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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のアドホックネットワークのいずれかのアドホックネットワーク内でマルチホップ
通信によりデータを送受信するノードが実行する鍵設定方法であって、
　前記複数のアドホックネットワークの各アドホックネットワーク内のゲートウェイと接
続されたサーバと通信可能な携帯端末との接続を検知する検知工程と、
　前記検知工程によって前記携帯端末との接続が検知された場合、前記データを暗号化す
るための鍵の取得要求を前記いずれかのアドホックネットワークに同時通報する送信工程
と、
　前記送信工程によって同時通報された前記取得要求が前記いずれかのアドホックネット
ワーク内のゲートウェイに転送された結果、当該ゲートウェイから前記サーバに送信され
たゲートウェイ固有の鍵を、前記携帯端末を介して前記サーバから受信する受信工程と、
　前記受信工程によって受信された前記ゲートウェイ固有の鍵を、前記データを暗号化す
るための鍵に設定する設定工程と、
　を含むことを特徴とする鍵設定方法。
【請求項２】
　前記検知工程によって接続が検知された前記携帯端末から、前記データを暗号化するた
めの鍵の取得要求の送信指示を受け付ける受付工程をさらに含み、
　前記送信工程は、
　前記受付工程によって前記送信指示を受け付けた場合、前記取得要求を前記いずれかの
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アドホックネットワークに同時通報することを特徴とする請求項１に記載の鍵設定方法。
【請求項３】
　前記送信工程は、
　前記送信指示に含まれる前記サーバが通信先を識別するための前記携帯端末の識別子を
含む前記取得要求を、前記いずれかのアドホックネットワークに同時通報することを特徴
とする請求項２に記載の鍵設定方法。
【請求項４】
　前記送信工程は、
　前記ゲートウェイ固有の鍵を送信済みのノードを前記サーバが識別するための前記ノー
ドの識別子を含む前記取得要求を、前記いずれかのアドホックネットワークに同時通報す
ることを特徴とする請求項２または３に記載の鍵設定方法。
【請求項５】
　前記いずれかのアドホックネットワーク内の自ノードとは異なる他ノードから前記取得
要求を受信した場合、当該取得要求を前記いずれかのアドホックネットワークに同時通報
する転送工程をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の鍵設定方法。
【請求項６】
　複数のアドホックネットワークのいずれかのアドホックネットワーク内でマルチホップ
通信によりデータを送受信するノードであって、
　前記複数のアドホックネットワークの各アドホックネットワーク内のゲートウェイと接
続されたサーバと通信可能な携帯端末との接続を検知する検知手段と、
　前記検知手段によって前記携帯端末との接続が検知された場合、前記データを暗号化す
るための鍵の取得要求を前記いずれかのアドホックネットワークに同時通報する送信手段
と、
　前記送信手段によって同時通報された前記取得要求が前記いずれかのアドホックネット
ワーク内のゲートウェイに転送された結果、当該ゲートウェイから前記サーバに送信され
たゲートウェイ固有の鍵を、前記携帯端末を介して前記サーバから受信する受信手段と、
　前記受信手段によって受信された前記ゲートウェイ固有の鍵を、前記データを暗号化す
るための鍵に設定する設定手段と、
　を備えることを特徴とするノード。
【請求項７】
　複数のアドホックネットワークのいずれかのアドホックネットワーク内でマルチホップ
通信によりデータを送受信するノードと、前記複数のアドホックネットワークの各アドホ
ックネットワーク内のゲートウェイと接続されたサーバと、を含むネットワークシステム
であって、
　前記ノードは、
　前記サーバと通信可能な携帯端末との接続を検知する検知手段と、
　前記検知手段によって前記携帯端末との接続が検知された場合、前記データを暗号化す
るための鍵の取得要求を前記いずれかのアドホックネットワークに同時通報する送信手段
と、
　前記送信手段によって同時通報された前記取得要求が前記いずれかのアドホックネット
ワーク内のゲートウェイに転送された結果、当該ゲートウェイから前記サーバに送信され
たゲートウェイ固有の鍵を、前記携帯端末を介して前記サーバから受信する受信手段と、
　前記受信手段によって受信された前記ゲートウェイ固有の鍵を、前記データを暗号化す
るための鍵に設定する設定手段と、を備え、
　前記サーバは、
　前記取得要求が転送された前記いずれかのアドホックネットワーク内のゲートウェイか
ら、前記ゲートウェイ固有の鍵を受信する鍵受信手段と、
　前記鍵受信手段によって受信された前記ゲートウェイ固有の鍵を、前記携帯端末を介し
て前記ノードに送信する鍵送信手段と、
　を備えることを特徴とするネットワークシステム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、データを暗号化するための鍵を設定する鍵設定方法、ノード、およびネット
ワークシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　アドホックネットワークは、無線通信でリンクする自己構成型のネットワークの一種で
ある。アドホックネットワークは複数のノードにより構成される。また、アドホックネッ
トワーク内の各ノードは、マルチホップ通信によりパケットの送受信を行う。マルチホッ
プ通信は、互いの通信圏内に存在しないノード同士が、各ノードの通信圏内に存在する別
のノードを介して通信を行う技術である。
【０００３】
　また、アドホックネットワークとインターネット、ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎ
ｅｔｗｏｒｋ）、ＷＡＮ（Ｗｉｄｅ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）などの他のネットワー
クとを接続する場合、ゲートウェイと呼ばれる中継機器を用いて、ネットワーク間の通信
の転送が行われる。
【０００４】
　アドホックネットワークを利用した技術として、各家庭の電力メータに無線通信可能な
ノードを組み込んで、作業員が現地に出向くことなく、アドホックネットワーク経由でメ
ータ確認などの業務を行うシステムがある。各家庭の電力の使用量などの個人情報を扱う
アドホックネットワークでは、秘匿性や改ざん防止の観点からセキュアな通信を行うこと
が要求される。
【０００５】
　そこで、従来のシステムでは、アドホックネットワーク内のノード間で送受信されるパ
ケットを暗号化することで、セキュアな通信を確保することが行われている。この際、シ
ステム内の全ノードで共通の暗号鍵を用いた場合、鍵漏洩時のリスクが大きいため、ゲー
トウェイごとに暗号鍵を変えるシステムがある。
【０００６】
　また、システムへの新規ノードの初期導入時などにおいて、新規ノードは、暗号鍵が設
定されるまでの間、アドホックネットワーク内の他のノードとセキュアな通信を行うこと
ができない。このため、アドホックネットワーク経由で新規ノードに暗号鍵を自動設定す
ることが難しく、作業員が現地に出向いて暗号鍵の設定作業を行っている。
【０００７】
　また、セキュア通信に関する先行技術として、例えば、端末が通信制御を行うのに必要
な各種の通信制御情報を端末とは異なる他の通信装置を利用して認証サーバから取得する
技術がある（例えば、下記特許文献１参照。）。また、アドホックネットワークにおいて
通信開始時の鍵交換を安定して行うための技術がある（例えば、下記特許文献２参照。）
。また、各通信端末が最寄りの通信端末と公開鍵を用いて相互認証を行うアドホックネッ
トワークに関する技術がある（例えば、下記特許文献３参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００６－１３５８７４号公報
【特許文献２】特開２００７－８８７９９号公報
【特許文献３】特開２００７－１３３８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、上述した従来技術では、アドホックネットワーク内の各ノードに設定す
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る暗号鍵をゲートウェイごとに変える場合、新規ノードの初期導入時などにおいて、新規
ノードが属するゲートウェイを特定することが難しいという問題があった。例えば、新規
ノードの設置場所の住所から候補となるゲートウェイを絞り込むことはできても、天候や
近傍の建物との位置関係などの要因により通信状況が変化する。このため、現地に出向い
た作業員が実際にどのゲートウェイと通信可能であるかを確認する必要があり、作業員の
暗号鍵の設定作業にかかる作業時間および作業負荷の増大を招くという問題がある。
【００１０】
　１つの側面では、本発明は、アドホックネットワーク内のノードが用いる暗号鍵の設定
作業の効率化を図ることができる鍵設定方法、ノード、およびネットワークシステムを提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の一側面によれば、複数のアドホックネットワークのいずれかのアドホックネッ
トワーク内でマルチホップ通信によりデータを送受信するノードが実行する鍵設定方法で
あって、前記複数のアドホックネットワークの各アドホックネットワーク内のゲートウェ
イと接続されたサーバと通信可能な携帯端末との接続を検知し、前記携帯端末との接続が
検知された場合、前記データを暗号化するための鍵の取得要求を前記いずれかのアドホッ
クネットワークに同時通報し、同時通報された前記取得要求が前記いずれかのアドホック
ネットワーク内のゲートウェイに転送された結果、前記ゲートウェイから前記サーバに送
信された前記ゲートウェイ固有の鍵を、前記携帯端末を介して前記サーバから受信し、受
信された前記ゲートウェイ固有の鍵を、前記データを暗号化するための鍵に設定する鍵設
定方法が提案される。
【００１２】
　また、本発明の一側面によれば、複数のアドホックネットワークのいずれかのアドホッ
クネットワーク内でマルチホップ通信によりデータを送受信するノードであって、前記複
数のアドホックネットワークの各アドホックネットワーク内のゲートウェイと接続された
サーバと通信可能な携帯端末との接続を検知し、前記携帯端末との接続が検知された場合
、前記データを暗号化するための鍵の取得要求を前記いずれかのアドホックネットワーク
に同時通報し、同時通報された前記取得要求が前記いずれかのアドホックネットワーク内
のゲートウェイに転送された結果、前記ゲートウェイから前記サーバに送信された前記ゲ
ートウェイ固有の鍵を、前記携帯端末を介して前記サーバから受信し、受信された前記ゲ
ートウェイ固有の鍵を、前記データを暗号化するための鍵に設定するノードが提案される
。
【００１３】
　また、本発明の一側面によれば、複数のアドホックネットワークのいずれかのアドホッ
クネットワーク内でマルチホップ通信によりデータを送受信するノードと、前記複数のア
ドホックネットワークの各アドホックネットワーク内のゲートウェイと接続されたサーバ
と、を含むネットワークシステムであって、前記ノードは、前記サーバと通信可能な携帯
端末との接続を検知し、前記携帯端末との接続が検知された場合、前記データを暗号化す
るための鍵の取得要求を前記いずれかのアドホックネットワークに同時通報し、同時通報
された前記取得要求が前記いずれかのアドホックネットワーク内のゲートウェイに転送さ
れた結果、前記ゲートウェイから前記サーバに送信された前記ゲートウェイ固有の鍵を、
前記携帯端末を介して前記サーバから受信し、受信された前記ゲートウェイ固有の鍵を、
前記データを暗号化するための鍵に設定し、前記サーバは、前記取得要求が転送された前
記いずれかのアドホックネットワーク内のゲートウェイから、前記ゲートウェイ固有の鍵
を受信し、受信された前記ゲートウェイ固有の鍵を、前記携帯端末を介して前記ノードに
送信するネットワークシステムが提案される。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の一態様によれば、アドホックネットワーク内のノードが用いる暗号鍵の設定作
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業の効率化を図ることができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は、実施の形態にかかるネットワークシステムの一実施例を示す説明図であ
る。
【図２】図２は、ネットワークシステムへの新規ノードの導入例を示す説明図である。
【図３】図３は、新規ノードの導入時におけるネットワークシステムの動作例を示すシー
ケンス図である。
【図４】図４は、実施の形態にかかる管理サーバのハードウェア構成を示すブロック図で
ある。
【図５】図５は、実施の形態にかかるノード等のハードウェア構成を示すブロック図であ
る。
【図６】図６は、ノードの機能的構成を示すブロック図である。
【図７】図７は、ＧＷ探索フレームの送信指示の具体例を示す説明図である。
【図８】図８は、ＧＷ探索フレームのデータ構造の一例を示す説明図である。
【図９】図９は、ゲートウェイの機能的構成を示すブロック図である。
【図１０】図１０は、鍵通知フレームの具体例を示す説明図（その１）である。
【図１１】図１１は、鍵通知フレームの具体例を示す説明図（その２）である。
【図１２】図１２は、管理サーバの機能的構成を示すブロック図である。
【図１３】図１３は、送信済リストの具体例を示す説明図である。
【図１４】図１４は、暗号鍵ＤＢの記憶内容の一例を示す説明図である。
【図１５】図１５は、管理サーバの認証情報の一例を示す説明図である。
【図１６】図１６は、携帯端末の認証情報の一例を示す説明図である。
【図１７】図１７は、ノードの鍵設定処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図１８】図１８は、ゲートウェイの鍵通知処理手順の一例を示すフローチャートである
。
【図１９】図１９は、管理サーバの鍵提供処理手順の一例を示すフローチャート（その１
）である。
【図２０】図２０は、管理サーバの鍵提供処理手順の一例を示すフローチャート（その２
）である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下に添付図面を参照して、この発明にかかる鍵設定方法、ノード、およびネットワー
クシステムの好適な実施の形態を詳細に説明する。
【００１７】
（ネットワークシステムの一実施例）
　図１は、実施の形態にかかるネットワークシステムの一実施例を示す説明図である。図
１において、ネットワークシステム１００は、管理サーバ１０１と、ゲートウェイＧ１～
Ｇｎと、ノードＮ１－１～Ｎ１－ｍ１，Ｎ２－１～Ｎ２－ｍ２，…，Ｎｎ－１～Ｎｎ－ｍ
ｎと、を含む構成である。
【００１８】
　管理サーバ１０１は、インターネット、ＬＡＮ、ＷＡＮなどのネットワークＮＷ１を介
して、ゲートウェイＧ１～Ｇｎと相互に通信可能に接続されている。管理サーバ１０１は
、各ゲートウェイＧ１～Ｇｎ固有の暗号鍵を、各ゲートウェイＧ１～Ｇｎから取得して保
持するコンピュータである。
【００１９】
　各ゲートウェイＧ１～Ｇｎ固有の暗号鍵（以下、「暗号鍵Ｋ１～Ｋｎ」という）は、各
ゲートウェイＧ１～Ｇｎが属する各アドホックネットワークＡ１～Ａｎ内のノード間で送
受信されるデータを暗号化するための鍵情報である。以下の説明では、データの一例とし
て、データ本体を含むペイロード部に宛先などを含むヘッダ部が付加されたパケットを用
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いて説明する。
【００２０】
　また、管理サーバ１０１は、携帯電話網やインターネットなどのネットワークＮＷ２を
介して、携帯端末１０２と相互に通信可能である。携帯端末１０２は、作業員ＯＰが使用
する携帯型の通信装置であり、例えば、携帯電話機、ＰＨＳ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｈａｎ
ｄｙ－ｐｈｏｎｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）電話機、スマートフォン、ノート型のパーソナル・コ
ンピュータなどである。
【００２１】
　ゲートウェイＧｉは、アドホックネットワークＡｉとネットワークＮＷ１とを接続する
中継機器である（ｉ＝１，２，…，ｎ）。具体的には、ゲートウェイＧｉは、アドホック
ネットワークＡｉを介して、ノードＮｉ－１～Ｎｉ－ｍｉと接続されている。また、ゲー
トウェイＧｉは、ネットワークＮＷ１を介して、管理サーバ１０１と接続されている。
【００２２】
　ゲートウェイＧｉは、アドホックネットワークＡｉのプロトコルとネットワークＮＷ１
のプロトコルの両方を理解し、アドホックネットワークＡｉとネットワークＮＷ１との間
の通信の転送を行う。ゲートウェイＧｉは、アドホックネットワークＡｉ内のノード間で
送受信されるパケットを暗号化するためのゲートウェイＧｉ固有の暗号鍵Ｋｉを有してい
る。
【００２３】
　ノードＮｉ－１～Ｎｉ－ｍｉは、所定の通信圏内の他ノードとマルチホップ通信を行う
無線通信装置である。アドホックネットワークＡｉでは、すべてのノードＮｉ－１～Ｎｉ
－ｍｉがゲートウェイＧｉと直接通信できる必要はなく、一部のノードがゲートウェイＧ
ｉと通信可能であればよい。
【００２４】
　ネットワークシステム１００は、例えば、各家庭の電力やガスの使用量を収集するシス
テムに適用することができる。具体的には、例えば、各家庭の電力メータやガスメータに
各ノードＮｉ－１～Ｎｉ－ｍｉを組み込むことで、アドホックネットワークＡｉ内のノー
ド間で各家庭の電力やガスの使用量を送受信する。なお、各家庭の電力やガスの使用量は
、各ノードＮｉ－１～Ｎｉ－ｍｉが計測してもよく、また、各ノードＮｉ－１～Ｎｉ－ｍ
ｉが電力メータやガスメータから取得してもよい。
【００２５】
　ゲートウェイＧｉは、アドホックネットワークＡｉ内のノードＮｉ－１～Ｎｉ－ｍｉか
ら受信した各家庭の電力やガスの使用量を、ネットワークＮＷ１を介して電力会社やガス
会社のサーバ（例えば、管理サーバ１０１）に送信する。これにより、作業員が現地に出
向くことなく電力やガスの使用量を収集することができる。
【００２６】
　また、ネットワークシステム１００では、アドホックネットワークＡｉごとにゲートウ
ェイＧｉ固有の暗号鍵Ｋｉを用いてパケットを暗号化する。これにより、アドホックネッ
トワークＡｉのセキュア通信（データ秘匿性、改ざん防止など）を確保する。また、アド
ホックネットワークＡｉごとに暗号鍵Ｋｉを変えることで、鍵漏洩時のリスクを低減させ
る。
【００２７】
　なお、図１の例では、アドホックネットワークＡｉ内に１台のゲートウェイＧｉを設け
る構成としたが、同一のアドホックネットワークＡｉ内に複数台のゲートウェイＧｉを設
ける構成としてもよい。この場合、アドホックネットワークＡｉ内で送受信されるパケッ
トを暗号化するための暗号鍵Ｋｉは、複数台のゲートウェイＧｉで共通である。
【００２８】
（新規ノードＮの導入時における暗号鍵Ｋｉの設定例）
　つぎに、図１に示したネットワークシステム１００への新規ノードＮの導入時における
暗号鍵Ｋｉの設定例について説明する。
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【００２９】
　図２は、ネットワークシステムへの新規ノードの導入例を示す説明図である。図２にお
いて、ネットワークシステム１００のアドホックネットワークＡｉ内に新規ノードＮが導
入されている。なお、図２では、アドホックネットワークＡｉ内のノードＮｉ－１～Ｎｉ
－ｍｉのうち、代表としてノードＮｉ－１～Ｎｉ－３を示している。
【００３０】
　新規ノードＮの導入時は、作業員ＯＰは新規ノードＮがどのアドホックネットワークＡ
ｉに属しているのかわからない。そこで、本実施の形態では、作業員ＯＰが使用する携帯
端末１０２を利用して、新規ノードＮに設定すべき暗号鍵Ｋｉを管理サーバ１０１から取
得して新規ノードＮに自動設定する。以下、図２に示した新規ノードＮの導入時における
ネットワークシステム１００の動作例について説明する。
【００３１】
　図３は、新規ノードの導入時におけるネットワークシステムの動作例を示すシーケンス
図である。図３のシーケンスにおいて、（１）携帯端末１０２は、ネットワークＮＷ２を
介して管理サーバ１０１に接続する。この際、携帯端末１０２は、例えば、ＳＳＬ（Ｓｅ
ｃｕｒｅ　Ｓｏｃｋｅｔ　Ｌａｙｅｒ）を用いて、管理サーバ１０１とセキュアな通信を
行う。なお、管理サーバ１０１と携帯端末１０２との間でセキュア通信を実現するための
通信方式については、図１５および図１６を用いて後述する。
【００３２】
　（２）携帯端末１０２は、有線または無線のネットワークＮＷ３を介して新規ノードＮ
に接続する。具体的には、例えば、作業員ＯＰが、ＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒ
ｉａｌ　Ｂｕｓ）ケーブルを用いて、携帯端末１０２と新規ノードＮとを接続することで
、携帯端末１０２と新規ノードＮとの間にネットワークＮＷ３が確立される。
【００３３】
　（３）新規ノードＮは、携帯端末１０２との接続を検知すると、アドホックネットワー
クＡｉ内でマルチホップ通信により送受信されるパケットを暗号化するための鍵の取得要
求をアドホックネットワークＡｉにブロードキャストする。ここでは、鍵の取得要求が、
新規ノードＮの通信圏内に存在するノードＮｉ－３に送信される。
【００３４】
　（４）ノードＮｉ－３は、新規ノードＮからの鍵の取得要求を通信圏内のノードＮｉ－
１に送信する。（５）ノードＮｉ－１は、ノードＮｉ－３からの鍵の取得要求を通信圏内
のゲートウェイＧｉに送信する。この結果、新規ノードＮからの鍵の取得要求がアドホッ
クネットワークＡｉ内のゲートウェイＧｉに転送される。
【００３５】
　（６）ゲートウェイＧｉは、新規ノードＮからの鍵の取得要求を受信すると、ゲートウ
ェイＧｉ固有の暗号鍵Ｋｉを管理サーバ１０１に送信する。（７）管理サーバ１０１は、
ネットワークＮＷ２を介して、ゲートウェイＧｉからのゲートウェイＧｉ固有の暗号鍵Ｋ
ｉを携帯端末１０２に送信する。
【００３６】
　（８）携帯端末１０２は、ネットワークＮＷ３を介して、管理サーバ１０１からのゲー
トウェイＧｉ固有の暗号鍵Ｋｉを新規ノードＮに送信する。（９）新規ノードＮは、携帯
端末１０２からの暗号鍵Ｋｉを、パケットを暗号化するための鍵に設定する。
【００３７】
　なお、携帯端末１０２と新規ノードＮとの接続は、新規ノードＮに対する暗号鍵Ｋｉの
設定が終了するまで維持する。また、暗号鍵Ｋｉの設定が終了して携帯端末１０２と新規
ノードＮとの接続を切断すると、携帯端末１０２の中から暗号鍵Ｋｉが自動で削除される
ようにしてもよい。これにより、携帯端末１０２の紛失時などにおけるリスクを低減させ
ることができる。
【００３８】
　このように、本実施の形態にかかるネットワークシステム１００によれば、新規ノード
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Ｎの導入時に、作業員ＯＰの携帯端末１０２を介して、新規ノードＮと管理サーバ１０１
との一時的な通信路を確立することができる。また、新規ノードＮからブロードキャスト
された鍵の取得要求がゲートウェイＧｉに転送された結果、ゲートウェイＧｉから管理サ
ーバ１０１に送信された暗号鍵Ｋｉを、携帯端末１０２を介して管理サーバ１０１から新
規ノードＮに提供することができる。これにより、新規ノードＮに設定すべき暗号鍵Ｋｉ
を容易に取得することができ、新規ノードＮが用いる暗号鍵Ｋｉの設定作業の効率化を図
ることができる。
【００３９】
　なお、以下の説明において、「ノードＮ」とは、ネットワークシステム１００のアドホ
ックネットワークＡ１～ＡｎのいずれかのアドホックネットワークＡｉ内でマルチホップ
通信によりパケットを送受信するノードを示す。また、「ノード等」とは、ネットワーク
システム１００のゲートウェイＧ１～ＧｎおよびノードＮを示す。
【００４０】
（管理サーバ１０１のハードウェア構成）
　図４は、実施の形態にかかる管理サーバのハードウェア構成を示すブロック図である。
図４において、管理サーバ１０１は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　
Ｕｎｉｔ）４０１と、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ‐Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）４０２と、ＲＡＭ（
Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）４０３と、磁気ディスクドライブ４０４と
、磁気ディスク４０５と、光ディスクドライブ４０６と、光ディスク４０７と、Ｉ／Ｆ（
Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）４０８と、ディスプレイ４０９と、キーボード４１０と、マウス４
１１と、を備えている。また、ＣＰＵ４０１～マウス４１１はバス４００によってそれぞ
れ接続されている。
【００４１】
　ここで、ＣＰＵ４０１は、管理サーバ１０１の全体の制御を司る。ＲＯＭ４０２は、ブ
ートプログラムなどのプログラムを記憶している。ＲＡＭ４０３は、ＣＰＵ４０１のワー
クエリアとして使用される。磁気ディスクドライブ４０４は、ＣＰＵ４０１の制御に従っ
て磁気ディスク４０５に対するデータのリード／ライトを制御する。磁気ディスク４０５
は、磁気ディスクドライブ４０４の制御で書き込まれたデータを記憶する。
【００４２】
　光ディスクドライブ４０６は、ＣＰＵ４０１の制御に従って光ディスク４０７に対する
データのリード／ライトを制御する。光ディスク４０７は、光ディスクドライブ４０６の
制御で書き込まれたデータを記憶したり、光ディスク４０７に記憶されたデータをコンピ
ュータに読み取らせたりする。
【００４３】
　Ｉ／Ｆ４０８は、通信回線を通じてネットワークＮＷ１，ＮＷ２に接続され、このネッ
トワークＮＷ１，ＮＷ２を介して他の装置（例えば、ゲートウェイＧｉ、携帯端末１０２
）に接続される。Ｉ／Ｆ４０８は、ネットワークＮＷ１，ＮＷ２と内部のインターフェー
スを司り、外部装置からのデータの入出力を制御する。Ｉ／Ｆ４０８には、例えば、モデ
ムやＬＡＮアダプタなどを採用することができる。
【００４４】
　ディスプレイ４０９は、カーソル、アイコンあるいはツールボックスをはじめ、文書、
画像、機能情報などのデータを表示する。このディスプレイ４０９は、たとえば、ＣＲＴ
、ＴＦＴ液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイなどを採用することができる。
【００４５】
　キーボード４１０は、文字、数字、各種指示などの入力のためのキーを備え、データの
入力を行う。また、タッチパネル式の入力パッドやテンキーなどであってもよい。マウス
４１１は、カーソルの移動や範囲選択、あるいはウィンドウの移動やサイズの変更などを
行う。ポインティングデバイスとして同様に機能を備えるものであれば、トラックボール
やジョイスティックなどであってもよい。なお、図２に示した携帯端末１０２についても
、図４に示した管理サーバ１０１と同様のハードウェア構成により実現できる。
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【００４６】
（ノード等のハードウェア構成）
　図５は、実施の形態にかかるノード等のハードウェア構成を示すブロック図である。図
５において、ノード等は、ＣＰＵ５０１と、ＲＡＭ５０２と、フラッシュメモリ５０３と
、Ｉ／Ｆ５０４と、暗号化回路５０５と、を備えている。ＣＰＵ５０１～暗号化回路５０
５は、バス５００によってそれぞれ接続されている。
【００４７】
　ここで、ＣＰＵ５０１は、ノード等の全体の制御を司る。ＲＡＭ５０２は、ＣＰＵ５０
１のワークエリアとして使用される。フラッシュメモリ５０３は、プログラムや暗号鍵な
どの鍵情報を記憶している。Ｉ／Ｆ５０４は、マルチホップ通信によりパケットを送受信
する。また、ゲートウェイＧｉのＩ／Ｆ５０４は、通信回線を通じてネットワークＮＷ１
に接続され、このネットワークＮＷ１を介して管理サーバ１０１に接続される。
【００４８】
　暗号化回路５０５は、データを暗号化する場合に暗号鍵によりデータを暗号化する回路
である。暗号化をソフトウェア的に実行する場合は、暗号化回路５０５に相当するプログ
ラムをフラッシュメモリ５０３に記憶させておくことで、暗号化回路５０５は不要となる
。
【００４９】
（ノードＮの機能的構成）
　図６は、ノードの機能的構成を示すブロック図である。図６において、ノードＮは、検
知部６０１と、受付部６０２と、フレーム送信部６０３と、鍵受信部６０４と、設定部６
０５と、フレーム受信部６０６と、を含む構成である。各機能部（検知部６０１～フレー
ム受信部６０６）は、具体的には、例えば、図５に示したＲＡＭ５０２、フラッシュメモ
リ５０３などの記憶装置に記憶されたプログラムをＣＰＵ５０１に実行させることにより
、または、Ｉ／Ｆ５０４により、その機能を実現する。また、各機能部（検知部６０１～
フレーム受信部６０６）の処理結果は、特に指定する場合を除いて、ＲＡＭ５０２、フラ
ッシュメモリ５０３などの記憶装置に記憶される。
【００５０】
　検知部６０１は、管理サーバ１０１と通信可能な携帯端末１０２との接続を検知する。
具体的には、例えば、作業員ＯＰがＵＳＢケーブルを用いて携帯端末１０２とノードＮと
を接続した結果、検知部６０１が、ＵＳＢケーブルを介した携帯端末１０２との接続を検
知する。
【００５１】
　受付部６０２は、検知部６０１によって接続が検知された携帯端末１０２から、鍵の取
得要求の送信指示を受け付ける。ここで、鍵の取得要求は、アドホックネットワークＡｉ
内でマルチホップ通信によりノード間で送受信されるパケットを暗号化するための暗号鍵
Ｋｉの取得要求である。
【００５２】
　鍵の取得要求は、例えば、ノードＮが所属するアドホックネットワークＡｉ内のゲート
ウェイＧｉを探索して、ゲートウェイＧｉからゲートウェイＧｉ固有の暗号鍵Ｋｉを提供
してもらうためのものである。そこで、以下の説明では、「鍵の取得要求」を、鍵の提供
元となるゲートウェイＧｉを探索するための「ＧＷ探索フレーム」と称する。
【００５３】
　具体的には、例えば、受付部６０２が、ＵＳＢケーブルなどのネットワークＮＷ３を介
して、携帯端末１０２からＧＷ探索フレームの送信指示を受け付ける。ここで、ＧＷ探索
フレームの送信指示の具体例について説明する。
【００５４】
　図７は、ＧＷ探索フレームの送信指示の具体例を示す説明図である。図７において、送
信指示７００は、コマンドおよびユーザＩＤを有している。コマンドは、ノードＮに対す
る指示内容を示している。ここでは、ノードＮが所属するアドホックネットワークＡｉ内
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のゲートウェイＧｉの探索指示を表す『ｓｅａｒｃｈ　ｇｗ』が記述されている。ユーザ
ＩＤは、携帯端末１０２の識別子である。ここでは、『Ｄ１』が記述されている。
【００５５】
　図６の説明に戻り、フレーム送信部６０３は、ＧＷ探索フレームをアドホックネットワ
ークＡｉにブロードキャストする。ＧＷ探索フレームは、例えば、フレームの種別、携帯
端末１０２の識別子、ノードＮの識別子を含む情報であり、暗号化されていないノーマル
フレームである。
【００５６】
　ここで、携帯端末１０２の識別子は、例えば、上記受付部６０２によって受け付けたＧ
Ｗ探索フレームの送信指示から特定される。また、ノードＮの識別子は、例えば、予め設
定されてＲＡＭ５０２、フラッシュメモリ５０３などの記憶装置に記憶されている。具体
的には、例えば、フレーム送信部６０３が、携帯端末１０２との接続が検知された場合に
、ＧＷ探索フレームをアドホックネットワークＡｉにブロードキャストすることにしても
よい。
【００５７】
　また、フレーム送信部６０３は、例えば、携帯端末１０２からＧＷ探索フレームの送信
指示を受け付けた場合に、ＧＷ探索フレームをアドホックネットワークＡｉにブロードキ
ャストすることにしてもよい。すなわち、携帯端末１０２との接続が検知され、かつ、Ｇ
Ｗ探索フレームの送信指示を受け付けた場合に、フレーム送信部６０３が、ＧＷ探索フレ
ームをアドホックネットワークＡｉにブロードキャストする。
【００５８】
　これにより、携帯端末１０２を利用して、ノードＮに対して鍵設定とは異なる設定作業
などを行う際に、携帯端末１０２との接続が検知された時点で、ノードＮからＧＷ探索フ
レームがブロードキャストされることを防ぐことができる。ここで、ＧＷ探索フレームの
具体例について説明する。
【００５９】
　図８は、ＧＷ探索フレームのデータ構造の一例を示す説明図である。図８において、Ｇ
Ｗ探索フレーム８００は、ヘッダ部８１０とペイロード部８２０とを含む構成である。ヘ
ッダ部８１０には、宛先アドレス、差出アドレス、種別、サイズおよびホップ数が記述さ
れている。ペイロード部８２０には、ユーザＩＤおよびノードＩＤが記述されている。
【００６０】
　ここで、宛先アドレスは、送信先のアドレスである。ここでは、ブロードキャスト用の
ＭＡＣ（Ｍｅｄｉａ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）アドレス『ＦＦ：ＦＦ：ＦＦ：Ｆ
Ｆ：ＦＦ：ＦＦ』が記述されている。差出アドレスは、送信元のアドレスである。ここで
は、アドホックネットワークＡ１内のノードＮとは異なる他のノードＮのＭＡＣアドレス
が記述されている。種別は、フレームの種別である。ここでは、ＧＷ探索フレームを示す
『２』が記述されている。サイズは、フレームのデータサイズ（バイト）である。
【００６１】
　ホップ数は、ノード間でＧＷ探索フレーム８００を残り何回転送するのかを示す残余の
転送回数である。ノードＮからブロードキャストされるＧＷ探索フレーム８００のホップ
数の最大値は予め設定されている。ホップ数はＧＷ探索フレーム８００の転送時にデクリ
メントされ、ホップ数が『０』となったＧＷ探索フレーム８００は棄却される。ここでは
、ＧＷ探索フレーム８００のホップ数『１０』が記述されている。
【００６２】
　ユーザＩＤは、ノードＮに接続されている携帯端末１０２の識別子である。ここでは、
ユーザＩＤ『Ｄ１』が記述されている。ノードＩＤは、ノードＮの識別子である。ここで
は、ノードＩＤ『Ｎ１－ｘ』が記述されている。なお、ここでは宛先アドレスおよび差出
アドレスの一例として、ＭＡＣアドレスを用いて説明したが、ＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　
Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）アドレスなどのアドレスを用いることにしてもよい。
【００６３】
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　図６の説明に戻り、鍵受信部６０４は、ノードＮが所属するアドホックネットワークＡ
ｉ内のゲートウェイＧｉ固有の暗号鍵Ｋｉを、携帯端末１０２を介して管理サーバ１０１
から受信する。ここで、ゲートウェイＧｉ固有の暗号鍵Ｋｉは、ブロードキャストされた
ＧＷ探索フレームがゲートウェイＧｉに転送された結果、ゲートウェイＧｉから管理サー
バ１０１に送信された鍵である。
【００６４】
　この暗号鍵Ｋｉは、アドホックネットワークＡｉ内のノード間で送受信されるパケット
を暗号化するための鍵であり、例えば、１２８～２５６ビット程度のバイナリデータであ
る。また、この暗号鍵Ｋｉは、例えば、パケットを暗号化するとともに、暗号鍵Ｋｉを用
いて暗号化されたパケットを復号することができる共通鍵である。
【００６５】
　具体的には、例えば、ノードＮからブロードキャストされたＧＷ探索フレームは、アド
ホックネットワークＡｉを介してゲートウェイＧｉに転送される。この結果、ゲートウェ
イＧｉは、ネットワークＮＷ１を介して、ゲートウェイＧｉ固有の暗号鍵Ｋｉを管理サー
バ１０１に送信する。つぎに、管理サーバ１０１は、ネットワークＮＷ２を介して、ゲー
トウェイＧｉ固有の暗号鍵Ｋｉを携帯端末１０２に送信する。そして、鍵受信部６０４が
、ネットワークＮＷ３を介して、ゲートウェイＧｉ固有の暗号鍵Ｋｉを携帯端末１０２か
ら受信する。
【００６６】
　設定部６０５は、受信されたゲートウェイＧｉ固有の暗号鍵Ｋｉを、パケットを暗号化
するための鍵に設定する。これにより、以降においてノードＮが送信対象となるパケット
を暗号化、および暗号化されたパケットを復号することが可能となり、アドホックネット
ワークＡｉ内のノード間でセキュア通信を行うことができる。
【００６７】
　フレーム受信部６０６は、アドホックネットワークＡｉ内の自ノードとは異なる他ノー
ドからＧＷ探索フレームを受信する。すなわち、アドホックネットワークＡｉ内の他ノー
ドでの鍵設定のために、他ノードからブロードキャストされたＧＷ探索フレームをフレー
ム受信部６０６が受信する。
【００６８】
　この場合、ノードＮは、受信された他ノードからのＧＷ探索フレームを別ノードに転送
する。ただし、アドホックネットワークＡｉでは、安全性の観点から、各ノードＮは、暗
号化されていないノーマルフレームを受信した場合、該ノーマルフレームを破棄するよう
に設定されている場合がある。
【００６９】
　そこで、フレーム送信部６０３は、受信されたノーマルフレームの種別がＧＷ探索フレ
ームを示す『２』の場合、該ノーマルフレームをアドホックネットワークＡｉにブロード
キャストすることにしてもよい。これにより、アドホックネットワークＡｉ内の自ノード
とは異なる他ノードからのＧＷ探索フレームを別ノードに転送することができる。
【００７０】
（ゲートウェイＧｉの機能的構成）
　図９は、ゲートウェイの機能的構成を示すブロック図である。図９において、ゲートウ
ェイＧｉは、ＧＷ受信部９０１と、作成部９０２と、ＧＷ送信部９０３と、を含む構成で
ある。各機能部（ＧＷ受信部９０１～ＧＷ送信部９０３）は、具体的には、例えば、図５
に示したＲＡＭ５０２、フラッシュメモリ５０３などの記憶装置に記憶されたプログラム
をＣＰＵ５０１に実行させることにより、または、Ｉ／Ｆ５０４により、その機能を実現
する。また、各機能部（ＧＷ受信部９０１～ＧＷ送信部９０３）の処理結果は、ＲＡＭ５
０２、フラッシュメモリ５０３などの記憶装置に記憶される。
【００７１】
　ＧＷ受信部９０１は、アドホックネットワークＡｉを介して、ノードＮからブロードキ
ャストされたＧＷ探索フレームを受信する。具体的には、例えば、ＧＷ受信部９０１が、
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アドホックネットワークＡｉ内のノードＮとは異なる他ノードからＧＷ探索フレームを直
接受信する。
【００７２】
　作成部９０２は、ＧＷ探索フレームが受信された場合、ゲートウェイＧｉ固有の暗号鍵
Ｋｉの通知要求を表す鍵通知フレームを作成する。ここで、鍵通知フレームは、例えば、
携帯端末１０２の識別子、ノードＮの識別子、ゲートウェイＧｉの識別子およびゲートウ
ェイＧｉ固有の暗号鍵Ｋｉを含む情報である。
【００７３】
　携帯端末１０２の識別子およびノードＮの識別子は、受信されたＧＷ探索フレームから
特定される。また、ゲートウェイＧｉ固有の暗号鍵Ｋｉは、例えば、ＲＡＭ５０２、フラ
ッシュメモリ５０３などの記憶装置に記憶されている。具体的には、例えば、作成部９０
２が、受信されたＧＷ探索フレーム８００に基づいて、ゲートウェイＧｉ固有の暗号鍵Ｋ
ｉの通知要求を表す鍵通知フレームを作成する。ここで、鍵通知フレームの具体例につい
て説明する。
【００７４】
　図１０は、鍵通知フレームの具体例を示す説明図（その１）である。図１０において、
鍵通知フレーム１０００は、ユーザＩＤ、ノードＩＤ、ゲートウェイＩＤおよび暗号鍵に
関する情報を有している。ここで、ユーザＩＤは、携帯端末１０２の識別子である。この
ユーザＩＤは、図８に示したＧＷ探索フレーム８００のペイロード部８２０から特定され
たものである。ノードＩＤは、ノードＮの識別子である。このノードＩＤは、ＧＷ探索フ
レーム８００のペイロード部８２０から特定されたものである。ゲートウェイＩＤは、ゲ
ートウェイＧｉの識別子である。暗号鍵は、ゲートウェイＧｉ固有の暗号鍵Ｋｉである。
【００７５】
　図９の説明に戻り、ＧＷ送信部９０３は、ネットワークＮＷ１を介して、ゲートウェイ
Ｇｉ固有の暗号鍵Ｋｉを管理サーバ１０１に送信する。具体的には、例えば、ＧＷ送信部
９０３が、作成された鍵通知フレーム１０００を管理サーバ１０１に送信することにして
もよい。これにより、単にゲートウェイＧｉ固有の暗号鍵Ｋｉのみを送信する場合に比べ
て、管理サーバ１０１において、暗号鍵Ｋｉの提供先となる携帯端末１０２やノードＮを
識別することができる。
【００７６】
　また、詳細は後述するが、管理サーバ１０１が各ゲートウェイＧ１～Ｇｎ固有の暗号鍵
Ｋ１～Ｋｎを保持する構成とした場合、鍵通知フレームにゲートウェイＧｉ固有の暗号鍵
Ｋｉを含む必要がない。そこで、上記作成部９０２は、例えば、図１１に示すようなゲー
トウェイＧｉ固有の暗号鍵Ｋｉを含まない鍵通知フレーム１１００を作成することにして
もよい。
【００７７】
　図１１は、鍵通知フレームの具体例を示す説明図（その２）である。図１１において、
鍵通知フレーム１１００は、ユーザＩＤ、ノードＩＤおよびゲートウェイＩＤに関する情
報を有している。すなわち、鍵通知フレーム１１００は、図１０に示した鍵通知フレーム
１０００の中からゲートウェイＧ１固有の暗号鍵Ｋ１を削除したものである。
【００７８】
　管理サーバ１０１が各ゲートウェイＧ１～Ｇｎ固有の暗号鍵Ｋ１～Ｋｎを保持する構成
とした場合、上記ＧＷ送信部９０３は、例えば、ゲートウェイＧ１固有の暗号鍵Ｋ１を含
まない鍵通知フレーム１１００を管理サーバ１０１に送信する。
【００７９】
（管理サーバ１０１の機能的構成）
　図１２は、管理サーバの機能的構成を示すブロック図である。図１２において、管理サ
ーバ１０１は、ＳＶ受信部１２０１と、ＳＶ送信部１２０２と、判断部１２０３と、抽出
部１２０４と、を含む構成である。各機能部（ＳＶ受信部１２０１～抽出部１２０４）は
、具体的には、例えば、図４に示したＲＯＭ４０２、ＲＡＭ４０３、磁気ディスク４０５
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、光ディスク４０７などの記憶装置に記憶されたプログラムをＣＰＵ４０１に実行させる
ことにより、または、Ｉ／Ｆ４０８により、その機能を実現する。また、各機能部（ＳＶ
受信部１２０１～抽出部１２０４）の処理結果は、例えば、ＲＡＭ４０３、磁気ディスク
４０５、光ディスク４０７などの記憶装置に記憶される。
【００８０】
　ＳＶ受信部１２０１は、ネットワークＮＷ１を介して、ゲートウェイＧｉからゲートウ
ェイＧｉ固有の暗号鍵Ｋｉを受信する。具体的には、例えば、ＳＶ受信部１２０１が、ネ
ットワークＮＷ１を介して、図１０に示した鍵通知フレーム１０００を受信する。鍵通知
フレーム１０００は、携帯端末１０２に対するゲートウェイＧｉ固有の暗号鍵Ｋｉの通知
要求である。
【００８１】
　ＳＶ送信部１２０２は、受信されたゲートウェイＧｉ固有の暗号鍵Ｋｉを、ネットワー
クＮＷ２を介して携帯端末１０２に送信する。具体的には、例えば、ＳＶ送信部１２０２
が、受信された鍵通知フレーム１０００を、ネットワークＮＷ２を介して携帯端末１０２
に送信する。この結果、携帯端末１０２が、鍵通知フレーム１０００に含まれる暗号鍵Ｋ
１を、ネットワークＮＷ３を介してノードＮに送信することになる。
【００８２】
　ここで、管理サーバ１０１は、ネットワークＮＷ２を介して、複数の携帯端末１０２と
通信可能に接続されている場合がある。この場合、ＳＶ送信部１２０２は、例えば、鍵通
知フレーム１０００に含まれるユーザＩＤから送信先の携帯端末１０２を識別することが
できる。鍵通知フレーム１０００の例では、ＳＶ送信部１２０２は、ユーザＩＤ『Ｄ１』
の携帯端末１０２に鍵通知フレーム１０００を送信する。
【００８３】
　また、アドホックネットワークＡｉ内のノードＮからゲートウェイＧｉに辿り着くまで
の経路は複数存在する場合がある。この場合、ノードＮからブロードキャストされたＧＷ
探索フレームは、複数の経路を辿ってゲートウェイＧｉに到達する。その結果、ゲートウ
ェイＧｉは、ノードＮからブロードキャストされたＧＷ探索フレームを複数回受信するこ
とになる。
【００８４】
　この場合、ゲートウェイＧｉは、ＧＷ探索フレームを受信する都度、鍵通知フレームを
作成して管理サーバ１０１に送信することになる。そして、管理サーバ１０１は、鍵通知
フレームを受信する都度、その鍵通知フレームを携帯端末１０２に送信することになる。
この結果、携帯端末１０２は、管理サーバ１０１から同一の鍵通知フレームを複数回受信
することになる。
【００８５】
　これでは、作業員ＯＰが同一の携帯端末１０２を用いて、複数のノードＮの鍵設定を連
続して行う場合に、誤った暗号鍵ＫｉをノードＮに設定してしまう可能性がある。例えば
、アドホックネットワークＡ１内のノードＮ１－ｘとアドホックネットワークＡ２内のノ
ードＮ２－ｘの鍵設定を連続して行う場合を想定する。このとき、ノードＮ１－ｘへの暗
号鍵Ｋ１の設定が終了し、作業員ＯＰが携帯端末１０２をノードＮ２－ｘに接続したあと
、管理サーバ１０１から暗号鍵Ｋ１を含む鍵通知フレームを受信した場合、ノードＮ２－
ｘに暗号鍵Ｋ１を誤って設定してしまう。
【００８６】
　そこで、管理サーバ１０１において、暗号鍵Ｋｉ（鍵通知フレーム）を送信済みのノー
ドＮを管理することで、同一の鍵通知フレームを重複して携帯端末１０２に送信すること
を防ぐことができる。ここで、鍵通知フレームを送信済みのノードＮを管理するための送
信済リストの具体例について説明する。
【００８７】
　図１３は、送信済リストの具体例を示す説明図である。図１３において、送信済リスト
１３００は、暗号鍵Ｋｉを送信済みのノードＮのノードＩＤと、送信済みの暗号鍵Ｋｉと
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を関連付けて記憶している。送信済リスト１３００は、例えば、ＲＡＭ４０３、磁気ディ
スク４０５、光ディスク４０７などの記憶装置により実現される。
【００８８】
　図１３の例では、アドホックネットワークＡ１内のノードＮ１－１のノードＩＤ『Ｎ１
－１』と、ノードＮ１－１に送信された『暗号鍵Ｋ１』とが関連付けて記憶されている。
また、アドホックネットワークＡ１内のノードＮ１－２のノードＩＤ『Ｎ１－２』と、ノ
ードＮ１－２に送信された『暗号鍵Ｋ１』とが関連付けて記憶されている。
【００８９】
　図１２の説明に戻り、判断部１２０３は、暗号鍵Ｋｉを送信済みのノードＮを管理する
送信済リストを参照することにより、携帯端末１０２に鍵通知フレームを送信するか否か
を判断する。具体的には、例えば、判断部１２０３が、送信済リスト１３００を参照して
、鍵通知フレームに含まれるノードＩＤが登録済みか否かを判断する。
【００９０】
　ここで、鍵通知フレームに含まれるノードＩＤが登録済みの場合、判断部１２０３が、
携帯端末１０２に鍵通知フレームを送信しないと判断する。この場合、ＳＶ送信部１２０
２による鍵通知フレームの送信処理は行われない。一方、鍵通知フレームに含まれるノー
ドＩＤが未登録の場合、判断部１２０３が、携帯端末１０２に鍵通知フレームを送信する
と判断する。
【００９１】
　そして、ＳＶ送信部１２０２が、携帯端末１０２に鍵通知フレームを送信する。鍵通知
フレームが携帯端末１０２に送信されると、例えば、鍵通知フレームに含まれているノー
ドＩＤおよび暗号鍵Ｋｉが送信済リスト１３００に登録される。鍵通知フレーム１０００
の例では、ノードＩＤ『Ｎ１－ｘ』と暗号鍵『Ｋ１』とが関連付けられて送信済リスト１
３００に登録される。
【００９２】
　これにより、同一の鍵通知フレームを重複して携帯端末１０２に送信することを防ぐこ
とができる。さらに、暗号鍵Ｋｉを送信済みのノードＮを管理することで、複数の異なる
アドホックネットワークの境界付近にノードＮが設置された場合などに、複数の異なる暗
号鍵がノードＮに送信されることを防ぐことができる。
【００９３】
　具体的には、例えば、ノードＮの設置場所がアドホックネットワークＡ１，Ａ２の境界
付近の場合、ノードＮからブロードキャストされたＧＷ探索フレームがゲートウェイＧ１
，Ｇ２に転送される可能性がある。この場合、管理サーバ１０１は、ゲートウェイＧ１，
Ｇ２から鍵通知フレームを受信し、それら鍵通知フレームを携帯端末１０２に送信するこ
とになる。この結果、複数の異なる暗号鍵Ｋ１，Ｋ２がノードＮに送信されてしまう。そ
こで、暗号鍵Ｋｉを送信済みのノードＮを管理して鍵通知フレームの重複送信を防ぐこと
で、複数の異なる暗号鍵がノードＮに送信されることを防ぐ。
【００９４】
　また、判断部１２０３は、送信済リスト１３００を参照して、鍵通知フレームに含まれ
るノードＩＤと暗号鍵のペアが登録済みか否かを判断することにしてもよい。そして、判
断部１２０３は、鍵通知フレームに含まれるノードＩＤと暗号鍵のペアが登録済みの場合
、携帯端末１０２に鍵通知フレームを送信しないと判断する。
【００９５】
　一方、判断部１２０３は、鍵通知フレームに含まれるノードＩＤと暗号鍵のペアが未登
録、または、ノードＩＤと暗号鍵のいずれかが登録済みの場合、携帯端末１０２に鍵通知
フレームを送信すると判断する。すなわち、判断部１２０３は、鍵通知フレームに含まれ
るノードＩＤが登録済みでも暗号鍵が未登録の場合、携帯端末１０２に鍵通知フレームを
送信すると判断する。これにより、例えば、アドホックネットワークＡ１内のノードＮに
暗号鍵Ｋ１を設定したあと、該ノードＮを他のアドホックネットワークＡ２に属する別の
場所に移動させて使用する場合に、ノードＮに設定すべき新たな暗号鍵Ｋ２を提供するこ
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とができる。
【００９６】
　なお、管理サーバ１０１は、ＳＶ送信部１２０２による鍵通知フレームの携帯端末１０
２への送信後において、携帯端末１０２との接続が切断された場合、ゲートウェイＧｉか
ら受信した鍵通知フレームを削除することにしてもよい。
【００９７】
　また、上述した説明では、各ゲートウェイＧｉ固有の暗号鍵Ｋｉを含む鍵通知フレーム
をゲートウェイＧｉから管理サーバ１０１に送信する場合について説明したが、これに限
らない。例えば、管理サーバ１０１において、ネットワークシステム１００内の各ゲート
ウェイＧ１～Ｇｎ固有の暗号鍵Ｋ１～Ｋｎを予め保持しておく構成としてもよい。ここで
、各ゲートウェイＧ１～Ｇｎ固有の暗号鍵Ｋ１～Ｋｎを保持する暗号鍵ＤＢ（データベー
ス）の具体例について説明する。
【００９８】
　図１４は、暗号鍵ＤＢの記憶内容の一例を示す説明図である。図１４において、暗号鍵
ＤＢ１４００は、ゲートウェイＩＤおよび暗号鍵のフィールドを有し、各フィールドに情
報を設定することで、ゲートウェイＧ１～Ｇｎごとの鍵情報１４００－１～１４００－ｎ
をレコードとして記憶している。
【００９９】
　ここで、ゲートウェイＩＤは、ゲートウェイＧｉの識別子である。暗号鍵は、ゲートウ
ェイＧｉ固有の暗号鍵Ｋｉである。鍵情報１４００－１を例に挙げると、ゲートウェイＧ
１固有の暗号鍵Ｋ１が記憶されている。なお、暗号鍵ＤＢ１４００は、例えば、ＲＡＭ４
０３、磁気ディスク４０５、光ディスク４０７などの記憶装置により実現される。
【０１００】
　このように、管理サーバ１０１がゲートウェイＧ１～Ｇｎ固有の暗号鍵Ｋ１～Ｋｎを保
持する場合、ＳＶ受信部１２０１は、ネットワークＮＷ１を介して、ゲートウェイＧｉか
らゲートウェイＧｉ固有の暗号鍵Ｋｉを含まない鍵通知フレームを受信する。具体的には
、例えば、ＳＶ受信部１２０１が、ネットワークＮＷ１を介して、ゲートウェイＧｉから
鍵通知フレーム１１００を受信する。
【０１０１】
　また、抽出部１２０４は、ゲートウェイＧｉ固有の暗号鍵Ｋｉを含まない鍵通知フレー
ムが受信された場合、暗号鍵ＤＢ１４００の中からゲートウェイＧｉ固有の暗号鍵Ｋｉを
抽出する。具体的には、例えば、抽出部１２０４が、暗号鍵ＤＢ１４００の中から、受信
された鍵通知フレーム１１００に含まれるゲートウェイＩＤ『Ｇ１』と関連付けて記憶さ
れている暗号鍵Ｋ１を抽出する。
【０１０２】
　そして、ＳＶ送信部１２０２は、抽出されたゲートウェイＧｉ固有の暗号鍵Ｋｉを、ネ
ットワークＮＷ２を介して携帯端末１０２に送信する。このように、ゲートウェイＧｉか
ら暗号鍵Ｋｉを含まない鍵通知フレームを送信することで、暗号鍵Ｋｉを含む鍵通知フレ
ームを送信する場合に比べて、ゲートウェイＧｉと管理サーバ１０１との間の通信時にお
けるデータ量を削減することができる。
【０１０３】
　また、管理サーバ１０１への鍵通知フレームの初回送信時のみ、ゲートウェイＧｉに暗
号鍵Ｋｉを含む鍵通知フレームを送信させて、それ以降は、暗号鍵Ｋｉを含まない鍵通知
フレームを送信させることにしてもよい。この場合、管理サーバ１０１は、鍵通知フレー
ムの初回受信時に、鍵通知フレームに含まれる暗号鍵ＫｉをゲートウェイＩＤと関連付け
て暗号鍵ＤＢ１４００に登録することにしてもよい。これにより、管理サーバ１０１が各
ゲートウェイＧ１～Ｇｎ固有の暗号鍵Ｋ１～Ｋｎを予め保持しておく必要がなくなる。
【０１０４】
　なお、ゲートウェイＧｉが暗号鍵Ｋｉを含む鍵通知フレームを管理サーバ１０１に送信
する場合は、暗号鍵Ｋｉの抽出処理が不要となるため、管理サーバ１０１は上記抽出部１
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２０４および暗号鍵ＤＢ１４００を備えない構成としてもよい。
【０１０５】
（管理サーバ１０１と携帯端末１０２との間の通信方式）
　ここで、管理サーバ１０１と携帯端末１０２との間の通信方式の一実施例について説明
する。まず、携帯端末１０２からみた管理サーバ１０１のサーバ認証について説明する。
具体的には、例えば、まず、携帯端末１０２が、予め決められたＩＰアドレスを用いて管
理サーバ１０１に接続する。
【０１０６】
　そして、携帯端末１０２が、管理サーバ１０１からＳＳＬサーバ証明書を受信する。受
信されたＳＳＬサーバ証明書は、例えば、図１５に示すように管理サーバ１０１のＩＰア
ドレスと関連付けて携帯端末１０２の記憶装置に記憶される。
【０１０７】
　図１５は、管理サーバの認証情報の一例を示す説明図である。図１５において、管理サ
ーバ１０１の認証情報１５００は、ＩＰアドレスおよびＳＳＬサーバ証明書を有する。Ｉ
Ｐアドレスは、管理サーバ１０１のＩＰアドレスである。Ｘ．５０９証明書は、管理サー
バ１０１のＳＳＬサーバ証明書（公開鍵証明書）である。
【０１０８】
　携帯端末１０２は、予め自端末に組み込まれている公開鍵を用いて、ＳＳＬサーバ証明
書を復号することでサーバ認証を行う。公開鍵は、例えば、第三者認証機関によって発行
されたものである。この公開鍵を用いてＳＳＬサーバ証明書を正しく復号できれば、ＳＳ
Ｌサーバ証明書が第三者認証機関によって証明された正しい証明書であることがわかり、
ひいては管理サーバ１０１の身元が保証されたことになる。
【０１０９】
　つぎに、管理サーバ１０１からみた携帯端末１０２のユーザ認証について説明する。こ
こでは、図１６に示すような携帯端末１０２の認証情報１６００を用いて、携帯端末１０
２のユーザ認証を行う場合を例に挙げて説明する。認証情報１６００は、例えば、管理サ
ーバ１０１のＲＯＭ４０２、ＲＡＭ４０３、磁気ディスク４０５、光ディスク４０７など
の記憶装置に記憶されている。
【０１１０】
　図１６は、携帯端末の認証情報の一例を示す説明図である。図１６において、携帯端末
１０２の認証情報１６００は、ユーザＩＤおよびパスワードを有する。ユーザＩＤは、携
帯端末１０２の識別子である。パスワードは、携帯端末１０２を使用するユーザを認証す
るためのものである。
【０１１１】
　具体的には、例えば、まず、携帯端末１０２が、ユーザＩＤおよびパスワードのペアを
管理サーバ１０１に送信する。このユーザＩＤおよびパスワードは、携帯端末１０２の記
憶装置に予め登録されていてもよく、また、携帯端末１０２の入力装置（不図示）を用い
たユーザの操作入力により受け付けてもよい。
【０１１２】
　このあと、管理サーバ１０１は、携帯端末１０２からのユーザＩＤおよびパスワードの
ペアを、認証情報１６００のユーザＩＤおよびパスワードのペアと一致判定する。ここで
、認証情報１６００のユーザＩＤおよびパスワードと一致すれば、携帯端末１０２のユー
ザの身元が保証されたことになる。
【０１１３】
　なお、認証後において、携帯端末１０２は、例えば、管理サーバ１０１のＳＳＬサーバ
証明書に含まれる公開鍵を用いてパケットを暗号化して管理サーバ１０１との通信を行う
。これにより、管理サーバ１０１と携帯端末１０２との間でセキュアな通信を行うことが
できる。
【０１１４】
（ノードＮの鍵設定処理手順）
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　図１７は、ノードの鍵設定処理手順の一例を示すフローチャートである。図１７のフロ
ーチャートにおいて、まず、検知部６０１により、管理サーバ１０１と通信可能な携帯端
末１０２との接続を検知したか否かを判断する（ステップＳ１７０１）。
【０１１５】
　ここで、携帯端末１０２との接続を検知するのを待って（ステップＳ１７０１：Ｎｏ）
、検知した場合（ステップＳ１７０１：Ｙｅｓ）、受付部６０２により、携帯端末１０２
からＧＷ探索フレームの送信指示を受け付けたか否かを判断する（ステップＳ１７０２）
。
【０１１６】
　ここで、ＧＷ探索フレームの送信指示を受け付けるのを待って（ステップＳ１７０２：
Ｎｏ）、受け付けた場合（ステップＳ１７０２：Ｙｅｓ）、フレーム送信部６０３により
、ＧＷ探索フレームをアドホックネットワークＡｉにブロードキャストする（ステップＳ
１７０３）。
【０１１７】
　このあと、鍵受信部６０４により、ノードＮが所属するアドホックネットワークＡｉ内
のゲートウェイＧｉ固有の暗号鍵Ｋｉを携帯端末１０２から受信したか否かを判断する（
ステップＳ１７０４）。
【０１１８】
　ここで、ゲートウェイＧｉ固有の暗号鍵Ｋｉを受信するのを待って（ステップＳ１７０
４：Ｎｏ）、受信した場合（ステップＳ１７０４：Ｙｅｓ）、設定部６０５により、受信
された暗号鍵Ｋｉを、パケットを暗号化するための鍵に設定して（ステップＳ１７０５）
、本フローチャートによる一連の処理を終了する。
【０１１９】
　これにより、アドホックネットワークＡｉ内のノード間で送受信されるパケットを暗号
化するためのゲートウェイＧｉ固有の暗号鍵Ｋｉを、携帯端末１０２を利用して一時的に
確立された通信路を介して管理サーバ１０１から取得して設定することができる。
【０１２０】
（ゲートウェイＧｉの鍵通知処理手順）
　図１８は、ゲートウェイの鍵通知処理手順の一例を示すフローチャートである。図１８
のフローチャートにおいて、まず、ＧＷ受信部９０１により、アドホックネットワークＡ
ｉを介して、ノードＮからブロードキャストされたＧＷ探索フレームを受信したか否かを
判断する（ステップＳ１８０１）。
【０１２１】
　ここで、ＧＷ探索フレームを受信するのを待って（ステップＳ１８０１：Ｎｏ）、受信
した場合（ステップＳ１８０１：Ｙｅｓ）、作成部９０２により、ゲートウェイＧｉ固有
の暗号鍵Ｋｉの通知要求を表す鍵通知フレーム（鍵通知フレーム１０００または１１００
）を作成する（ステップＳ１８０２）。
【０１２２】
　そして、ＧＷ送信部９０３により、ネットワークＮＷ１を介して、作成された鍵通知フ
レームを管理サーバ１０１に送信して（ステップＳ１８０３）、本フローチャートによる
一連の処理を終了する。
【０１２３】
　これにより、アドホックネットワークＡｉ内のノードＮからのＧＷ探索フレームに応じ
て、ゲートウェイＧｉ固有の暗号鍵Ｋｉの通知要求を表す鍵通知フレームを管理サーバ１
０１に送信することができる。
【０１２４】
（管理サーバ１０１の鍵提供処理手順）
　つぎに、管理サーバ１０１の鍵提供処理手順について説明する。まず、管理サーバ１０
１が各ゲートウェイＧ１～Ｇｎ固有の暗号鍵Ｋ１～Ｋｎを保持していない場合の鍵提供処
理手順について説明する。すなわち、以下に説明する鍵提供処理手順は、ゲートウェイＧ
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ｉから管理サーバ１０１に送信される鍵通知フレームにゲートウェイＧｉ固有の暗号鍵Ｋ
ｉが含まれている場合の処理手順である。
【０１２５】
　図１９は、管理サーバの鍵提供処理手順の一例を示すフローチャート（その１）である
。図１９のフローチャートにおいて、まず、ＳＶ受信部１２０１により、ネットワークＮ
Ｗ１を介して、ゲートウェイＧｉから鍵通知フレームを受信したか否かを判断する（ステ
ップＳ１９０１）。
【０１２６】
　ここで、鍵通知フレームを受信するのを待って（ステップＳ１９０１：Ｎｏ）、受信し
た場合（ステップＳ１９０１：Ｙｅｓ）、判断部１２０３により、受信された鍵通知フレ
ームに含まれるノードＩＤと暗号鍵Ｋｉを特定する（ステップＳ１９０２）。そして、判
断部１２０３により、特定されたノードＩＤと暗号鍵のペアが送信済リスト１３００に登
録されているか否かを判断する（ステップＳ１９０３）。
【０１２７】
　ここで、ノードＩＤと暗号鍵Ｋｉのペアが送信済リスト１３００に未登録の場合（ステ
ップＳ１９０３：Ｎｏ）、ＳＶ送信部１２０２により、受信された鍵通知フレームに含ま
れるユーザＩＤを特定する（ステップＳ１９０４）。つぎに、ＳＶ送信部１２０２により
、ネットワークＮＷ２を介して、特定されたユーザＩＤの携帯端末１０２に受信された鍵
通知フレームを送信する（ステップＳ１９０５）。
【０１２８】
　そして、判断部１２０３により、ステップＳ１９０２において特定されたノードＩＤと
暗号鍵Ｋｉを関連付けて送信済リスト１３００に登録して（ステップＳ１９０６）、本フ
ローチャートによる一連の処理を終了する。一方、ステップＳ１９０３において、ノード
ＩＤと暗号鍵Ｋｉのペアが送信済リスト１３００に登録されている場合（ステップＳ１９
０３：Ｙｅｓ）、本フローチャートによる一連の処理を終了する。
【０１２９】
　これにより、携帯端末１０２を利用して一時的に確立された通信路を介して、ノードＮ
が属するアドホックネットワークＡｉ内のゲートウェイＧｉ固有の暗号鍵ＫｉをノードＮ
に提供することができる。
【０１３０】
　つぎに、管理サーバ１０１が各ゲートウェイＧ１～Ｇｎ固有の暗号鍵Ｋ１～Ｋｎを保持
している場合の鍵提供処理手順について説明する。すなわち、以下に説明する鍵提供処理
手順は、ゲートウェイＧｉから管理サーバ１０１に送信される鍵通知フレームにゲートウ
ェイＧｉ固有の暗号鍵Ｋｉが含まれていない場合の処理手順である。
【０１３１】
　図２０は、管理サーバの鍵提供処理手順の一例を示すフローチャート（その２）である
。図２０のフローチャートにおいて、まず、ＳＶ受信部１２０１により、ネットワークＮ
Ｗ１を介して、ゲートウェイＧｉから鍵通知フレームを受信したか否かを判断する（ステ
ップＳ２００１）。
【０１３２】
　ここで、鍵通知フレームを受信するのを待って（ステップＳ２００１：Ｎｏ）、受信し
た場合（ステップＳ２００１：Ｙｅｓ）、抽出部１２０４により、受信された鍵通知フレ
ームに含まれるゲートウェイＩＤを特定する（ステップＳ２００２）。つぎに、抽出部１
２０４により、暗号鍵ＤＢ１４００の中から、特定されたゲートウェイＩＤと関連付けて
記憶されている暗号鍵Ｋｉを抽出する（ステップＳ２００３）。
【０１３３】
　そして、判断部１２０３により、受信された鍵通知フレームに含まれるノードＩＤを特
定する（ステップＳ２００４）。そして、判断部１２０３により、特定されたノードＩＤ
と抽出された暗号鍵のペアが送信済リスト１３００に登録されているか否かを判断する（
ステップＳ２００５）。
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【０１３４】
　ここで、ノードＩＤと暗号鍵Ｋｉのペアが送信済リスト１３００に未登録の場合（ステ
ップＳ２００５：Ｎｏ）、ＳＶ送信部１２０２により、受信された鍵通知フレームに含ま
れるユーザＩＤを特定する（ステップＳ２００６）。つぎに、ＳＶ送信部１２０２により
、ネットワークＮＷ２を介して、特定されたユーザＩＤの携帯端末１０２に抽出された暗
号鍵Ｋｉを送信する（ステップＳ２００７）。
【０１３５】
　そして、判断部１２０３により、ステップＳ２００４において特定されたノードＩＤと
ステップＳ２００３において抽出された暗号鍵Ｋｉを関連付けて送信済リスト１３００に
登録して（ステップＳ２００８）、本フローチャートによる一連の処理を終了する。
【０１３６】
　一方、ステップＳ２００５において、ノードＩＤと暗号鍵Ｋｉのペアが送信済リスト１
３００に登録されている場合（ステップＳ２００５：Ｙｅｓ）、本フローチャートによる
一連の処理を終了する。これにより、ゲートウェイＧｉから暗号鍵Ｋｉを含む鍵通知フレ
ームを受信する場合に比べて、ゲートウェイＧｉとの通信時におけるデータ量を削減する
ことができる。
【０１３７】
　以上説明したように、本実施の形態にかかるノードＮによれば、作業員ＯＰの携帯端末
１０２を介して、管理サーバ１０１との一時的な通信路を確立することができる。また、
ノードＮによれば、携帯端末１０２との接続を契機に、ＧＷ探索フレームをアドホックネ
ットワークＡｉにブロードキャストすることができる。また、ノードＮによれば、ＧＷ探
索フレームがゲートウェイＧｉに転送された結果、ゲートウェイＧｉから管理サーバ１０
１に送信された暗号鍵Ｋｉを、携帯端末１０２を介して受信することができる。
【０１３８】
　これにより、ノードＮの鍵設定時に、ノードＮに設定すべき暗号鍵Ｋｉを容易に取得す
ることができ、ノードＮが用いる暗号鍵Ｋｉの設定作業の効率化を図ることができる。具
体的には、例えば、ノードＮの初期導入時などにおいて、作業員ＯＰが地理的に絞り込ま
れた候補となるゲートウェイとノードＮとの通信状況をしらみつぶしに確認するなどの作
業が不要となり、ノードＮに対する暗号鍵Ｋｉの設定作業の効率化を図ることができる。
また、確認作業のために候補となる各ゲートウェイの暗号鍵を携帯端末１０２などに記録
しておく必要がないため、持ち運びの際の情報漏洩のリスクを低減させることができる。
【０１３９】
　また、本実施の形態にかかるノードＮによれば、携帯端末１０２からのＧＷ探索フレー
ムの送信指示を契機に、ＧＷ探索フレームをアドホックネットワークＡｉにブロードキャ
ストすることができる。これにより、携帯端末１０２を利用して、ノードＮに対して鍵設
定とは異なる設定作業などを行う際に、携帯端末１０２との接続が検知された時点で、ノ
ードＮからＧＷ探索フレームがブロードキャストされることを防ぐことができる。
【０１４０】
　また、本実施の形態にかかるノードＮによれば、携帯端末１０２の識別子を含むＧＷ探
索フレームをアドホックネットワークＡｉにブロードキャストすることができる。これに
より、管理サーバ１０１において、複数の携帯端末１０２が通信可能に接続されている場
合であっても、鍵通知フレームの送信先となる携帯端末１０２を適切に識別することがで
きる。
【０１４１】
　また、本実施の形態にかかるノードＮによれば、ノードＮの識別子を含むＧＷ探索フレ
ームをアドホックネットワークＡｉにブロードキャストすることができる。これにより、
管理サーバ１０１において、鍵通知フレームを送信済みのノードＮを管理することができ
、鍵通知フレームの重複送信を防ぐことができる。
【０１４２】
　以上のことから、本実施の形態にかかる鍵設定方法、ノード、およびネットワークシス
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テムによれば、アドホックネットワーク内のノードに対する暗号鍵の設定作業にかかる作
業員の作業負担の軽減化および作業時間の短縮化を図ることができる。
【０１４３】
　なお、本実施の形態で説明した鍵設定方法は、予め用意されたプログラムをパーソナル
・コンピュータやワークステーション等のコンピュータで実行することにより実現するこ
とができる。本鍵設定プログラムは、ハードディスク、フレキシブルディスク、ＣＤ－Ｒ
ＯＭ、ＭＯ、ＤＶＤ等のコンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録され、コンピュー
タによって記録媒体から読み出されることによって実行される。また本鍵設定プログラム
は、インターネット等のネットワークを介して配布してもよい。
【０１４４】
　上述した実施の形態に関し、さらに以下の付記を開示する。
【０１４５】
（付記１）複数のアドホックネットワークのいずれかのアドホックネットワーク内でマル
チホップ通信によりデータを送受信するノードが実行する鍵設定方法であって、
　前記複数のアドホックネットワークの各アドホックネットワーク内のゲートウェイと接
続されたサーバと通信可能な携帯端末との接続を検知する検知工程と、
　前記検知工程によって前記携帯端末との接続が検知された場合、前記データを暗号化す
るための鍵の取得要求を前記いずれかのアドホックネットワークに同時通報する送信工程
と、
　前記送信工程によって同時通報された前記取得要求が前記いずれかのアドホックネット
ワーク内のゲートウェイに転送された結果、当該ゲートウェイから前記サーバに送信され
たゲートウェイ固有の鍵を、前記携帯端末を介して前記サーバから受信する受信工程と、
　前記受信工程によって受信された前記ゲートウェイ固有の鍵を、前記データを暗号化す
るための鍵に設定する設定工程と、
　を含むことを特徴とする鍵設定方法。
【０１４６】
（付記２）前記検知工程によって接続が検知された前記携帯端末から、前記データを暗号
化するための鍵の取得要求の送信指示を受け付ける受付工程をさらに含み、
　前記送信工程は、
　前記受付工程によって前記送信指示を受け付けた場合、前記取得要求を前記いずれかの
アドホックネットワークに同時通報することを特徴とする付記１に記載の鍵設定方法。
【０１４７】
（付記３）前記送信工程は、
　前記送信指示に含まれる前記サーバが通信先を識別するための前記携帯端末の識別子を
含む前記取得要求を、前記いずれかのアドホックネットワークに同時通報することを特徴
とする付記２に記載の鍵設定方法。
【０１４８】
（付記４）前記送信工程は、
　前記ゲートウェイ固有の鍵を送信済みのノードを前記サーバが識別するための前記ノー
ドの識別子を含む前記取得要求を、前記いずれかのアドホックネットワークに同時通報す
ることを特徴とする付記２または３に記載の鍵設定方法。
【０１４９】
（付記５）前記いずれかのアドホックネットワーク内の自ノードとは異なる他ノードから
前記取得要求を受信した場合、当該取得要求を前記いずれかのアドホックネットワークに
同時通報する転送工程をさらに含むことを特徴とする付記１に記載の鍵設定方法。
【０１５０】
（付記６）複数のアドホックネットワークのいずれかのアドホックネットワーク内でマル
チホップ通信によりデータを送受信するノードであって、
　前記複数のアドホックネットワークの各アドホックネットワーク内のゲートウェイと接
続されたサーバと通信可能な携帯端末との接続を検知する検知手段と、
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　前記検知手段によって前記携帯端末との接続が検知された場合、前記データを暗号化す
るための鍵の取得要求を前記いずれかのアドホックネットワークに同時通報する送信手段
と、
　前記送信手段によって同時通報された前記取得要求が前記いずれかのアドホックネット
ワーク内のゲートウェイに転送された結果、当該ゲートウェイから前記サーバに送信され
たゲートウェイ固有の鍵を、前記携帯端末を介して前記サーバから受信する受信手段と、
　前記受信手段によって受信された前記ゲートウェイ固有の鍵を、前記データを暗号化す
るための鍵に設定する設定手段と、
　を備えることを特徴とするノード。
【０１５１】
（付記７）前記検知手段によって接続が検知された前記携帯端末から、前記データを暗号
化するための鍵の取得要求の送信指示を受け付ける受付手段をさらに備え、
　前記送信手段は、
　前記受付手段によって前記送信指示を受け付けた場合、前記取得要求を前記いずれかの
アドホックネットワークに同時通報することを特徴とする付記６に記載のノード。
【０１５２】
（付記８）前記送信手段は、
　前記送信指示に含まれる前記サーバが通信先を識別するための前記携帯端末の識別子を
含む前記取得要求を、前記いずれかのアドホックネットワークに同時通報することを特徴
とする付記７に記載のノード。
【０１５３】
（付記９）前記送信手段は、
　前記ゲートウェイ固有の鍵を送信済みのノードを前記サーバが識別するための前記ノー
ドの識別子を含む前記取得要求を、前記いずれかのアドホックネットワークに同時通報す
ることを特徴とする付記７または８に記載のノード。
【０１５４】
（付記１０）前記いずれかのアドホックネットワーク内の自ノードとは異なる他ノードか
ら前記取得要求を受信した場合、当該取得要求を前記いずれかのアドホックネットワーク
に同時通報する転送手段をさらに備えることを特徴とする付記６に記載のノード。
【０１５５】
（付記１１）複数のアドホックネットワークのいずれかのアドホックネットワーク内でマ
ルチホップ通信によりデータを送受信するノードと、前記複数のアドホックネットワーク
の各アドホックネットワーク内のゲートウェイと接続されたサーバと、を含むネットワー
クシステムであって、
　前記ノードは、
　前記サーバと通信可能な携帯端末との接続を検知する検知手段と、
　前記検知手段によって前記携帯端末との接続が検知された場合、前記データを暗号化す
るための鍵の取得要求を前記いずれかのアドホックネットワークに同時通報する送信手段
と、
　前記送信手段によって同時通報された前記取得要求が前記いずれかのアドホックネット
ワーク内のゲートウェイに転送された結果、当該ゲートウェイから前記サーバに送信され
たゲートウェイ固有の鍵を、前記携帯端末を介して前記サーバから受信する受信手段と、
　前記受信手段によって受信された前記ゲートウェイ固有の鍵を、前記データを暗号化す
るための鍵に設定する設定手段と、を備え、
　前記サーバは、
　前記取得要求が転送された前記いずれかのアドホックネットワーク内のゲートウェイか
ら、前記ゲートウェイ固有の鍵を受信する鍵受信手段と、
　前記鍵受信手段によって受信された前記ゲートウェイ固有の鍵を、前記携帯端末を介し
て前記ノードに送信する鍵送信手段と、
　を備えることを特徴とするネットワークシステム。



(22) JP 5397547 B2 2014.1.22

10

20

【符号の説明】
【０１５６】
　１００　ネットワークシステム
　１０１　管理サーバ
　１０２　携帯端末
　６０１　検知部
　６０２　受付部
　６０３　フレーム送信部
　６０４　鍵受信部
　６０５　設定部
　６０６　フレーム受信部
　８００　ＧＷ探索フレーム
　９０１　ＧＷ受信部
　９０２　作成部
　９０３　ＧＷ送信部
　１２０１　ＳＶ受信部
　１２０２　ＳＶ送信部
　１２０３　判断部
　１２０４　抽出部
　１０００，１１００　鍵通知フレーム
　Ａ１～Ａｎ，Ａｉ　アドホックネットワーク
　Ｇ１～Ｇｎ，Ｇｉ　ゲートウェイ
　Ｋ１～Ｋｎ，Ｋｉ　暗号鍵
　Ｎ　ノード
　ＮＷ１，ＮＷ２，ＮＷ３　ネットワーク
【図１】 【図２】
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(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｂ　　　７／２４－　７／２６
              Ｈ０４Ｗ　　　４／００－９９／００
              Ｈ０４Ｌ　　　９／００
              Ｈ０４Ｑ　　　９／００
              Ｇ０８Ｃ　　１３／００－２５／００
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