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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】親ノードから子ノードへと伝送される更新され
たグループ鍵の暗号化に必要な暗号化鍵を、親ノードと
子ノードとの間で交換する際、処理負荷を少なくする。
【解決手段】ノードは、１つのルートノードを含む無線
メッシュネットワークに含まれるノードであって、ルー
トノードとの間で、無線メッシュネットワークへの参加
時の認証処理を行うネットワークアクセス認証処理部と
、ルートノードとの間の共通鍵であるルート鍵を生成す
るルート鍵設定部と、親ノードとの間の共通鍵である親
子鍵を生成し、ルート鍵で親子鍵を暗号化し、暗号化し
た親子鍵をルートノードに送信する親子鍵設定部と、親
ノードから、親子鍵により暗号化されたグループ鍵を受
信し、親子鍵によりグループ鍵を復号するグループ鍵取
得部とを備える。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１つのルートノードを含み且つ隣接する階層のノード間で親子関係を有する複数のノー
ドにより構成される無線メッシュネットワークに含まれるノードであって、
　前記ルートノードとの間で、前記無線メッシュネットワークへの参加時の認証処理を行
うネットワークアクセス認証処理部と、
　前記ルートノードとの間の共通鍵であるルート鍵を生成するルート鍵設定部と、
　親ノードとの間の共通鍵である親子鍵を生成し、前記ルート鍵で前記親子鍵を暗号化し
、前記暗号化した親子鍵を前記ルートノードに送信する親子鍵設定部と、
　前記親ノードから、前記親子鍵により暗号化されたグループ鍵を受信し、前記親子鍵に
より前記グループ鍵を復号するグループ鍵取得部と、
　を備えることを特徴とするノード。
【請求項２】
　１つのルートノードを含み且つ隣接する階層のノード間で親子関係を有する複数のノー
ドにより構成される無線メッシュネットワークに含まれるノードであって、
　前記ルートノードとの間で、前記無線メッシュネットワークへの参加時の認証処理を行
うネットワークアクセス認証処理部と、
　前記ルートノードとの間の共通鍵であるルート鍵を生成するルート鍵設定部と、
　前記ルートノードから、ルート鍵で暗号化された親子鍵を受信し、前記ルート鍵で復号
する親子鍵取得部と、
　前記親子鍵により暗号化したグループ鍵を前記子ノードに送信するグループ鍵転送部と
、
　を備えることを特徴とするノード。
【請求項３】
　１つのルートノードを含み且つ隣接する階層のノード間で親子関係を有する複数のノー
ドにより構成される無線メッシュネットワークに含まれるノードであって、
　ノードが、前記無線メッシュネットワークに参加する際の認証処理を行うネットワーク
アクセス認証処理部と、
　前記ネットワーク内の第1ノードとの間の共通鍵である第1ルート鍵を生成し、前記第1
ノードにとっての親ノードである第2ノードとの間の共通鍵である第2ルート鍵を生成する
ルート鍵設定部と、
　前記第1ノードから、前記第1ルート鍵で暗号化された親子鍵を受信し、前記暗号化され
た親子鍵を前記第1ルート鍵で復号し、前記第1ルート鍵で復号した親子鍵を前記第2ルー
ト鍵で暗号化して前記第2ノードに対して送信する親子鍵転送部と、
　グループ鍵を前記親子鍵で暗号化して送信するグループ鍵暗号化部とを備える
ノード。
【請求項４】
　１つのルートノードを含み且つ隣接する階層のノード間で親子関係を有する複数のノー
ドにより構成される無線メッシュネットワークに含まれるノードであって、
　前記ルートノードとの間で、前記無線メッシュネットワークへの参加時の認証処理を行
うネットワークアクセス認証処理部と、
　前記ルートノードとの間の共通鍵であるルート鍵を生成するルート鍵設定部と、
　前記ルートノードから、前記ルート鍵で暗号化された親子鍵を受信し、前記ルート鍵で
復号する親子鍵取得部と、
　前記親ノードから、前記親子鍵により暗号化されたグループ鍵を受信し、前記親子鍵に
より前記グループ鍵を復号するグループ鍵取得部と、
を備えることを特徴とするノード。
【請求項５】
　前記親子鍵は、前記ルートノードが、親ノードと子ノードに合わせて送信したものであ
ることを特徴とする請求項２記載のノード。



(3) JP 2012-195774 A 2012.10.11

10

20

30

40

50

【請求項６】
　１つのルートノードを含み且つ隣接する階層のノード間で親子関係を有する複数のノー
ドにより構成される無線メッシュネットワークに含まれるノードであって、
　前記ルートノードとの間で、前記無線メッシュネットワークへの参加時の認証処理を行
うネットワークアクセス認証処理部と、
　前記ルートノードとの間の共通鍵であるルート鍵を生成するルート鍵設定部と、
　前記ルートノードから、前記ルート鍵で暗号化された親子鍵を受信し、前記ルート鍵で
復号する親子鍵取得部と、
　グループ鍵を前記親子鍵で暗号化して子ノードに対して送信するグループ鍵暗号化部と
を備える
　ノード。
【請求項７】
　１つのルートノードを含み且つ隣接する階層のノード間で親子関係を有する複数のノー
ドにより構成される無線メッシュネットワークに含まれるノードであって、
　ノードが、前記無線メッシュネットワークに参加する際の認証処理を行うネットワーク
アクセス認証処理部と、
　前記無線メッシュネットワーク内の第1ノードとの間の共通鍵である第1ルート鍵を生成
し、前記第1ノードにとっての親ノードである第2ノードとの間の共通鍵である第2ルート
鍵を生成するルート鍵設定部と、
　前記第1ノードと前記第2ノードとの間の共通鍵である親子鍵を生成し、前記親子鍵を前
記第1ルート鍵で暗号化して前記第1ノードに対して送信し、前記親子鍵を前記第2ルート
鍵で暗号化して前記第2ノードに対して送信する親子鍵転送部と、
　グループ鍵を暗号化して送信するグループ鍵暗号化部とを備える
　ノード。
【請求項８】
　前記親子鍵は、前記親ノードが、前記ルートノードを介して送信したものであることを
特徴とする請求項４記載のノード。
【請求項９】
　１つのルートノードを含み且つ隣接する階層のノード間で親子関係を有する複数のノー
ドにより構成される無線メッシュネットワークに含まれるノードであって、
　前記ルートノードとの間で、前記無線メッシュネットワークへの参加時の認証処理を行
うネットワークアクセス認証処理部と、
　前記ルートノードとの間の共通鍵であるルート鍵を生成するルート鍵設定部と、
　子ノードとの間の共通鍵である親子鍵を生成し、前記ルート鍵で前記親子鍵を暗号化し
、前記暗号化した親子鍵を前記ルートノードに送信する親子鍵設定部と、
　グループ鍵を前記親子鍵で暗号化して送信するグループ鍵暗号化部とを備える
　ノード。
【請求項１０】
　１つのルートノードを含み且つ隣接する階層のノード間で親子関係を有する複数のノー
ドにより構成される無線メッシュネットワークに含まれるノードであって、
　ノードが、前記無線メッシュネットワークに参加する際の認証処理を行うネットワーク
アクセス認証処理部と、
　前記無線メッシュネットワーク内の第1ノードとの間の共通鍵である第1ルート鍵を生成
し、前記第1ノードにとっての親ノードである第2ノードとの間の共通鍵である第2ルート
鍵を生成するルート鍵設定部と、
　前記第2ノードから、前記第2ルート鍵で暗号化された親子鍵を受信し、前記暗号化され
た親子鍵を前記第2ルート鍵で復号し、前記第2ルート鍵で復号した親子鍵を前記第1ルー
ト鍵で暗号化して前記第1ノードに対して送信する親子鍵転送部と、を備える
　ノード。
【請求項１１】
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　１つのルートノードを含み且つ隣接する階層のノード間で親子関係を有する複数のノー
ドにより構成される無線メッシュネットワークに含まれるノードであって、
　前記ルートノードとの間で、前記無線メッシュネットワークへの参加時の認証処理を行
うネットワークアクセス認証処理部と、
　前記ルートノードとの間の共通鍵であるルート鍵を生成するルート鍵設定部と、
　前記無線メッシュネットワークへの参加時に、前記ルートノードから前記ルート鍵で暗
号化された第1グループ鍵を受け取るグループ鍵取得部と、
　前記第1グループ鍵を用いて認証データを生成する認証データ生成部と、
　公開鍵と秘密鍵を生成するとともに、前記公開鍵と前記認証データを合わせて親ノード
に対して送信する公開鍵・秘密鍵設定部とを備え、
　前記グループ鍵取得部は、前記親ノードから、前記公開鍵により暗号化された更新後の
第2グループ鍵を受信し、前記秘密鍵により前記第2グループ鍵を復号する
　ノード。
【請求項１２】
　１つのルートノードを含み且つ隣接する階層のノード間で親子関係を有する複数のノー
ドにより構成される無線メッシュネットワークに含まれるノードであって、
　前記ルートノードとの間で、前記無線メッシュネットワークへの参加時の認証処理を行
うネットワークアクセス認証処理部と、
　前記ルートノードとの間の共通鍵であるルート鍵を生成するルート鍵設定部と、
　前記無線メッシュネットワークへの参加時に、前記ルートノードから前記ルート鍵で暗
号化された第1グループ鍵を受け取るグループ鍵取得部と、
　前記第1グループ鍵を用いて認証データを生成する認証データ生成部と、
　公開鍵と秘密鍵を生成するとともに、前記公開鍵と前記認証データを合わせて親ノード
に対して送信する公開鍵・秘密鍵設定部と、
　前記親ノードから、公開鍵により暗号化された親子鍵を受信し、前記秘密鍵により前記
暗号化された親子鍵を復号する親子鍵取得部と、
　前記親子鍵により暗号化された第2グループ鍵を受信し、前記親子鍵により暗号化され
た第2グループ鍵を復号するグループ鍵取得部と、
　を備えることを特徴とするノード。
【請求項１３】
　１つのルートノードを含み且つ隣接する階層のノード間で親子関係を有する複数のノー
ドにより構成される無線メッシュネットワークに含まれるノードに用いるプログラムであ
って、
　前記ルートノードとの間で、前記無線メッシュネットワークへの参加時の認証処理を行
うネットワークアクセス認証処理機能と、
　前記ルートノードとの間の共通鍵であるルート鍵を生成するルート鍵設定機能と、
　親ノードとの間の共通鍵である親子鍵を生成し、前記ルート鍵で前記親子鍵を暗号化し
、前記暗号化した親子鍵を前記ルートノードに送信する親子鍵設定機能と、
　前記親ノードから、前記親子鍵により暗号化されたグループ鍵を受信し、前記親子鍵に
より前記グループ鍵を復号するグループ鍵取得機能と、
　を備えることを特徴とするプログラム。
【請求項１４】
　１つのルートノードを含み且つ隣接する階層のノード間で親子関係を有する複数のノー
ドにより構成される無線メッシュネットワークに含まれるノードに用いるプログラムであ
って、
　前記ルートノードとの間で、前記無線メッシュネットワークへの参加時の認証処理を行
うネットワークアクセス認証処理機能と、
　前記ルートノードとの間の共通鍵であるルート鍵を生成するルート鍵設定機能と、
　前記ルートノードから、前記ルート鍵で暗号化された親子鍵を受信し、前記ルート鍵で
復号する親子鍵取得機能と、



(5) JP 2012-195774 A 2012.10.11

10

20

30

40

50

　前記親ノードから、前記親子鍵により暗号化されたグループ鍵を受信し、前記親子鍵に
より前記グループ鍵を復号するグループ鍵取得機能と、
を備えることを特徴とするプログラム。
【請求項１５】
　１つのルートノードを含み且つ隣接する階層のノード間で親子関係を有する複数のノー
ドにより構成される無線メッシュネットワークに含まれるノードに用いるプログラムであ
って、
　ノードが、前記無線メッシュネットワークに参加する際の認証処理を行うネットワーク
アクセス認証処理機能と、
　前記無線メッシュネットワーク内の第1ノードとの間の共通鍵である第1ルート鍵を生成
し、前記第1ノードにとっての親ノードである第2ノードとの間の共通鍵である第2ルート
鍵を生成するルート鍵設定機能と、
　前記第1ノードと前記第2ノードとの間の共通鍵である親子鍵を生成し、前記親子鍵を前
記第1ルート鍵で暗号化して前記第1ノードに対して送信し、前記親子鍵を前記第2ルート
鍵で暗号化して前記第2ノードに対して送信する親子鍵転送機能と、
　グループ鍵を暗号化して送信するグループ鍵暗号化機能とを備えるプログラム。
【請求項１６】
　１つのルートノードを含み且つ隣接する階層のノード間で親子関係を有する複数のノー
ドにより構成される無線メッシュネットワークに含まれるノードに用いるプログラムであ
って、
　前記ルートノードとの間で、前記無線メッシュネットワークへの参加時の認証処理を行
うネットワークアクセス認証処理機能と、
　前記ルートノードとの間の共通鍵であるルート鍵を生成するルート鍵設定機能と、
　前記無線メッシュネットワークへの参加時に、前記ルートノードから前記ルート鍵で暗
号化された第1グループ鍵を受け取るグループ鍵取得機能と、
　前記第1グループ鍵を用いて認証データを生成する認証データ生成機能と、
　公開鍵と秘密鍵を生成するとともに、前記公開鍵と前記認証データを合わせて親ノード
に対して送信する公開鍵・秘密鍵設定機能と、
　前記親ノードから、公開鍵により暗号化された親子鍵を受信し、前記秘密鍵により前記
暗号化された親子鍵を復号する親子鍵取得機能と、
　前記親子鍵により暗号化された第2グループ鍵を受信し、前記親子鍵により暗号化され
た第2グループ鍵を復号するグループ鍵取得機能と、
　を備えることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、ノード、およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、１つの根ノード（ルートノードという）となるノードを含み且つ隣接する階層の
ノード間で親子関係を有する複数のノードによりツリー形状のルーチングトポロジーを形
成する無線メッシュネットワークにおいて、１つのグループ鍵を無線メッシュネットワー
ク内の各ノードで共有する技術がある。
【０００３】
　グループ鍵は、例えば、無線メッシュネットワークに接続された各ノードに対する通信
の可否を確認するための認証に用いられる。
【０００４】
　新規ノードは、無線メッシュネットワークに新たに参加する時に、新規ノードとルート
ノードとの間で実行されるネットワークアクセス認証を行う。ネットワークアクセス認証
が成功すれば、ルートノードと新規ノードは、それぞれ共通の暗号鍵を生成し、共通の暗
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号鍵を共有する。
【０００５】
　そして、ルートノードは、新規ノードに対して、暗号鍵で暗号化したグループ鍵を送信
する。
【０００６】
　このように、新規ノードはルートノードからグループ鍵を取得することができる。
【０００７】
　グループ鍵は、有効期限を持ち、有効期限切れになる前に更新され、新しいグループ鍵
が生成されることがある。そして、新しいグループ鍵は、無線メッシュネットワークに接
続する全てのノードで共有する必要がある。
【０００８】
　共有のために、ルートノードは、グループ鍵を更新すると、新しいグループ鍵を、ネッ
トワーク上の各ノードに対して、例えば、ホープバイホップで伝搬する。つまり、ルート
ノードが送信したグループ鍵は、隣接するノード間に順次伝送される。ホップバイホップ
で、グループ鍵を伝送するためには、隣接するノード間、つまり送信する側のノード（親
ノード）と受信する側のノード（子ノード）との間で暗号化と復号に必要な暗号鍵を交換
する必要がある。
【０００９】
　暗号鍵を交換する技術として、例えば、PKI（Public Key Infrastructure） を用いた
公開鍵の交換を用いることが想定できる。しかしながら、この技術を用いる場合、公開鍵
が信頼できるデータであることを示すために、認証局が発行する認証データを取得する必
要があり、ノードにおける鍵交換のための処理負荷が大きい。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２０１０－１０８５２０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明の一側面は、更新されたグループ鍵を親子ノード間で転送する際の暗号化及び復
号に用いる鍵を、処理負荷を少なくして親子ノード間で交換することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の一観点にかかるノードは、１つのルートノードを含み且つ隣接する階層のノー
ド間で親子関係を有する複数のノードにより構成される無線メッシュネットワークに含ま
れるノードであって、前記ルートノードとの間で、前記無線メッシュネットワークへの参
加時の認証処理を行うネットワークアクセス認証処理部と、前記ルートノードとの間の共
通鍵であるルート鍵を生成するルート鍵設定部と、親ノードとの間の共通鍵である親子鍵
を生成し、前記ルート鍵で前記親子鍵を暗号化し、前記暗号化した親子鍵を前記ルートノ
ードに送信する親子鍵設定部と、前記親ノードから、前記親子鍵により暗号化されたグル
ープ鍵を受信し、前記親子鍵により前記グループ鍵を復号するグループ鍵取得部とを備え
ることを特徴とする。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施形態にかかるシステムを示すブロック図である。
【図２】本発明の第１の実施形態にかかるシステムの動作を示すシーケンス図である。
【図３】本発明の第１の実施形態にかかる子ノードを示すブロック図である。
【図４】本発明の第１の実施形態にかかる親ノードを示すブロック図である。
【図５】本発明の第１の実施形態にかかるルートノードを示すブロック図である。
【図６】本発明の第2の実施形態にかかるシステムの動作を示すシーケンス図である。
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【図７】本発明の第2の実施形態にかかる子ノードを示すブロック図である。
【図８】本発明の第2の実施形態にかかる親ノードを示すブロック図である。
【図９】本発明の第2の実施形態にかかるルートノードを示すブロック図である。
【図１０】本発明の第3の実施形態にかかるシステムの動作を示すシーケンス図である。
【図１１】本発明の第3の実施形態にかかる子ノードを示すブロック図である。
【図１２】本発明の第3の実施形態にかかる親ノードを示すブロック図である。
【図１３】本発明の第3の実施形態にかかるルートノードを示すブロック図である。
【図１４】本発明の第4の実施形態にかかるシステムの動作を示すシーケンス図である。
【図１５】本発明の第4の実施形態にかかる子ノードを示すブロック図である。
【図１６】本発明の第4の実施形態にかかる親ノードを示すブロック図である。
【図１７】本発明の第4の実施形態にかかるルートノードを示すブロック図である。
【図１８】本発明の第5の実施形態にかかるシステムの動作を示すシーケンス図である。
【図１９】本発明の第5の実施形態にかかる子ノードを示すブロック図である。
【図２０】本発明の第5の実施形態にかかる親ノードを示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。尚、各図において
同一箇所については同一の符号を付すとともに、重複した説明は省略する。
【００１５】
＜第１の実施形態＞
　図１は、本発明の第１の実施形態にかかるシステム10を示すブロック図である。
【００１６】
　システム10は、１つの根ノード（ルートノードという）を含み且つ隣接する階層のノー
ド間で親子関係を有する複数のノードによりツリー形状のルーチングトポロジーを形成す
る無線メッシュネットワーク10である。本実施例のシステム10は、ルートノード10を第1
階層としたとき、最下位層のノードは第N＋1階層であるシステムであるとする。
【００１７】
システム10は、ルートノード100と親ノード101と子ノード102とネットワーク103とを備え
る。
【００１８】
　ルートノード100は、無線メッシュネットワーク10内に一つ存在する。ルートノード100
は、システム10の最上位層（第1階層）のノードである。
【００１９】
　ルートノード100は、無線メッシュネットワーク10内の各ノードの管理を行う。また、
ルートノード100は、無線メッシュネットワーク10内の各ノード間で共有するグループ鍵
の管理を行う。尚、グループ鍵についての説明は、後述する。
【００２０】
　ここで、ルートノード100が行うノードの管理とは、例えば、無線メッシュネットワー
ク10へのノードの参加の許可若しくは禁止することや、無線メッシュネットワーク10から
のノードの離脱を検出することや、無線メッシュネットワーク10内のノード一覧を把握す
ることである。また、グループ鍵の管理とは、例えば、グループ鍵を生成すること、グル
ープ鍵の有効期限を監視すること、及びグループ鍵を更新して新しいグループ鍵を生成す
ることである。
【００２１】
　ネットワーク103は、システム10のうち、第2階層のノードから第Ｎ－１階層のノードを
含むネットワークである。図1において、ノード104A及び104Dは第2階層のノードであり、
ノード104B及び104Eは、第3階層のノードであり、ノード104C、ノード104Fは、第N-1階層
のノードである。
【００２２】
　親ノード101は、システム10の第N階層のノードである。親ノード101は、ネットワーク1
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03内のノード104Cと接続する。親ノード101はノード104Cから受け取った子ノード102宛の
データを、子ノード102に対して、転送する。
【００２３】
　子ノード102は、親ノード101との間でデータの送受信を行う。子ノード102は、システ
ム10の最下位層（第N＋1階層）のノードである。
【００２４】
　尚、一般的に、親ノード及び子ノードとは、ルーティングツリー上の相対的位置関係か
ら導き出される。つまり、2つの隣接する階層のノードのうち、上位の層にあるノードが
親ノードであり、下位の層にあるノードが子ノードである。つまり、親ノード101は、子
ノード102にとっての親ノードであるが、ノード104Cにとっては子ノードである。
【００２５】
　本実施例では、説明の明確化のために、図1に示すように、システム10の最下位層（第
Ｎ＋1階層）のノードを子ノードとし、最下位層より1層上（第Ｎ階層）のノードであるノ
ードを親ノードとして説明する。
【００２６】
次に、グループ鍵について説明する。グループ鍵は、例えば、無線メッシュネットワーク
10内のデータの暗号化等に使用される。そして、グループ鍵は、無線メッシュネットワー
ク10内のすべてのノード間で共有される情報である。つまり、グループ鍵は、無線メッシ
ュネットワーク10内の各ノードにとって共通鍵である。グループ鍵を用いた暗号化や復号
には、共通鍵暗号方式が用いられる。
【００２７】
　次に、無線メッシュネットワーク10内のノード間全てが、グループ鍵を共有する方法を
説明する。
【００２８】
まず、新たに無線メッシュネットワーク10に参加するノードがグループ鍵を取得する方法
を説明する。
【００２９】
ノードが無線メッシュネットワークに新たに参加する際、ルートノードが、新たに接続し
たノードに対してグループ鍵が通知する。ルートノードが、新たに参加したノードに対し
てグループ鍵を通知する際、グループ鍵は暗号化されて通知される。グループ鍵が無線メ
ッシュネットワーク外に漏えいすることを防ぐためである。この暗号化に用いられるため
の暗号化鍵として、ルートノードと新たに参加したノードとの間で共有する暗号化鍵を用
いる。この暗号化鍵は、ノードがルートノードに新たに参加する際に行われるネットワー
クアクセス認証の際に生成されるものである。ネットワークアクセス認証の詳細は後述す
る。
【００３０】
ここで、グループ鍵は有効期限を持つ。したがって、ルートノードは、使用中のグループ
鍵が有効期限切れになる前にグループ鍵の更新を行い、更新後の新しいグループ鍵を無線
メッシュネットワーク内の各ノードに送信する必要がある。無線メッシュネットワーク内
の各ノードが常に有効なグループ鍵を保持するように維持するためである。この更新後の
新しいグループ鍵を含むメッセージも暗号化されて通知される必要がある。グループ鍵が
無線メッシュネットワーク外に漏えいしないようにするためである。
【００３１】
更新後の新しいグループ鍵の通知方法の一手法として、ルートノードが送信した新しいグ
ループ鍵を、ルーティングツリー上の親子関係を有する親ノードから子ノードへと次々に
ユニキャストで送信し、ルートノードから無線メッシュネットワーク内の全ノードにホッ
プバイホップで伝搬させる手法がある。
【００３２】
このような伝搬手法においては、更新後のグループ鍵は、親ノードで暗号化されて子ノー
ドで復号される必要がある。無線メッシュネットワーク外にグループ鍵の漏えいを防止し
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、かつ親ノードから子ノードに次々に更新後のグループ鍵が伝達される必要があるためで
ある。このように親ノードで暗号化し、子ノードで復号する処理を実現するためには、親
ノードと子ノードとで暗号化鍵と復号鍵を交換する必要がある。
【００３３】
本実施形態では、親ノードと子ノードとの間で、グループ鍵更新前のタイミングで、暗号
鍵と交換鍵を効率的、かつ安全に交換することを実現する。尚、本実施例では、暗号化復
号の方式として、共通鍵暗号化方式を用いる例を説明する。共通鍵暗号化方式では、暗号
鍵と復号鍵とが同じ鍵である共通鍵を用いる。
【００３４】
以下では、親ノードと子ノードとの間で、共通鍵を共有化する方法の実現例を説明する。
【００３５】
図２は、図１のシステムの動作を示すシーケンス図である。
【００３６】
　以下では、子ノード102が、無線メッシュネットワークに新たに参加する場合を例にと
って説明する。
【００３７】
　まず、親ノード101と子ノード102との間で共通鍵を共有する方法を説明する。
【００３８】
子ノード102が、無線メッシュネットワークに新たに参加する場合、子ノード102は、親ノ
ード101を介してルートノード100との間でネットワークアクセス認証を行う(S200)。
【００３９】
ルートノード100が、子ノード102の認証を成功すると、子ノード102は、ルートノード100
から認証成功の通知を受信する。
【００４０】
子ノード102は、認証成功の通知を受信すると、認証結果を用いて、ルート鍵Aを生成する
（S202）。また、ルートノードも、認証成功の通知を子ノード102に対して通知するとと
もに、認証結果を用いて、子ノード102と同様の方法でルート鍵Aを生成する（S201）。こ
の結果、ルートノード100と子ノード102の間で、ルート鍵Aを共有することになる。
【００４１】
次に、ルートノード100は、ルートノード100が管理するグループ鍵を、ルート鍵Aを用い
て暗号化し、子ノード102に対して送信する。子ノード102は、暗号化されたグループ鍵の
通知を受信する(S203)。子ノード102は、ルート鍵Aでグループ鍵を復号し、グループ鍵を
得る。
【００４２】
　 次に、子ノード102は、親ノードと共有する共通鍵（以下、親子鍵Bと称する。）を生
成する（S204）。子ノード102は、親子鍵Bをルート鍵Aで暗号化し、ルートノード100に対
して通知する(S205)
　 ルートノード100は、暗号化された親子鍵Bを受け取ると、ルート鍵Aで復号する。
【００４３】
　 次に、ルートノード100は、親子鍵Bを、ルート鍵Cにより暗号化して、親ノード102へ
と送信する(S206)。
【００４４】
　 ここで、ルート鍵Cは、ルートノード100と親ノード102との間で共有する共通鍵である
。ルート鍵Cは、親ノード102が、無線メッシュネットワークに参加した際に、ルートノー
ド100との間で共有する。ルート鍵Cの生成方法及び共有方法は、先述した子ノード102と
ルートノード100との間でのルート鍵Aの生成方法及び共有方法と同様の方法である。
【００４５】
親ノード102は、暗号化された親子鍵Bを受信すると、ルート鍵Cにより復号し、親子鍵Bを
取得する。
【００４６】
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以上の手順で、親ノード101と子ノード102との間で、共通鍵である親子鍵Bを共有するこ
とができる。
【００４７】
次に、ルートノード100が通知した更新された新しいグループ鍵が、親ノード101と子ノー
ド102に伝達される手順を説明する。
【００４８】
ルートノード100は、グループ鍵を更新すると暗号化して新しいグループ鍵を送信する（S
207）。この新しいグループ鍵は、ネットワーク103を介して親ノード101に伝達される。
親ノード101が、新しいグループ鍵を取得すると、新しいグループ鍵を親子鍵Bで暗号化し
、子ノード102へ送信する。子ノード102は、暗号化された新しいグループ鍵を受信すると
、親子鍵Bで新しいグループ鍵を復号し、新しいグループ鍵を取得する。
【００４９】
以上の動作では、図1において示したルートノード100と親ノード101と子ノード102との間
での処理を説明した。しかしながら、以上の動作は、図1で示していないネットワーク103
内の親ノードと子ノードについても同様の処理が実行される。つまり、ネットワーク103
内の親ノードと子ノードとの間で、共通鍵をそれぞれ共有する。そして、ルートノード10
0が送信した新しいグループ鍵に対して、親ノードが暗号化し、子ノードが復号するとい
った処理を繰り返すことで、親ノードから子ノードへと新しいグループ鍵を次々に伝搬す
ることができる。
【００５０】
以上の動作により、ルートノードが構成する無線メッシュネットワーク内のノード間全て
が、更新されたグループ鍵を安全にかつ効率的に共有することができる。
【００５１】
　図３は、子ノード102の構成を示すブロック図である。
【００５２】
　通信部300は、親ノード101と接続する。通信部300は、親ノード101と通信を行う。また
、通信部300は、親ノード101を介してルートノード100と通信を行う。
【００５３】
　ネットワークアクセス認証処理部301は、通信部300を介して、ルートノード100との間
でネットワークアクセス認証処理を行う。
【００５４】
　ルート鍵設定部302は、ネットワークアクセス認証処理の結果である認証結果を用いて
、ルート鍵Aを生成する。認証結果は、ネットワークアクセス認証処理部301から受け取る
。
【００５５】
　親子鍵設定部303は親子鍵Bを生成する。また、親子鍵設定部303は、親子鍵Bを、ルート
鍵Aにより暗号化する。親子鍵設定部303は、暗号化した親子鍵Bを、通信部300を介してル
ートノード100に送信する。
【００５６】
　グループ鍵取得部304は、ルートノード100を含む無線メッシュネットワークに接続する
際、通信部300を介して、ルートノード100から、ルート鍵Aにより暗号化されたグループ
鍵を取得する。グループ鍵取得部304は、暗号化されたグループ鍵を取得すると、ルート
鍵Aにより復号し、グループ鍵を取得する。また、グループ鍵取得部304は、親子鍵Bによ
り暗号化された新たなグループ鍵を、ルートノード100から、通信部300を介して受信する
。グループ鍵取得部304は、暗号化された新たなグループ鍵を、親子鍵Bを使って復号する
。尚、この親子鍵Bは、親子鍵設定部303から取得するものである。
【００５７】
　図４は、本発明の第１の実施形態にかかる親ノード101の構成を示すブロック図である
。
【００５８】
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　前述したように、親ノード101は、子ノードの機能も備えるため、子ノード102と同じ構
成及び機能を備える。
【００５９】
　通信部400は、子ノード100と通信を行う。また、通信部300は、親ノード101にとっての
親ノード(ノード104C)と通信を行う。また、親ノード（ノード104C）を介してルートノー
ド100と通信を行う。
【００６０】
　　ネットワークアクセス認証処理部401は、通信部400を介して、ルートノード100との
間でネットワークアクセス認証処理を行う。
【００６１】
　ルート鍵設定部402は、ネットワークアクセス認証処理の結果である認証結果を用いて
、ルート鍵Cを生成する。認証結果は、ネットワークアクセス認証処理部401から受け取る
。
【００６２】
　親子鍵設定部403は親子鍵Dを生成する。また、親子鍵設定部403は、親子鍵Dを、ルート
鍵Cにより暗号化する。親子鍵設定部403は、暗号化した親子鍵Dを、通信部400を介してル
ートノード100に送信する。
【００６３】
　グループ鍵取得部404は、ルートノード100を含む無線メッシュネットワークに接続する
際、通信部400を介して、ルートノード100から、ルート鍵Cにより暗号化されたグループ
鍵を取得する。グループ鍵取得部404は、暗号化されたグループ鍵を取得すると、ルート
鍵Cにより復号し、グループ鍵を取得する。また、グループ鍵取得部304は、親子鍵Dによ
り暗号化された新たなグループ鍵を、ノード104Cから、通信部300を介して受信する。グ
ループ鍵取得部304は、暗号化された新たなグループ鍵を、親子鍵Dを使って復号する。
【００６４】
　以下の構成が、親ノード101にあって、子ノード102にない構成である。
【００６５】
　親子鍵取得部405は、子ノード102が送信した親子鍵Bをルートノード100を介して受信す
る。ここで、親子鍵Bは、子ノード102送信時は、ルート鍵Aにより暗号化されているが、
一旦、ルートノード100により復号される。そして、ルートノード100によりルート鍵Cに
より暗号化された親子鍵Bを、受信する。親子鍵取得部405は、暗号化された親子鍵Bを受
信すると、ルート鍵Cにより復号して、親子鍵Bを受信する。
【００６６】
　グループ鍵転送部406は、グループ鍵取得部404が取得した新たなグループ鍵を、親子鍵
Ｂにより暗号化し、暗号化した新たなグループ鍵を子ノード102に対し、通信部400を介し
て送信する。
【００６７】
　図5は、本発明の第１の実施形態にかかるルートノード100の構成を示すブロック図であ
る。
【００６８】
　通信部500は、無線メッシュネットワーク内のノードと通信を行う。
【００６９】
　ネットワークアクセス認証処理部501は、通信部500を介して、無線メッシュネットワー
クに新たに参加するノードとの間でネットワークアクセス認証処理を行う。認証処理が成
功した場合、認証処理が成功したことを示す通知をノードに対して行う。
【００７０】
　ルート鍵設定部502は、ネットワークアクセス認証処理の結果である認証結果を用いて
、ルート鍵を生成する。無線メッシュネットワークに参加するノード毎に、異なるルート
鍵を生成する。
【００７１】
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　グループ鍵生成部503は、グループ鍵を生成する。例えば、グループ鍵の有効期限を監
視し、グループ鍵の有効期限が切れる前に、グループ鍵を更新し、新たなグループ鍵を生
成する。
【００７２】
　グループ鍵暗号化部504は、グループ鍵を暗号化して、通信部500を介して、無線メッシ
ュネットワーク上のノードに対して通知する。無線メッシュネットワークに新たに参加す
るノードに対してグループ鍵を通知する際には、当該ノードとの間のネットワークアクセ
ス認証処理の認証結果を用いて生成したルート鍵または親子鍵を用いて暗号化する。一方
、グループ鍵更新時に、無線メッシュネットワーク内のノード全てに新たなグループ鍵を
送信する場合には、ルートノードにとっての子ノードのルート鍵を用いて暗号化する。
【００７３】
　親子鍵転送部505は、子ノード102から暗号化された親子鍵Bを、通信部500を介して受信
し、親子鍵Bをルート鍵Aにより復号する。親子鍵転送部505は、親子鍵Bを、ルート鍵Cに
より暗号化し、暗号化した親子鍵Bを、通信部500を介して、親ノード101に対して通知す
る。
【００７４】
　また、子ノード102は、例えば、汎用のコンピュータ装置を基本ハードウェアとして用
いることでも実現することが可能である。すなわち、通信部300、ネットワークアクセス
認証処理部301、ルート鍵設定部302、親子鍵設定部303、グループ鍵取得部304は、上記の
コンピュータ装置に搭載されたプロセッサにプログラムを実行させることにより実現する
ことができる。このとき、子ノード102は、上記のプログラムをコンピュータ装置にあら
かじめインストールすることで実現してもよいし、ＣＤ－ＲＯＭなどの記憶媒体に記憶し
て、あるいはネットワークを介して上記のプログラムを配布して、このプログラムをコン
ピュータ装置に適宜インストールすることで実現してもよい。
【００７５】
　また、親ノード101は、例えば、汎用のコンピュータ装置を基本ハードウェアとして用
いることでも実現することが可能である。すなわち、通信部400、ネットワークアクセス
認証処理部401、ルート鍵設定部402、親子鍵設定部403、グループ鍵取得部404、対子ノー
ド鍵転送鍵設定部405、グループ鍵転送部406は、上記のコンピュータ装置に搭載されたプ
ロセッサにプログラムを実行させることにより実現することができる。このとき、親ノー
ド101は、上記のプログラムをコンピュータ装置にあらかじめインストールすることで実
現してもよいし、ＣＤ－ＲＯＭなどの記憶媒体に記憶して、あるいはネットワークを介し
て上記のプログラムを配布して、このプログラムをコンピュータ装置に適宜インストール
することで実現してもよい。
【００７６】
　また、ルートノード100は、例えば、汎用のコンピュータ装置を基本ハードウェアとし
て用いることでも実現することが可能である。すなわち、通信部500、ネットワークアク
セス認証処理部501、ルート鍵設定部502、グループ鍵生成部503、グループ鍵暗号化部504
、親子鍵転送部505は、上記のコンピュータ装置に搭載されたプロセッサにプログラムを
実行させることにより実現することができる。このとき、ルートノード100は、上記のプ
ログラムをコンピュータ装置にあらかじめインストールすることで実現してもよいし、Ｃ
Ｄ－ＲＯＭなどの記憶媒体に記憶して、あるいはネットワークを介して上記のプログラム
を配布して、このプログラムをコンピュータ装置に適宜インストールすることで実現して
もよい。
【００７７】
＜第２の実施形態＞
　図６は、第２の実施形態にかかるシステムの動作を示すシーケンス図である。
【００７８】
　図６に示すように、第２の実施形態施にかかるシステムにおいては、ルートノード2100
が、親子鍵Bを生成し、ルートノード2100が、親子鍵Bを、親ノード2101とともに子ノード
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2102へと通知する点が、第１の実施形態のシステムと異なる。
【００７９】
　第２の実施形態に係るシステムを、図１に示す。第２の実施形態にかかるシステムの構
成は、ルートノード2100と、ネットワーク2103と、親ノード2101と子ノード2102とを備え
る構成である。各ノード2100、2101、2102とネットワーク2103間の接続関係は、第１の実
施形態にかかるシステムと同様である。また、ネットワーク2103内のノードの接続関係も
第1の実施形態にかかるシステムと同様である。
【００８０】
　次に、第２の実施形態にかかるシステムの動作を説明する。
【００８１】
　S200からS203は、第１の実施形態の動作と同様である。
【００８２】
　ルートノード2100は、S203の動作後、親子鍵Bを生成する（S604）。次に、ルートノー
ド2100は、親子鍵Bを、ルート鍵Aで暗号化し、子ノード2102に通知する（S605）。また、
ルートノード2100は、親子鍵Bをルート鍵Cにより暗号化し、親ノード102に通知する（S60
6）。ここで、ルート鍵A及びルート鍵Cは、それぞれ、子ノード2102、親ノード2101が、
無線メッシュネットワークに参加した際に、ルートノード2100との間で共有するものであ
り、生成方法は、第１の実施形態で説明した通りである。
【００８３】
　子ノード2101は、親子鍵Bを受信すると、ルート鍵Aにより親子鍵Bを復号し、親子鍵Bを
取得する。
【００８４】
　親ノード2102は、親子鍵Bを受信すると、ルート鍵Cにより親子鍵Bを復号し、親子鍵Bを
取得する。
【００８５】
　以上の動作により、親ノード2101と子ノード2102との間で、共通鍵である親子鍵Bを共
有することができる。
【００８６】
　この後の動作、つまり、ルートノード2100が通知した更新されたグループ鍵が、親ノー
ド2101と子ノード2102に伝達される手順は、第１の実施形態で示した方法と同様の手順（
S207とS208）である。尚、以上の動作は、図１で示していないノードについても同様の処
理が実行されることは、第１の実施形態で説明したことと同様である。
【００８７】
　以上の手順により、親ノード2101と子ノード2102の間で親子鍵Bの共有の際、処理負荷
を低くできる。また、ルートノード2100が構成する無線メッシュネットワーク内のノード
間全てが、更新されたグループ鍵を安全にかつ効率的に共有することができる。
【００８８】
　図７は、本発明の第２の実施形態にかかる子ノード2102の構成を示すブロック図である
。
【００８９】
　子ノード2102は、子ノード102と異なり、親子鍵設定部303を備えていない。
【００９０】
　子ノード2102は、子ノード102と異なり、親子鍵取得部701を備える。
【００９１】
　親子鍵取得部701は、ルートノード2100が送信した、暗号化された親子鍵Ｂを受信する
。そして、暗号化された親子鍵Ｂを、ルート鍵Aにより復号する。
【００９２】
　図８は、本発明の第２の実施形態にかかる親ノード2101の構成を示すブロック図である
。
【００９３】
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　親ノード2101は、子ノード2102の機能もそなえるため、子ノード2102の構成及び機能を
備えている点は、第１の実施形態の場合と同様である。
【００９４】
　親ノード2101は、親ノード101と異なり、親子鍵設定部403及び親子鍵取得部405を備え
ていない。
【００９５】
　親ノード2101は、親ノード101と異なり、親子鍵取得部801を備える。
【００９６】
　親子鍵取得部801は、ルートノード2100が送信した、暗号化された親子鍵Ｂを受信する
。そして、暗号化された親子鍵Ｂを、ルート鍵Cにより復号する。
【００９７】
　図９は、本発明の第２の実施形態にかかるルートノード2100の構成を示すブロック図で
ある。
【００９８】
　ルートノード2100は、ルートノード100と異なり、親子鍵転送部505を備えていない。
【００９９】
　ルートノード2100は、ルートノード100と異なり、親子鍵設定部901を備える。
【０１００】
親子鍵設定部901は、親子鍵Ｂを生成する。また、親子鍵設定部901は、親子鍵Bを、ルー
ト鍵Aにより暗号化して、子ノード2101に対して送信する。また、親子鍵Bを、ルート鍵C
により暗号化して、親ノード2012に対して送信する。
【０１０１】
　＜第３の実施形態＞
　図10は、第３の実施形態にかかるシステムの動作を示すシーケンス図である。
【０１０２】
　図10に示すように、第３の実施形態にかかるシステムにおいては、親ノード3101が親子
鍵Bを生成し、親ノード3101がルートノード3100を介して子ノード3102へと通知する点が
実施形態1と異なる。
【０１０３】
　実3の実施形態にかかるシステムを、図1に示す。第3の実施形態にかかるシステムの構
成は、ルートノード3100、ネットワーク3103と、親ノード3101と子ノード3102とを備える
構成である。各ノード3100、3101、3102とネットワーク3103間の接続関係は、第１の実施
形態にかかるシステムと同様である。また、ネットワーク3103内のノードの接続関係も第
1の実施形態にかかるシステムと同様である。
【０１０４】
　次に、第３の実施形態にかかるシステムの動作を説明する。
【０１０５】
　S200からS203は、第１の実施形態と同様である。
【０１０６】
　親ノード3101は、ルートノード3100と子ノード3102との間のネットワークアクセス認証
（S200）や、ルートノード3100から子ノード3102へのグループ鍵の通知（S203）のメッセ
ージの内容等を認識し、子ノード3102のネットワーク認証が成功し、子ノード3102がグル
ープ鍵を得たことを検出する。親ノード3101は、子ノード3102のネットワーク認証の成功
を検出、若しくは、親ノード3101から子ノード3102へのグループ鍵の通知を検出すると、
親子鍵Ｂを生成し（S1004）、親子鍵Bをルート鍵Cにより暗号化して、ルートノード3100
に通知する（S1005）。
【０１０７】
　ルートノード3100は、暗号化された親子鍵Bを受け取ると、ルート鍵Cにより復号する。
次に、ルートノード3100は、親子鍵Bを、ルート鍵Aにより暗号化して、子ノード3102へと
送信する(S1006)。尚、子ノード3102、親ノード3101それぞれが、ルート鍵A，Cをルート
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ノード3100と共有する方法は、第１の実施形態と説明した方法と同様の方法で共有してい
るものとする。
【０１０８】
　子ノード3102は、暗号化された親子鍵Bを受信すると、ルート鍵Aにより復号し、親子鍵
Bを取得する。
【０１０９】
　以上の手順で、親ノード3101と子ノード3102との間で、共通鍵である親子鍵を共有する
ことができる。
【０１１０】
　この後の動作、つまりルートノード3100が通知した更新されたグループ鍵が、親ノード
3101と子ノード3102に伝達される手順は、第１の実施形態で示した方法と同様の手順（S2
07とS208）である。尚、以上の動作、図1で示していないノードについても同様の処理が
実行されることは、第１の実施形態で説明したことと同様である。
【０１１１】
以上の手順により、親ノード2101と子ノード2102の間で親子鍵Bの共有の際、処理負荷を
低くできる。また、ルートノード2100が構成する無線メッシュネットワーク内のノード間
全てが、更新されたグループ鍵を安全にかつ効率的に共有することができる。
【０１１２】
　図11は、子ノード3102の構成を示すブロック図である。
【０１１３】
　子ノード3102は、子ノード102と異なり、親子鍵設定部303を備えていない。
【０１１４】
　また、子ノード102と異なり、親子鍵取得部1101を備える。
【０１１５】
　親子鍵取得部1101は、親ノード3101が、ルートノード3100を介して送信した、暗号化さ
れた親子鍵Bを受信する。そして、暗号化された親子鍵Bを、ルート鍵Aにより復号する。
【０１１６】
　図12は、本発明の第３の実施形態にかかる親ノード3101の構成を示すブロック図である
。
【０１１７】
　親ノード3101は、子ノード3102の機能も備えるため、子ノード3102の構成及び機能を備
えている点は、第１の実施形態と同様である。
【０１１８】
　親ノード3101は、親ノード101と異なり、親子鍵設定部403と親子鍵取得部405とを備え
ていない。
【０１１９】
　また、親ノード3101は、親ノード101と異なり、親子鍵設定部1201と親子鍵取得部1202
とを備える。尚、親子鍵取得部1202は、子ノードとしての機能であり、親子鍵設定部1201
は、親ノードとしての機能である。
【０１２０】
　親子鍵設定部1201は、親子鍵Bを生成する。また、親子鍵設定部1201は、ルート鍵Cによ
り親子鍵Bを暗号化する。親子鍵設定部1201は、暗号化した親子鍵を、通信部400を介して
送信する。
【０１２１】
　親子鍵取得部1202は、親ノード3101にとっての親ノードが、ルートノード3100を介して
送信した、暗号化された親子鍵Dを受信する。そして、暗号化された親子鍵Dを、ルート鍵
Cにより復号する。
【０１２２】
　図13は、本発明の第３の実施形態にかかるルートノード3100の構成を示すブロック図で
ある。
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【０１２３】
　ルートノード3100は、ルートノード100と異なり、親子鍵転送部505を備えておらず、親
子鍵転送部1301を備える。
【０１２４】
　親子鍵転送部1301は、親ノード3101から暗号化された親子鍵Bを、通信部500を介して受
信し、親子鍵Bを、ルート鍵Cにより復号する。親子鍵転送部1301は、親子鍵Bを、ルート
鍵Aにより暗号化し、暗号化した親子鍵Bを、通信部500を介して、子ノード3102対して通
知する。
【０１２５】
＜第４の実施形態＞
　図14は、第４の実施形態にかかるシステムの動作を示すシーケンス図である。
【０１２６】
　図14に示すように、第4の実施形態にかかるシステムにおいては、更新された新しいグ
ループ鍵を暗号化する方式として、共通鍵暗号化方式でなく、公開鍵暗号化方式を用いて
いる点が、第１の実施形態と異なる。つまり、本実施形態では、子ノード4102は、秘密鍵
を保有し、親ノード4101は、子ノード4102の公開鍵を保有する。そして、親ノード4101か
ら子ノード4102へと送信されるグループ鍵を子ノード4102の公開鍵で暗号化して、子ノー
ド4102へと通知するものである。子ノード4102は、暗号化されたグループ鍵を、秘密鍵を
用いて復号する。
【０１２７】
　本実施形態では、子ノード4102が、親ノード4101に対して通知する公開鍵を通知する際
に、公開鍵とともに通知する認証データを、グループ鍵（更新前のグループ鍵）を用いて
生成している点が特徴である。子ノード4102は、容易に認証データを生成でき、認証デー
タを受け取った親ノード4101も、容易に認証データを認証できる。また、親ノード4101は
、通知された公開鍵が、信頼できる装置から送られた鍵であることを把握できる。つまり
、親ノード4101は、受け取った公開鍵が、少なくともグループ鍵を保有する装置、つまり
、ルートノード4100が構成する無線メッシュネットワークに参加する装置から送られた鍵
であることを把握できる。
【０１２８】
　次に、第４の実施形態にかかるシステムの動作を説明する。
【０１２９】
　S200からS203は、第１の実施形態の動作と同様である。
【０１３０】
　子ノード4102は、S203で、グループ鍵の通知を受けると、認証データEを生成する。子
ノード4102は、認証データEを、グループ鍵（更新前のグループ鍵）と子ノードが生成す
る公開鍵Fを用いて生成する(S1404)。尚、子ノード4102は、公開鍵Fと合わせて、対応す
る秘密鍵Gを生成し、秘密鍵Gは保有するものとする。
【０１３１】
　子ノード4102は、認証データEを生成すると、公開鍵Fと認証データEとを親ノード4101
に通知する（S1405）。
【０１３２】
　親ノード4101は、認証データEと公開鍵Ｆを受信すると、自身が保持しているグループ
鍵と受信した公開鍵Fから認証データを計算する。親ノード101は、親ノード4101から受け
取った認証データEと、自身が計算した認証データとを比較する。認証データEと計算した
認証データとが一致した場合公開鍵Fを、子ノード4102から送られた鍵であると判断して
受理する。
【０１３３】
　以上の動作により、親ノード4101は、子ノード4102の公開鍵Fを取得することができる
。
【０１３４】
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　次に、ルートノード4100が通知した更新されたグループ鍵が、親ノード4101と子ノード
4102に伝達される。
【０１３５】
　ルートノード4100は、グループ鍵を更新すると暗号化して新しいグループ鍵を送信する
（S1406）新しいグループ鍵は、ネットワーク103を介して親ノード4101に伝達される。親
ノード4101は、新しいグループ鍵を取得すると、新しいグループ鍵を子ノード4102の公開
鍵Fで暗号化し、子ノード4102へと送信する（S1407）。子ノードは、暗号化された新しい
グループ鍵を受信すると、公開鍵Fに対応する秘密鍵である秘密鍵Gで新しいグループ鍵を
復号し、グループ鍵を取得する。
【０１３６】
　以上の動作では、図１において示したルートノード4100と親ノード4101と子ノード4102
との間での処理を説明した。しかしながら、以上の動作は、図１で示していないネットワ
ーク4103内の親ノードと子ノードについても同様の処理が実行される。つまり、ネットワ
ーク4103内の子ノードは、秘密鍵を保有し、親ノードは、子ノードの秘密鍵に対応する公
開鍵を子ノードから受けとって、保有する。そして、ルートノード4100が送信した新しい
グループ鍵に対して、親ノードが暗号化し、子ノードが復号するといった処理を繰り返す
ことで、親ノードから子ノードへと新しいグループ鍵を次々に伝搬することができる。
【０１３７】
　以上の動作により、ルートノードが構成する無線メッシュネットワーク内のノード間全
てが、更新されたグループ鍵を安全かつ効率的に共有することができる。
【０１３８】
　図15は、本発明の第４の実施形態に係る子ノード4102の構成を示すブロック図である。
【０１３９】
　子ノード4102は、子ノード102と異なり、親子鍵設定部303とグループ鍵取得部304とを
備えていない。
【０１４０】
　子ノード4102は、子ノード102と異なり、グループ鍵取得部1501と認証データ設定部150
2と公開鍵・秘密鍵設定部1503とを備える。
【０１４１】
　グループ鍵取得部1501は、ルートノード４100を含む無線メッシュネットワークに参加
する際、通信部300を介して、ルートノード4100から、ルート鍵Aにより暗号化されたグル
ープ鍵を取得する。グループ鍵取得部1501は、暗号化されたグループ鍵を取得すると、ル
ート鍵Aにより復号し、グループ鍵を取得する。グループ鍵取得部1501は、公開鍵Fにより
暗号化された新たなグループ鍵を、親ノード4101から、通信部300を介して受信する。グ
ループ鍵取得部1501は、暗号化さえた新たなグループ鍵を、秘密鍵Gを使って、復号する
。
【０１４２】
　認証データ設定部1502は、無線メッシュネットワークに接続する際、ルートノード4100
から受信したグループ鍵（更新前のグループ鍵）と公開鍵Fを用いて、認証データEを生成
する。
【０１４３】
　公開鍵・秘密鍵設定部1503は、秘密鍵Gと公開鍵Fを設定する。公開鍵・秘密鍵設定部15
03は、秘密鍵Gを保持し、公開鍵Fを、認証データEと合わせて親ノード4101に通知する。
【０１４４】
　図16は、本発明の第４の実施形態に係る親ノード4101の構成を示すブロック図である。
【０１４５】
　親ノード4101は、子ノード4102の機能も有するのは、実施例1と同様である。
【０１４６】
　親ノード4101は、親ノード101と異なり、親子鍵設定部403とグループ鍵取得部404と、
親子鍵取得部405とを備えない。
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【０１４７】
　親ノード4101は、親ノード101と異なり、グループ鍵取得部1601と、認証データ設定部1
60２と、公開鍵・秘密鍵設定部1603と、公開鍵取得部1604と、認証データ確認部1605とを
備える。
【０１４８】
　グループ鍵取得部1601は、ルートノード４100を含む無線メッシュネットワークに接続
する際、通信部300を介して、ルートノード4100から、ルート鍵Cまたは自身の公開鍵によ
り暗号化されたグループ鍵を取得する。グループ鍵取得部1601は、暗号化されたグループ
鍵を取得すると、ルート鍵Cにより復号し、グループ鍵を取得する。グループ鍵取得部160
1は、公開鍵Hにより暗号化された新たなグループ鍵を、親ノード4101から、通信部300を
介して受信する。グループ鍵取得部1601は、暗号化さえた新たなグループ鍵を、秘密鍵I
を使って、復号する。
【０１４９】
　認証データ設定部1602は、無線メッシュネットワークに接続する際、ルートノード4100
から受信したグループ鍵(更新前のグループ鍵)と公開鍵Hを用いて、認証データJを生成す
る。
【０１５０】
　公開鍵・秘密鍵設定部1603は、秘密鍵Iと公開鍵Hを設定する。公開鍵・秘密鍵設定部16
03は、秘密鍵Iを保持し、公開鍵Hを、認証データJと合わせて親ノード4101にとっての親
ノードに通知する。
【０１５１】
　公開鍵取得部1604は、子ノード4102が生成した公開鍵Fを、認証データEと合わせて取得
する。公開鍵・認証データ取得部1604は、認証データ確認部1605から、認証データが一致
したことの通知を受けると、公開鍵Fを信頼できるも鍵と判断し、公開鍵Fを子ノード4102
の公開鍵として設定する。
【０１５２】
　認証データ確認部1605は、無線メッシュネットワークに接続する際、公開鍵Fとルート
ノード4100から受信したグループ鍵とを用いて認証データを生成する。認証データ確認部
1605は、認証データEと生成した認証データとを比較し、一致するか否かを確認する。一
致した場合に、公開鍵Fを、子ノード4102から送られた鍵であると判断して、その旨を公
開鍵・認証データ取得部1604に通知する。
【０１５３】
　図17は、本発明の第４の実施形態に係るルートノード4100の構成を示すブロック図であ
る。
【０１５４】
　ルートノード4100は、ルートノード100と異なり、親子鍵転送部505を備えていない。
【０１５５】
　尚、本実施例では、認証データを、グループ鍵と公開鍵を用いて生成すると説明したが
、少なくともグループ鍵を用いて生成すれば良い。
【０１５６】
＜第５の実施形態＞
　図18は、本発明の第5の実施形態に係るシステムの動作を示すシーケンス図である。
【０１５７】
　図18に示すように、第5の実施形態にかかるシステムは、子ノード5102が、秘密鍵を保
有し、親ノード5101が、子ノード5102から受ける公開鍵を保有する点、及び交換するプロ
セスは、第4の実施形態と共通する。一方、第5の実施形態にかかるシステムでは、親ノー
ド5101が、公開鍵を取得後、親子鍵Bを生成し、親子鍵Bを公開鍵で暗号化して子ノード51
02に通知する点が、第4の実施形態と異なる。また、親ノード5101が、子ノード5102に対
して、更新された新しいグループ鍵を、親子鍵Bを用いて暗号化して通知する点は、第４
の実施形態と異なり、第１の実施形態と共通する。
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【０１５８】
　次に、第５の実施形態にかかるシステムの動作を説明する。
【０１５９】
　S200からS203の動作は、第１の実施形態と同様の動作である。
【０１６０】
　子ノード5102が認証データEを生成するステップ（S1804）、認証データと公開鍵F(S180
5)を通知するステップは、実施形態4と同様である。尚、子ノード5102は、公開鍵Fに対応
する秘密鍵Gを保持する。
【０１６１】
　親ノード5101は、公開鍵Fを受理すると、親子鍵Bを生成する（S1806）。そして、親子
鍵Bを公開鍵Fで暗号化し、子ノード5102に通知する（S1807）。子ノード5102は、親子鍵B
を受信すると、秘密鍵Fで親子鍵Bを復号し、親子鍵Bを得る。
【０１６２】
　以上の動作により、親ノード5101は、子ノード5102との間で、共通鍵である親子鍵Bを
共有することができる。
【０１６３】
　この後の動作、つまり、ルートノード5100が通知した更新されたグループ鍵が、親ノー
ド5101と子ノード5102に伝達される手順は、第１の実施形態で示した方法と同様の手順（
S207とS208）である。尚、以上の動作は、図1で示していないノードについても同様の処
理が実行されることは、第１の実施形態の場合と同様である。
【０１６４】
　以上の手順により、親ノード5101と子ノード5102との間で親子鍵Bの共有の際、処理負
荷を低くできる。また、ルートノード5100が構成する無線メッシュネットワーク内のノー
ド間全てが、更新されたグループ鍵を安全かつ効率的に共有することができる。
【０１６５】
　図19は、本発明の第5の実施形態に係る子ノード5102の構成を示すブロック図である。
【０１６６】
　子ノード5102は、子ノード102と異なり、親子鍵設定部303を備えていない。
【０１６７】
　子ノード5102は、子ノード102と異なり、認証データ設定部1901と公開鍵・秘密鍵設定
部1902と親子鍵設定部1903とを備えている。
【０１６８】
　　認証データ設定部1901は、公開鍵Fと、無線メッシュネットワークに接続する際にル
ートノード5100から受信したグループ鍵とを用いて、認証データEを生成する。
【０１６９】
　公開鍵・秘密鍵設定部1902は、秘密鍵Gと公開鍵Fを生成する。公開鍵・秘密鍵設定部19
02は、秘密鍵Gを保持し、公開鍵Fを、認証データEと合わせて親ノード5101に通知する。
【０１７０】
　親子鍵取得部1903は、親ノード5101が送信した、暗号化された親子鍵Bを受信する。そ
して、暗号化された親子鍵Bを、秘密鍵Gにより復号する。
【０１７１】
　図20は、本発明の第5の実施形態に係る親ノード5101の構成を示すブロック図である。
【０１７２】
　親ノード5101は、子ノード5102の機能も有するのは、実施例1と同様である。
【０１７３】
　親ノード5101は、親ノード101と異なり、親子鍵設定部303を備えていない。
【０１７４】
　親ノード5101は、親ノード101と異なり、認証データ設定部2001と、公開鍵・秘密鍵設
定部2002と、親子鍵設定部2003と、公開鍵・認証データ取得部2004と認証データ確認部20
05とを備えている。
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　認証データ設定部2001は、公開鍵Hと、無線メッシュネットワークに接続する際にルー
トノード5100から受信したグループ鍵とを用いて、認証データJを生成する。
【０１７６】
　公開鍵・秘密鍵設定部2002は、秘密鍵Iと公開鍵Hを生成する。公開鍵・秘密鍵設定部20
02は、秘密鍵Iを保持し、公開鍵Hを、認証データJと合わせて親ノード5101にとっての親
ノードに通知する。
【０１７７】
　親子鍵設定部2003は、親子鍵Bを生成する。親子鍵設定部2003は、親子鍵Bを、公開鍵F
により暗号化する。親子鍵設定部2003は、暗号化した親子鍵Bを、通信部300を介してルー
トノード5100に送信する。
【０１７８】
　公開鍵取得部2004は、子ノード5102が生成した公開鍵Fを認証データEと合わせて取得す
る。公開鍵取得部2004は、認証データ各陰部2005から、認証データが一致したことの通知
を受けると、公開鍵Fを信頼できる鍵と判断し、公開鍵Fを自装置の公開鍵として設定する
。
【０１７９】
　認証データ確認部2005は、公開鍵Fと無線メッシュネットワークに接続する際にルート
ノード5100から受信したグループ鍵とを用いて認証データを生成する。認証データ確認部
2005は、認証データEと生成した認証データとを比較し、一致するか否かを確認する。一
致した場合に、公開鍵Fを、子ノード5102から送られた鍵であると判断して、その旨を公
開鍵・認証データ取得部2004に通知する。
【０１８０】
　尚、本発明の第5の実施形態に係るルートノード5100の構成は、ルートノード5100と同
様の構成である（図17参照）。
【０１８１】
　以上説明した少なくとも１つの実施形態の効果は、無線メッシュネットワークにおいて
、グループ鍵を暗号化するために必要な鍵交換処理の負荷を低減できることである。
【０１８２】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や
要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる
。
【符号の説明】
【０１８３】
100,2100,3100,4100,5100・・・ルートノード、101,2101,3101,4101,5101・・・親ノード
、102,2102,3102,4102,5102・・・子ノード、104A,104B,104C,104D,104E,104F・・・ノー
ド、300,400,500・・・通信部,301,401,501・・・ネットワークアクセス認証処理部、302
,402,502・・・ルート鍵設定部、303,403,901,1201,2003・・・親子鍵設定部、304,404,1
501,1601・・・グループ鍵取得部、406・・・グループ鍵転送部、503・・・グループ鍵生
成部、504・・・グループ鍵暗号化部、505,1301・・・親子鍵転送部、405,701,801,1101,
1202,1903・・・親子鍵取得部、1502,1602,1901、2001・・・認証データ設定部、1503,16
03,1902,2002・・・公開鍵・秘密鍵設定部、1604,2004・・・公開鍵取得部、1605,2005・
・・認証データ確認部。
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