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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　衛星測位システムで用いられる人工衛星からの航法メッセージを受信する衛星受信機（
２３０）と、
　前記人工衛星から受信した前記航法メッセージに応じた認証用情報を、認証センタから
受信する認証用情報受信部（Ｓ５）と、
　前記衛星受信機で受信した前記航法メッセージが正規のものであることの認証を、その
航法メッセージに応じて前記認証用情報受信部で受信した認証用情報を用いて行うセンタ
使用認証部（Ｓ９～Ｓ１１）とを備える航法メッセージ受信装置（２００）であって、
　前記センタ使用認証部で認証が成立した前記航法メッセージの発信元の前記人工衛星か
ら、前記衛星受信機で新たな航法メッセージを受信した場合に、前記センタ使用認証部で
認証が成立した前記航法メッセージと前記新たな航法メッセージとの間に連続性があるか
否かを判定する連続性判定部（Ｓ２４、Ｓ３５）と、
　前記連続性判定部で連続性があると判定した場合には、前記新たな航法メッセージが正
規のものであると判断する一方、前記連続性判定部で連続性がないと判定した場合には、
前記新たな航法メッセージが正規のものであると判断しない簡易判断部（Ｓ２５、Ｓ２６
、Ｓ３６、Ｓ３７）とを備えることを特徴とする航法メッセージ受信装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記航法メッセージには、航法メッセージの発信時刻が含まれており、
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　前記連続性判定部（Ｓ２４）は、
　前記センタ使用認証部で認証が成立した前記航法メッセージに含まれる発信時刻と、前
記新たな航法メッセージに含まれる発信時刻との間に、認証が成立した前記航法メッセー
ジの受信時刻から前記新たな航法メッセージの受信時刻までの受信時刻差に応じた連続性
があるか否かを判定することを特徴とする航法メッセージ受信装置。
【請求項３】
　請求項１において、
　前記航法メッセージには、航法メッセージの発信時刻が含まれており、
　前記新たな航法メッセージは、前記センタ使用認証部で認証が成立した前記航法メッセ
ージの受信時刻から所定時間以内に前記衛星受信機で受信したものであって、
　前記連続性判定部（Ｓ３５）は、
　前記センタ使用認証部で認証が成立した前記航法メッセージに含まれる発信時刻とその
航法メッセージの受信時刻とから定まる擬似距離と、前記新たな航法メッセージに含まれ
る発信時刻とその新たな航法メッセージの受信時刻とから定まる擬似距離との差が閾値未
満である場合に、前記センタ使用認証部で認証が成立した前記航法メッセージと前記新た
な航法メッセージとの間に連続性があると判定することを特徴とする航法メッセージ受信
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、衛星測位システムで用いられる人工衛星から航法メッセージを受信する航法
メッセージ受信装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、衛星測位システムで用いられる人工衛星から発信される航法メッセージを受信機
によって受信し、位置を測位する技術が知られている。
【０００３】
　しかしながら、近年では、人工衛星からの信号を複製するリピータや、人工衛星からの
信号を擬似的に生成可能なシミュレータ等の開発により、悪意の行為者による位置情報の
改竄やなりすましという問題が発生してきている。
【０００４】
　これに対して、特許文献１には、受信機が受信した航法メッセージが、衛星測位システ
ムで用いられる人工衛星からの正規の航法メッセージであるかの認証を行う技術が開示さ
れている。特許文献１に開示の技術では、受信機は、認証センタのデータベースにアクセ
スし、人工衛星から受信した航法メッセージに含まれる衛星番号と衛星時刻から、対象と
する人工衛星の認証に用いるデータを取得する。そして、受信機は、認証センタから取得
したデータを用いて、受信した航法メッセージが、衛星測位システムで用いられる人工衛
星からの正規の航法メッセージであるかの認証を行う。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１３－１３０３９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１に開示の技術では、受信機が測位のたびに、測位に用いた複数の人工衛星か
らの航法メッセージの個々について、認証センタと通信を行って正規の航法メッセージで
あるかの認証を行う必要がある。よって、各受信機と認証センタとが頻繁に通信を行う必
要が生じ、認証センタの通信処理負荷が膨大になってしまうという問題点が生じる。
【０００７】
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　本発明は、上記従来の問題点に鑑みなされたものであって、その目的は、衛星測位シス
テムで用いられる人工衛星からの航法メッセージが正規のものであるかの認証に用いられ
る認証センタの通信処理負荷を抑えながらも、人工衛星からの航法メッセージが正規のも
のであるかを判断することを可能にする航法メッセージ受信装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の航法メッセージ受信装置は、衛星測位システムで用いられる人工衛星からの航
法メッセージを受信する衛星受信機（２３０）と、人工衛星から受信した航法メッセージ
に応じた認証用情報を、認証センタから受信する認証用情報受信部（Ｓ５）と、衛星受信
機で受信した航法メッセージが正規のものであることの認証を、その航法メッセージに応
じて認証用情報受信部で受信した認証用情報を用いて行うセンタ使用認証部（Ｓ９～Ｓ１
１）とを備える航法メッセージ受信装置（２００）であって、センタ使用認証部で認証が
成立した航法メッセージの発信元の人工衛星から、衛星受信機で新たな航法メッセージを
受信した場合に、センタ使用認証部で認証が成立した航法メッセージと新たな航法メッセ
ージとの間に連続性があるか否かを判定する連続性判定部（Ｓ２４、Ｓ３５）と、連続性
判定部で連続性があると判定した場合には、新たな航法メッセージが正規のものであると
判断する一方、連続性判定部で連続性がないと判定した場合には、新たな航法メッセージ
が正規のものであると判断しない簡易判断部（Ｓ２５、Ｓ２６、Ｓ３６、Ｓ３７）とを備
えることを特徴としている。
【０００９】
　本発明の航法メッセージ受信装置によれば、センタ使用認証部で認証が成立した航法メ
ッセージと、その航法メッセージの発信元の人工衛星から新たに受信した航法メッセージ
との間に連続性があると判定した場合に、この新たな航法メッセージが正規のものである
と判断する。つまり、認証センタとの通信を行わずに、センタ使用認証部で認証が成立し
た航法メッセージと連続性があるか否かによって、正規の航法メッセージであるかを判断
する。
【００１０】
　正規のものとセンタ使用認証部で認証が成立した航法メッセージと同じ人工衛星から発
信された航法メッセージであって、且つ、その航法メッセージと連続性がある航法メッセ
ージも、正規のものである可能性が高い。よって、本発明の航法メッセージ受信装置によ
れば、ある人工衛星からの航法メッセージについてセンタ使用認証部で認証が成立すれば
、その人工衛星からその後に発信される航法メッセージについては、認証センタとの通信
を行わなくても、正規のものである可能性の高い航法メッセージを、正規のものであると
判断することが可能になる。従って、自装置が認証センタから認証用情報を受信しなくて
もよくなる分だけ、認証センタの通信処理負荷を軽減できる。
【００１１】
　その結果、衛星測位システムで用いられる人工衛星からの航法メッセージが正規のもの
であるかの認証に用いられる認証センタの通信処理負荷を抑えながらも、人工衛星からの
航法メッセージが正規のものであるかを判断することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】実施形態１における簡易認証システム１の概略的な構成の一例を示す図である。
【図２】認証センタ１２０の概略的な構成の一例を示すブロック図である。
【図３】車載機２００の概略的な構成の一例を示すブロック図である。
【図４】実施形態１における車載機２００での認証関連処理の流れの一例を示すフローチ
ャートである。
【図５】実施形態１における車載機２００での簡易判断処理の流れの一例を示すフローチ
ャートである。
【図６】Ｓ２４の処理の一例について説明を行うための模式図である。
【図７】変形例１における車載機２００での簡易判断処理の流れの一例を示すフローチャ
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ートである。
【図８】Ｓ３５の処理の一例について説明を行うための模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施形態について図面を用いて説明する。
【００１４】
　（実施形態１）
　図１に示すように、実施形態１における簡易認証システム１は、モニタステーション１
１０、認証センタ１２０、マスタコントロールステーション１３０、及び車載機２００を
含む。車載機２００を用いる車両を車両Ａとする。車載機２００が請求項の航法メッセー
ジ受信装置に相当する。
【００１５】
　＜簡易認証システム１の概略構成＞
　モニタステーション１１０は、衛星測位システムの一つであるＧＰＳが備えるＧＰＳ衛
星２ａ～２ｃが発信するＧＰＳ電波を受信する。ＧＰＳ衛星２ａ～２ｃが請求項の人工衛
星に相当する。以降では、ＧＰＳ衛星２ａ～２ｃの個々を区別しない場合にはＧＰＳ衛星
２と表現する。周知のように、ＧＰＳ電波には航法メッセージが含まれている。モニタス
テーション１１０は、受信したＧＰＳ電波を復調して航法メッセージを抽出し、認証セン
タ１２０へ送る。複数のＧＰＳ衛星２からＧＰＳ電波を受信した場合には、それぞれのＧ
ＰＳ電波から航法メッセージを抽出して、認証センタ１２０へ送る。
【００１６】
　認証センタ１２０は、航法メッセージと暗号キーであるＨマトリクスとからパリティデ
ータを作成する。そして、このパリティデータを含む信号をマスタコントロールステーシ
ョン１３０に送る。また、車載機２００との間で通信も行う。この認証センタ１２０の詳
細な説明は図２を用いて後に行う。
【００１７】
　マスタコントロールステーション１３０は、認証センタ１２０から受信したパリティデ
ータを準天頂衛星（以下、ＱＺＳ衛星）３に送信する。ＱＺＳ衛星３は、パリティデータ
を含んだ航法メッセージを地上に向けて放送する。
【００１８】
　車載機２００は、航法メッセージ認証型（ＮＭＡ：Navigation Message Authenticatio
n）車載機である。車載機２００は、認証センタ１２０と通信を行い、ＧＰＳ衛星２から
受信した航法メッセージが正規の航法メッセージであることの認証を行う。認証の詳細な
説明については、図４を用いて後に行う。
【００１９】
　また、車載機２００は、複数のＧＰＳ衛星２から受信した航法メッセージを用いて自機
器の現在位置を測位する。現在位置の測位には、最低でも３つのＧＰＳ衛星２から受信し
た航法メッセージを用いる。
【００２０】
　さらに、車載機２００は、過去に認証が成立した航法メッセージを用いて、新たに受信
した航法メッセージが正規のものであるかを、認証センタ１２０へのアクセスなしに判断
する簡易認証判断処理を行う。車載機２００の詳細な説明は、図３を用いて後に行う。
【００２１】
　＜認証センタ１２０の詳細構成＞
　図２に示すように、認証センタ１２０は、制御部１２２、データ記憶部１２４、通信部
１２６を備える。
【００２２】
　制御部１２２は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等を備えたコンピュータであり、データ記憶
部１２４、通信部１２６を制御する。また、ＣＰＵが、ＲＡＭの一時記憶機能を利用しつ
つＲＯＭに記憶されているプログラムを実行することで、ＲＡＮＤメッセージ生成部１２
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２１、ＳＥＥＤ値生成部１２２２、Ｈマトリクス計算部１２２３、パリティ計算部１２２
４、信号加工部１２２５として機能する。なお、これら、各部１２２１～１２２５の機能
は、特許文献１に開示されている機能と同じでよい。
【００２３】
　ＲＡＮＤメッセージ生成部１２２１は、モニタステーション１１０から取得する航法メ
ッセージから、ＲＡＮＤメッセージを作成する。ＲＡＮＤメッセージは、航法メッセージ
のビット列の中から、ＴＯＷ（time of week）のビット列のデータとエフェメリスデータ
のうちのクロック補正パラメータであるＴＯＣ、ＡＦ０、ＡＦ１とが順番に並んでいる。
ＴＯＷ、ＴＯＣ、ＡＦ０、ＡＦ１が信号の発信時刻を特定するデータであって、請求項の
発信時刻に相当する。さらに、その後に、アンチスプーフフラグであるＡＳ Ｆｌａｇ、
衛星番号であるＰＲＮ（Pseudo Random Noise）ＩＤが追加されている。
【００２４】
　ＴＯＷとＰＲＮ ＩＤを含んでいるＲＡＮＤは、どのＧＰＳ衛星がいつ発信したかを示
すデータであると言える。また、ＴＯＷが６秒ごとに変化し、また、ＰＲＮ ＩＤを含ん
でいるので、モニタステーション１１０が受信したＧＰＳ衛星２ごと、かつ、６秒ごとに
ＲＡＮＤを生成することになる。
【００２５】
　ＳＥＥＤ値生成部１２２２は、ＰＣクロックを入力として乱数を発生させることで、Ｓ
ＥＥＤ値を生成する。
【００２６】
　Ｈマトリクス計算部１２２３は、ＳＥＥＤ値生成部１２２２が生成したＳＥＥＤ値を使
い、このＳＥＥＤ値に一対一に対応するＨマトリクスを計算する。Ｈマトリクスとしては
、周知のハッシュ関数を用いればよく、例えばＬＤＰＣ（Low Density Parity Check）符
号化を行うためのパリティ検査行列を用いればよい。さらに、パリティ検査行列から決定
される生成行列を用いてもよい。
【００２７】
　パリティ計算部１２２４は、ＲＡＮＤメッセージ生成部１２２１が生成したＲＡＮＤメ
ッセージと、Ｈマトリクス計算部１２２３が計算したＨマトリクスに基づいて、パリティ
データを計算する。
【００２８】
　信号加工部１２２５は、パリティ計算部１２２４が計算したパリティデータ、及びその
計算に使用したＲＡＮＤメッセージを、ＱＺＳ衛星３から発信させる航法メッセージに挿
入する。そして、挿入済みの航法メッセージをマスタコントロールステーション１３０に
送る。
【００２９】
　さらに、信号加工部１２２５は、信号の挿入に合せて、パリティ計算部１２２４が計算
したパリティデータ、パリティデータの計算に用いたＲＡＮＤメッセージ、Ｈマトリクス
、Ｈマトリクスの計算に用いたＳＥＥＤ値を対応付けて、データ記憶部１２４に記憶する
。
【００３０】
　この信号加工部１２２５は、ＲＡＮＤメッセージ生成部１２２１がＲＡＮＤメッセージ
を生成するごとに、ＲＡＮＤメッセージとパリティデータをＱＺＳ衛星３に送信させる航
法メッセージに挿入する。よって、ＲＡＮＤメッセージ生成部１２２１、ＳＥＥＤ値生成
部１２２２、Ｈマトリクス計算部１２２３、パリティ計算部１２２４も、ＲＡＮＤメッセ
ージ生成部１２２１がＲＡＮＤメッセージを生成するごとに、処理を実行する。
【００３１】
　Ｈマトリクス選択部１２２６は、車載機２００から送信されてきたＰＲＮ ＩＤ、ＴＯ
Ｗ、公開キーを通信部１２６で受信した場合に、データ記憶部１２４に記憶されているＨ
マトリクスから、受信したＰＲＮ ＩＤ、ＴＯＷに対応するＨマトリクスを選択する。そ
して、選択したＨマトリクスを公開鍵で暗号化し、暗号化したＨマトリクスを車載機２０
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０へ返信する。
【００３２】
　＜車載機２００の詳細構成＞
　ＱＺＳ衛星３が放送した航法メッセージは、車載機２００の通信部２１０が備える受信
部２１１に受信される。図３に示すように、この車載機２００は、通信部２１０、制御部
２２０、衛星受信機２３０を備える。
【００３３】
　通信部２１０は、受信部２１１と送信部２１２とを備える。通信部２１０は広域通信機
能を備えている。広域通信機能は、例えば、通信距離が数キロメートルであり、公衆通信
回線網の基地局と通信を行うことにより、公衆通信回線網の通信圏内にある他の通信機器
と通信することができる。広域通信機能により、認証センタ１２０の通信部１２６との間
で通信を行う。
【００３４】
　衛星受信機２３０は、ＧＰＳ衛星２、ＱＺＳ衛星３が発信する電波を一定周期で受信す
る。
【００３５】
　制御部２２０は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等を備えたコンピュータであり、通信部２１
０、衛星受信機２３０を制御する。また、ＣＰＵが、ＲＡＭの一時記憶機能を利用しつつ
ＲＯＭに記憶されているプログラムを実行することで、図４に示す認証関連処理や図５に
示す簡易判断処理を実行する。
【００３６】
　＜認証関連処理＞
　続いて、車載機２００の制御部２２０での、衛星受信機２３０で受信した信号がＧＰＳ
衛星２から受信した正規の航法メッセージであることの認証に関連する処理（以下、認証
関連処理）について、図４に示すフローチャートを用いて説明を行う。図４のフローチャ
ートは、例えば衛星受信機２３０が３つ以上のＧＰＳ衛星２からＧＰＳ電波を受信するご
とに実行する構成とすればよい。
【００３７】
　ここで、衛星受信機２３０は、ＧＰＳ衛星２からの信号を複製するリピータや、ＧＰＳ
衛星２からの信号を擬似的に生成可能なシミュレータからの信号を、ＧＰＳ電波に含まれ
る航法メッセージと誤って受信している場合もあるものとする。
【００３８】
　まず、ステップＳ１では、３つ以上の複数のＧＰＳ衛星２から受信したＧＰＳ電波に含
まれる航法メッセージに基づいて自装置の現在位置を測位する。
【００３９】
　ステップＳ２では、ＱＺＳ衛星３から受信した航法メッセージを、受信部２１１から取
得する。ステップＳ３では、Ｓ１で取得した航法メッセージから、ＰＲＮ ＩＤ、ＴＯＷ
を抽出する。
【００４０】
　ステップＳ４では、Ｓ３で抽出したＰＲＮ ＩＤとＴＯＷを公開鍵とともに、送信部２
１２から認証センタ１２０へ送信する。前述したように、認証センタ１２０は、このＰＲ
Ｎ ＩＤとＴＯＷとにより定まるＨマトリクスを、公開鍵により暗号化して車載機２００
へ送信する。車載機２００から認証センタ１２０に送信したＰＲＮ ＩＤとＴＯＷとによ
り定まるＨマトリクスが、請求項の認証用情報に相当する。
【００４１】
　ステップＳ５では、認証センタ１２０から送信されたＨマトリクスを受信部２１１から
取得する。つまり、ＧＰＳ衛星２から受信した航法メッセージに応じたＨマトリクスを認
証センタ１２０から受信する。このＳ５が請求項の認証用情報受信部に相当する。ステッ
プＳ６では、Ｓ５で取得した、暗号化されたＨマトリクスを秘密鍵で復号する。
【００４２】
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　ステップＳ７では、ＧＰＳ衛星２から受信したＧＰＳ電波に含まれる航法メッセージの
うち、Ｓ４で送信したＰＲＮ ＩＤと同じＰＲＮ ＩＤを含んでいる航法メッセージから、
ＲＡＮＤメッセージを作成する。
【００４３】
　ステップＳ８では、Ｓ７で作成したＲＡＮＤメッセージと、Ｓ６で復号したＨマトリク
スとに基づいて、比較パリティデータを作成する。ステップＳ９では、Ｓ８で作成した比
較パリティデータと、Ｓ３で抽出したパリティデータとが一致するか否かを判断する。
【００４４】
　Ｓ６で復号したＨマトリクスは、認証センタ１２０がパリティデータの作成に使用した
Ｈマトリクスと同じである。そして、認証センタ１２０のパリティ計算部１２２４は、こ
のＨマトリクスとＲＡＮＤメッセージとに基づいてパリティデータを計算している。
【００４５】
　よって、Ｓ８で作成した比較パリティデータが、Ｓ３で抽出したパリティデータと一致
する場合、Ｓ７で作成したＲＡＮＤメッセージが、認証センタ１２０が作成したＲＡＮＤ
メッセージと同じであると考えることができる。
【００４６】
　そこで、Ｓ８で作成した比較パリティデータと、Ｓ３で抽出したパリティデータとが一
致する場合（Ｓ９でＹＥＳ）には、ステップＳ１０に進み、認証成立とする。一方、２つ
のパリティデータが一致しない場合（Ｓ９でＮＯ）には、ステップＳ１１に進み、認証不
成立とする。このように、認証関連処理では、ＧＰＳ衛星２から受信した航法メッセージ
に応じて認証センタ１２０から受信したＨマトリクス（つまり、認証用情報）を用いて認
証を行う。Ｓ１０、Ｓ１１の後は、ステップＳ１２に進む。このＳ９～Ｓ１１が請求項の
センタ使用認証部に相当する。
【００４７】
　ステップＳ１２では、Ｓ１での測位に用いた全ての航法メッセージについて、認証成立
か不成立かの判断が完了した場合（Ｓ１２でＹＥＳ）には、図４の処理を終了する。一方
、Ｓ１での測位に用いた全ての航法メッセージのうちの、１つでも認証成立か不成立かの
判断が完了していない場合（Ｓ１２でＮＯ）には、Ｓ２に戻って処理を繰り返す。
【００４８】
　車載機２００は、図４に示す認証関連処理で認証が成立した航法メッセージ（以下、認
証済航法メッセージ）の受信時刻を、その認証済航法メッセージと紐付けて、制御部２２
０のバックアップＲＡＭ等の不揮発性メモリに記憶する。なお、受信時刻と紐付けて記憶
するのは、認証済航法メッセージに含まれる衛星番号及び発信時刻に絞る構成としてもよ
い。
【００４９】
　＜簡易判断処理＞
　続いて、実施形態１における車載機２００の制御部２２０での簡易判断処理について、
図５に示すフローチャートを用いて説明を行う。図５のフローチャートは、例えば、車載
機２００の衛星受信機２３０がＧＰＳ衛星２からの航法メッセージを受信したときに開始
する構成とすればよい。図５のフローチャートは、衛星受信機２３０から制御部２２０へ
逐次行われる出力の１周期内に、複数のＧＰＳ衛星２の航法メッセージを衛星受信機２３
０で受信していた場合には、その複数のＧＰＳ衛星２の航法メッセージについてそれぞれ
処理を行う構成とすればよい。
【００５０】
　まず、ステップＳ２１では、衛星受信機２３０が受信した航法メッセージを、衛星受信
機２３０から取得する。
【００５１】
　ステップＳ２２では、Ｓ２１で取得した航法メッセージに含まれる衛星番号と、制御部
２２０のメモリに記憶済みの認証済航法メッセージに含まれる衛星番号とが一致している
か否かを判定する。
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【００５２】
　ステップＳ２３では、衛星番号が一致していると判定した場合（Ｓ２３でＹＥＳ）には
、Ｓ２４に進む。一方、衛星番号が一致していないと判定した場合（Ｓ２３でＮＯ）には
、処理を終了する。なお、衛星番号が一致していないと判定される場合とは、制御部２２
０のメモリに認証済航法メッセージが１つも記憶されていない場合も含まれる。
【００５３】
　ステップＳ２４では、Ｓ２３で衛星番号が一致していると判定した、Ｓ２１で取得した
航法メッセージと、認証済航法メッセージとに連続性があるか否かを判定する。詳しくは
、衛星受信機２３０で新たに受信した航法メッセージに含まれる発信時刻と、認証済航法
メッセージに含まれる発信時刻とに、認証済航法メッセージを受信してから新たに航法メ
ッセージを受信するまでの受信時刻差に応じた連続性があるか否かを判定する。このＳ２
４が請求項の連続性判定部に相当する。
【００５４】
　ここで、Ｓ２４の処理の一例について、図６を用いて説明を行う。図６の例では、ＧＰ
Ｓ衛星２ａから発信された航法メッセージについて、車載機２００で認証センタ１２０を
用いた認証が成立し、その後に車載機２００がＧＰＳ衛星２ａから発信された航法メッセ
ージを受信しているものとする。
【００５５】
　また、車載機２００で認証センタ１２０を用いた認証が成立した航法メッセージ（つま
り、認証済航法メッセージ）の発信時刻をＴｉ１、その航法メッセージの車載機２００で
の受信時刻をＴｏ１とし、その後に車載機２００でＧＰＳ衛星２ａから新たに受信した航
法メッセージの発信時刻をＴｉ２、受信時刻をＴｏ２とする。
【００５６】
　Ｓ２４の処理では、Ｓ２１で取得した航法メッセージの受信時刻（Ｔｏ２）から、認証
済航法メッセージの受信時刻（Ｔｏ１）を差し引き、認証済航法メッセージの受信時刻か
らＳ２１で取得した航法メッセージの受信時刻までの受信時刻差（Ｔｏ２－Ｔｏ１）を算
出する。
【００５７】
　続いて、算出した受信時刻差（Ｔｏ２－Ｔｏ１）を、認証済航法メッセージに含まれる
発信時刻（Ｔｉ１）に加えた時刻（Ｔｉ１＋（Ｔｏ２－Ｔｏ１））と、Ｓ２１で取得した
航法メッセージに含まれる発信時刻（Ｔｉ２）とが一致するか否かを判定する。ここで言
うところの一致とは、完全に一致する場合だけでなく、誤差程度の範囲内で略一致する場
合も含むものとする。ここで言うところの一致するとは、整合性が取れていると言い換え
ることもできる。
【００５８】
　そして、時刻（Ｔｉ１＋（Ｔｏ２－Ｔｏ１））と発信時刻（Ｔｉ２）とが一致すると判
定した場合には、認証済航法メッセージに含まれる発信時刻と、Ｓ２１で取得した航法メ
ッセージに含まれる発信時刻とに連続性があると判定する。一方、一致しないと判定した
場合には、連続性がないと判定する。
【００５９】
　なお、Ｓ２４の処理では、Ｓ２１で取得した航法メッセージの受信時刻（Ｔｏ２）から
、認証済航法メッセージの受信時刻（Ｔｏ１）を差し引いた時間（Ｔｏ２－Ｔｏ１）と、
Ｓ２１で取得した航法メッセージに含まれる発信時刻（Ｔｉ２）から、認証済航法メッセ
ージに含まれる発信時刻（Ｔｉ１）を差し引いた時間（Ｔｉ２－Ｔｉ１）とが一致するか
否かを判定する構成としてもよい。
【００６０】
　そして、時間（Ｔｏ２－Ｔｏ１）と、時間（Ｔｉ２－Ｔｉ１）とが一致すると判定した
場合には、認証済航法メッセージに含まれる発信時刻と、Ｓ２１で取得した航法メッセー
ジに含まれる発信時刻とに連続性があると判定し、一致しないと判定した場合には、連続
性がないと判定する構成としてもよい。
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【００６１】
　図５に戻って、ステップＳ２５では、認証済航法メッセージに含まれる発信時刻と、Ｓ
２１で取得した航法メッセージに含まれる発信時刻とに連続性があると判定した場合（Ｓ
２５でＹＥＳ）には、ステップＳ２６に進む。ステップＳ２６では、Ｓ２１で取得した航
法メッセージを、正規の航法メッセージであると判断し、処理を終了する。
【００６２】
　一方、認証済航法メッセージに含まれる発信時刻と、Ｓ２１で取得した航法メッセージ
に含まれる発信時刻とに連続性がないと判定した場合（Ｓ２５でＮＯ）には、Ｓ２１で取
得した航法メッセージを、正規の航法メッセージであると判断せず、処理を終了する。こ
のＳ２５～Ｓ２６が請求項の簡易判断部に相当する。
【００６３】
　なお、Ｓ２５でＮＯであった場合には、Ｓ２１で取得した航法メッセージを、正規の航
法メッセージでないと判断する構成としてもよい。
【００６４】
　また、実施形態１では、制御部２２０のメモリに記憶した認証済航法メッセージは、衛
星受信機２３０で航法メッセージの受信時刻を計時する時計に、Ｓ２４の処理において時
刻や時間が一致すると判定される範囲を超える程度のずれが生じる期間が経過した場合に
消去する構成とすればよい。消去した後は、同一のＧＰＳ衛星２から新たに受信した航法
メッセージについて、認証センタ１２０を用いた認証を行い、認証が成立した航法メッセ
ージを認証済航法メッセージとしてメモリに記憶する構成とすればよい。
【００６５】
　＜実施形態１のまとめ＞
　実施形態１によれば、一旦、認証センタ１２０を用いて車載機２００で航法メッセージ
の認証が成立すると、その航法メッセージの発信元と同一のＧＰＳ衛星２から新たに受信
する航法メッセージについては、メモリに記憶しておいた認証済航法メッセージとその受
信時刻とをもとに、正規のものであるかを判断することが可能になる。従って、新たに受
信する航法メッセージについて、車載機２００が認証センタ１２０からＨマトリクスを受
信しなくてもよくなる分だけ、認証センタ１２０の通信処理負荷を軽減できる。
【００６６】
　リピータやシミュレータが用いられた場合には、認証済航法メッセージに含まれる発信
時刻と車載機２００で新たに受信した航法メッセージの発信時刻との間で、受信時刻差に
応じた連続性が得られなくなる。
【００６７】
　実施形態１では、認証済航法メッセージに含まれる発信時刻と車載機２００で新たに受
信した航法メッセージの発信時刻との間に、受信時刻差に応じた連続性がない場合に、こ
の航法メッセージを正規の航法メッセージと判断しない。よって、リピータやシミュレー
タが用いられ航法メッセージを正規の航法メッセージと判断しないようにすることができ
、正規の航法メッセージと判断する精度を高めることができる。
【００６８】
　＜変形例１＞
　実施形態１では、同一のＧＰＳ衛星２についての、認証済航法メッセージに含まれる発
信時刻と車載機２００で新たに受信した航法メッセージの発信時刻との間に、受信時刻差
に応じた連続性があるか否かによって、受信した航法メッセージが正規のものかを判断す
る構成を説明したが、必ずしもこれに限らない。
【００６９】
　例えば、認証済航法メッセージの発信時刻と受信時刻とから定まる擬似距離と、新たに
受信する航法メッセージの発信時刻と受信時刻とから定まる擬似距離とに連続性があるか
否かによって、受信した航法メッセージが正規のものかを判断する構成（以下、変形例１
）としてもよい。変形例１は、車載機２００の制御部２２０での処理が一部異なる点を除
けば、実施形態１と同様である。詳しくは、変形例１では、制御部２２０での簡易判断処
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理の一部が、実施形態１と異なっている。
【００７０】
　＜変形例１における簡易判断処理＞
　ここで、変形例１における車載機２００の制御部２２０での簡易判断処理について、図
７に示すフローチャートを用いて説明を行う。図７のフローチャートも、例えば、車載機
２００の衛星受信機２３０がＧＰＳ衛星２からの航法メッセージを受信したときに開始す
る構成とすればよい。図７のフローチャートも、衛星受信機２３０から制御部２２０へ逐
次行われる出力の１周期内に、複数のＧＰＳ衛星２の航法メッセージを衛星受信機２３０
で受信していた場合には、その複数のＧＰＳ衛星２の航法メッセージについてそれぞれ処
理を行う構成とすればよい。
【００７１】
　まず、ステップＳ３１では、制御部２２０のメモリに記憶済みの認証済航法メッセージ
の受信時刻から、衛星受信機２３０で新たに受信した航法メッセージの受信時刻までの受
信時刻差が所定時間以内であった場合（Ｓ３１でＹＥＳ）には、Ｓ３２に進む。一方、所
定時間を越えていた場合（Ｓ３１でＮＯ）には、衛星受信機２３０で新たに受信した航法
メッセージを、正規の航法メッセージであると判断せず、処理を終了する。
【００７２】
　ここで言うところの所定時間とは、ＧＰＳ衛星２からの信号を複製するリピータやＧＰ
Ｓ衛星２からの信号を擬似的に生成可能なシミュレータが用いられていない場合に、ＧＰ
Ｓ衛星２からの航法メッセージの発信時刻と衛星受信機２３０でのその航法メッセージの
受信時刻とから定まる擬似距離に、後述のステップＳ３５で用いる閾値以上の差が生じる
可能性が低いと推定される程度の値であって、任意に設定可能な値である。
【００７３】
　言うまでもないが、擬似距離とは、ＧＰＳ衛星２からの発信時刻と衛星受信機２３０で
の受信時刻とから決まる伝搬時間に光速を積算して算出される、ＧＰＳ衛星２と衛星受信
機２３０との距離である。
【００７４】
　ステップＳ３２～ステップＳ３４までの処理は、Ｓ２１～Ｓ２３までの処理と同様であ
る。ステップＳ３５では、Ｓ３４で衛星番号が一致していると判定した、衛星受信機２３
０で新たに受信した航法メッセージと、認証済航法メッセージとに連続性があるか否かを
判定する。詳しくは、認証済航法メッセージに含まれる発信時刻、及びその認証済航法メ
ッセージの受信時刻とから求まる擬似距離と、衛星受信機２３０で新たに受信した航法メ
ッセージに含まれる発信時刻、及びその航法メッセージの受信時刻とから求まる擬似距離
とに連続性があるか否かを判定する。このＳ３５も請求項の連続性判定部に相当する。
【００７５】
　言うまでもないが、ここで言うところの擬似距離とは、ＧＰＳ衛星２からの発信時刻と
衛星受信機２３０での受信時刻とから決まる伝搬時間に光速を積算して算出される、ＧＰ
Ｓ衛星２と衛星受信機２３０との距離である。
【００７６】
　ここで、Ｓ３５の処理の一例について、図８を用いて説明を行う。図８の例では、ＧＰ
Ｓ衛星２ａから発信された航法メッセージについて、車載機２００で認証センタ１２０を
用いた認証が成立し、その後に車載機２００がＧＰＳ衛星２ａから発信された航法メッセ
ージを受信しているものとする。
【００７７】
　また、認証済航法メッセージの発信時刻、及びその認証済航法メッセージの受信時刻か
ら求まる擬似距離をρ１、その後に衛星受信機２３０でＧＰＳ衛星２ａから新たに受信し
た航法メッセージの発信時刻、及びその航法メッセージの受信時刻から求まる擬似距離を
ρ２とする。
【００７８】
　Ｓ３５の処理では、認証済航法メッセージの送信時刻及びその認証済航法メッセージの
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受信時刻から決まる伝搬時間に光速を積算し、擬似距離（ρ１）を算出する。また、衛星
受信機２３０で新たに受信した航法メッセージの送信時刻及びその航法メッセージの受信
時刻から決まる伝搬時間に光速を積算し、擬似距離（ρ２）を算出する。
【００７９】
　続いて、擬似距離（ρ１）から擬似距離（ρ２）を差し引いた値の絶対値（｜ρ１－ρ
２｜）が、閾値未満か否かを判定する。ここで言うところの閾値とは、前述のリピータや
シミュレータが用いられていない場合に、Ｓ３１の所定時間の経過によって生じると推定
されるＧＰＳ衛星２と衛星受信機２３０との擬似距離の変化の上限値程度とする。
【００８０】
　そして、閾値未満と判定した場合には、認証済航法メッセージと、衛星受信機２３０で
新たに受信した航法メッセージとに連続性があると判定する。一方、閾値以上と判定した
場合には、連続性がないと判定する。
【００８１】
　図７に戻って、ステップＳ３６では、認証済航法メッセージと衛星受信機２３０で新た
に受信した航法メッセージとに連続性があると判定した場合（Ｓ３６でＹＥＳ）には、ス
テップＳ３７に進む。ステップＳ３７では、衛星受信機２３０で新たに受信した航法メッ
セージを、正規の航法メッセージであると判断し、処理を終了する。
【００８２】
　Ｓ３１の所定時間は、このＳ３６での連続性の有無の判定において、前述のリピータや
シミュレータが用いられていない航法メッセージについて連続性があると判定されるよう
にするための条件として設けられているものである。
【００８３】
　一方、認証済航法メッセージと衛星受信機２３０で新たに受信した航法メッセージとに
連続性がないと判定した場合（Ｓ３６でＮＯ）には、衛星受信機２３０で新たに受信した
航法メッセージを、正規の航法メッセージであると判断せず、処理を終了する。このＳ３
６～Ｓ３７も請求項の簡易判断部に相当する。
【００８４】
　＜変形例１のまとめ＞
　変形例１によっても、実施形態１と同様に、一旦、認証センタ１２０を用いて車載機２
００で航法メッセージの認証が成立すると、その航法メッセージの発信元と同一のＧＰＳ
衛星２から新たに受信する航法メッセージについては、メモリに記憶しておいた認証済航
法メッセージとその受信時刻とをもとに、正規のものであるかを判断することが可能にな
る。従って、新たに受信する航法メッセージについて、車載機２００が認証センタ１２０
からＨマトリクスを受信しなくてもよくなる分だけ、認証センタ１２０の通信処理負荷を
軽減できる。
【００８５】
　ＧＰＳ衛星２からの信号を複製するリピータが用いられた場合には、正規の航法メッセ
ージとの間で、航法メッセージの受信時刻に遅延が生じる。また、ＧＰＳ衛星２からの信
号を擬似的に生成可能なシミュレータが用いられた場合には、正規の航法メッセージとの
間で、航法メッセージの発信時刻や受信時刻に齟齬が生じる。つまり、リピータやシミュ
レータが用いられた場合には、発信時刻と受信時刻とから定まる擬似距離が大きく変動し
、連続性を失うことになる。
【００８６】
　変形例１では、認証済航法メッセージに含まれる発信時刻及びその認証済航法メッセー
ジの受信時刻から定まる擬似距離と、新たに受信した航法メッセージの発信時刻及びその
航法メッセージの受信時刻から定まる擬似距離との間に連続性がない場合に、新たに受信
した航法メッセージを正規の航法メッセージと判断しない。よって、リピータやシミュレ
ータが用いられた場合には、航法メッセージを正規の航法メッセージと判断しないように
することができ、正規の航法メッセージと判断する精度を高めることができる。
【００８７】
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　＜変形例２＞
　なお、前述の実施形態では、ＧＰＳ衛星２から受信した航法メッセージのみを測位に用
いた場合の例を挙げて説明を行ったが、ＱＺＳ衛星３から受信した航法メッセージを測位
に用いる構成としてもよい。この場合、ＱＺＳ衛星３から受信した航法メッセージの認証
についても、ＧＰＳ衛星２の場合と同様にして行う構成とすればよい。
【００８８】
　変形例２の一例としては、ＱＺＳ衛星３からモニタステーション１１０で受信した航法
メッセージからＲＡＮＤメッセージを生成し、このＲＡＮＤメッセージをもとに認証セン
タ１２０でパリティデータを作成する。そして、作成したパリティデータをマスタコント
ロールステーション１３０に送り、そのパリティデータをマスタコントロールステーショ
ン１３０からＱＺＳ衛星３に送信する。ＱＺＳ衛星３は、そのパリティデータを含んだ航
法メッセージを地上に向けて放送する。
【００８９】
　車載機２００は、ＱＺＳ衛星３から受信した航法メッセージからＲＡＮＤメッセージを
作成し、このＲＡＮＤメッセージと認証センタ１２０から取得するＨマトリクスとから比
較パリティデータを作成する。そして、作成した比較パリティデータと、ＱＺＳ衛星３か
ら受信したパリティデータとを比較することで認証を行う構成とすればよい。
【００９０】
　＜変形例３＞
　前述の実施形態で説明した航法メッセージ認証型の認証方法はあくまで一例であり、認
証機関へのアクセスが必要な認証方法であれば、他の認証方法を用いる構成（以下、変形
例３）としてもよい。
【００９１】
　＜変形例４＞
　前述の実施形態では、車両で用いられる車載機２００を例に挙げて説明を行ったが、必
ずしもこれに限らない。例えば、車載機２００と同様の航法メッセージ受信装置を、ユー
ザに携帯される携帯端末等に適用する構成としてもよい。
【００９２】
　なお、本発明は、上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲
で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み
合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【符号の説明】
【００９３】
１　簡易認証システム、２００　車載機（航法メッセージ受信装置）、２３０　衛星受信
機、Ｓ５　認証用情報受信部、Ｓ９～Ｓ１１　センタ使用認証部、Ｓ２４、Ｓ３５　連続
性判定部、Ｓ２５、Ｓ２６、Ｓ３６、Ｓ３７　簡易判断部
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