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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信データの正当性を検証するための署名データを、前記通信データに付加して送受信
する通信システムであって、
　前記通信データを送信する送信側端末は、Ｍ×Ｎ（Ｍ，Ｎは２以上の整数）回分の前記
通信データからなる単位データ毎に、前記署名データを生成すると共に、該署名データを
Ｍ分割した分割署名データのそれぞれを前記通信データに付加してＮ回繰り返して送信し
、
　前記通信データを受信する受信側端末は、受信した前記通信データから前記単位データ
を再構成すると共に、受信した前記通信データに付加されている前記分割署名データから
前記署名データを再構成し、前記通信データの正当性を、再構成された前記単位データ毎
に、再構成された前記署名データを用いて検証することを特徴とする通信システム。
【請求項２】
　通信データの正当性を検証するための署名データを、前記通信データに付加して送受信
する通信システムであって、
　前記通信データを送信する送信側端末は、Ｍ（Ｍは２以上の整数）回分の前記通信デー
タからなる単位データ毎に前記署名データを生成し、該署名データを、ブロック誤りを訂
正可能な誤り訂正符号方式によって符号化することで符号化データを生成し、該符号化デ
ータをＭ分割することで生成した分割署名データのそれぞれを、前記通信データに付加し
て送信し、
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　前記通信データを受信する受信側端末は、受信した前記通信データから前記単位データ
を再構成すると共に、受信した前記通信データに付加されている前記分割署名データから
前記符号化データを再構成し、再構成された前記符号化データを復号することで前記署名
データを再構成し、前記通信データの正当性を、再構成された前記単位データ毎に、再構
成された前記署名データを用いて検証することを特徴とする通信システム。
【請求項３】
　前記送信側端末は、前記単位データ全体を一括して検証するための検証データを生成し
、該検証データを用いて前記署名データを生成し、
　前記受信側端末は、再構成された前記単位データから生成した検証データと、再構成さ
れた前記署名データから抽出した検証データを比較することで、前記単位データを構成す
る通信データの正当性を検証することを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の通信シ
ステム。
【請求項４】
　前記送信側端末は、前記通信データ毎に、該通信データを検証するための検証データを
生成し、該検証データの一部を部分検証データとして、前記単位データ毎に、該単位デー
タを構成する前記通信データの前記部分検証データを組み合わせた合成データを用いて前
記署名データを生成し、
　前記受信側端末は、再構成した前記署名データから前記合成データを抽出し、前記再構
成された前記単位データを構成する前記通信データのそれぞれについて生成した部分検証
データと、前記合成データを構成する部分検証データとを比較することで、受信した前記
通信データの正当性を検証することを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の通信シス
テム。
【請求項５】
　通信データの正当性を検証するための署名データを、前記通信データに付加して送受信
する通信システムを構成する送信機であって、
　Ｍ×Ｎ（Ｍ，Ｎは２以上の整数）回分の前記通信データからなる単位データ毎に、前記
署名データを生成する署名データ生成手段と、
　前記署名データ生成手段にて生成された署名データを、Ｍ分割した分割署名データのそ
れぞれを、前記通信データに付加してＮ回繰り返して送信する送信手段と、
　を備えることを特徴とする送信機。
【請求項６】
　通信データの正当性を証明するための署名データを、Ｍ×Ｎ（Ｍ，Ｎは２以上の整数）
回分の前記通信データからなる単位データ毎に生成し、該署名データをＭ分割してなる分
割署名データのそれぞれを、前記通信データに付加してＮ回繰り返して送受信する通信シ
ステムを構成する受信機であって、
　前記分割署名データが付加された前記通信データを受信する受信手段と、
　前記受信手段が受信した前記通信データから前記単位データを再構成すると共に、該通
信データに付加されている前記分割署名データから前記署名データを再構成する再構成手
段と、
　前記受信手段が受信した前記通信データの正当性を、前記再構成手段によって再構成さ
れた前記単位データ毎に、前記再構成手段によって再構成された前記署名データを用いて
検証する検証手段と、
　を備えることを特徴とする受信機。
【請求項７】
　通信データの正当性を検証するための署名データを、前記通信データに付加して送受信
する通信システムを構成する送受信機であって、
　Ｍ×Ｎ（Ｍ，Ｎは２以上の整数）回分の前記通信データからなる単位データ毎に、前記
署名データを生成する署名データ生成手段と、
　前記署名データ生成手段にて生成された署名データを、Ｍ分割した分割署名データのそ
れぞれを、前記通信データに付加してＮ回繰り返して送信する送信手段と、
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　前記分割署名データが付加された前記通信データを受信する受信手段と、
　前記受信手段が受信した前記通信データから前記単位データを再構成すると共に、該通
信データに付加されている前記分割署名データから前記署名データを再構成する再構成手
段と、
　前記受信手段が受信した前記通信データの正当性を、前記再構成手段によって再構成さ
れた前記単位データ毎に、前記再構成手段によって再構成された前記署名データを用いて
検証する検証手段と、
　を備えることを特徴とする送受信機。
【請求項８】
　通信データの正当性を検証するための署名データを、前記通信データに付加して送受信
する通信システムを構成する送信機であって、
　Ｍ（Ｍは２以上の整数）回分の前記通信データからなる単位データ毎に、前記署名デー
タを生成する署名データ生成手段と、
　前記署名データ生成手段にて生成された署名データを、ブロック誤りを訂正可能な誤り
訂正符号方式によって符号化することで符号化データを生成する符号化データ生成手段と
、
　前記符号化データ生成手段にて生成された符号化データを、Ｎ（ＮはＭ≧Ｎ≧２となる
整数）分割した分割署名データのそれぞれを、前記通信データに付加して順次送信する送
信手段と、
　を備えることを特徴とする送信機。
【請求項９】
　通信データの正当性を証明するための署名データを、Ｍ（Ｍは２以上の整数）回分の前
記通信データからなる単位データ毎に生成し、該署名データを、ブロック誤りを訂正可能
な誤り訂正符号方式によって符号化することで符号化データを生成し、該符号化データを
Ｍ分割することで生成した分割署名データのそれぞれを、前記通信データに付加して順次
送受信する通信システムを構成する受信機であって、
　前記分割署名データが付加された前記通信データを受信する受信手段と、
　前記受信手段が受信した前記通信データから前記単位データを再構成すると共に、該通
信データに付加されている前記分割署名データから前記符号化データを再構成する再構成
手段と、
　前記再構成手段によって再構成された前記符号化データを復号することで前記署名デー
タを再構成する復号手段と、
　前記受信手段が受信した前記通信データの正当性を、前記再構成手段によって再構成さ
れた前記単位データ毎に、前記復号手段によって再構成された前記署名データを用いて検
証する検証手段と、
　を備えることを特徴とする受信機。
【請求項１０】
　通信データの正当性を検証するための署名データを、前記通信データに付加して送受信
する通信システムを構成する送受信機であって、
　Ｍ（Ｍは２以上の整数）回分の前記通信データからなる単位データ毎に、前記署名デー
タを生成する署名データ生成手段と、
　前記署名データ生成手段にて生成された署名データを、ブロック誤りを訂正可能な誤り
訂正符号方式によって符号化することで符号化データを生成する符号化データ生成手段と
、
　前記符号化データ生成手段にて生成された符号化データを、Ｎ（ＮはＭ≧Ｎ≧２となる
整数）分割した分割署名データのそれぞれを、前記通信データに付加して順次送信する送
信手段と、
　前記分割署名データが付加された前記通信データを受信する受信手段と、
　前記受信手段が受信した前記通信データから前記単位データを再構成すると共に、該通
信データに付加されている前記分割署名データから前記符号化データを再構成する再構成
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手段と、
　前記再構成手段によって再構成された前記符号化データを復号することで前記署名デー
タを再構成する復号手段と、
　前記受信手段が受信した前記通信データの正当性を、前記再構成手段によって再構成さ
れた前記単位データ毎に、前記復号手段によって再構成された前記署名データを用いて検
証する検証手段と、
　を備えることを特徴とする送受信機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子署名を利用した通信システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、車車間通信を利用して、自車両の位置，速度，進行方向，ブレーキのＯＮ／ＯＦ
Ｆ等の車両情報を周辺車両と交換することで、衝突の危険性のある車両の存在をドライバ
に通知することにより、見通しの悪い交差点等での出会い頭事故などを未然に防止するシ
ステムの導入が検討されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　このシステムでは、通信データの正当性を如何にして保障するかが重要課題であり、そ
のための技術の一つとして、公開鍵暗号方式を用いた電子署名が知られている。
　この電子署名は、具体的には、検証の対象とすべき通信データから生成した検証データ
Ａ（例えば、ハッシュ関数によって作成されるメッセージダイジェスト）を公開鍵暗号方
式の秘密鍵で暗号化して暗号化データを生成する。この暗号化データと、暗号化データの
復号に用いる公開鍵と、公開鍵の正当性を証明する電子証明書とからなる署名データを、
検証の対象となる通信データと共に通信相手に送付する。署名データを受信した通信相手
は、電子証明書を用いて公開鍵を検証し、その検証により正当性が証明された公開鍵を用
いて暗号化データを復号することで検証データＡを復元する。そして、その復元された検
証データＡと、受信した通信データから生成した検証データＢと比較して、両検証データ
Ａ，Ｂが一致すれば受信データは、改竄されていない正当なデータと判定する。
【０００４】
　しかし、上述の公開鍵暗号方式を利用した電子署名では、十分な信頼性を確保するため
には、公開鍵の鍵長を長くする必要があり、これに伴って署名データも長くなる。
　そして、１回の通信で送受信可能な通信データ量が比較的少なく、署名データと同程度
である場合、署名データによるオーバーヘッドが増加して通信効率を低下させてしまうと
いう問題があった（図１１参照）。
【０００５】
　特に、上述の車車間通信を利用したシステムでは、定期的にデータを交換する必要があ
り、また、１回の通信で交換するデータは１００バイト程度が想定されている。これに対
して、署名データは、２００バイト程度かそれ以上となる。つまり、署名データを付加す
ると、１回の通信に必要な通信データ量が２～３倍程度に増大することになる。
【０００６】
　ところで、１回の送信（一つの通信フレーム）で交換可能なデータ量は、通信速度や同
時通信の許容数などによって決まる。
　ここで、車車間通信の通信エリアを半径２００ｍとし、片道３車線の渋滞した交差点で
の通信を考える。平均１０ｍ間隔で車両が存在すると仮定すると２００ｍの間に１車線当
たり２０台が存在し、片側３車線（×３）、対向車線（×２）、４方向（×４）を考慮す
ると、通信エリア内には４８０台が存在する可能性がある。なお、道路状況によっては更
にこれより多い場合も考えられる。
【０００７】
　また、高速道路を想定すると１秒間に３０ｍ程度進むこと、および、通信エラー等によ
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ってデータ抜けが生じる場合があることも考慮し、データ抜けによる制御への影響を許容
できる程度に抑えるには、データの送信周期を１００ｍｓ以下に設定することが適当と考
えられる。更に、通信速度については割り当てられている電波の帯域幅などの条件にもよ
るが１０Ｍｂｐｓ程度と仮定する。
【０００８】
　このような条件の下で、１回の通信で送信可能なデータ量は、次式で求められる。
　　１０×１０6 ［ｂｐｓ]×０．１[ｓ]／４８０[台]＝２０８３[ｂｉｔ]
　つまり、ロスなく送信できたとして高々２６０バイト程度しか送ることができないこと
がわかる。しかも、パケット密度が増大するとパケットの衝突などにより通信効率が著し
く低下するため、実際にはこの３割程度が限界といわれている。
【０００９】
　つまり、上述したような車車間通信システムでは、署名データが２００バイト程度であ
ることを考えると、本来送信したい１００バイトのデータも送信することもできない可能
性があるという問題があった。
【００１０】
　これに対して、送信側では、Ｍ個の通信データからなる単位データを対象として生成し
た検証データから署名データを生成し、その署名データをＭ分割した分割署名データを通
信データに付加して送信し、受信側では、受信した通信データから再構成した単位データ
と、受信した分割署名から署名データを再構成し、その再構成された署名データから抽出
した検証データを用いて、通信データの検証を行うことが考えられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開２００９－０８１５２４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　ところで、通信データについては、もともと通信エラーがあることを前提として、上位
のアプリケーションが作られていることが多く、通信データが欠落しても、過去に受信し
た通信データ等から補完して、受信側の制御を続けることが可能としている場合もある。
【００１３】
　しかし、検証データは、一部でも欠落するとこれを使用することができない。従って、
署名データをＭ分割して送信する場合、その全てを受信できなければ、署名データ（ひい
ては検証データ）を再構成することがでない。
【００１４】
　このため、一つの通信フレームが欠落すると、受信側では、その欠落によって再構成が
不能となった署名データ（ひいては検証データ）の検証対象となる単位データ（Ｍ個の通
信データ）の全てについて、データの正当性を証明できなくなってしまうという問題があ
った。
【００１５】
　本発明は、上記問題点を解決するために、署名データを分割して送信する通信システム
において、通信エラーによりデータの一部が欠落した場合でも、通信データの検証を可能
とすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　上記目的を達成するためになされた請求項１に記載の通信システムにおいて、通信デー
タを送信する送信側端末は、Ｍ×Ｎ（Ｍ，Ｎは２以上の整数）回分の通信データからなる
単位データ毎に、署名データを生成すると共に、該署名データをＭ分割した分割署名デー
タのそれぞれを通信データに付加してＮ回繰り返して送信する。
【００１７】
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　なお、分割署名データを付加する通信データは、分割署名データが属する署名データの
生成対象となった通信データであってもよいし、生成対象ではない通信データであっても
よい。そして、署名データはＭ×Ｎ個の通信データが全部揃うまで生成することができな
いため、特に、生成された通信データをリアルタイムで送受信する必要がある通信システ
ムでは、通信データと分割署名データとの対応関係は後者となる。
【００１８】
　一方、通信データを受信する受信側端末は、受信した通信データから単位データを再構
成すると共に、受信した通信データに付加されている分割署名データから署名データを再
構成し、通信データの正当性を、再構成された単位データ毎に、再構成された署名データ
を用いて検証する。
【００１９】
　このように構成された本発明の通信システムでは、１回の通信で全ての署名データを送
信するのではなく（図９（ａ）参照）、複数回の通信に分けて送信するため（図９
（ｂ）参照）、１回の通信で送信すべき通信データ以外のデータ量を少なく抑えることが
できる。
【００２０】
　その結果、通信データのスループットを大きく低下させることなく、電子署名の技術を
利用することが可能となり、通信システムに必要なスループットおよびセキュリティレベ
ルをいずれも確保することができる。
【００２１】
　また、本発明の通信システムでは、全ての分割署名データがＮ回繰り返して送信される
ため、通信に失敗したとしても、同じ分割署名データの受信にＮ回とも失敗しない限り、
署名データを正しく再構成することができる。
【００２２】
　従って、通信に失敗することによって署名データの再構成することができないという事
態、ひいては通信データを検証できないという事態の発生を防止することができる。
　次に、請求項２に記載の通信システムにおいて、通信データを送信する送信側端末は、
Ｍ（Ｍは２以上の整数）回分の通信データからなる単位データ毎に署名データを生成し、
該署名データを、ブロック誤りを訂正可能な誤り訂正符号方式によって符号化することで
符号化データを生成し、該符号化データをＭ分割することで生成した分割署名データのそ
れぞれを、通信データに付加して送信する。
【００２３】
　なお、分割署名データを付加する通信データは、請求項１の場合と同様に、分割署名デ
ータが属する署名データの生成対象となった通信データであってもよいし、生成対象では
ない通信データであってもよい。
【００２４】
　一方、通信データを受信する受信側端末は、受信した通信データから単位データを再構
成すると共に、受信した通信データに付加されている分割署名データから符号化データを
再構成し、再構成された符号化データを復号することで署名データを再構成（復元）し、
通信データの正当性を、再構成された単位データ毎に、再構成（復元）された署名データ
を用いて検証する。
【００２５】
　このように構成された本発明の通信システムでは、１回の通信で全ての署名データを送
信するのではなく、複数回の通信に分けて送信するため、１回の通信で送信すべき通信デ
ータ以外のデータ量を少なく抑えることができる。
【００２６】
　その結果、通信データのスループットを大きく低下させることなく、電子署名の技術を
利用することが可能となり、通信システムに必要なスループットおよびセキュリティレベ
ルをいずれも確保することができる。
【００２７】
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　また、本発明の通信システムでは、ブロック誤りを訂正可能な誤り訂正符号方式によっ
て署名データを符号化した符号化データをＭ分割することで分割署名データを生成してい
る。このため、通信エラーにより、分割署名データ（ひいては符号化データ）に欠落が生
じたとしても、復号によって署名データを正しく再構成（復元）することができる。
【００２８】
　従って、通信エラーによって署名データの再構成（復元）することができないという事
態、ひいては通信データを検証できないという事態が発生することを抑制することができ
る。
【００２９】
　ところで、請求項１又は請求項２に記載の通信システムにおいて、署名データは、例え
ば次のように生成，使用されるように構成してもよい。
　即ち、請求項３に記載のように、送信側端末は、単位データ全体を一括して検証するた
めの検証データを生成し、該検証データを用いて署名データを生成する（図９（ｂ）参照
）。そして、受信側端末は、再構成された単位データから生成した検証データと、再構成
された署名データから抽出した検証データを比較することで、単位データを構成する通信
データの正当性を検証する。
【００３０】
　なお、この場合、署名データの復元は可能であるが、例えば、公開鍵暗号方式を用いた
電子署名のように、検証データを受信した通信データから生成する署名方式を採用するに
は、通信データを復元する何等かの手法を採用する必要があるという新たな問題が生じる
。
【００３１】
　そこで、署名データは、例えば次のように生成，使用されるように構成してもよい。
　即ち、請求項４に記載のように、送信側端末は、通信データ毎に、該通信データを検証
するための検証データを生成し、該検証データの一部を部分検証データとして、単位デー
タ毎に、該単位データを構成する通信データの部分検証データを組み合わせた合成データ
を用いて署名データを生成する（図１０（ａ）参照）。そして、受信側端末は、再構成し
た署名データから合成データを抽出し、再構成された単位データを構成する通信データの
それぞれについて生成した部分検証データと、合成データを構成する部分検証データとを
比較することで、受信した通信データの正当性を検証する（図１０（ｂ）参照）。
【００３２】
　この場合、部分検証データ毎に異なる通信データを検証することができるため、通信デ
ータの欠落が生じたとしても、他の通信データの検証を問題なく実行することができる。
　次に、請求項５に記載の送信機では、署名データ生成手段が、Ｍ×Ｎ（Ｍ，Ｎは２以上
の整数）回分の通信データからなる単位データ毎に、署名データを生成し、送信手段が、
署名データ生成手段にて生成された署名データを、Ｍ分割した分割署名データのそれぞれ
を、通信データに付加してＮ回繰り返して送信する。
【００３３】
　また、請求項６に記載の受信機では、受信手段が、分割署名データが付加された通信デ
ータを受信し、再構成手段が、受信手段が受信した通信データから単位データを再構成す
ると共に、該通信データに付加されている分割署名データから署名データを再構成する。
そして、検証手段が、受信手段によって受信された通信データの正当性を、再構成手段に
よって再構成された単位データ毎に、再構成手段によって再構成された署名データを用い
て検証する。
【００３４】
　更に、請求項７に記載の送受信機は、請求項５に記載のものと同様の署名データ生成手
段，送信手段、および請求項６に記載のものと同様の受信手段，再構成手段，検証手段を
備えている。
【００３５】
　つまり、請求項５～７に記載の送信機，受信機，送受信器は、請求項１に記載の通信シ
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ステムを構築する際に、好適に用いることができる。
　次に、請求項８に記載の送信機では、署名データ生成手段が、Ｍ（Ｍは２以上の整数）
回分の通信データからなる単位データ毎に、署名データを生成し、符号化データ生成手段
が、署名データ生成手段にて生成された署名データを、ブロック誤りを訂正可能な誤り訂
正符号方式によって符号化することで符号化データを生成する。そして、送信手段が、符
号化データ生成手段にて生成された符号化データをＮ（ＮはＭ≧Ｎ≧２となる整数）分割
した分割署名データのそれぞれを、通信データに付加して順次送信する。
【００３６】
　また、請求項９に記載の受信機では、受信手段が、分割署名データが付加された通信デ
ータを受信し、再構成手段が、受信手段が受信した通信データから単位データを再構成す
ると共に、該通信データに付加されている前記署名データから符号化データを再構成する
。そして、復号手段が、再構成手段によって再構成された符号化データを復号することで
署名データを再構成し、検証手段が、受信手段によって受信された通信データの正当性を
、再構成手段によって再構成された単位データ毎に、復号手段によって再構成された署名
データを用いて検証する。
【００３７】
　更に、請求項１０に記載の送受信機は、請求項８に記載のものと同様の署名データ生成
手段，符号化データ生成手段，送信手段、および請求項９に記載のものと同様の受信手段
，再構成手段，復号手段，検証手段を備えている。
【００３８】
　つまり、請求項８～１０に記載の送信機，受信機，送受信器は、請求項２に記載の通信
システムを構築する際に、好適に用いることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】通信システムおよび通信システムを構成する車載装置の構成を示すブロック図。
【図２】通信システムにて使用する通信フレームの構成を示す説明図。
【図３】各種データの記憶領域の構成を示す説明図。
【図４】演算処理部が実行する送信処理の内容を示すフローチャート。
【図５】送信処理によって生成される通信フレームの内容を示す説明図。
【図６】演算処理部が実行する受信処理の内容を示すフローチャート。
【図７】受信処理中で実行する検証処理の詳細を示すフローチャート。
【図８】第２実施形態における検証処理の詳細を示すフローチャート。
【図９】検証データと付加データとの関係を示す説明図であり、（ａ）は従来技術、（ｂ
）は第１実施形態、（ｃ）は第２実施形態の場合を示す。
【図１０】第３実施形態における検証データの生成，および検証データを用いた検証の概
要を示す説明図。
【図１１】従来の通信システムにおける通信フレームの構成を示す説明図。
【発明を実施するための形態】
【００４０】
　以下に本発明の実施形態を図面と共に説明する。
　［第１実施形態］
　図１は、本発明が適用された通信システムの概要、および、通信システムを構成する車
載装置の構成を示すブロック図である。
【００４１】
　図１に示すように、本実施形態の通信システムは、それぞれが車両Ｃに搭載され互いに
無線通信（車車間通信）を行う複数の車載装置１によって構成される。
　なお、各車両Ｃの車載装置１は、車車間通信によって、自車の近辺（例えば半径２００
ｍ以内）に存在する他車両の車載装置１との間で、自車両の位置，速度，加速度，角速度
，位置に関する補正情報等からなる車両情報を相互に交換し、取得した車両情報を用いて
、他車両との衝突の危険を回避するための制御を実行する。
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【００４２】
　＜通信フレーム＞
　ここで、本実施形態の通信システムにおいて送受信される通信フレームの構成を、図２
を参照して説明する。
【００４３】
　通信フレームは、図２に示すように、ヘッダ、データ、フッタからなる。ヘッダ、フッ
タは、通信システムにて採用された通信プロトコルに応じて決まる周知のものである。な
お、ヘッダには、通信フレームの送信元を識別するための情報が少なくとも含まれ、フッ
タにはＣＲＣ符号等の誤り検出符号が少なくとも含まれている。
【００４４】
　データは、上述の車両情報からなる通信データと、通信データの正当性を検証する際に
使用される付加データとからなる。
　そして、付加データは、連続するＭ×Ｎ個（Ｍ，Ｎは２以上の整数）の通信データから
なる単位データを対象として生成された署名データをＭ個に分割することで生成される分
割署名データと、分割署名データから元の署名データを再構成する際に必要となる情報で
構成された署名ヘッダとからなる。
【００４５】
　また、署名ヘッダは、署名対象の種類（証明書、データ）等を識別するための識別子、
分割署名データが属する署名データを識別するための署名番号ｋ（ｋ＝１，２，…）、そ
の署名番号ｋで識別される署名データの何番目の分割署名データかを示すブロック番号ｉ
（ｉ＝１，２，…，Ｍ）からなる。
【００４６】
　＜車載装置の構成＞
　図１に戻り、車載装置１は、自車両の現在位置を求める位置検出部２と、車両の走行速
度や、車両に加わる加速度，角速度等の車両の状態を検出する各種センサからなる状態検
出部３と、少なくとも地図情報を含んだ各種情報を記憶する情報記憶部４と、ユーザから
の各種指令を入力するための操作パネル、地図や各種情報を表示するためのディスプレイ
，案内音声や警報音等を発生させるスピーカ等からなるヒューマンインターフェース（Ｈ
ＩＦ）部５とを備えている。
【００４７】
　また、車載装置１は他車両との無線通信を行う無線通信部６と、無線通信部６を介して
送信する通信データの正当性を証明するための署名データを生成すると共に、無線通信部
６を介して受信した通信データの正当性を検証するための検証処理を実行する暗号処理部
７と、上記各部２～７を使用した各種処理を実行する演算処理部８と、演算処理部８から
の指令に従って、ブレーキ制御等の各種車両制御を実行する車両制御部９とを備えている
。
【００４８】
　位置検出部２は、ＧＰＳ用の人工衛星からの送信電波を受信することで、車両の位置、
進行方向等を検出すると共に、状態検出部３で検出される加速度、角速度等から検出した
走行距離や、地磁気センサの出力から検出した進行方向等から、いわゆる自律航法によっ
ても車両の位置等を検出し、互いに補完し合って自車の現在位置を検出するように構成さ
れている。
【００４９】
　無線通信部６は、図２に示した通信フレームを用いて、他車両Ｃに搭載された車載装置
１との間でブロードキャスト型の無線通信を行う。具体的には、演算処理部８からデータ
が供給されると、そのデータにヘッダ，フッタを付加した通信フレームを生成して送信す
る。また、通信フレームを受信した時には、ヘッダ，フッタの情報に基づいて通信エラー
（ＣＲＣチェック等による周知のもの）の有無を判定し、エラーがあれば受信した通信フ
レームを破棄し、エラーがなければ、通信フレームを受信した旨を演算処理部８に通知す
る。
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【００５０】
　暗号処理部７は、公開鍵の正当性を証明するための電子証明書と、通信データから生成
した検証データ（例えば、ハッシュ関数を用いて生成したメッセージダイジェスト）を電
子証明書によって証明される公開鍵を用いて暗号化した暗号化データとからなる署名デー
タを生成すると共に、電子証明書により公開鍵の検証を行う第１の検証処理や、第１の検
証処理によって正当性が証明された公開鍵を用いて暗号化データを復号することにより得
られる検証データと受信した通信データから生成した検証データとを比較することによっ
て、通信データの検証（改竄の有無の判定）を行う第２の検証処理を実行する周知のもの
である。
【００５１】
　演算処理部８は、ＣＰＵ，ＲＯＭ，ＲＡＭ等からなる周知のマイクロコンピュータから
なり、位置検出部２にて検出された自車両の現在位置や情報記憶部４に記憶された地図情
報を用い、ＨＩＦ部５から入力される指示に従って、走行経路の設定や設定された走行経
路の表示や案内を行ういわゆるナビゲーション装置としての機能を実現するナビ関連処理
を実行する。また、演算処理部８は、無線通信部６を介して自車両の車両情報（以下「自
車両情報」という）を送信する送信処理、無線通信部６を介して他車両の車両情報（以下
「他車両情報」という）を取得し、これら自車両情報および他車両情報に基づいて衝突の
危険度等を求める受信処理等も実行する。
【００５２】
　なお、ナビ関連処理には、位置検出部２から定期的に位置情報を取得すると共に、取得
した位置情報と情報記憶部４に記憶された地図情報とを比較し、自車の位置が、地図情報
の道路上に位置するように位置情報を補正する補正処理（マップマッチング）が少なくと
も含まれている。
【００５３】
　また、演算処理部８のＲＡＭには、図３に示すように、送信処理用領域と受信処理用領
域とが確保されている。
　このうち、送信処理用領域は、Ｍ×Ｎ個分の通信データの記憶する送信側単位データ記
憶領域と、そのＭ×Ｎ個分の通信データからなる単位データを対象にして暗号処理部７に
生成させた署名データを記憶する送信側署名データ記憶領域とからなる。なお、送信側署
名データ記憶領域は、署名データをＭ分割した分割署名データ単位でアクセスできるよう
に設定されている。
【００５４】
　つまり、送信側単位データ記憶領域は通信データを格納するＭ×Ｎ個のブロックからな
り、また、送信側署名データ記憶領域は分割署名データを格納するＭ個のブロックからな
る。
【００５５】
　また、受信処理用領域は、無線通信部６によって同時通信可能な最大数（以下「許容通
信数」という）だけ用意される。そして、各受信処理用領域は、送信側単位データ記憶領
域と同様に構成された二つの受信側データ記憶領域と、送信側署名データ記憶領域と同様
に構成された一つの受信側署名データ記憶領域と、暗号処理部７での検証の結果、正当性
が保証された公開鍵、およびその公開鍵についての電子証明書を記憶する証明書記憶領域
とからなる。
【００５６】
　＜送信処理＞
　演算処理部８のＣＰＵが実行する送信処理を、図４に示すフローチャートに沿って説明
する。
【００５７】
　なお、本処理は、車両のエンジンが動作している間、一定時間（本実施形態では１００
ｍｓ）毎に繰り返し起動される。また、本処理が最初に起動される前に、本処理で使用す
るパラメータｉ，ｊはいずれも１に初期化されるものとする。
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【００５８】
　本処理が起動すると、Ｓ１１０では、位置検出部２や状態検出部３から車両情報（車両
の位置，速度，加速度、角速度，補正情報等）を取得して通信データを生成すると共に、
この通信データを、送信側単位データ記憶領域の（ｊ－１）×Ｍ＋ｉ番目のブロックに記
憶する。
【００５９】
　続くＳ１２０では、送信側署名データ記憶領域に、送信すべき署名データが記憶されて
いるか否かを判断する。
　そして、署名データが記憶されていない場合は、Ｓ１３０に進み、先のＳ１１０にて取
得した通信データおよび予め用意されているダミーの付加データを、無線通信部６に送信
させてＳ１５０に進む。なお、署名データの生成にはＭ×Ｎ個の通信データが必要である
ため、本処理の最初の起動からＭ×Ｎ回目の起動までは、送信側署名データ記憶領域に送
信すべき署名データが記憶されていない状態（又はダミーデータが記憶された状態）とな
る。
【００６０】
　一方、送信側署名データ記憶領域に署名データが記憶されている場合は、Ｓ１４０に進
み、Ｓ１１０にて取得した通信データおよび送信側署名データ記憶領域のｉ番目のブロッ
クに記憶されている分割署名データから生成した付加データを、無線通信部６に送信させ
てＳ１５０に進む。
【００６１】
　つまり、Ｓ１３０，Ｓ１４０の処理により、本処理が起動する毎に、必ず通信フレーム
が送信されるため、通信フレームの送信周期は、本処理の起動周期と一致したものとなる
。
【００６２】
　Ｓ１５０では、パラメータｉをインクリメントし（ｉ←ｉ＋１）、続くＳ１６０では、
パラメータｉが、署名データの分割数Ｍより大きいか否かを判断し、パラメータｉが分割
数Ｍ以下であれば、署名データの生成に必要な数の通信データが未だ用意されていないも
のとして、そのまま本処理を終了する。
【００６３】
　一方、パラメータｉが分割数Ｍより大きければ、Ｓ１７０にてパラメータｉを１に初期
化し、続くＳ１８０にて、パラメータｊをインクリメントし（ｊ←ｊ＋１）して、Ｓ１９
０に進む。
【００６４】
　Ｓ１９０では、パラメータｊが、繰返数Ｎより大きいか否かを判断し、パラメータｊが
繰返数Ｎ以下であれば、署名データの生成に必要な数の通信データが未だ用意されていな
いものとしてそのまま本処理を終了する。
【００６５】
　一方、パラメータｊが繰返数Ｎより大きければ、署名データの生成に必要な数の通信デ
ータが用意されたものとして、Ｓ２００にてパラメータｊを１に初期化した後、Ｓ２１０
に進む。
【００６６】
　Ｓ２１０では、送信側単位データ記憶領域に記憶されているＭ×Ｎ個の通信データを単
位データとして、この単位データに対する署名データを暗号処理部７に生成させ、その署
名データを送信側署名データ記憶領域に記憶して、本処理を終了する。
【００６７】
　＜送信処理による動作概要＞
　ここで、図５は、送信処理によって順次送信される通信フレームの内容を示す説明図で
ある。但し、図５では、Ｎ＝２の場合について示す。
【００６８】
　図５に示すように、送信処理の最初の起動時（Ｔ０）には、送信側署名データ記憶領域
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には、署名データが記憶されていないため、最初の署名データ１が生成されるまで（Ｔ０
～Ｔ１）に送信される１個目から２Ｍ個目の通信フレーム（通信データ１～２Ｍ）には、
ダミーの付加データが付加される。
【００６９】
　２Ｍ個の送信フレームの送信が終了すると（Ｔ１）、通信データ１～２Ｍを生成対象と
した署名データ１が生成され、これが送信側署名データ記憶領域に記憶される。このため
、次の署名データ２が生成されるまで（Ｔ１～Ｔ２）に送信される２Ｍ＋１個目から４Ｍ
個目の通信フレーム（通信データ２Ｍ＋１～４Ｍ）には、署名データ１をＭ分割した分割
署名データ１－１～１－Ｍに基づく付加データが順次付加される。但し、この間の通信フ
レームの数が２Ｍ個であるのに対して分割署名データの数はＭ個であるため、３Ｍ＋１個
目から４Ｍ個目の通信フレームに付加される分割署名データは、２Ｍ＋１個目から３Ｍ個
目の通信フレームに付加された分割署名データと同じものとなる。つまり、各分割署名デ
ータは２回（Ｎ回）ずつ送信される
　以下同様に、２ｋ・Ｍ＋１個目から２（ｋ＋１）・Ｍ個目（ｋ＝０，１，２…）の通信
フレームには、署名データｋをＭ分割した分割署名データｋの分割署名データｋ－１～ｋ
－Ｍに基づく付加データが順次付加され、この間に分割署名データｋ－１～ｋ－Ｍに基づ
く付加データは、２回ずつ送信されることになる。
【００７０】
　＜受信処理＞
　次に、演算処理部８のＣＰＵが実行する受信処理を、図６に示すフローチャートに沿っ
て説明する。
【００７１】
　なお、本処理は、車両のエンジンが動作している間、通信フレームを受信する毎に起動
する。また、本処理では、署名データを用いた検証によって通信データの正当性が証明さ
れているか否かを表す正当フラグが用いられ、その値は後述する検証処理にて設定される
。但し、本処理が最初に起動する前に、正当性フラグはＯＦＦ（証明されていない）に設
定されるものとする。
【００７２】
　本処理が起動すると、Ｓ３１０では、通信フレームのヘッダから通信フレームの送信元
を識別し、続くＳ３２０では、識別された送信元（以下「対象通信先」という）について
の受信処理用領域が確保済みであるか否かを判断する。
【００７３】
　そして、受信処理用領域が確保済みでなければ、Ｓ３３０にて対象通信先用の受信処理
用領域を確保すると共に、二つ用意された受信側単位データ記憶領域の一方をデータ格納
用、他方をデータ保持用に指定してＳ３４０に進み、受信処理用領域が確保済みであれば
、そのままＳ３４０に進む。
【００７４】
　以下では、通信フレーム、受信側単位データ記憶領域、受信側署名データ記憶領域につ
いて言及する場合、先のＳ３１０にて識別された対象通信先についてのものを指すものと
する。
【００７５】
　Ｓ３４０では、付加データの署名ヘッダに含まれる署名番号が、前回受信した通信フレ
ームにて示されていた署名番号から変化しているか否かを判断し、変化していなければ、
Ｓ３７０に進み、変化していればＳ３５０に進む。
【００７６】
　Ｓ３５０では、データ保持用に指定された受信側単位データ記憶領域に格納されている
通信データ、および受信側署名データ記憶領域に格納されている分割署名データを用いた
検証処理（後述する）を実行し、続くＳ３６０では、受信側単位データ記憶領域のデータ
格納用／データ保持用の指定を、現設定とは逆になるように切り替えると共に、データ格
納用に設定された受信側単位データ記憶領域、および受信側署名データ記憶領域の記憶内
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容をクリアしてＳ３７０に進む。
【００７７】
　Ｓ３７０では、付加データの署名ヘッダに含まれるブロック番号ｉを参照し、データ格
納用に指定されている受信側単位データ記憶領域のｉ番目のブロックに通信データを格納
すると共に、受信側署名データ記憶領域のｉ番目のブロックに分割署名データを格納する
。なお、ブロック番号ｉがＭより大きい場合には、ｉからＭの整数倍を減じた値ｐ（但し
、１≦ｐ≦Ｍ）を求め、受信側署名データ記憶領域のｐ番目のブロックに分割署名データ
を格納する。但し、ｐ番目のブロックに既に分割署名データが格納されている場合には、
受信した分割署名データを破棄する。
【００７８】
　続くＳ３８０では、先のＳ３５０の検証処理にて設定される正当性フラグがＯＮに設定
されているか否かを判断し、ＯＮに設定されていなければそのまま本処理を終了し、ＯＮ
に設定されていればＳ３９０に進む。
【００７９】
　Ｓ３９０では、受信した通信データに矛盾があるか否かを判断する。具体的には、受信
した通信データ（車両情報）に含まれる位置情報と、署名データによる検証によって正当
性が証明されている通信データの中で最新の通信データに含まれる位置情報とを比較し、
その位置情報の変化が、予め設定された想定範囲内の大きさであれば矛盾なし、想定範囲
より大きければ矛盾ありと判断する。但し、通信データに含まれる補正情報が、位置情報
の補正が行われたことを示している場合には、位置情報の変化が想定範囲より大きい場合
であっても矛盾なしと判断する。なお、想定範囲は、車速（対象通信先の車両）や通信フ
レームの送信周期等に従って可変設定される。
【００８０】
　そして、通信データに矛盾があると判断した場合は、そのまま本処理を終了し、通信デ
ータに矛盾がないと判断した場合は、Ｓ４００にて、受信した通信データ（車両情報）に
基づいて他車両との衝突可能性を判断し、その判断結果に従って、衝突を回避するための
各種制御（警報発生，自動制動等）を行う衝突回避処理を実行して本処理を終了する。
【００８１】
　＜受信処理による動作概要＞
　本処理により、受信した通信データおよび分割署名データは、データ格納用に設定され
ている受信側単位データ記憶領域および受信側署名データ記憶領域に格納される。
【００８２】
　そして、署名番号が切り替わる毎、即ち、通信エラーがなければＭ×Ｎ個の通信データ
が格納される毎に、検証処理が実行される。なお、この時、分割署名データは、それぞれ
Ｎ回繰り返して受信されるため、最初のＭ回の受信において通信エラーによって欠落した
分割署名データは、同じ分割署名データがＮ回連続して通信エラーとならない限り、２回
目以降の受信で補完されることになる。
【００８３】
　つまり、図５において、Ｔ１の時点では、データ格納用に設定された受信側単位データ
記憶領域には、単位データＢ１（通信データ１～２Ｍ）が格納され、データ保持用に設定
された受信側データ記憶領域には、格納されているデータがなく、受信側署名データ記憶
領域には、ダミーデータが格納されている。従って、この時点では、署名データが存在し
ないため検証処理を実行することができない。
【００８４】
　次に、Ｔ２の時点では、データ格納用に設定された受信側単位データ記憶領域には、単
位データＢ２（通信データ２Ｍ＋１～４Ｍ）が格納され、データ保持用に設定された受信
側データ記憶領域には単位データＢ１（通信データ１～２Ｍ）が格納されている。更に、
受信側署名データ記憶領域には、単位データＢ１を生成対象とした署名データ１（分割署
名データ１－１～１－Ｍ）が記憶された状態となる。従って、この時点では、再構成され
た単位データＢ１と再構成された署名データ１とを用いて検証処理を実行することができ
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る。
【００８５】
　また、例えば、通信エラーにより、通信データ２Ｍ＋２に付加された分割署名データ１
－２の受信に失敗しても、通信データ３Ｍ＋２に付加された分割署名データ１－２の受信
に成功すれば、これによって分割署名データ１－２は補完されることになる。
【００８６】
　なお、受信処理用領域は、受信処理とは別途実行される処理により、予め設定された上
限時間以上、その領域へのデータの格納が行われなかった場合には、他の車両から送信さ
れてくる通信フレームの受信処理に使用できるように解放されるものとする。
【００８７】
　＜検証処理＞
　次に、先のＳ３５０にて実行する検証処理を、図７に示すフローチャートに沿って説明
する。
【００８８】
　本処理が起動すると、Ｓ５１０には、受信側署名データ記憶領域の全ブロックに分割署
名データが格納されているか否かを判断し、一つでも分割署名データが格納されていない
ブロックがあれば、検証不能であるものとしてＳ６００に進み、正当フラグをＯＦＦに設
定して本処理を終了する。
【００８９】
　全ブロックに分割署名データが格納されていれば、Ｓ５２０に進み、受信側署名データ
記憶領域に格納されている再構成された署名データがダミーデータであるか否かを判断し
、ダミーデータであれば、検証不能であるものとしてＳ６００に進み、正当フラグをＯＦ
Ｆに設定して本処理を終了する。
【００９０】
　再構成された署名データがダミーデータでなければ、Ｓ５３０に進み、署名データから
抽出した電子証明書が証明書記憶領域に記憶されているものと一致するか否かを判断し、
一致していれば、その電子証明書と一緒に記憶されている公開鍵を使用して、Ｓ５７０以
下の処理を実行する。
【００９１】
　一方、Ｓ５３０にて一致しないと判断した場合は、Ｓ５４０に進み、署名データから抽
出した電子証明書を用いて、署名データから抽出した公開鍵の正当性を証明する第１の検
証処理を暗号処理部７に実行させる。
【００９２】
　続くＳ５５０では、暗号処理部７での検証結果、公開鍵の正当性が否定された場合は、
Ｓ６００に進み、正当フラグをＯＦＦに設定して本処理を終了する。
　一方、Ｓ５５０にて、公開鍵の正当性が肯定された場合は、Ｓ５６０に進み、先のＳ５
４０での検証対象となった電子証明書と公開鍵を証明書記憶領域に記憶して、Ｓ５７０に
進む。
【００９３】
　Ｓ５７０では、第１の検証処理によって正当性が証明された公開鍵を用いて署名データ
から抽出した暗号化データを復号し、その復号によって得られた検証データ（メッセージ
ダイジェスト）と受信した通信データ（単位データ）から生成した検証データとを比較す
ることによって、通信データの検証を行う第２の検証処理を暗号処理部７に実行させる。
【００９４】
　続くＳ５８０では、暗号処理部７での検証の結果、通信データの正当性が証明された場
合は、Ｓ５９０にて、正当フラグをＯＮに設定して本処理を終了し、通信データの正当性
が否定された場合は、Ｓ６００にて正当フラグをＯＦＦに設定して本処理を終了する。
【００９５】
　＜正当フラグの作用＞
　この処理により、例えば、図５において、Ｔ２の時点で署名データによって通信データ
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１～２Ｍの正当性が証明されなかった場合、少なくともＴ３に達するまでは、正当性フラ
グがＯＦＦに設定されたままとなるため、通信データ４Ｍ＋１～６Ｍが衝突回避処理（Ｓ
２９０）に使用されることはない。そして、Ｔ３の時点で通信データ４Ｍ＋１～６Ｍの正
当性が証明された場合、Ｔ３以降に受信される通信データは、検証済みの通信データのう
ち最新のものである通信データ２Ｍに対して矛盾していなければ、正当なデータであると
みなされ、衝突回避処理（Ｓ４００）に使用されることになる。
【００９６】
　＜効果＞
　以上説明したように本実施形態の通信システムでは、送信側となる車載装置１は、Ｍ×
Ｎ回分の通信データからなる単位データ毎に、署名データを生成すると共に、その署名デ
ータをＭ分割した分割署名データのそれぞれを、通信データに順次付加し、且つＮ回繰り
返して送信する。
【００９７】
　一方、受信側となる車載装置１は、受信した通信データから単位データを再構成すると
共に、受信した付加データから抽出した分割署名データから署名データを再構成する。そ
して、受信した通信データの正当性を、再構成された単位データ毎に、再構成された署名
データを用いて検証する。
【００９８】
　このように、本実施形態の通信システムによれば、１回の通信で全ての署名データを送
信するのではなく、Ｍ回の通信に分けて送信するため、通信データを検証するために各通
信フレームに付加する付加データのデータ量を少なく抑えることができる。
【００９９】
　その結果、通信データのスループットを大きく低下させることなく、電子署名の技術を
利用することが可能となり、通信システムに必要なスループットとセキュリティレベルと
をいずれも確保することができる。
【０１００】
　また、本実施形態の通信システムでは、分割署名データは、同じものがＮ回ずつ繰り返
して送信されるため、同じ分割署名データの受信をＮ回続けて失敗しない限り、署名デー
タを確実に再構成することができる。
【０１０１】
　従って、通信の失敗によりデータの一部が欠落した場合でも、通信データの検証を可能
とすることができる。
　また、受信側の車載装置１は、再構成された署名データによる検証を行っていない未検
証の通信データの位置情報の変化が、検証済みの通信データの位置情報からみて、想定範
囲内である場合に、通信データに矛盾はないものとして、その通信データを、未検証であ
っても衝突回避処理等に使用するようにされている。
【０１０２】
　従って、車載装置１によれば、未検証の通信データを利用したリアルタイムな制御を可
能とすることができる。
　更に、車載装置１では、位置情報に対する補正が行われていることを補正情報が示して
いる場合には、位置情報が想定範囲より大きく変化を示していても、これを矛盾とは判定
しないようにしているため、異常ではない通信データが無駄に破棄されてしまうことを防
止でき、受信した通信データを有効に利用することができる。
【０１０３】
　なお、本実施形態の通信システムでは、データの受信を開始してから最初の検証が完了
するまでには時間がかかるが、通信を開始した時点では、送信元の車両とは十分に（無線
通信部６がカバーする通信エリアの半径程度、例えば２００ｍ）離れており、衝突の危険
性は極めて低いことから検証の遅れによる問題はない。
【０１０４】
　［第２実施形態］
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　次に、第２実施形態について説明する。
　本実施形態は、分割署名データの生成、復元の仕方が、第１実施形態とは一部異なって
いるだけであるため、この異なる点を中心に説明する。
【０１０５】
　＜送信処理＞
　即ち、本実施形態では、送信処理（図４参照）のＳ２１０にて署名データを生成する際
に、暗号処理部７に生成させた署名データをそのまま送信側署名データ記憶領域に格納す
るのではなく、この署名データを、更に、ブロック誤りを訂正可能な誤り訂正符号方式に
よって符号化した符号化データを、送信側署名データ記憶領域に格納する。
【０１０６】
　つまり、この符号化データをＭ分割したものが分割署名データとなる。
　なお、ブロック誤りを訂正可能な誤り訂正符号方式としては、例えば、リードソロモン
符号を用いたものが考えられるがこれに限るものではない。また、ここでは、分割署名デ
ータが欠落しても１個であれば署名データを復元できるものとする。
【０１０７】
　＜受信処理＞
　次に、検証処理を図８に示すフローチャートに沿って説明する。但し、第１実施形態と
同一の処理には、同一のステップ番号を付し、その説明を省略する。
【０１０８】
　Ｓ５１０にて、受信側署名データ記憶領域に、分割署名データが格納されていないブロ
ックがあると判断した場合、Ｓ５１２にて誤り訂正（リードソロモン符号の復号等）によ
って署名データを復元可能な状態であるか否かを判断し、復元不能であれば、Ｓ６００に
て正当フラグをＯＦＦに設定して本処理を終了する。
【０１０９】
　なお、Ｓ５１２では、具体的には、分割署名データの欠落が１ブロックだけであれば、
復元可能であると判断し、欠落が２ブロック以上である場合は復元不能であると判断する
。
【０１１０】
　そして、Ｓ５１０にて全ブロックに分割署名データが格納されていると判断した場合、
又はＳ５１２にて復元可能であると判断した場合は、Ｓ５１４にて、受信側署名データ記
憶領域に格納されている符号化データ（Ｍ×Ｎ個又はＭ×Ｎ－１個の分割署名データ）を
復号することで署名データを復元し、Ｓ５２０に進む。
【０１１１】
　以下、Ｓ５２０～Ｓ６００の処理は、第１実施形態の場合と同様である。
　＜効果＞
　このように構成された本実施形態の通信システムによれば、受信エラーによって、分割
署名データが欠落したとしても、その欠落が許容数（本実施形態では１）以下であれば、
署名データを復元することができ、通信データの検証を可能とすることができる。
【０１１２】
　なお、本実施形態では、必ずしも、分割署名データを繰り返して送信する（Ｎ≧２であ
る）必要がなく、繰返数Ｎを１に設定して実現してもよい。
　［第３実施形態］
　次に第３実施形態について説明する。
【０１１３】
　本実施形態は、分割署名データの生成、復元の仕方が、上記第２実施形態とは異なって
いるだけであるため、この異なる点を中心に説明する。
　図１０は、（ａ）が本実施形態における署名データの生成方法を示す説明図、（ｂ）が
検証方法を示す説明図である。
【０１１４】
　本実施形態において、通信フレームの送信側では、図１０（ａ）に示すように、Ｍ個の
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通信データを単位データとして、その単位データ毎に、以下のようにして、署名データを
作成する。
【０１１５】
　まず、単位データ毎に検証データ（メッセージダイジェスト）を生成し、その検証デー
タの一部からなる部分検証データを、単位データを構成するＭ個の通信データ分だけ連結
した合成データＡを生成する。そして、その合成データＡを暗号化し、その暗号化データ
に、公開鍵，電子証明書を付加することで署名データを生成する。
【０１１６】
　この署名データは、第２実施形態の場合と同様に、ブロック誤りを訂正可能な誤り訂正
符号方式によって符号化され、その符号化によって生成された符号化データをＭ分割した
ものが分割署名データとして通信フレームに付加される。
【０１１７】
　一方、通信フレームの受信側では、図１０（ｂ）に示すように、受信した通信フレーム
から署名データを抽出（第２実施形態の場合と同様）し、署名データに含まれる暗号化デ
ータを抽出し、公開鍵で復号することで合成データＡを復元する。これと共に、受信した
通信データ毎に検証データを生成し、その検証データの一部からなる部分検証データを、
署名データの生成対象となった単位データを構成するＭ個の通信データ分だけ連結した合
成データＢを生成する。
【０１１８】
　そして、合成データＡ，Ｂを、部分検証データ毎に比較し、全て一致する場合に全ての
通信データは正当性を有するものと判断する。
　ここで、通信エラーによりいずれかの通信データ，分割署名データが欠落している場合
は、その欠落数が許容数以下であれば、誤り訂正によって署名データ、更には合成データ
Ａを復元することができる。しかし、通信データについては復元できないため、合成デー
タＢは、欠落した通信データに対する部分検証データが欠落したものとなる（図中の斜線
部分参照）。
【０１１９】
　この場合、合成データＢの欠落した部分以外の全ての部分検証データが合成データＡの
部分検証データと一致している場合、欠落した通信データ以外の通信データは正当性を有
するものと判断する。
【０１２０】
　＜効果＞
　以上説明したように、本実施形態の通信システムによれば、署名データの生成対象とな
った単位データを構成する通信データの一部が欠落している場合であっても、その欠落し
たもの以外の通信データについての検証を問題なく行うことができるため、欠落した通信
データと同一の単位データに属する他の通信データを、破棄することなく、有効利用する
ことができる。
【０１２１】
　本実施形態では、署名データを誤り訂正可能な符号化方式で符号化する第２実施形態を
前提とする通信システムに適用した例について説明したが、分割署名データをＮ回繰り返
して送信する第１実施形態を前提とする通信システムに適用してもよい。
【０１２２】
　［他の実施形態］
　以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるも
のではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において、様々な態様にて実施することが可
能である。
【０１２３】
　例えば、上記実施形態では、検証処理のうち、Ｓ５４０（第１の検証処理）と、Ｓ５７
０（第２の検証処理）とを暗号処理部７に実行させるように構成したが、検証処理の全体
を、暗号処理部７に実行させるように構成してもよい。
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【０１２４】
　上記各実施形態において、車載装置１は、送信側端末および受信側端末のいずれとして
も動作するように構成されているが、いずれか一方の専用端末として動作するように構成
してもよい。
【０１２５】
　上記実施形態では、車車間通信を行う通信システムに適用した例を示したが、通信デー
タの正当性を検証するための付加データを、通信データに付加して送受信する通信システ
ムであれば、どのような通信システムに適用してもよい。
【符号の説明】
【０１２６】
　１…車載装置　２…位置検出部　３…状態検出部　４…情報記憶部　５…ヒューマンイ
ンターフェース（ＨＩＦ）部　６…無線通信部　７…暗号処理部　８…演算処理部　９…
車両制御部　Ｃ…車両

【図１】

【図２】

【図３】
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