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(57)【要約】
　本発明は、モバイル電子装置（ＳＰ）と電子伝達モジ
ュール（１２０）を有する自動車両（Ｖｉ）との間の自
動認識のための方法であって、前記モバイル電子装置（
ＳＰ）と前記車両（Ｖｉ）の電子モジュール（１２０）
はＢＬＥプロトコルに従って動作可能であり、前記モバ
イル電子装置（ＳＰ）は「スキャン」モードにあるとと
もに前記車両（Ｖｉ）は「公示」モードにあり、前記方
法は、‐前記車両（Ｖｉ）の前記電子モジュール（１２
０）において、前記車両（Ｖｉ）の識別データ要素（Ｒ
ＰＡｉ）を取得するステップと、
‐前記車両（Ｖｉ）の前記識別データ要素（ＲＰＡｉ）
を備える少なくとも１つのデータフレーム（Ｔｄ）を、
前記車両（Ｖｉ）の前記電子モジュール（１２０）から
前記モバイル電子装置（ＳＰ）に発信するステップと、
‐「スキャン」モードに設定された前記モバイル電子装
置（ＳＰ）において、前記車両（Ｖｉ）の前記識別デー
タ要素（ＲＰＡｉ）を含む前記少なくとも１つのデータ
フレーム（Ｔｄ）を受信するステップと、‐前記モバイ
ル電子装置（ＳＰ）において、発信された前記識別デー
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モバイル電子装置（ＳＰ）と電子伝達モジュール（１２０）を有する自動車両（Ｖｉ）
との間の自動認識のための方法であって、前記モバイル電子装置（ＳＰ）と前記車両（Ｖ
ｉ）の電子モジュール（１２０）はＢＬＥプロトコルに従って動作可能であり、前記モバ
イル電子装置（ＳＰ）はスキャンモードにあるとともに前記車両（Ｖｉ）はアドバタイジ
ングモードにあり、前記方法は、
‐前記車両（Ｖｉ）の前記電子モジュール（１２０）において、前記車両（Ｖｉ）の識別
データ要素（ＲＰＡｉ）を取得するステップと、
‐前記車両（Ｖｉ）の前記識別データ要素（ＲＰＡｉ）を備える少なくとも１つのデータ
フレーム（Ｔｄ）を、前記車両（Ｖｉ）の前記電子モジュール（１２０）から前記モバイ
ル電子装置（ＳＰ）に送信するステップと、
‐スキャンモードにある前記モバイル電子装置（ＳＰ）において、前記車両（Ｖｉ）の前
記識別データ要素（ＲＰＡｉ）を含む前記少なくとも１つのデータフレーム（Ｔｄ）を受
信するステップと、
‐前記モバイル電子装置（ＳＰ）において、発信された前記識別データ要素（ＲＰＡｉ）
が有効であることを検証し、次いで前記モバイル電子装置（ＳＰ）から前記車両（Ｖｉ）
の前記電子モジュール（１２０）に接続リクエスト（１１０）を送信するステップと、
　を備えることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記車両（Ｖｉ）の前記識別データ要素（Ｒｐａｉ）は、式：ＰＲＡｉ＝Ｍ（ＡＳＳＯ
Ｃ）Ｒｉ　ここでＲｉ＝Ｆｃ（Ｖｉｄｉ、Ｍ、Ｎ）、により表され、
　この式において、
‐ＭとＮは、それぞれｍビットとｎビットである可変データ要素であり（ｍ及びｎは整数
又はゼロ）、
‐Ｆｃは、暗号化関数であり、
‐Ｖｉｄｉは、前記車両Ｖｉのシークレットコードであり、
‐ＡＳＳＯＣは、データを互いに関連付ける関数である、
　ことを特徴とする請求項１に記載の自動認識方法。
【請求項３】
‐ｍ＝ｎ＝０である、
　ことを特徴とする請求項２に記載の自動認識方法。
【請求項４】
‐ｍ＝０、
‐ｎ≠０である、
　ことを特徴とする請求項２に記載の自動認識方法。
【請求項５】
‐ｍ≠０、
‐ｎ＝０である、
　ことを特徴とする請求項２に記載の自動認識方法。
【請求項６】
‐ｍ≠０、
‐ｎ≠０である、
　ことを特徴とする請求項２に記載の自動認識方法。
【請求項７】
　前記モバイル電子装置（ＳＰ）は、それ自体で、式：Ｒ’ｉ＝Ｆｃ（Ｖｉｄｉ、Ｍ、Ｎ
）に従って暗号化制御コードＲ’ｉを演算する、
　ことを特徴とする請求項２及び請求項３乃至６のいずれかに記載の自動認識方法。
【請求項８】
　前記モバイル電子装置（ＳＰ）において発信された前記識別データ要素（ＲＰＡｉ）が
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有効であることを検証することからなるステップは、ＲｉとＲ’ｉとの等価比較からなる
、
　ことを特徴とする請求項７に記載の自動認識方法。
【請求項９】
　前記車両（Ｖｉ）の前記電子モジュール（１２０）から前記モバイル電子装置（ＳＰ）
に送信された前記データフレーム（Ｔｄ）の一部又は全部が、前記車両の動作を実施する
ために前記モバイル電子装置（ＳＰ）が応答すべきチャレンジとして使用される、
　ことを特徴とする請求項１乃至８のいずれかに記載の自動認識方法。
【請求項１０】
　前記車両（Ｖｉ）の前記電子モジュール（１２０）から前記モバイル電子装置（ＳＰ）
に送信された前記データフレーム（Ｔｄ）の一部又は全部において、前記車両（Ｖｉ）の
前記識別データ要素（ＲＰＡｉ）は、前記データ（Ｍ、Ｎ）に基づいて、ある発信から次
の発信へと変化し得る又は変化し得ない、
　ことを特徴とする請求項２乃至８のいずれかを引用する請求項９に記載の自動認識方法
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子モバイル通信装置と自動車の電子モジュールとの間の自動認識のための
方法に係る。モバイル通信装置及び自動車の電子モジュールは、ブルートゥーススマート
又はブルートゥース・ロー・エネルギ（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　Ｌｏｗ　Ｅｎｅｒｇｙ / 
ＢＬＥ）プロトコルにより信号を交換することが可能である。本発明の技術分野は、機械
的鍵の使用以外の方法により自動車にアクセスするものである。
【０００２】
　本明細書の文脈において、「電子モバイル通信装置」とは、（例えばＧＳＭ又はブルー
トゥース方式の）少なくとも１つの遠隔通信ネットワークを介して、人がデータや情報に
アクセス可能となる電子装置を意味するために用いられる。したがって、「モバイル通信
装置」には、携帯電話、より具体的にはスマートフォンタイプの携帯電話、携帯用コンピ
ュータ、タブレット、携帯情報端末（ＰＤＡｓ）等が含まれる。本明細書において、非制
限的な例として、モバイル通信装置は、記載の様々な状況におけるスマートフォンである
。「自動車両」という用語は、不正確な言葉ではあるが、自動車両が有する電子モジュー
ルを表すように使用されるであろう。「借主」という用語は、車両をレンタルする又は借
りようとしている、又は現にレンタルしている又は借りている人を意味するように用いら
れるであろう。本発明の文脈において、ユーザは、特にスマートフォンタイプのモバイル
通信装置を必ず有していなければならない。
【背景技術】
【０００３】
　現在、ユーザは、スマートフォン等のモバイル通信装置を使用して、専用アプリケーシ
ョン（専用アプリ）によるセキュリティが守られた信号交換プロセスに従うことで、車両
の機能‐又はコマンド‐の実行を制御することができる。ここで言う機能‐又はコマンド
‐とは、例えば、以下のコマンド、すなわち、車両の施錠／開錠、車両の始動、自動駐車
等のうちの１つである。いくつかの適用例において、これらのコマンドのうちの１つを実
行することができるように、モバイル装置に、車両の少なくとも１つのコマンドの実行を
承認する識別キーを事前に格納されていなければならない。識別キーは、スマートフォン
のセキュリティ要素、例えばそのＳＩＭカードや他のセキュリティ要素に格納され得る。
このようにして、スマートフォンを保持することにより、ユーザは、例えば、車両の開放
可能な本体部のロックを開錠することができる。この目的のために、識別キーひいてはス
マートフォンに含まれるデータ、特に認証データが、当該スマートフォンと、車両の識別
キーが有効であるか否かを決定する車両の電子モジュールとの間で交換される。有利な実
施形態において、このようなデータ交換は、ＢＬＥプロトコルに従って実施される。
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【０００４】
　車両が複数のユーザによりシェアされている場合、一ユーザのスマートフォンに格納さ
れた識別キーは、ある構成において、一時的な識別キーである。すなわち、識別キーは限
られた時間しか有効ではない。有効期間に関する情報は、有利には、一時識別キーを形成
するコードに含まれる。レンタル用車両の場合、一時識別キーの有効期間は、車両の使用
期間に一致する。一時識別キーは、ユーザが車両の使用に必要な全ての作業（予約、支払
等）を実施した後に得られる。全ての場合において、識別キーは、例えば、ＢＬＥプロト
コルだけでなく、ＮＦＣ、Ｗｉ‐Ｆｉ、又は、電子光学機器を介して、例えばコード（Ｑ
Ｒ又はバーコード）の映像を撮影するスマートフォンのカメラにより、レンタルする車両
の近傍に配置された自動端末からスマートフォンに転送され得る、或いはＧＳＭ方式のモ
バイル通信ネットワークを介して離れたサーバーからスマートフォンに送信され得る。
【０００５】
　スマートフォンと自動車両との信号交換がＢＬＥプロトコルに従って実施されるという
文脈において、自動車両は、長期間、更には永久的にアドバタイジングモードに設定され
ている。アドバタイジングモードとは、車両が定期的にその存在を示唆することを目的と
したメッセージを発信する、また場合により何らかの情報を伝達するＢＬＥプロトコルの
モードである。伝達される情報とは、例えば、専用アプリにより使用されるサービスが提
供されるという表示である。
【０００６】
　従来技術において、車両を事前にスマートフォンとペアリングさせることにより、車両
が専用アプリを介してスマートフォンＳＰにより送信される指示を受信してこれを実行す
ることができるようにしなくてはならない。
【０００７】
　スマートフォンの方では、ＢＬＥプロトコルの「スキャン」モードに設定される。スキ
ャンモードとは、ＢＬＥプロトコルに従って送信されるメッセージをリスニングできるよ
うにするＢＬＥプロトコルのモードである。このため、専用アプリは、アドバタイジング
モードに設定された様々な車両により送信される全ての信号を読み出すことができる。特
に、この信号は、専用アプリにより送信されるコマンドをスマートフォンが受信可能であ
ることを示す。
【０００８】
　したがって、専用アプリは、スマートフォンのＢＬＥ範囲内に位置する車両であって、
スマートフォンにインストールされた専用アプリからのコマンドを受信可能であるとその
公示フレームにおいて示唆している車両のリストを得るために使用され得る。しかしなが
ら、スマートフォンのユーザは、この車両リストのうちの１台又は場合により所定台数の
車両しか使用する権利を有さない。ユーザが権利を有する車両のうちからどの車両を使用
するかを決定するために、ユーザは当該車両を選択して、ペアリングコードと呼ばれる、
該当車両に固有のコードを入力する。ペアリングコードは、ユーザが該当車両を使用する
権利を授与されていることを条件として、事前にユーザに送信されている。ペアリングコ
ードは、最も一般的には、ペアリングを目的として認証フェーズにおいてスマートフォン
に入力されるコードである。別のプロセスにおいて、ペアリングコードは、ＮＦＣにより
、又は（ＱＲコードやバーコードを使用して）カメラを介してスマートフォンに受信され
得る。スマートフォンと車両とはこうしてペアリングされる。当然ながら、車両に用意さ
れたのではないコードであるペアリングコードをユーザが入力した場合、ペアリングは実
施されない。
【０００９】
　スマートフォンと車両とがペアリングされたら、スマートフォンと車両とは、セキュリ
ティの守られた態様において、例えばリクエスト、チャレンジ、及び／又はレスポンスの
形体の信号を交換し得る。これは、有利には、ペアリング操作中に、暗号化キーが車両と
スマートフォンとの間で交換されており、交換された信号が暗号化可能、及び／又は復号
化可能とされているからである。別の動作モードにおいて、車両は、スマートフォンが受
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信したコマンドを、これら２つの機器が事前にペアリングされている場合のみ容認する。
【００１０】
　スマートフォンと車両とのペアリングのメカニズムは、これら２つの機器の間で信号交
換のセキュリティを守るという点で有利である。しかしながら、このメカニズムは、スマ
ートフォンのユーザに以下を強いるという点で制約がある。
‐ユーザの専用アプリによりユーザに提供された車両リストの中から、ユーザが権利を有
する車両を識別しなければならない。車両リストは、専用アプリからのコマンドを受信可
能な、スマートフォンの近傍に位置する全ての車両から構成されているため、例えば、ユ
ーザが車両のレンタル代理店にいる場合、リストは長大になり得る。この場合、ユーザが
自身に意図された車両を識別することは容易ではない。
‐ユーザが権利を有する車両に関連付けられたペアリングコードを事前に入手しなければ
ならない。このコードは、通常、第三者によりユーザに送信されていなければならない。
ユーザは、コードを記憶し又は書き留め、権利を有する車両へのアクセスを獲得するまで
保持しなければならない。
‐ユーザのスマートフォンにインストールされた専用アプリにペアリングコードを入力し
なくてはならない。
【００１１】
　ペアリングのメカニズムは、車両の使用状態に応じて複数回繰り返される場合があるた
め、更に制約が重くなる。
【発明の概要】
【００１２】
　本発明は、上述の従来技術の欠点のいくつか又は全てを克服することを意図し、特に、
スマートフォン等のモバイル通信装置と自動車両との間の、ＢＬＥプロトコルにより交換
される信号による自動認識のための方法を提案する。本認証方法は、最早ペアリングメカ
ニズムを必要としないが、それにも拘わらず車両とモバイル機器との間の信号交換の最適
なセキュリティを提供する。
【００１３】
　この目的のために、本発明において、ＢＬＥプロトコルのアドバタイジングモードにあ
る車両Ｖから発信された認証情報を備えたフレームであって、スマートフォン及びそれの
みで認識されるフレームが提案される。
【００１４】
　したがって、本発明は、本質的に、モバイル電子装置と電子伝達モジュールを有する自
動車両との間の自動認識のための方法であって、前記モバイル電子装置と前記車両の電子
モジュールはＢＬＥプロトコルに従って動作可能であり、前記モバイル電子装置はスキャ
ンモードにあるとともに前記車両はアドバタイジングモードにあり、前記方法は、
‐前記車両の前記電子モジュールにおいて、前記車両の識別データ要素を取得するステッ
プと、
‐前記車両の前記識別データ要素を備える少なくとも１つのデータフレームを、前記車両
の前記電子モジュールから前記モバイル電子装置に送信するステップと、
‐スキャンモードにある前記モバイル電子装置において、前記車両の前記識別データ要素
を含む前記少なくとも１つのデータフレームを受信するステップと、
‐前記モバイル電子装置において、発信された前記識別データ要素が有効であることを検
証し、次いで前記モバイル電子装置から前記車両の前記電子モジュールに接続リクエスト
を送信するステップと、を備えることを特徴とする方法、に関する。
【００１５】
　先行する段落で述べた主要な特徴の他に、本発明による方法は、以下に記載の単独でも
よく又は技術的に可能ならば組み合わせてもよい特徴の中から１つ以上の追加の特徴を有
し得る。
　前記車両の前記識別データ要素は、式：ＰＲＡｉ＝Ｍ（ＡＳＳＯＣ）Ｒｉ　ここでＲｉ
＝Ｆｃ（Ｖｉｄｉ、Ｍ、Ｎ）、により記載され、



(6) JP 2018-506208 A 2018.3.1

10

20

30

40

50

　この式において、
　ＭとＮは、それぞれｍビットとｎビットである可変データ要素であり（ｍ及びｎは整数
又はゼロ）、
　Ｆｃは、暗号化関数であり、
　Ｖｉｄｉは、前記車両Ｖｉのシークレットコードであり、
　ＡＳＳＯＣは、データを互いに関連付ける関数である。
　ｍ＝ｎ＝０、又は、ｍ＝０且つｎ≠０、又は、ｍ≠０且つｎ＝０、又は、ｍ≠０且つｎ
≠０。
　前記モバイル電子装置は、それ自体で、式：Ｒ’ｉ＝Ｆｃ（Ｖｉｄｉ、Ｍ、Ｎ）に従っ
て暗号化制御コードＲ’ｉを演算する。
　前記モバイル電子装置において発信された前記識別データ要素が有効であることを検証
することからなるステップは、ＲｉとＲ’ｉとの等価比較からなる。
　前記車両の前記電子モジュールから前記モバイル電子装置に送信された前記データフレ
ームの一部又は全部が、前記車両の動作を実施するために前記モバイル電子装置が応答す
べきチャレンジとして使用される。
【００１６】
　本発明の他の特徴及び利点が、唯一の添付図面を参照しつつ以下の説明を熟読すること
により明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明による方法の例示的な実施形態において動作している種々の要素の概略図
。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本発明の非制限的な実施形態におけるプロセスを以下に述べる。第１フェーズにおいて
、特定のサービスを提供する車両Ｖｉのセットについて（ｉは、１乃至ｎの間で変化し、
ｎは車両の台数に一致する整数）、リモートサーバー１０１が、各車両Ｖｉに関する機密
データセット１０３をデータベース１０２において有している。つまり、リモートサーバ
ー１０１は、各車両Ｖｉに関して、該当する各車両Ｖｉに固有の第１シークレットコード
Ｖｉｄｉと、複数の仮想キーを生成するために使用されるであろう第２シークレットコー
ドＤｉｖｅｒｓｉｆｉｅｒＫｅｙと、を有する。図示しない好適な別のモードにおいて、
１つ以上の異なるＤｉｖｅｒｓｉｆｉｅｒＫｅｙコードが各Ｖｉｄｉと関連付けられる。
ＤｉｖｅｒｓｉｆｉｅｒＫｅｙは、Ｖｉｄｉ及び／又はインクリメントデータ要素等の他
のデータ要素に基づいて得られる。
【００１９】
　以下のフェーズにおいて、各車両Ｖｉに対する権利が定義されなくてはならない。各車
両Ｖｉに関する権利は、スマートフォン等のモバイル通信装置ＳＰを有する各将来のユー
ザ２００について、以下のうちの１つ以上のデータ要素に関連付けられる。
‐各該当ユーザに関する承認使用期間ＴＳｉ。この使用期間は、例えば、１日目と２日目
との間のインタバルにより、又は車両Ｖｉの使用開始日及び最大使用期間Ｄｍａｘにより
定義され得る。
‐権利リストＣｍｄＲｉｇｈｔｓｉ。この権利リストＣｍｄＲｉｇｈｔｓｉは、各該当ユ
ーザが、そのモバイル装置ＳＰの専用アプリ１０４を使用して、車両Ｖｉに対して実施す
る行為やコマンドを定義する。したがって、例えば、ユーザ２００は、車両Ｖｉの全部又
は一部（例えば所定回数）を開放する権利、車両Ｖｉを始動させる権利、車両Ｖｉを駐車
する権利、特定の条件（例えば、速度制限、走行距離又は地理的領域）下において車両を
使用する権利を有することが定義される。
【００２０】
　これらの権利を定義するために、通常車両の所有者である承認ユーザ２０１は、リモー
トサーバー１０１に、有利には、例えば承認ユーザ２０１が所有すべきパスワードを使用
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して、セキュリティ通信１０５を介して接続する。こうして、所有者２０１は、各車両Ｖ
ｉに対して、誰が承認ユーザとなり、どのような権利が各ユーザに関連付けられるかを決
定する。この目的のために、所有者は、リモートサーバーに、各将来のユーザに関する前
記権利を、各該当ユーザの識別子とともに通知する。有利には、ユーザの識別子は、ユー
ザの携帯電話番号ＰＮｉである。他の例において、識別子は、将来のユーザの携帯電話の
ＩＭＥＩ番号か、又はＳＩＭカードの識別番号（ＩＭＳＩ番号）でもよい。
【００２１】
　所有者２０１により入力された情報及び車両Ｖｉの第１シークレットコードＶｉｄｉに
基づいて、リモートサーバー１０１は、演算ユニット１０６を使用して、認定コードＣｒ
ｅｄｅｎｔｉａｌｉを生成する。非制限的な実施形態において、認定コードＣｒｅｄｅｎ
ｔｉａｌｉは、演算ユニット１０６により、上述のデータ（該当借主２００の権利Ｃｍｄ
Ｒｉｇｈｔｓｎ、承認使用期間ＴＳｉ、及び車両Ｖｉの第１シークレットコードＶｉｄｉ
）を単純に連結することにより生成され得る。別のモードにおいて、Ｖｉｄｉは連結から
外される。このようにして、認定コードＣｒｅｄｅｎｔｉａｌｉは、ユーザと、任意の車
両と、ユーザが該当車両Ｖｉについて有する権利について固有となる。
【００２２】
　一実施形態において、次いでリモートサーバー１０１は、車両Ｖｉの認定コードＣｒｅ
ｄｅｎｔｉａｌｉ及び第２シークレットコードＤｉｖｅｒｓｉｆｉｅｒＫｅｙに基づいて
、第１暗号化モジュールにより、サイン、すなわち認証コードＣｒｅｄｅｎｔｉａｌＭＡ
Ｃｉを生成する。認証コードＣｒｅｄｅｎｔｉａｌＭＡＣｉは、認定コードＣｒｅｄｅｎ
ｔｉａｌｉに関連付けられて、その後、当該認定コードＣｒｅｄｅｎｔｉａｌｉを認承す
るであろう。他の実施形態において、リモートサーバー１０１は、認証コードＣｒｅｄｅ
ｎｔｉａｌＭＡＣｉを、第２シークレットコードＤｉｖｅｒｓｉｆｉｅｒＫｅｙ及びコー
ドＶｉｄｉに基づいて生成する。この暗号化ＨＭＡＣ１は、例えば、英語の「Ｈａｓｈｅ
ｄ　Ｍｅｓｓａｇｅ　Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　Ｃｏｄｅ」からＨＭＡＣとして知
られる暗号化方式であるか、「Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｅｎｃｒｙｐｔｉｏｎ　Ｓｔａｎｄａ
ｒｄ」からＡＥＳとして知られる暗号化方式であり得る。認証コードＣｒｅｄｅｎｔｉａ
ｌＭＡＣｉは、ユーザ２００が、認定コードＣｒｅｄｅｎｔｉａｌｉによりユーザに許可
された権利にその行為が限定されていることを保証するためにも使用され得る。また、認
証コードＣｒｅｄｅｎｔｉａｌＭＡＣｉは、車両Ｖｉが、認定コードＣｒｅｄｅｎｔｉａ
ｌｉに含まれる承認に関するユーザの意向を有効にすることを可能にする。
【００２３】
　認定コードＣｒｅｄｅｎｔｉａｌｉ及びそのサインＣｒｅｄｅｎｔｉａｌＭＡＣｉがリ
モートサーバー１０１により作成されたら、それらは、コードＶｉｄｉとともに、借主２
００のために特別に生成された仮想キーＣｒｅｄｅｎｔｉａｌＭＡＣｉに関連付けられた
借主２００のスマートフォンＳＰのセキュリティエリア１０７に転送され格納される。ス
マートフォンのセキュリティエリア１０７は、例えば、スマートフォンに設けられたＳＩ
Ｍカードや他のセキュリティ要素である。他の実施形態において、セキュリティエリア１
０７は、仮想セキュリティ要素により表され得る。この格納操作は、セキュリティエリア
にこのような書込み操作を行うことが許可されたオペレータによってのみ実施される。こ
のエンティティはＴＳＭ（英語で「Ｔｒｕｓｔｅｄ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｍａｎａｇｅｒ」
）として公知である。仮想キーとそのサインの転送は、ユーザ２００の電話番号ＰＮｎを
使用することにより実施される。この電話番号ＰＮｎは、承認ユーザ２０１によりリモー
トサーバー１０１に伝達済である。
【００２４】
　同時に、ＳＩＭカードの場合カードレットと呼ばれるソフトウエア要素が、ここでも承
認オペレータＴＳＭにより、セキュリティエリア１０７に格納される。カードレットソフ
トウエア要素は、セキュリティエリア１０７に格納された複数のコードと協働するように
、特に専用アプリにより使用され得る特別なアプリである。これらのコードは、Ｃｒｅｄ
ｅｎｔｉａｌＭＡＣｉ、Ｃｒｅｄｅｎｔｉａｌｉ及びＶｉｄｉであり、Ｃｒｅｄｅｎｔｉ
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ａｌＭＡＣｉ及びＶｉｄｉは特に開示されない。他のコードのうち、コードＣｒｅｄｅｎ
ｔｉａｌｉについては、専用アプリにより車両に送信されるであろう。プロセスのセキュ
リティはこうして補強される。これらの種々の要素がセキュリティエリア１０７に格納さ
れたら、スマートフォンＳＰは、コマンドを車両Ｖｉに対して専用アプリ１０４を介して
発信することができる。
【００２５】
　この目的のために、本発明によれば、スマートフォンＳＰが、スマートフォンＳＰの所
有者であるユーザ２００が借り受けを承認された車両Ｖｉを認識するプロセスが実施され
る。
【００２６】
　この認識プロセスの種々のステップを以下に詳述する。
‐定期的に繰り返される第１ステップにおいて、車両Ｖｉ、すなわちより正確には、ＢＬ
Ｅプロトコルに従って動作可能であるととともにアドバタイジングモードに設定された車
両Ｖｉの電子モジュール１２０は、データフレームＴｄを定期的に発信する。本発明によ
れば、データフレームは、第１例において、暗号化Ｆｃにより、車両Ｖｉに固有の第１シ
ークレットコードＶｉｄｉに基づいて演算された識別データ要素ＲＰＡを備える。これは
、ＲＰＡｉ＝Ｆｃ（Ｖｉｄｉ）と表される。
‐図示例に対応する第２例において、識別データ要素ＲＰＡｉは、ランダムデータ要素Ｒ
ａｎｄと、暗号化関数を第１シークレットコードＶｉｄｉとランダムデータ要素Ｒａｎｄ
とに適用して得られた結果Ｆｃ（Ｖｉｄｉ、Ｒａｎｄ）とを関連付ける又は連結すること
（ＡＳＳＯＣ）により得られる。これは、ＰＲＡｉ＝Ｒａｎｄ（ＡＳＳＯＣ）Ｆｃ（Ｖｉ
ｄｉ、Ｒａｎｄ）と表される。この第２例は、ＲＡＮＤがある送信から次の送信に従って
変化する、又は変化しないことにより、識別データ要素ＲＰＡの値がある送信から次の送
信に従って変化し得る、又は変化し得ないため、次の識別データ要素ＲＰＡの値が何であ
るか推測不可能であるという点で有利である。
‐第３の例示的実施形態において、識別データ要素ＲＰＡｉは、暗号化関数Ｆｃにより、
車両Ｖｉに固有の第１シークレットコードＶｉｄｉ及び可変であるデータ要素ＤＡＴＡに
基づいて得られる。これは、ＰＲＡｉ＝Ｆｃ（Ｖｉｄｉ、ＤＡＴＡ）と表される。ＤＡＴ
Ａの値は、車両ＶｉとスマートフォンＳＰにしかわからない。ＤＡＴＡの値は、非制限的
な例において、ルート値が公知である疑似乱数生成装置により、又は所定の増分カウンタ
により、又はクロックにより提供され得る。この第２例は、ＤＡＴＡの値がある送信から
次の送信に従って変えられる、又は変えられないという事実の結果、識別データ要素ＰＲ
Ａの値が、ある送信から次の送信に従って変化し得る、又は変化し得ないため、次の識別
データ要素ＰＲＡの値が何であるか推測不可能であるという点で有利である。
‐第４の例示的実施形態において、識別データ要素ＲＰＡｉは、データ要素ＤＡＴＡ”と
、暗号化関数を第１シークレットコードＶｉｄｉとデータ要素ＤＡＴＡ’、ＤＡＴＡ”と
に適用することにより得られた結果Ｆｃ（Ｖｉｄｉ、ＤＡＴＡ’、ＤＡＴＡ”）とを連結
（ＡＳＳＯＣ）することにより得られる。ＤＡＴＡ’の値は、車両Ｖｉ及びスマートフォ
ンＳＰにしかわからない。ＤＡＴＡ’の値は、非制限的な例において、ルート値が公知で
ある疑似乱数生成装置により、又は所定の増分カウンタにより、又はクロックにより提供
され得る。
【００２７】
　要約すれば、全ての例示的な実施形態において、識別データ要素ＰＲＡｉは、式：ＰＲ
Ａｉ＝Ｍ（ＡＳＳＯＣ）Ｒｉ　ここでＲｉ＝Ｆｃ（Ｖｉｄｉ、Ｍ、Ｎ）により表される。
　この式において、ＭとＮは、それぞれｍビットとｎビットである可変データ要素である
（ｍ及びｎは整数）。
【００２８】
　したがって、
‐第１の例示的な実施形態は、ｍ＝ｎ＝０のケースに対応する。
‐第２の例示的な実施形態は、ｎ＝０且つｍ≠０のケースに対応する。
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‐第３の例示的な実施形態は、ｎ≠０且つｍ＝０のケースに対応する。
‐第４の例示的な実施形態は、ｎ≠０且つｍ≠０のケースに対応する。
‐第２ステップにおいて、スキャンモードにあるスマートフォンＳＰが、データフレーム
Ｔｄ、ひいては識別データ要素ＲＰＡｉを受信すると、スマートフォンＳＰは、それ自体
で、暗号化チェックコードＲ’ｉを演算する。このチェック操作は、セキュリティエリア
１０７において、車両Ｖｉに存在する暗号化関数と同一の暗号化関数Ｆｃにより実施され
る。後者の暗号化関数は、この暗号化関数Ｆｃを含むカードレットソフトウエア要素によ
り、セキュリティエリア１０７に格納されている。Ｒ’ｉに対する式は以下である。
　Ｒ’ｉ＝Ｆｃ（Ｖｉｄｉ、Ｍ、Ｎ）
　データ要素Ｍは、ＲＰＡｉが送信された時に受信されており、データ要素Ｎはスマート
フォンＳＰにより入手されるデータ要素である。
【００２９】
　スマートフォンＳＰが、使用が承認された以外の車両である車両Ｖｉ’から送信された
データフレームＴＤ’を受信した場合、暗号化チェックコードＲ’ｉを演算するために使
用される第１シークレットコードＶｉｄｉは、データフレームＴＤ’（Ｒｉ＝Ｆｃ（Ｖｉ
ｄｉ、Ｍ’、Ｎ’））に対する暗号化コードＲｉとは異なる結果（Ｒ’ｉ＝Ｆｃ（Ｖｉｄ
ｉ、Ｍ’、Ｎ））を出すであろう。
【００３０】
　したがって、考察した第１例（ＰＲＡｉ＝Ｆｃ（Ｖｉｄｉ））において、セキュリティ
エリア１０７に認定Ｃｒｅｄｅｎｔｉａｌｉにより既に伝達されている第１シークレット
コードＶｉｄｉは、チェック用識別データ要素Ｒｉの演算を実施するためだけに使用され
る。したがって、Ｒ’ｉ＝Ｆｃ（Ｖｉｄｉ）である。セキュリティ格納エリアに格納され
た第１シークレットコードＶｉｄｉが、データフレームＴＤを発信した車両Ｖｉの第１シ
ークレットコードＶｉｄｉに等しい場合に限り、データ要素Ｒｉとチェック用データ要素
Ｒ’ｉとは等しいであろう。スマートフォンＳＰが、レンタルが承認された車両以外の車
両Ｖｉ’により送信されたデータフレームＴＤ’を受信した場合、チェック用データ要素
Ｒ’ｉ＝Ｆｃ（Ｖｉｄｉ）を演算するのに使用された第１シークレットコードＶｉｄｉは
、データフレームＴＤ’の識別データ要素Ｒｉ＝Ｆｃ（Ｖｉｄｉ’）と異なる結果を出す
であろう。
【００３１】
　考察した第２例（ＲＰＡｉ＝Ｒａｎｄ．ＣＯＮＣＡＴ　Ｆｃ（Ｖｉｄｉ、Ｒａｎｄ））
において、セキュリティエリアに認定Ｃｒｅｄｅｎｔｉａｌｉにより伝達された第１シー
クレットコードが使用される一方、他方において、車両ＶｉからスマートフォンＳＰに発
信されたデータフレームＴｄにおけるランダムデータ要素Ｒａｎｄも使用される。チェッ
ク用識別データ要素ＲＰＡ’ｉは、以下のように演算される。ＲＰＡ’ｉ＝Ｆｃ（Ｖｉｄ
ｉ、Ｒａｎｄ）。識別データ要素ＲＰＡｉの一部Ｆｃ（Ｖｉｄｉ、Ｒａｎｄ）がチェック
用データ要素ＲＰＡ’ｉと比較される。図示例の場合のように、セキュリティ格納エリア
に格納された第１シークレットコードがデータフレームＴＤを発信した車両Ｖｉの第１シ
ークレットコードと同一の場合に限り、それらは等しいであろう。スマートフォンＳＰが
、使用が承認された車両以外の車両Ｖｉ’により送信されたデータフレームＴＤ’を受信
した場合、チェック用データ要素Ｒｐａ’ｉを演算するのに使用された第１シークレット
コードＶｉｄｉは、データフレームＴｄｉにおいて発信された識別データ要素Ｒｐａｉの
一部Ｆｃ（Ｖｉｄｉ、Ｒａｎｄ）と異なる結果を出すであろう。
【００３２】
　第３及び第４の例示的な実施形態によれば、車両の識別データ要素ＲＰＡｉを得ること
を目的として、スマートフォンＳＰにおける後続のプロセスは、ＰＲＡ’ｉを取得する第
２の例示的な実施形態における後続のプロセスと同一である。したがって、セキュリティ
格納エリアに格納された第１シークレットコードＶｉｄｉがデータフレームＴＤを発信し
た車両Ｖｉの第１シークレットコードＶｉｄｉと同一であり、且つスマートフォンＳＰが
、（第３例において）データ要素ＤＡＴＡ又は（第４例において）ＤＡＴＡ’ を含んで
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いる場合に限り、識別データ要素ＲＰＡｉのＦｃ（Ｖｉｄｉ、ＤＡＴＡ）部分又はＦｃ（
Ｖｉｄｉ、ＤＡＴＡ’、ＤＡＴＡ”）部分と、チェック用識別データ要素ＲＰＡ’ｉとは
等しいであろう。
【００３３】
　説明しない別の実施形態において、連結形体において事前に使用された関連付けは、難
読化又は混合動作に代え得る。
【００３４】
　したがって、ＢＬＥプロトコルに従ってデータを交換可能な全ての車両をスキャンする
ようにスキャンモードに設定されることにより、スマートフォンＳＰは、ユーザ（すなわ
ち当該スマートフォンのユーザ）が使用を承認された車両Ｖｉを認識するであろう。この
認識が実施されると、スマートフォンＳＰは、接続リクエスト１１０を、有利には依然と
してＢＬＥプロトコルに従って、車両Ｖｉに送信する。
【００３５】
　この段階で、スマートフォンＳＰと車両Ｖｉとのデータ交換により、スマートフォンＳ
Ｐは承認を有する車両Ｖｉを識別することができるようになっており、これら２つの機器
、すなわちスマートフォンＳＰと車両Ｖｉとは接続モードにある。
【００３６】
　下記のステップにより、車両ＶｉはスマートフォンＳＰから送信されたコマンドを認証
できなくてはならない。
【００３７】
　スマートフォンＳＰと車両Ｖｉとの接続が確立した後、所望のコマンド（施錠、開錠等
）の実行ステップにおけるより強力な認証プロセスを確立することが好適である。なぜな
らば、スマートフォンＳＰと車両Ｖｉはペアリングされていないためである。すなわち、
スマートフォンＳＰは、車両Ｖｉからのチャレンジに対するレスポンスを、そのコマンド
リクエストに関連付けなければならない。
【００３８】
　第１実施形態において、一度接続が確立されると、車両Ｖｉによりチャレンジが送信さ
れる。スマートフォンＳＰは、これに特定のコマンド（施錠、開錠等）を送信することに
より応答する。
【００３９】
　有利な実施形態において、車両により送信されるチャレンジは、ＲＰａの送信中に作成
される。スマートフォンＳＰは、このチャレンジを、送信されたＲＰａの全部又は一部に
基づいて解釈し、上記のケースのように特定のコマンド（施錠、開錠等）を送信すること
により、これに応答する。
【００４０】
　認証プロセスは以下に記載する。
‐最初に、ユーザが所望するコマンドＣｍｄｌｄ、例えば「車両を開放せよ」というコマ
ンドが、セキュリティエリア１０７に存在する第２暗号化モジュールに送信される。ＨＭ
ＡＣ方式の第２暗号化モジュールＨＭＡＣ２は、車両Ｖｉにより発信された識別データ要
素ＲＰＡｉと、事前にセキュリティエリア１０７に格納された認定コードＣｒｅｄｅｎｔ
ｉａｌｉに対応する単純化された認定コードＣｒｅｄｅｎｔｉａｌ’ｉとを受信する。セ
キュリティエリア１０７において、第１シークレットコードＶｉｄｉに関する情報は削除
されているためこの情報は開示され得ない。最後に、第２暗号化モジュールは、セキュリ
ティエリア１０７に同じく格納されている、認定コードＣｒｅｄｅｎｔｉａｌｉのサイン
ＣｒｅｄｅｎｔｉａｌＭＡＣｉを受信する。
‐この情報に基づいて、第２暗号化モジュールは、第１検証コードＭＡＣを演算する。
‐検証コードＭＡＣが確立されたら、スマートフォンＳＰは、有利には依然としてＢＬＥ
プロトコルに従って、特に、単純化された認定コードＣｒｅｄｅｎｔｉａｌ’ｉと、所望
のコマンドＣｍｄｌＤと、第１検証コードＭＡＣとを備えたコマンドＲｃに対するリクエ
スト１１１を車両Ｖｉに送信する。
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‐車両Ｖｉの方では、同じ演算を実施する。すなわち、単純化された認定コードＣｒｅｄ
ｅｎｔｉａｌ’ｉと、第１シークレットコードＶｉｄｉと、第２シークレットコードＤｉ
ｖｅｒｓｉｆｉｅｒＫｅｙとに基づいて、車両Ｖｉは、認定コードＣｒｅｄｅｎｔｉａｌ
ｉの認証コードＣｒｅｄｅｎｔｉａｌＭＡＣｉを、車両Ｖｉの電子モジュール１２０に同
じく存在する第１暗号化モジュールＨＭＡＣ１により再演算する。サインＣｒｅｄｅｎｔ
ｉａｌＭＡＣｉは、こうして、セキュリティエリア１０７の暗号化モジュールと同一の第
２暗号化モジュールＨＭＡＣ２に供給される。第２暗号化モジュールは、チェック用識別
データ要素ＲＰＡｉを、コマンドリクエストＲｃと所望のコマンドＣｍｄｌＤと単純化さ
れた認定コードＣｒｅｄｅｎｔｉａｌ’ｉとを介して受信し、これにより、第２検証コー
ドＭＡＣ’を演算することができる。第１検証コードＭＡＣと第２検証コードＭＡＣ’と
が同一である場合、所望のコマンドＣｍｌｄが権利リストＣｍｄＲｉｇｈｔｓｉに実際に
あり、且つ、これらの検証が実施された時点ＲｅａｌＴｉｍｅが実際に承認された使用期
間ＴＳｉに該当するということを条件として、所望のコマンドＣｍｌｄは車両Ｖｉにより
実行されるであろう。他の実施形態において、検証の順序は逆であってもよい。本方法は
、Ｃｒｅｄｅｎｔｉａｌ’ｉ及びＣｍｄｌＤの情報を明瞭にテストし、そして、これらが
有効である場合のみ、認証コードＣｒｅｄｅｎｔｉａｌＭＡＣｉ及びＭＡＣを検証しても
よい。
‐有利な実施形態において、車両Ｖｉは、補助変数ＮｏｎｃｅをスマートフォンＳＰに、
発信１１２において検証コードＭＡＣの演算のために送信する。有利には、補助変数Ｎｏ
ｎｃｅは、一度だけ使用される値を取り、車両Ｖｉによる補助変数Ｎｏｎｃｅの更なる送
信は異なる値を取るであろう。補助変数Ｎｏｎｃｅは、セキュリティ格納エリア１０７の
第２暗号化モジュールＨＭＡＣ２により、検証コードＭＡＣの演算において使用され、ま
た、車両Ｖｉの第２暗号化モジュールＨＭＡＣ２により第２検証コードＭＡＣ’の演算の
ために使用される。このようにして、更なるセキュリティが提供される。
【００４１】
　本発明において、セキュリティが守られたデータ交換が、ＢＬＥプロトコルに従ってデ
ータを交換するスマートフォンと車両との間で、全体としてシンプルなプロセスにより提
供される。ユーザがペアリングコードを入力する必要はない。
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【要約の続き】
タ要素（ＲＰＡｉ）が有効であることを検証し、次いで前記モバイル電子装置（ＳＰ）から前記車両（Ｖｉ）の前記
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