアに設定するデータを送れる．

ドを自分で購入して設置である必要がある．そうした将来
における WSN では環境に複数の WSN が設置されること
が予想されるため，セキュアな WSN をセキュアに設置可

2. スマート環境における WSN の要件
スマート環境における WSN は以下の要件が必要である．

( 1 ) 安全性：様々なシステムで WSN のデータを利用する
†1

†2
a)
b)
c)
d)
e)
f)

現在，慶應義塾大学 環境情報学部
Presently with Keio University / Faculty of Environment and Information Studies
現在，慶應義塾大学 政策メディア研究科
Presently with Keio University / Faculty of Policy Management
spider@ht.sfc.keio.ac.jp
tacky@ht.sfc.keio.ac.jp
takuro@ht.sfc.keio.ac.jp
jin@ht.sfc.keio.ac.jp
kaz@ht.sfc.keio.ac.jp
hxt@ht.sfc.keio.ac.jp

c 2012 Information Processing Society of Japan

ため，データのプライバシーが守られるセキュアな

WSN である必要がある．
( 2 ) 識別可能性：WSN が一般的に普及した際，近所の人
も WSN を持つ恐れが有るので，狭いところで多数の

WSN が構築されていると想定している．その時個々
の WSN を識別できる必要がある．

( 3 ) 容易直感性：スマート環境が普及する時，一般的な人
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に向くので，新しいセンサノードを追加する手法はエ

の種類の設定しか行えない．そのため，上記の研究と同じ

ンドユーザのために簡単な手法である必要がある．こ

く，WSN の安全性が守られないためスマート環境におい

の手法は WSN に関する知識や経験などを持っていな

て不適である．

くても構築できることが必要になる．

Baldus らの研究 [6] では病院における体の健康モニタリン

( 4 ) 低コスト：また，一般的な人に向くとして想定してい

グのための WSN を構築，管理する手法を提案している．

るので，安価で WSN を構築することも必要になる．

この研究では赤外線通信を用いることで WSN の構築に関

センサノードを追加する手法のために大掛かりなハー

するデータを安全に送受信を行う．これまで述べてきた関

ドウェアを必要としない必要がある．

連研究の問題点を解決しているが，赤外線の送受信機とい

要件の一つ目，データのプライバシーを保護するためにセ

う特別なハードウェアを必要とするため，先に挙げたス

ンサノードと WSN 間でセキュアなプロトコルが必要であ

マート環境における WSN の４番目の要件を満たさないの

る．そのため，新しいセンサノードを追加する際，セキュ

で，本研究で想定するスマート環境において不適である．

アなプロトコルに関するデータを新しいセンサノードと

WSN の間でセキュアに交換する必要がある．セキュアに

4. LiDSN モデル

プロトコルに関するデータを送受信するために，一般的に

２章で述べた要件を満たす，光通信を用いてセンサノー

は共通の鍵を用いて通信を行う．そのため，センサノード

ドを WSN に追加する手法を提案する．光通信は NFC と

と WSN と両方で共通の鍵を持つ必要がある．一般的に鍵

同様に，セキュアなデータ通信が可能なので，ユーザは簡

を交換するための手法として，NFC やケーブルを接続して

単にセキュアな WSN を構築できる．

送信する手法などがある．

3. 関連研究
本章では，WSN を設置するための手法に関する既存の
研究を述べる．

4.1 LiDSN プロトコル
LiDSN プロトコルを実現するため，対象の WSN は以下
の３つの機能を持つと想定している：

( 1 ) WSN はマルチホップかシングルホップのルーティン

まず，米澤さんの研究 [1] は簡単にセンサノードとモノを

グプロトコルを持ち，センサノードの ID を指定して

関連付けることを可能にするが，タイミングの情報だけで

データを送信すできる．また，複数の WSN を識別す

追加して，共通の鍵の交 換などは行わない．WSN を構築

るために WSN は一意の ID を持っている．

した後の通信 がセキュアに行えないという問題点がある．

( 2 ) 追加するセンサノードは LED か照度センサのどちら

次に，Paek らの研究 [2] や Selavo らの研究 [3] では，ユー

か，または両方備えている．また，LED の On と Oﬀ

ザはセンサノードの電源を入れるだけで，WSN を構築する

の状態をプログラムでコントロールできる．

ことができる．彼らの研究では新しいセンサノードを追加

( 3 ) コネクタと呼ばれる LED と照度センサを備えた特別な

する際，近くにあるセンサノードを検知し自動的に WSN

デバイスに適したセンサノードを有する．コネクタは

を構築する．しかし，これらの研究では先に挙げたスマー

追加するセンサノードに関する情報を WSN にセキュ

ト環境における WSN の２番目の要件を満たさないので，

アに通信するデバイスである．コネクタの LED は On

本研究で想定する WSN が複数存在するスマート環境にお

と Oﬀ の状態をプログラムでコントロールでき，コネ

いては不適である．

クタは WSN に関する情報を保持している．この情報

次に，Beckmann らの研究 [4] では「Home Energy Tutor kit」

でコネクタは電源を On にする際，自動的に WSN に

と言うシステムを提案している．ユーザは handheld device

追加する可能である．センサノードと接地したことを

と言うデバイスを用いてセンサノードに載っているバー

認識するために，コネクタはボタンや圧力センサなど

コードと，設置する環境に関するバーコードをスキャンし，

を備えている．

センサノードと環境の対応付けを行う．この手法ではセン

例えば， SunSpot や Mote などで作る WSN は上の３つの

サノードと環境に関するバーコードの紐付けを行い WSN

想定に合うことができる．

を構築するが，共通の鍵の交換などは行わない．そのため，

図 1 と図 2 に LiDSN のプロトコルを示す．まず，(1) ス

WSN を構築した後の通信がセキュアに行えないという問

テップで追加するセンサノードの電源を On にする．次に

題点がある．暗号化されていない WSN 流れるデータを他

ステップ (2) で LiDSN のプログラムが実行される．次に，

人に傍受されてしまう危険がある．

(3) のステップにユーザが追加するセンサノードとコネク

また，Beigl らの研究 [5] があげられる．この研究ではセ

タを接地する．

ンサノードの照度センサを用いて，パソコンの画面からセ

この後の処理は，追加するセンサノードから光通信を受信

ンサノードへ設定データを送る．しかし，センサノードの

するかによって異なる．光通信を受信する場合は新しいセ

データの取得サイクルと転送頻度，送信するセンサデータ

ンサノードに LED を備えていると判別できるため，図 1 の
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情報を暗号化し，更にセキュアプロトコルを用いて暗号化
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鍵を用いて WSN に関する情報とセキュアなプロトコルの
する．ステップ (10) でステップ (9) で暗号化されたデータ
を新しいセンサノードに安全に送信する．シンクノードか
ら新しいセンサノードへデータを送信する過程は図 1.B に
示し，以下に詳しく述べる．
シンクノードから新しいセンサノードへ (9) で暗号化された
データを送るため，special msg をヘッダに付与したパケッ
トを flooding プロトコルを用いて WSN の各センサノード
へ送信する．special msg とはそのパケットの中身が通常
のデータグラムと異なることを示す識別子である．special

msg パケットの中にはセキュアプロトコルと仮の鍵を用い
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ルに関するデータが含まれている．

WSN に参加している各ノードは受信したパケットのヘッ
ダに special msg が含まれている場合，セキュアプロトコル
を用いてデータを復号化し，ヘッダに Init msg を付与した
データを定義したチャネルとポートでブロードキャストす
る．また，WSN にシンクノードだけ参加している場合はシ
ンクノードが Init msg をブロードキャストすることで，新
しいセンサノードを追加できる．次は，ステップ (11) で新
しく追加するセンサノードは仮の鍵を用いてブロードキャ

specialm sg
g
ms
Init

New
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spe
cia
lm
sg
specialm sg

B

Init
C
m sg D
specialm sg

specialm sg

Sink
specialm sg
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ストされた init msg が付与されているデータを復号化する．

(12)，新しく追加するセンサノードにステップ (11) で復号
化した WSN に関する情報とセキュアプロトコルに関する
情報を設定する．以上で，新しいセンサノードは WSN に
追加された．
後にユーザにフィードバックを与えるため，ステップ (13)
で新しいセンサノードから WSN へ FINACK のメッセージ

Light communication
Wireless comunication, encrypt by secure protocol
Wireless comunication, encrypt by temp key

図 1 LiDSN プロトコル：センサノードは LED がある場合

を送りステップ (14) で WSN からコネクタへ FINACK も
送る．ステップ (15) でコネクタは新しいセンサノードが

WSN に追加されたことを認識し，ユーザに LED を遅く数
秒間点滅させることでユーザにフィードバックする．
ステップ (7) でデータのチェックサムを行った結果が FALSE

ように処理を行う．また，光通信が一定時間受信しない場

であれば，その後のステップ (8) から (15) までは行われ

合は新しいセンサノードは LED を備えておらず，照度セ

ないため，Init message のタイムアウトが発生する．Init

ンサを備えていると判別し，図 2 のように処理を行う． s

message タイムアウトとは (4) が発生してから，予め決め

4.1.1 追加するセンサノードが LED を備える場合

られた Init message の受信を受け付ける時間が過ぎた場合

この場合，図 1.A の (4) と (5) ステップで新しいセンサ

発生する．その場合，ステップ (5) で送信したデータにエ

ノードの LED を使って，チェックサムとノード ID と仮

ラーが含まれていたことが判断でき，ステップ (5) からも

の鍵を光パターンに変換しコネクタへ送信する．ステップ

う１度行う．

(6) コネクタの照度センサで光パターンを受信し，ステッ

4.1.2 追加するセンサノードが照度センサを備える場合

プ (7) で受信した光通信のデータのチェックスムを用いて

図 2.A のよに，この場合はコネクタが一定時間光パター

データの内容をチェックする．(7) で正しくデータが受信

ンを受信しなかったので追加するセンサノードは LED を

出来ればステップ (8) でコネクタはノード D と仮の鍵をシ

備えていないことが判断できる．そこでステップ (4) では

ンクノードに送る．この際コネクタとシンクノード間の

コネクタがランダムな仮の鍵を作成し，ステップ (5) でシ

通信はセキュアなプロトコルで行うため，安全である．ス

ンクノードに作成した仮の鍵を送信する．次にステップ (6)

テップ (9) でシンクノードはでステップ８で受信した仮の

でステップ (4) で作成した光パターンに基づいて LED を点
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A new sensor node
with light sensor Connector

Sink node
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図 3 光通信：00011100 の光パターン
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タに OKACK をステップ (12) に送信する．
ステップ (13) からステップ (19) までは 4.1.1 の図 1 のス
テップ (9) からステップ (15) までと同様である．
ステップ (8) でデータのチェックサムを行った結果が FALSE

OK

㻔㻝㻢㻕㻌㻵㼚㼕㼠㻌㼚㼛㼐㼑㻌㼣㼕㼠㼔
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㼟㼑㼏㼡㼞㼑㻌㼜㼞㼛㼠㼛㼏㼛㼘㻌㼐㼍㼠㼍

であれば，その後のステップ (9) から (19) までは行われない

OK ACK time out

㼟㼡㼙
㻔㼏㼔㼑㼏㼗
㻕
㻔㻢㻕㻌㻸㻱㻰㼑㼥㻘㼃㻿㻺㻌㻵㻰
㻌㼗
㼜
㼙
㼠㼑

ため，OKACK のタイムアウトが発生する．OKACK タイ

(17) (FIN ACK)
(18) (FIN ACK)

ムアウトとは (4) が発生してから，予め決められた OKACK

㻔㻝㻥㻕㻌㻲㼑㼑㼐㼎㼍㼏㼗㻌㼠㼛㻌㼡㼟㼑㼞

の受信を受け付ける時間が過ぎた場合発生する．その場

㻲㼕㼓㻚㻭㻦㻭㻌㼚㼑㼣㻌㼟㼑㼚㼟㼛㼞㻌㼚㼛㼐㼑㻌㼣㼕㼠㼔㻌㼘㼕㼓㼔㼠㻌㼟㼑㼚㼟㼛㼞

合，ステップ (6) で送信したデータにエラーが含まれてい
たことが判断でき，ステップ (6) からもう１度行う．

5. 光通信
Auth msg
Auth msg

New

B

A

Auth msg

Sink

Auth msg

C

D
Auth msg

Auth msg

㻲㼕㼓㻚㻮㻦㻺㼑㼣㻌㼚㼛㼐㼑㻌㼟㼑㼚㼐㻌㼠㼛㻌㼟㼕㼚㼗㻌㼚㼛㼐㼑
Light communication
Wireless comunication, encrypt by secure protocol
Wireless comunication, encrypt by temp key

本章では LiDSN 実現する光通信ついて述べる．光通信
は光パターンの作成と光パターンの復号化から成る．

5.1 光パターンを作成
LED でデータを送るため，データのビット列から光パ
ターンを作成する．光パターンの点滅で１ビット，０ビッ
ト，START の合図，FINISH の合図を表す．光パターンの
構成は図 3 に示す．図 3 の t は基準となる最小の時間単位

図 2 LiDSN プロトコル：センサノードが照度センサがある場合

を表す．図 3 の白で表現されている部分は LED が OFF の
状態．黒い部分は ON の状態を表す．また，各部分のｔで

滅させる．ステップ (7) で光パターンを受信し，ステップ

表される時間はこれらの状態が続く時間を示す．例えば０

(8) でチェックサムを計算して，データを正しく受信したか

ビットのパターンは３ t の時間 LED が ON になり，ｔの時

チェックする．チェックサムが正しく場合，ステップ (9)

間 LED が OFF になることで表現される．

で WSN の ID を仮の鍵で暗号化し，ヘッダに WSN の ID

本研究で提案する光通信のパターン作成では，以上のよう

を付与した authentication message を作成する．次にステッ

に 3t と t の LED の点滅時間を組み合わせることで，ビッ

プ (10) でシンクノードへ authentication message を送信す

ト列を復号する際の誤差を減らす．具体的には同じビット

る．新しいセンサノードからシンクノードへ送信する過程

列が 0111111110 のように連続する場合，(1=on, 0 = oﬀ) と

は図 2.B のように処理を行う．以下に詳しく述べる．

単純に表現してしまうと，LED が点滅するタイミングと照

まず新しいセンサノードから authentication message をブ

度センサが光を受信するタイミングの誤差によって正しく

ロードキャストする．各ノードで authentication message の

復号化することが困難である場合がある．LED の光パター

ヘッダの WSN の ID からチェックして，各ノードが参加

ンでデータを送信する際，データの開始を判断する必要が

している WSN の ID と同じ場合はセキュアのプロトコル

ある．このため送るビット列の前に START の合図となる

で暗号化し，シンクノードへ送信する．シンクノードで

光パターンを追加する同じくデータの終了を判断するため

authentication message を受診したら，ステップ (11) でス

にビット列の最後に FINISH の合図となる光パターンを追

テップ (5) で受信した仮の鍵で復号化する．参加している

加する．例えば 00011100 と言うビット列を送る際の光パ

WSN の ID と復号化した WSN の ID が同じ場合はコネク

ターンは図 3 のようになる．
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LED

Sensor node

Button

Light sensor

Connector
Connector

図4

Sensor node

SunSpot：センサノードとコネクタ

5.2 光パターンの復号化
光パターンを復号化するため，各ビットのパターンと
図 5 実験：スマートルーム

START と FINISH の合図のパターンを識別することが必
要になる．光パターンを受信するデバイスの照度センサで

は Network Wire Key と言うセキュアプロトコル [7] を用い

は t2 時間を置きに照度を計測する．t2 はデバイスの性能に

て実装を行った．

よって異なるが，t2 < t の要件が必要となる．

コネクタもセンサノードも共に赤色の LED を一つ用いた．

まず，受信した照度センサの値を Gaussian-smoothing アル

また，センサノードは LED だけ用いるグループと照度セン

ゴリズムで平滑化して，ノイズを減らす．そして，予め定

サだけを用いるグループとに分け，機能の違う LiDSN プロ

義した閾値 T h0 以上の照度を計測した場合，t2 の時間を計

グラムをインストールした．コネクタには，LiDSN のコネ

測するための変数 C の値を増やす．C の値の大きさから

クタプログラムをインストールした．そして，センサノー

LED の点滅時間が計算できる．予め定義した閾値 T h0 以

ドとコネクタがタッチことを検知するため，コネクタは１

下の照度を計測した場合かつ，現在の C が０以上の場合，

つのボタンを用いた．他にコネクタとセンサノードと設置

C p re に現在の保存し C の値を０にする．C と C p re の値か

しやすいために，図 4 のようにコネクタはカバーを用いた．

ら START の合図と FINISH の合図，1 ビット，0 ビットを
復号化する．復号化する際の擬似コードを以下に示す．

6.1 光通信の精度

1

static int C=0, preC =0;

2

void newSignal (int brightness ){
C++;

4

を示し，データ送信の精度は 100 ％であった．転送速度が

}else{

5

if( 5*t/t2

6

< C < 7*t/t2 and 11*t/t2

newPattern (" START ");
}else if (11*t/t2

8

< C < 13*t/t2 and 5*t/t2

< preC < 7*t/t2 ){

知するタイミングや値に誤差が生じるので光パターンを判
別することが困難な場合があるためであると考えられる．

newPattern (" FINISH ");

9

}else if( 0.5*t/t2

10

< C < 1.5*t/t2 ){

newPattern ("1");

11

}else if( 2.5*t/t2

12

< C < 3.5*t/t2 ){

newPattern ("0");

13
14

}

15

if( C > 0){

16
17

定性的にシステムの評価を行うために被験者に実験に参
加してもらい，WSN の構築に要した時間を計測し定量評
価を行い，アンケートによる定性評価を行った．20 代の
男女 20 名，WSN に関する知識を持っている人は５人 (図

C=0;

6 の 1 から 5 まで) と WSN に関する知識を持っていない

}

19

6.2 システムの評価

preC=C;
}

18

20

低い理由としては，LED の点滅状態を変化させる際に時間
がかかるためであると考えられる．また，照度センサが検

< preC < 13*t/t2 ){
7

光通信を評価ため，128 ビットと８ビットチェックサム
を送信する実験を 382 回行った所，25bit/sec 程の転送速度

if(brightness >Th_0 ){

3

}

人は１５人 (図 6 の 6 から 20 まで) に既存の WSN 構築手
法と本研究で提案する手法を用いて，図 5 のスマートルー
ムで WSN を構築するという実験を行った．今回の実験で

6. 実験

用いた既存手法とは，センサノードのボタンを押したタイ
ミングからセンサノードを選び，管理画面にセキュリティ

LiDSN 手法の評価を行うために，実現用 WSN を SunSpot

コードを入力する手法である．実験に用いたセンサノー

により作成した．SunSpot には２つのボタンと８つの RGB

ドは LED を用いるプログラムをインストールした 8 つの

の LED と照度センサが付いている．そのため，コネクタ

ノードと，照度センサを用いるプログラムをインストール

も敵をいる．本研究ではコネクタと追加するセンサノード

した 2 つのノードを用いた．

の実装環境として SunSpot を用いた．

6.2.1 定量評価

WSN は Sunspot でシングルホップで作る．また，この WSN

c 2012 Information Processing Society of Japan

20 人の構築時間から，LiDSN は既存の手法に比べ２倍

5

Vol.2012-UBI-35 No.3
Vol.2012-EC-25 No.3
2012/7/14

情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report

能にする手法を提案した．評価実験により，既存手法より
簡単にセキュアな WSN を構築することができることがわ
かった．また，LiDSN では複雑な操作を行わないので，一
般的なユーザでも利用可能な手法であると言える．
今後の展望としては，光通信の送受信スピードが低いので，
データの送受信に時間がかかっている問題を解決する必要
がある．また，今回の実験では対象となるセンサノードは

SunSpot だけで実装を行ったが，複数の種類のセンサノー
図6

ド間でもデータのやり取りや WSN の構築を可能にする必

構築時間

程度早く構築可能なことが分かった．この結果の理由は

要があると考えられる．今回の LiDSN の評価のための設
計ではコネクタノードはユーザにフィードバックを与えに

LiDSN で電源をつけ，センサノードとコネクタを接地する

くいという問題点がある．また，センサノードを追加する

だけの簡単なインタラックションで WSN を構築可能であ

際にセンサノードの設定をコネクタで行う必要があると考

る．一方，既存手法は管理画面で正しくセンサノードを選
ばなければならず，セキュリティコードの入力が必要とな

えられる．このため，今後コネクタの設計はスマートフォ
ンで行うことでそれらの問題を解決できると考えられる．

るため，LiDSN が既存手法の 2 倍程早く WSN を構築可能
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