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あらまし

我々のグループでは，ホームサーバやサービスを全てクラウドで管理する新たなホームネットワークシス

テム (HNS)「クラウド型 HNS」の研究開発を行っている．HNS サービスは宅内の機器や環境のログデータ (住宅ロ
グ) を利用するが，住宅ログにはセキュリティ・プライバシ情報が含まれるため，クラウドでの管理には注意が必要で
ある．本論文では，クラウド型 HNS において住宅ログを管理するための新たなアーキテクチャを提案する．提案アー
キテクチャでは，各家のプライベートなログを管理する仮想ホームサーバと，匿名化された公開可能なログを町単位
で管理する仮想シティサーバで構成する．仮想ホームサーバは家ごとのホームサービスを提供し，仮想シティサーバ
は町中の HNS から収集したデータを活用したスマートシティサービスを提供する．また本論文では，各家からクラウ
ドに住宅ログを収集するシステムをセンサボックスと Raspberry Pi を用いて試作する．
キーワード クラウド型 HNS，住宅ログ，セキュリティ，スマートホーム，スマートシティ，センサボックス
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Abstract We have been developing a novel home network system, called Cloud-HNS, which manages home servers
and all the services within a cloud. The HNS services often use house log which is log data gathered from the environment and devices in a house. Since the house log contains security-privacy information, the house log must
be managed carefully in cloud-HNS. In this paper, we propose a new architecture to manage the house log in the
cloud-HNS． In the proposed architecture, for every house, a dedicated virtual home server manages the private log
of the house. Also, a shared virtual city server is deployed to manage public de-identified data. The virtual home
server provides home services for individual household, whereas the virtual city server provides smart city services
using the data gathered from multiple houses within the city. In this paper, we also develop a prototype system
that collects house log in the cloud, using a sensor box and Raspberry Pi.
Key words Cloud-HNS, house log, security, smart home, smart city, sensor box

1. は じ め に

宅内に設置されたテレビやエアコン，扇風機などの家電機器，
および温度計や湿度計などのセンサ機器をネットワークに接続

近年，家庭内にある様々な機器がスマート化されるスマート

することで，複数機器の連携制御 [1] や，状況に応じたコンテキ

時代が到来している．そのような中で，宅内の家電機器やセン

ストアウェアサービス [2] 等の付加価値サービス（以降，HNS

サーを利用し，様々な付加価値サービスを実現するホームネッ

サービスと呼ぶ）を提供することが出来る．最近の HNS 製品

トワークシステム (HNS) の研究開発が続いている．HNS では，

では，スマートフォンやタブレット，スマートテレビ等を利用
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して操作できるもの [3] も登場している．
HNS Services

しかしながら，従来の HNS アーキテクチャでは，宅内にホー

Private API

ムサーバを設置し，宅内のユーザが自らサービスを維持・管理
log

していかなければならない．このため，サーバ機器の宅内導入
コストや，管理するためのコストがユーザの負担となる．また，

HNS Services

Private
Data

Private
Data

HNS サービスとホームサーバ，HNS 機器 (家電，センサ) とが
密結合しており，ユーザは自分の好みの機器やサービスを自由
log

に選べないという不便さがある．これらのことが，HNS の一
般家庭への幅広い普及を妨げるひとつの要因となっている．

図 1 クラウド型 HNS

そこで我々の研究グループでは，宅内のホームサーバやサー
ビスを全てクラウドで管理するクラウド型 HNS [4] を提案し
ている．クラウド型 HNS では，ホームサーバが実行していた

HNS サービスの様々な機能（家電制御やセンサ値の取得，ロ
グデータの管理など）を全てサービスとして抽象化し，クラウ
ド上に集約する．この集約により，HNS 構成要素とベンダ提
供のサービスとの間の密結合を解消し，宅内でのマルチベンダ

HNS 環境が実現出来る．また，各ベンダの提供する HNS サー
ビスは，クラウド型 HNS が公開する HNS-API を利用して各
家庭の家電を遠隔制御する．これにより，宅内の構成情報や機
器制御，ログ管理といったベンダ毎に保持していた共通の機能
やサービスを一元管理することが可能となる．
クラウド型 HNS では，各住宅から収集したログデータ (住
宅ログ) を活用して，HNS サービスに活用する．住宅ログには
セキュリティ・プライバシ情報が含まれるため，クラウドでの
管理には注意が必要である．しかしながら，クラウド HNS で
の住宅ログの管理方法は未だ十分に議論されていない．
そこで本論文では，クラウド型 HNS において，クラウド型

HNS において住宅ログを安全に管理するための新たなアーキ
テクチャを提案する．提案アーキテクチャでは，各家のプライ
ベートなログを管理する仮想ホームサーバと，匿名化された公
開可能なログを町単位で管理する仮想シティサーバで構成する．
仮想ホームサーバは家ごとのホームサービスを提供し，仮想
シティサーバは町中の HNS から収集したデータを活用したス
マートシティサービスを提供する．セキュリティ確保のため住
宅ログを完全に家毎に完全に隔離するのではなく，ユーザの許
諾によって公開された一部のログデータを，町全体の公共サー
ビスに生かせるように配慮されている．
また本論文では，提案アーキテクチャの部分実装として，住
宅ログを取得してクラウドにアップロードする仕組みを試作す
る．具体的には，センサボックス [5] と Raspberry Pi [6] を用
いて宅内の環境値を取得し，CloudStack 上の仮想ホームサー
バに VPN 経由でアップロードするシステムを実装した．

2. 準

備

2. 1 クラウド型 HNS
クラウド型 HNS [4] は，従来 HNS の課題を解決するための
新たな HNS の形態である．HNS が提供する基本的な機能を
サービスとして抽象化し，クラウド上で管理することで HNS
の構成要素とサービスを提供する．これにより，ユーザは手軽

になるほか，HNS 導入費用と管理コストの低減が可能である．
現在のクラウド型 HNS では，セキュリティ・プライバシの確
保のため，家ごとに閉じたプライベートな空間をクラウド上に
確保し，データやサービスを管理している．図 1 に，現在のク
ラウド型 HNS のアーキテクチャを示す．住宅から取得される
ログデータや，住宅内の機器操作は家毎に隔離されており，異
なる家のデータや操作にアクセスできないようになっている．
具体的には，全ての家に 1 台ずつ専用のホームサーバ（仮想
ホームサーバと呼ぶ）を，クラウド上の仮想マシン (VM) と
して作成する．各仮想ホームサーバは，その家のセキュリティ
データ保持し，HNS サービスをローカルで実行する．セキュ
リティ維持のため，他の HNS サーバとはデータや操作を共有
しない．仮想ホームサーバーと各家庭の間は，VPN (Virtual

Private Network) を通じて，通信路の安全を確保する．クラ
ウド型の HNS は使用者データ及び装置に対する複雑性と開発
費用を減らし，サービスを簡単に提供できるメリットを持って
いる．
しかしながら，現在のクラウド型 HNS は，各家庭に閉じた
専用のサービスを実現するように設計されており，データの一
部を公開したり，共有サービスを実行することは考えられてい
ない．実際のスマートシティサービスは街中の HNS のデータ
を匿名化して集約し，街全体の状況把握に利用する．しかしな
がら，こうしたサービスをクラウド型 HNS で実現するには，
さらなる拡張が必要である．

2. 2 住 宅 ロ グ
住宅ログは，ユーザーの住宅内で取得・計測可能な情報を，
タイムスタンプをつけて記録したものである．家電機器の状態
や消費電力値，センサで計測される温度や湿度等の環境値等を
住宅ログとして記録する．クラウド型 HNS では，記録された
住宅ログは，仮想ホームサーバにアップロードされ様々な HNS
サービスに利用される．
一般に住宅ログは，その家の暮らしをそのまま反映したセ
キュリティ・プライバシー情報である．したがって，クラウド
においては慎重に管理する必要がある．例えば，ドアロックの
ログは全ての家族の秘密記録であり，この情報が流出すれば単
なるプライバシーの漏洩にとどまらず，空き巣や盗難等を招き
かねない．
その一方で，住宅ログを匿名化し，その一部を公開・共有す
ることで，有用なサービスに役立てることもできる．例えば，

にマルチベンダの HNS サービスを利用することが出来るよう
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宅内機器の総消費電力を公開し，全戸分を合算することで，コ

有益な公共サービスが実現できる．こうしたサービスや地域の

ミュニティ全体の消費電力を計算・可視化でき，戦略的な省エ

コミュニケーションを通じて，より豊かな社会や暮らしが実現

ネに利用できる．

できると考える．

本論文では住宅ログのセキュリティを維持しながら，住宅ロ
グの一部を外部に共有・公開可能となるように，クラウド型

HNS を拡張することを目指す．

3. 2 提案アーキテクチャ
これまでのクラウド型 HNS のアーキテクチャでは，セキュ
リティ維持のためにプライベートな空間で使用されるサービス

2. 3 住宅ログ管理における課題

のみを考慮してきた．本論文では，プライベートだけでなく，

クラウド型 HNS において住宅ログを管理する上での課題を

パブリックなサービスも使用可能なアーキテクチャを提案する．

述べる．HNS をクラウド上で管理するため発生するセキュリ

図 2 に提案アーキテクチャを示す．各家庭では，様々なセン

ティと，有用な公共サービスを提供できる柔軟性を両立する必

サを搭載したセンサーボックス [5] を利用して，家の情報を計

要がある．そのためには様々な課題が存在するが，本稿では特

測する．計測データは時刻が付与され，住宅ログとしてクラウ

に住宅ログに焦点をしぼり，次のような 2 つの課題を解決する

ド上の仮想ホームサーバに送られる．データは，VPN を用い

ことを目指す．

たセキュアな通信チャネルを利用して送信される．住宅ログの

P1: 住宅ログの一次データのセキュリティ管理

生データは，仮想サーバ内のデータベース (Private DB) で管

各家庭で収集される住宅ログは，そのまま VPN 経由でクラ

理され，その家庭のプライベートな HNS サービスに利用され

ウドに送られ，蓄積される．これまで提案してきたクラウド型

る．これらの HNS サービスは，生データにアクセスするため

HNS は，住宅ログを保護するため，全てプライベートな仮想

の Private API を利用して，サービスを実現する．API を用意

ホームサーバーバで管理する形態を提案してきた．この住宅ロ

する理由は，必要な内容だけを簡単にやりとりができるように

グの一次データ (生データ) は，仮想ホームサーバ内で他の家庭

するためである．住宅ログの一次データを専用の仮想サーバ内

から隔離された状態で保存される．この方式では住宅ログのセ

で管理するのは，家族のセキュリティを維持するための一つの

キュリティを確保できる反面，外部にデータを一切公開できな

方法であり，従来のクラウド型 HNS と同一の方式である．

いというデメリットがある．実用上は，一次データを加工・匿

一方，ユーザが公共サービスに役立てたい住宅ログについて

名化して，公開・共有することで，様々なサービスに応用でき

は，フィルターを通じて加工を行ったうえで，PrivateDB から

るため，データの共有も念頭に入れることが重要である．

公共サーバ (仮想シティサーバと呼ぶ) にデータを移動させる．

P2: 公共サービスへのデータ提供

仮想シティサーバは，街中の家の HNS から，ユーザが許諾し

プライベートな仮想ホームサーバ内だけで利用されてきた生

た匿名化された住宅ログを集約し， Public API を通してデー

データをセキュリティ・プライバシーの課題を解決した上で公

タを共有する場を提供する．各家の仮想ホームサーバは，この

開し，公共サービスに役立てる効率的な方法を検討する必要が

Public API にアクセスして，パブリックなスマートシティサー

ある．こうして公開されたデータは，街全体の付加価値を創造

ビスを実行する．

するスマートシティサービスに適用可能である．街全体の見え
る化や状況に応じた最適制御等，様々な可能性がある．

3. 住宅ログを管理するためのクラウド型 HNS
アーキテクチャ
前節での課題をふまえ，本章では住宅ログをクラウド型 HNS
で管理するための新しいアーキテクチャを提案する．

3. 1 提案の目的

図 2 において，De-identified/Disclosed Data は，各家のユー
ザの許諾の下，匿名化され公開されたデータを指し，公共サー
ビスに利用される．このデータは仮想シティサーバ上ですべて
のユーザによって共有可能なデータベースに蓄積・管理される．
また，VPN(Virtual Private Network) はセキュリティ維持
のために使用されているネットワーク空間である． VPN を利
用することで，仮想ホームサーバに保存された生データは，外
部からのアクセスを隔離した状態でその家庭内部で利用される．

クラウド型 HNS を通じて，住宅ログを活用した様々なサー

すべてのログデータは VPN を通じて，クラウド空間にデータ

ビスを実現するためには，セキュリティ・プライバシ問題を解

が保存される．保存された一次データをユーザが公開したい場

決する部分を見極める必要がある．全ての住宅ログをプライ

合には，フィルタを通して De-identified 空間に公開する．

ベートな空間で閉鎖的に管理するのではなく，ユーザが許諾す

3. 3 住宅ログ管理

る部分，匿名化すれば公開できる部分については，積極的にパ

仮想ホームサーバ内では，各家庭で収集した住宅ログの生

ブリックな空間に集約し，公共サービスに役立てることが重要

データを管理する．各データには，時間，日付，ID などを付

である．

与して，振り返りやリアルタイムなサービスに活用する．本稿

情報公開による公共サービスの例としては，街全体のトータ
ルな最適化を目指すスマートシティサービスが存在する．さら
に，独居高齢者の安全を地域で見守るサービスにも応用可能で
ある．

では，住宅ログの管理のために，図 3 の ER 図に示すデータス
キーマを設計した．
まず，ログデータ (log data) は，各種センサの計測値をタイ
ムスタンプを付けて蓄積する．ログの ID と，どのセンサボッ

各家が独立的・閉鎖的になるのではなく，セキュリティ・プ

クスで計測されたログなのかを示す，センサボックス ID も付

ライバシ問題を対策した上でデータを積極的に公開することで，

与されている．設置ログ (deployment log) は，センサボックス

—3—

Virtual Private Network
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図 2 提案するアーキテクチャ

Id, sensorBoxId, locId, date, time, data
53d96adde13841, 1123456, L0001, 2014-07-31, 06:16:41, {humidity: 33.9434, temperature:
26.000240000000005, sound: 44.80869734176291, vibration: 500.0, light: 239, gasPressure: 100.25, motion:
false, force: false}
53d96adde13842, 1123456, L0001, 2014-07-31, 06:16:53, {humidity: 34.1344, temperature:
26.000240000000005, sound: 44.80869734176291, vibration: 499.0, light: 234, gasPressure: 100.25, motion:
true, force: true}

log data

deployment log

sensor box

location

sensorBoxId, locId, deployedAt, removedAt
1123456, L0001, 2012-04-14, 2014-03-31
1123456, L0002, 2014-05-01, 9999-99-99
1142952, L0003, 2014-06-12, 9999-99-99
sensorBoxId, schema
1123456, [humidity, temperature, sound, light, vibration, gasPressure, motion, force]
1142952, [humidity, temperature, light]

locId, name, address, description, GPS, wifi address
L0001, “masa-n’s house”, “Tsurukabuto, Nada, Kobe”, “Prof. Nakamura house in …. “, [133.21,
56.11, 11.3124], 00-EE-12-EF-12
L0002, “junho’s home”, “…”, “…”, “….”

図3

住宅ログ管理

4. 提案アーキテクチャ用センサボックスの試作
4. 1 住宅ログ収集のためのセンサボックス
我々は先行研究 [5] において，様々な環境センサーを小型の
箱に入れ，ユーザが運搬し周囲の環境を自動計測するモバイル
センサボックスを提案している．自動計測によってユーザに対
する負担を減らしながら，同時に多くの種類のセンサーを利用
した高度のコンテキストを狙っている．先行研究では，温度セ
ンサーと湿度センサそして気圧センサーによる気候変化を推測
したり，音量センサーと，照度センサーなど様々なセンサのロ

の設置の履歴を管理するものである．そのセンサボックスが，

グを記録している．これにより，個人行動を精密に振り返るラ

いつ，どこに設置されたのかの履歴を管理する．センサボック

イフログとしても非常に有効ということがわかっている．

ス (sensor box) は，各センサボックスでどのようなデータが計
測されるのかを定義する．収容するセンサが異なる様々なセン
サボックスに対応できるよう考慮されている．場所 (location)
は，センサボックスがどこに設置されているかを管理する．セ
ンサボックスの名前，住所，GPS 座標等が含まれる．

ここでは，このセンサボックスを住宅ログの収集装置として
利用することを考え，そのプロトタイプを作成する．

4. 2 センサボックスのアーキテクチャ
本論文で使用されたセンサーボックスのアーキテクチャは図

4 のことである．従来のセンサーボックスのセンサー情報を利

3. 4 Private API

用して，ログを取得する．しかしながら，既存のセンサーボッ

Private API は，各家庭で管理される住宅ログの一次データ

クスはログ情報をクラウド上に保存できないためにクラウド上

へのアクセスを提供する API である．家庭内で利用されるプ

で保存が可能するように Raspberry pi を利用してネットワー

ライベートな HNS サービスは，この API を利用して実現され

クアクセスを通じたセンサーログを取得できるように新たなプ

る．各家庭内で住宅ログのセキュリティを維持する重要な API

ロトタイプを製作した．

である．

3. 5 Public API

4. 3 ハードウェア
Raspberry pi を用いて作られたセンサーボックス図 5 を家

Public API は，各家庭から公開されたデータを，共有利用す

あちこちそして外でも使用できるようにバッテリーを電源と使

るための API であり，仮想シティサーバで提供される．各家庭

用して外でもリアルタイムでログデータをクラウドサーバーに

内の仮想ホームサーバは，この Public API にアクセスして公

データを送ることができるよう新たなセンサーボックスをいく

開データを取得し，様々なスマートシティサービスを実現する．

つか製作した．まず，Raspberry pi をセンサーボックスの本体
にして USB を接続し，複数のセンサーを集約させるようにし
ている．ここで集まるセンサー情報は全て Raspberry pi を通
じて USB メモリーでログを保存する．これは万が一の状況に
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備えてクラウドのサーバーにトラブルが生じた場合，またはイ

図 5 センサボックス

ンターネットの使用が不可能する場合を備えて，ログを USB
にも保存できるようにした．基本 Wifi を利用してクラウドサー
バーに載せるようにする方式を使用したために外部からの使用
の際，インターネットがなくなる場合，臨時で USB に保存す

[2014-07-31T06:16:41](ms-junho),
[2014-07-31T06:16:41](ms-junho),
[2014-07-31T06:16:47](ms-junho),
[2014-07-31T06:16:53](ms-junho),

humidity, temperature, sound, vibration, light, gas_pressure, motion, force
33.9434, 26.000240000000005, 44.80869734176291, 500.0,239, 100.25, false, false
33.9434, 26.000240000000005, 42.56523641427832, 499.0,234, 100.25, false, false
34.1344, 26.000240000000005, 44.80869734176291, 499.0,234, 100.25, false, true

図 6 センサボックスによって取得された住宅ログ

ることになる．保存されたログデータはインターネットに接続
され次第，USB に記録されたログデータをクラウドに掲載し
てサービスを提供できるようにする方法を選択した．

4. 4 ソフトウェア
作成したセンサボックスを用いたアプリケーションとして，

8 種類のセンサから定期的に計測値を取得してログに出力する
データロガーを実装した．提案した個人向けセンサボックス実
装フレームワークを利用し，Java 言語で実装した．まず，上
記 8 種類のセンサのクラスを，Phidgets が提供する SDK を用
いて作成した．次に，各センサデバイスについて，センサを接
続したインターフェースボードの ID と接続ポートを調べ，セ
図7

ンサボックス定義ファイルに記述した．データロガーのアプリ

センサボックスのプロトタイプ

ケーション実装では，内部で SensorBox オブジェクトを生成
し，各種 API を呼び出すことで，各センサの計測値を取得す
る．取得したデータをコンマ区切りテキストで出力するように
した．今回の実装では，1 秒おきにログを出力するようにした．
作成したセンサボックスとデータロガーを用いて実際に屋外で
モバイル環境センシングを行い，8 種類のセンサデータが取れ
ていることを確認した．図 6 に取得したログの一部を示す．

•

温度センサ（Humidity/Temperature Sensor 1125）

•

湿度センサ（Humidity/Temperature Sensor 1125）

•

気圧センサ（Pressure Sensor 1115）

•

振動センサ（Vibration Sensor 1104）

•

音量センサ（Sound Sensor 1133）

•

照度センサ（Light Sensor 1143）

•

モーションセンサ（Motion Sensor 1111）

•

圧力センサ（Force Sensor 1106）

上の 8 つのセンサーを通じて，証跡を取得する．現在 GPS セ
ンサーは研究室内部と外部でのみ使用するようにして GPS セ
ンサーは装着されていなかった．これは移動中に使用可能でき
るため，現在，移動しないセンサーのみを利用して，ログを得
られるようにした．

4. 5 センサボックスのプロトタイプ
図 7 は，センサーボックスのプロトタイプで，現在 2 つのセ

ンサーボックスを製作して研究室の内と外の温度と湿度照度な
ど環境センサーのログデータを抽出できるようにした．現在稼
働中のセンサーボックスは，リアルタイムでのログデータを取
得している．これは現在生データでまだデータだけを受けてい
る．我々の研究グループから提案されたクラウド型の HNS の
一部であり，現在まで VPN を通じて Private 空間だけで使用
できるようになっている．ここにクラウドサーバーで，センサ
ボックスのセンサーの種類による Private と Public の分ける
システムを製作するための API が必要である．これを生デー
タ上で区分してフィルターを通じた各サーバーの API が必要
としている．今までには，センサーのデータを Private 空間だ
けで使用されるようにしておいたからである．現在 2 つのプロ
トタイプのセンサーボックスを製作したが，もっと多くのセン
サーボックスを製作して各場所に応じたセンサー情報を得て，
クラウドのサーバーデータ情報取得の区分を正確にできるよう
にして，各 ID を通じた家庭のログデータを得てサービスを提
供できるようにする．

5. 考

察

5. 1 クラウド型 HNS
今まで我々の研究にはクラウド型の HNS を提案してきた．
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これはユーザが享受できる利点として，クラウド型の HNS は

24500079, 基盤研究 B 26280115, 基盤研究 C 24500258, 若手

機器の再利用性，環境センサーによるサービス選択の自由もな

研究 B 26730155），および，川西記念新明和教育財団の研究助

ど，多くの利点を持っている．一方，クラウド型の HNS はネッ

成を受けて行われている．

トワーク接続が切れると利用できない短所そして，セキュリ
ティの維持問題が存在する．これを保安するため，一時的に保
存データを保管してインターネット接続が可能になる場合，臨
時に保存したデータをクラウドで送る方法もある．そして，ク
ラウド型の HNS はインターネットを利用してサービスを提供
されるためにセキュリティの危険性も無視することはできない
である．クラウド型の HNS の最もいい点は，ユーザがサービ
スを提供を受けて利用して様々な公共サービス，個人サービス
など家の中にネットワークだけが存在すれば，多くのサービス
の提供を受けている点と家庭内に重いサーバがなくなり，コス
トを削減するメリットも持っている．一方，クラウド型の HNS
のデメリットとして，サービス開発の自由度が低くなる可能性
がある．各サービスは，HouseCloud が用意した API の範囲
で，かつユーザが許可したデータのみを用いてサービスを実現
しなくてはならない．そのため，従来の HNS より柔軟なカス
タマイズは出来なくなる．これは HNS に限らず一般のクラウ
ドサービスにも当てはまることである．これを保安するために

Public 空間を別に作ってユーザー間の共用サービスを提供し，
より高い自由度を具現できるようにしてさらに便利なサービス
を提供できるようになるのである．
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5. 2 関 連 研 究
我々の研究と密接な関係がされた IOT(Internet of Things)
がある．これは物事を利用したセンサーを通じて，家の中のす
べてのセンサーを制御や環境調節ができる時代が近づいてきて
いる．これを利用して，すべてのセンサー情報をインターネッ
トで操作が可能で，センサーログたちのデータはすべてウェブ
の上で行われることである．このような研究らを通じてより
簡単かつ便利なサービスを提供するため，研究を進めなけれ
ばならないことである．一方，我々の研究してリモコンサービ
ス (RaaS) がいるこれを利用して private 部分と public 部分を
分けてクラウド上での情報を提供して使用者が望む RaaS を

private の中での活用と public での活用が可能な方法について
考察する．

6. お わ り に
本論文では，クラウド型の HNS のセキュリティ維持のため
の API の許可された範囲でデータのみを利用してサービスを提
供して制限されたサービスを Public の空間つまり，いくつか
のユーザが共用して，公共でサービスを提供し，より高い自由
度を実現してクラウド型の HNS の補完をする役割で提案した
アーキテクチャのことである．これを実現するため，住宅ログ
を提供された生データを提案したアーキテクチャを通じてユー
ザが公共で使用するサービスを提供できるように研究を進行す
ることになるである．これを向け，センサボックスを利用して
の家の中，GPS を利用した外部データなどを受けて API を実
現する予定である．
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