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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両に搭載される車載装置（１０）と、
　ユーザに携帯される携帯機（２０）とを含み、
　前記車載装置と前記携帯機との間で共通の秘密鍵を用いた無線通信によって、正規のユ
ーザの前記携帯機として登録されている前記携帯機の認証を行う電子キーシステム（１０
０）であって、
　前記車載装置と通信可能に接続された、前記車載装置以外の、前記車両に搭載される装
置である他機器（４０）を少なくとも１つ含み、
　前記携帯機は、
　自機器に固有のコードである携帯機コードを前記車載装置に送信する携帯機コード送信
部（ｔ１１）を備え、
　前記車載装置は、
　前記携帯機コードとは異なるコードである車載コードを前記携帯機に送信する車載コー
ド送信部（ｔ５、ｔ５５、ｔ６７）を備え、
　前記他機器は、
　自機器に固有のコードである他機器固有コードを記憶している他機器側記憶部（４２）
を備え、
　前記車載装置は、
　正規のユーザの前記携帯機を登録する場合に、この携帯機の前記携帯機コード送信部か
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ら送信される前記携帯機コードを受信する携帯機コード受信部（ｔ１２）と、
　前記車載コードと、前記携帯機コード受信部で受信した前記携帯機コードとを用いて、
前記携帯機との間で共通の暗号化アルゴリズムによって前記秘密鍵を生成する車載側鍵生
成部（１５５）と、
　前記他機器の前記他機器固有コードを取得する他機器固有コード取得部（１６３）とを
さらに備え、
　前記携帯機は、
　正規のユーザの前記携帯機を登録する場合に、前記車載装置の前記車載コード送信部か
ら送信される前記車載コードを受信する車載コード受信部（ｔ６、ｔ５６、ｔ６８）と、
　前記携帯機コードと、前記車載コード受信部で受信した前記車載コードとから、前記車
載装置との間で共通の暗号化アルゴリズムによって前記秘密鍵を生成する携帯機側鍵生成
部（２５５）とをさらに備え、
　前記車載コード送信部（ｔ５、ｔ５５）は、前記車載装置に固有のコードである車載装
置固有コードだけでなく、前記他機器固有コード取得部で取得した他機器固有コードも、
前記車載コードとして送信し、
　前記車載側鍵生成部は、前記車載コードとしての前記車載装置固有コードと、前記他機
器固有コード取得部で取得した前記車載コードとしての他機器固有コードと、前記携帯機
コード受信部で受信した前記携帯機コードとを用いて、前記携帯機との間で共通の暗号化
アルゴリズムによって前記秘密鍵を生成し、
　前記携帯機の前記車載コード受信部（ｔ５６、ｔ６８）は、正規のユーザの前記携帯機
を登録する場合に、前記車載装置の前記車載コード送信部から送信される前記車載コード
としての前記車載装置固有コード及び前記他機器固有コードを受信し、
　前記携帯機側鍵生成部は、前記携帯機コードと、前記車載コード受信部で受信した前記
車載コードとしての前記車載コード及び前記他機器固有コードとから、前記車載装置との
間で共通の暗号化アルゴリズムによって前記秘密鍵を生成することを特徴とする電子キー
システム。
【請求項２】
　車両に搭載される車載装置（１０）と、
　ユーザに携帯される携帯機（２０）とを含み、
　前記車載装置と前記携帯機との間で共通の秘密鍵を用いた無線通信によって、正規のユ
ーザの前記携帯機として登録されている前記携帯機の認証を行う電子キーシステム（１０
０）であって、
　前記携帯機は、
　自機器に固有のコードである携帯機コードを前記車載装置に送信する携帯機コード送信
部（ｔ１１）を備え、
　前記車載装置は、
　前記携帯機コードとは異なるコードである車載コードを前記携帯機に送信する車載コー
ド送信部（ｔ５、ｔ５５、ｔ６７）を備え、
　前記車載装置は、
　正規のユーザの前記携帯機を登録する場合に、この携帯機の前記携帯機コード送信部か
ら送信される前記携帯機コードを受信する携帯機コード受信部（ｔ１２）と、
　前記車載コードと、前記携帯機コード受信部で受信した前記携帯機コードとを用いて、
前記携帯機との間で共通の暗号化アルゴリズムによって前記秘密鍵を生成する車載側鍵生
成部（１５５）とをさらに備え、
　前記携帯機は、
　正規のユーザの前記携帯機を登録する場合に、前記車載装置の前記車載コード送信部か
ら送信される前記車載コードを受信する車載コード受信部（ｔ６、ｔ５６、ｔ６８）と、
　前記携帯機コードと、前記車載コード受信部で受信した前記車載コードとから、前記車
載装置との間で共通の暗号化アルゴリズムによって前記秘密鍵を生成する携帯機側鍵生成
部（２５５）と、
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　前記車載コード受信部で受信した前記車載コードを、前記秘密鍵とは異なる秘密鍵とし
て用いて、前記暗号化アルゴリズムとは異なる、前記車載装置との間で共通の暗号化アル
ゴリズムである別アルゴリズムによって、前記携帯機コードを暗号化する暗号化部（２６
１）とをさらに備え、
　前記携帯機コード送信部は、前記暗号化部で暗号化した前記携帯機コードを前記車載装
置に送信し、
　前記車載装置は、
　前記携帯機コード受信部で受信した、前記暗号化部で暗号化された前記携帯機コードを
、前記車載コードを秘密鍵として用いて、前記別アルゴリズムによって復号する復号部（
１６２）を備えることを特徴とする電子キーシステム。
【請求項３】
　請求項２において、
　前記車載コード送信部（ｔ５、ｔ５５）は、前記車載装置に固有のコードである車載装
置固有コードを、前記車載コードとして送信し、
　前記車載側鍵生成部は、前記車載コードとしての前記車載装置固有コードと、前記携帯
機コード受信部で受信した前記携帯機コードとを用いて、前記携帯機との間で共通の暗号
化アルゴリズムによって前記秘密鍵を生成することを特徴とする電子キーシステム。
【請求項４】
　請求項３において、
　前記車載装置と通信可能に接続された、前記車載装置以外の、前記車両に搭載される装
置である他機器（４０）を少なくとも１つ含み、
　前記他機器は、
　自機器に固有のコードである他機器固有コードを記憶している他機器側記憶部（４２）
を備え、
　前記車載装置は、
　前記他機器の前記他機器固有コードを取得する他機器固有コード取得部（１６３）をさ
らに備え、
　前記車載コード送信部（ｔ５５、ｔ６７）は、前記車載装置固有コードだけでなく、前
記他機器固有コード取得部で取得した他機器固有コードも前記車載コードとして送信し、
　前記車載側鍵生成部は、前記車載コードとしての前記車載装置固有コードと、前記他機
器固有コード取得部で取得した前記車載コードとしての他機器固有コードと、前記携帯機
コード受信部で受信した前記携帯機コードとを用いて、前記携帯機との間で共通の暗号化
アルゴリズムによって前記秘密鍵を生成し、
　前記携帯機の前記車載コード受信部（ｔ５６、ｔ６８）は、正規のユーザの前記携帯機
を登録する場合に、前記車載装置の前記車載コード送信部から送信される前記車載コード
としての前記車載装置固有コード及び前記他機器固有コードを受信し、
　前記携帯機側鍵生成部は、前記携帯機コードと、前記車載コード受信部で受信した前記
車載コードとしての前記車載コード及び前記他機器固有コードとから、前記車載装置との
間で共通の暗号化アルゴリズムによって前記秘密鍵を生成することを特徴とする電子キー
システム。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項において、
　前記携帯機は、
　前記車載コード受信部で受信した前記車載コードを、一時的に記憶する一時記憶部（２
５９）を備え、
　前記一時記憶部は、遅くとも正規のユーザの前記携帯機の登録を完了したときには、一
時的に記憶した前記車載コードを消去することを特徴とする電子キーシステム。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項において、
　前記車載装置は、
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　所定の第１のデータと、前記車載側鍵生成部で生成した前記秘密鍵を用いて前記第１の
データを暗号化したデータである第１の暗号データとを前記携帯機に送信する車載側暗号
データ送信部（ｔ１５）を備え、
　前記携帯機は、
　前記車載側暗号データ送信部から送信される前記第１のデータ及び前記第１の暗号デー
タを受信する車載側暗号データ受信部（ｔ１６）と、
　前記車載側暗号データ受信部で受信した前記第１のデータを前記携帯機側鍵生成部で生
成した前記秘密鍵を用いて暗号化したデータと、前記車載側暗号データ受信部で受信した
前記第１の暗号データとが一致するか否かを判定する携帯機側一致判定部（２５８）と、
　所定の第２のデータと、前記携帯機側鍵生成部で生成した前記秘密鍵を用いて前記第２
のデータを暗号化したデータである第２の暗号データとを前記車載装置に送信する携帯機
側暗号データ送信部（ｔ１９）を備え、
　前記車載装置は、
　前記携帯機側暗号データ送信部から送信される前記第２のデータ及び前記第２の暗号デ
ータを受信する携帯機側暗号データ受信部（ｔ２０）と、
　前記携帯機側暗号データ受信部で受信した前記第２のデータを前記車載側鍵生成部で生
成した前記秘密鍵を用いて暗号化したデータと、前記携帯機側暗号データ受信部で受信し
た前記第２の暗号データとが一致するか否かを判定する車載側一致判定部（１５８）と、
　正規のユーザの前記携帯機を登録する場合であって、前記携帯機側一致判定部と前記車
載側一致判定部とのいずれでも一致すると判定した場合に、正規のユーザの前記携帯機の
登録を許可する登録許可部（１５９）とを備えることを特徴とする電子キーシステム。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか１項に記載の電子キーシステム（１００）で用いられることを
特徴とする車載装置。
【請求項８】
　請求項１～６のいずれか１項に記載の電子キーシステム（１００）で用いられることを
特徴とする携帯機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両に搭載された車載装置とユーザに携行される携帯機との間で無線通信に
よって認証を実施する電子キーシステム、並びにその電子キーシステムに含まれる車載装
置及び携帯機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ユーザに携行される携帯機と車載装置との間で無線通信を行い、携帯機から送信
したＩＤと車載装置に予め登録されているＩＤとが一致している場合に、ドアの施解錠等
の所定動作を行う電子キーシステムが知られている。このような電子キーシステムでは、
セキュリティ性を維持するため、特許文献１に開示されているように共通鍵暗号方式が採
用されている。共通鍵暗号方式では、暗号化と復号とに同一の秘密鍵が用いられる。
【０００３】
　また、この種の電子キーシステムでは、使用者の増加に対応可能とするために、車載装
置に登録されるＩＤを追加や変更して携帯機の登録ができるように構成されている。ここ
で、携帯機の登録を行う際には、正規ユーザであることを車載装置に認識させるためのＩ
Ｄとしても、携帯機に内蔵されている通常動作用のＩＤを用いていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－４９７５９号公報
【発明の概要】



(5) JP 6036638 B2 2016.11.30

10

20

30

40

50

【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来の技術では、不正な利用者が共通鍵暗号方式の暗号化アルゴリズム
を知っており、且つ、不正なアタックツールによって携帯機からＩＤを取得できる場合、
不正な利用者に秘密鍵を知られてしまう問題があった。不正な利用者に秘密鍵が知られる
と、不正な利用者であっても携帯機の登録が可能となる問題点が生じる。
【０００６】
　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、携帯機の部品
変更を抑えながらも、セキュリティ性を向上させることを可能にする電子キーシステム、
車載装置、及び携帯機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　電子キーシステムに係る第１の発明は、車両に搭載される車載装置（１０）と、ユーザ
に携帯される携帯機（２０）とを含み、車載装置と携帯機との間で共通の秘密鍵を用いた
無線通信によって、正規のユーザの携帯機として登録されている携帯機の認証を行う電子
キーシステム（１００）であって、車載装置と通信可能に接続された、車載装置以外の、
車両に搭載される装置である他機器（４０）を少なくとも１つ含み、携帯機は、自機器に
固有のコードである携帯機コードを車載装置に送信する携帯機コード送信部（ｔ１１）を
備え、車載装置は、携帯機コードとは異なるコードである車載コードを携帯機に送信する
車載コード送信部（ｔ５、ｔ５５、ｔ６７）を備え、他機器は、自機器に固有のコードで
ある他機器固有コードを記憶している他機器側記憶部（４２）を備え、車載装置は、正規
のユーザの携帯機を登録する場合に、この携帯機の携帯機コード送信部から送信される携
帯機コードを受信する携帯機コード受信部（ｔ１２）と、車載コードと、携帯機コード受
信部で受信した携帯機コードとを用いて、携帯機との間で共通の暗号化アルゴリズムによ
って秘密鍵を生成する車載側鍵生成部（１５５）と、他機器の他機器固有コードを取得す
る他機器固有コード取得部（１６３）とをさらに備え、携帯機は、正規のユーザの携帯機
を登録する場合に、車載装置の車載コード送信部から送信される車載コードを受信する車
載コード受信部（ｔ６、ｔ５６、ｔ６８）と、携帯機コードと、車載コード受信部で受信
した車載コードとから、車載装置との間で共通の暗号化アルゴリズムによって秘密鍵を生
成する携帯機側鍵生成部（２５５）とをさらに備え、車載コード送信部（ｔ５、ｔ５５）
は、車載装置に固有のコードである車載装置固有コードだけでなく、他機器固有コード取
得部で取得した他機器固有コードも、車載コードとして送信し、車載側鍵生成部は、車載
コードとしての車載装置固有コードと、他機器固有コード取得部で取得した車載コードと
しての他機器固有コードと、携帯機コード受信部で受信した携帯機コードとを用いて、携
帯機との間で共通の暗号化アルゴリズムによって秘密鍵を生成し、携帯機の車載コード受
信部（ｔ５６、ｔ６８）は、正規のユーザの携帯機を登録する場合に、車載装置の車載コ
ード送信部から送信される車載コードとしての車載装置固有コード及び他機器固有コード
を受信し、携帯機側鍵生成部は、携帯機コードと、車載コード受信部で受信した車載コー
ドとしての車載コード及び他機器固有コードとから、車載装置との間で共通の暗号化アル
ゴリズムによって秘密鍵を生成することを特徴としている。
　また、電子キーシステムに係る第２の発明は、車両に搭載される車載装置（１０）と、
ユーザに携帯される携帯機（２０）とを含み、車載装置と携帯機との間で共通の秘密鍵を
用いた無線通信によって、正規のユーザの携帯機として登録されている携帯機の認証を行
う電子キーシステム（１００）であって、携帯機は、自機器に固有のコードである携帯機
コードを車載装置に送信する携帯機コード送信部（ｔ１１）を備え、車載装置は、携帯機
コードとは異なるコードである車載コードを携帯機に送信する車載コード送信部（ｔ５、
ｔ５５、ｔ６７）を備え、車載装置は、正規のユーザの携帯機を登録する場合に、この携
帯機の携帯機コード送信部から送信される携帯機コードを受信する携帯機コード受信部（
ｔ１２）と、車載コードと、携帯機コード受信部で受信した携帯機コードとを用いて、携
帯機との間で共通の暗号化アルゴリズムによって秘密鍵を生成する車載側鍵生成部（１５
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５）とをさらに備え、携帯機は、正規のユーザの携帯機を登録する場合に、車載装置の車
載コード送信部から送信される車載コードを受信する車載コード受信部（ｔ６、ｔ５６、
ｔ６８）と、携帯機コードと、車載コード受信部で受信した車載コードとから、車載装置
との間で共通の暗号化アルゴリズムによって秘密鍵を生成する携帯機側鍵生成部（２５５
）と、車載コード受信部で受信した車載コードを、秘密鍵とは異なる秘密鍵として用いて
、暗号化アルゴリズムとは異なる、車載装置との間で共通の暗号化アルゴリズムである別
アルゴリズムによって、携帯機コードを暗号化する暗号化部（２６１）とをさらに備え、
携帯機コード送信部は、暗号化部で暗号化した携帯機コードを車載装置に送信し、車載装
置は、携帯機コード受信部で受信した、暗号化部で暗号化された携帯機コードを、車載コ
ードを秘密鍵として用いて、別アルゴリズムによって復号する復号部（１６２）を備える
ことを特徴としている。
【０００８】
　これによれば、携帯機の携帯機コードと車載装置の車載コードとの両方を用いて秘密鍵
を生成するので、携帯機コードと車載コードとの両方が揃わなければ秘密鍵を知ることが
できない。また、携帯機からは、この携帯機コードと車載コードとのうちの携帯機コード
が送信されるだけなので、携帯機から送信される携帯機コードを不正な利用者がアタック
ツールで取得した場合であっても、車載コードは取得できない。よって、不正な利用者が
アタックツールを用いたとしても、携帯機側のコードしか取得できないので秘密鍵を手に
入れることができず、不正な携帯機の登録を行うことができない。
【０００９】
　さらに、携帯機が車載コードを受信し、携帯機コードと車載コードとの両方を用いて秘
密鍵を生成する構成は、従来の構成に対して車載装置と携帯機とのソフトウェア変更を行
うことで容易に対応可能である。よって、携帯機の部品変更を抑えながらもセキュリティ
性を向上させることが可能になる。
【００１０】
　また、本発明の車載装置及び携帯機は、先に述べた電子キーシステムに用いられるもの
であるので、携帯機の部品変更を抑えながらもセキュリティ性を向上させることが可能に
なる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】電子キーシステム１００の概略的な構成の一例を示す図である。
【図２】車側制御部１５の概略的な構成の一例を示す機能ブロック図である。
【図３】電子キー２０の概略的な構成の一例を示す図である。
【図４】キー側制御部２５の概略的な構成の一例を示す機能ブロック図である。
【図５】実施形態１における登録関連処理の一例について示すシーケンス図である。
【図６】実施形態１におけるＢＣＭ１０と電子キー２０とでの秘密鍵の生成の一例につい
て模式的に示す図である。
【図７】電子キーシステム１００でのスマート機能に関連する処理の一例について説明す
るためのフローチャートである。
【図８】実施形態１の構成による効果を説明するための模式図である。
【図９】電子キーシステム２００の概略的な構成の一例を示す図である。
【図１０】車側制御部１５ａの概略的な構成の一例を示す機能ブロック図である。
【図１１】実施形態２における登録関連処理の一例について示すシーケンス図である。
【図１２】実施形態２におけるＢＣＭ１０と電子キー２０とでの秘密鍵の生成の一例につ
いて模式的に示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施形態について図面を用いて説明する。
【００１３】
　（実施形態１）
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　図１は、電子キーシステム１００の概略的な構成の一例を示す図である。図１に示す電
子キーシステム１００は、車両に搭載されるボディコントロールモジュール（以下、ＢＣ
Ｍ）１０と、ユーザに携帯される電子キー２０とを含む。ＢＣＭ１０が請求項の車載装置
に相当し、電子キー２０が請求項の携帯機に相当する。電子キーシステム１００は、一般
的な電子キーシステムと同様に、スマート機能及びトランスポンダ機能を有している。
【００１４】
　スマート機能は、ＢＣＭ１０と電子キー２０との間で無線通信によってコード照合を行
い、照合が成立した場合に、車両のドアの施錠制御及び解錠制御や始動許可を行う機能を
指している。
【００１５】
　また、トランスポンダ機能とは、電子キー２０の電池が切れている場合に、ＬＦ帯の誘
導結合による電力でＢＣＭ１０と電子キー２０との無線通信を可能にし、この無線通信に
よってコード照合を行い、照合が成立した場合に車両の始動許可を行う機能を指している
。以降では、スマート機能の実行時の無線通信をスマート通信、トランスポンダ機能の実
行時の無線通信をトランスポンダ通信と呼ぶ。
【００１６】
　ＢＣＭ１０は、図１に示すように、トランスポンダ送信部１１、トランスポンダ受信部
１２、スマート送信部１３、スマート受信部１４、及び車側制御部１５を備えている。
【００１７】
　トランスポンダ送信部１１には、トランスポンダ通信を行うための送信アンテナとして
第１ＬＦ送信アンテナ１１ａが接続されている。トランスポンダ送信部１１は、車側制御
部１５から入力される信号をＬＦ帯の電波にのせて第１ＬＦ送信アンテナ１１ａから送出
させる。一例として、１２５ｋＨｚ帯の電波にのせて信号を送出させる構成とすればよい
。また、トランスポンダ送信部１１は内部に給電機能を有しており、給電機構としても機
能する。
【００１８】
　トランスポンダ受信部１２には、トランスポンダ通信を行うための受信アンテナとして
ＬＦ受信アンテナ１２ａが接続されている。トランスポンダ受信部１２は、ＬＦ受信アン
テナ１２ａによって受信された信号に対する増幅、復調等の処理を行う。
【００１９】
　第１ＬＦ送信アンテナ１１ａ及びＬＦ受信アンテナ１２ａは、一例として、車室内のエ
ンジンスイッチやキーシリンダに電子キー２０を近づけた場合にのみトランスポンダ通信
が可能となるように、エンジンスイッチやキーシリンダの近傍に配置される構成とすれば
よい。
【００２０】
　スマート送信部１３には、スマート通信を行うための送信アンテナとして第２ＬＦ送信
アンテナ１３ａが接続されている。図１では、便宜上、第２ＬＦ送信アンテナ１３ａを１
つだけ示しているが、サイドドア近傍やトランク内などに複数の第２ＬＦ送信アンテナ１
３ａが配置される。スマート送信部１３は、車側制御部１５から入力される信号をＬＦ帯
の電波にのせて第２ＬＦ送信アンテナ１３ａから送出させる。一例として、１２５ｋＨｚ
帯の電波にのせて信号を送出させる構成とすればよい。
【００２１】
　スマート受信部１４には、スマート通信を行うための受信アンテナとしてＲＦ受信アン
テナ１４ａが接続されている。スマート受信部１４は、ＲＦ受信アンテナ１４ａによって
受信された信号に対する増幅、復調等の処理を行う。
【００２２】
　車側制御部１５は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、バックアップＲＡＭ、Ｉ／Ｏ等（いずれ
も図示せず）よりなるマイクロコンピュータを主体として構成され、ＲＯＭに記憶された
各種の制御プログラムを実行することで各種の処理を実行するものである。車側制御部１
５には、トランスポンダ送信部１１、トランスポンダ受信部１２、スマート送信部１３、
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スマート受信部１４、ドアスイッチ３１、ドア開閉検出部３２、ドア施錠検出部３３、及
びドア施解錠部３４が接続されている。
【００２３】
　図２に示すように、車側制御部１５は、機能ブロックとして、車側第１送信処理部１５
１、車側第１受信処理部１５２、車側第２送信処理部１５３、車側第２受信処理部１５４
、車側秘密鍵生成部１５５、車側第１暗号化部１５６、車側第１復号部１５７、車側一致
判定部１５８、登録許可部１５９、車側登録部１６０、スマート駆動指示部１６１、及び
車側第２復号部１６２を備えている。
【００２４】
　ドアスイッチ３１は、車両のドアを開閉するためのドアノブの近くに設けられたタッチ
スイッチや車両のトランクドアのドアノブ付近に設けられたタッチスイッチである。ユー
ザのドアスイッチ３１に対する操作に応じた信号が車側制御部１５へ出力されるようにな
っている。
【００２５】
　ドア開閉検出部３２は、車両のドアやトランクドアの開閉状態を検出するためのスイッ
チである。ドア開閉検出部３２から車側制御部１５へ、車両のドアやトランクドアの開閉
状態を示す信号が出力されるようになっている。
【００２６】
　ドア施錠検出部３３は、車両のドアやトランクドアの施錠状態を検出するスイッチであ
る。ドア施錠検出部３３から車側制御部１５へ、車両のドアやトランクドアの施錠状態を
示す信号が出力されるようになっている。
【００２７】
　ドア施解錠部３４は、車両のドアやトランクドアの施解錠を行うためのアクチュエータ
を有し、各アクチュエータを駆動することにより車両のドアやトランクドアの施解錠を行
う。
【００２８】
　次に、図３を用いて電子キー２０についての説明を行う。電子キー２０はユーザに携帯
されるものである。ここで言うところの「ユーザに携帯される」とは、ユーザが実際に携
帯している場合に限られるものではなく、ユーザが携帯することが可能であるが実際には
携帯していない場合も含んでいる。
【００２９】
　図３に示すように、電子キー２０は、第１ＬＦ受信アンテナ２１ａ、トランスポンダ受
信部２１、ＬＦ送信アンテナ２２ａ、トランスポンダ送信部２２、第２ＬＦ受信アンテナ
２３ａ、スマート受信部２３、ＲＦ送信アンテナ２４ａ、スマート送信部２４、及びキー
側制御部２５を備えている。電子キー２０は、他にも電池やスイッチやエマージェンシー
キー等の一般的な電子キーが備える構成を備えているが、便宜上、本発明の説明に不要な
構成については説明を省略する。
【００３０】
　トランスポンダ受信部２１には、トランスポンダ通信を行うための受信アンテナとして
第１ＬＦ受信アンテナ２１ａが接続されている。トランスポンダ受信部２１は、第１ＬＦ
受信アンテナ２１ａによって受信された信号に対する増幅、復調等の処理を行う。
【００３１】
　トランスポンダ送信部２２には、トランスポンダ通信を行うための送信アンテナとして
ＬＦ送信アンテナ２２ａが接続されている。トランスポンダ送信部２２は、キー側制御部
２５から入力される信号をＬＦ帯の電波にのせてＬＦ送信アンテナ２２ａから送出させる
。一例として、１２５ｋＨｚ帯の電波にのせて信号を送出させる構成とすればよい。
【００３２】
　スマート受信部２３には、スマート通信を行うための受信アンテナとして第２ＬＦ受信
アンテナ２３ａが接続されている。スマート受信部２３は、第２ＬＦ受信アンテナ２３ａ
によって受信された信号に対する増幅、復調等の処理を行う。第２ＬＦ受信アンテナ２３
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ａは、例えば水平２方向及び垂直方向の３軸アンテナとすればよい。
【００３３】
　スマート送信部２４には、スマート通信を行うための送信アンテナとしてＲＦ送信アン
テナ２４ａが接続されている。スマート送信部２４は、キー側制御部２５から入力される
信号をＵＨＦ帯の電波にのせてＲＦ送信アンテナ２４ａから送出させる。一例として、３
１５ＭＨｚ帯の電波にのせて信号を送出させる構成とすればよい。
【００３４】
　キー側制御部２５は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、バックアップＲＡＭ、Ｉ／Ｏ等（いず
れも図示せず）よりなるマイクロコンピュータを主体として構成され、ＲＯＭに記憶され
た各種の制御プログラムを実行することで各種の処理を実行するものである。キー側制御
部２５には、トランスポンダ受信部２１、トランスポンダ送信部２２、スマート受信部２
３、スマート送信部２４が接続されている。
【００３５】
　図４に示すように、キー側制御部２５は、機能ブロックとして、キー側第１送信処理部
２５１、キー側第１受信処理部２５２、キー側第２送信処理部２５３、キー側第２受信処
理部２５４、キー側秘密鍵生成部２５５、キー側第１暗号化部２５６、キー側第１復号部
２５７、キー側一致判定部２５８、キー側一時記憶部２５９、キー側登録部２６０、及び
キー側第２暗号化部２６１を備えている。
【００３６】
　電子キーシステム１００のスマート機能におけるコード照合では、電子キー２０からＢ
ＣＭ１０に送信されるＩＤコードがＢＣＭ１０に登録されている場合に認証が成立するよ
うになっている。電子キーシステム１００では、使用者の増加に対応可能とするために、
ＢＣＭ１０に登録されるＩＤコードを追加して電子キー２０の登録ができるように構成さ
れている。
【００３７】
　ここで、図５のシーケンス図を用いて、実施形態１における電子キー２０の登録に関連
する処理（登録関連処理）の一例について説明を行う。図５の例では、一例として、既に
登録済みの電子キー２０を用いて登録の許可がなされているものとして説明を行う。なお
、登録の許可は、ディーラ等で専用のツールを用いて行うなど、他の方法を用いて行う構
成としてもよい。また、図５で示す登録関連処理は、電子キー２０を追加登録する場合に
限らず、初期登録する場合にも適用できる。
【００３８】
　まず、ＢＣＭ１０の車側第１送信処理部１５１が、トランスポンダ送信部１１及び第１
ＬＦ送信アンテナ１１ａを介して、リクエスト信号（以下、第１リクエスト信号）をＬＦ
帯の電波にのせて送信する（ｔ１）。電子キー２０のキー側第１受信処理部２５２は、第
１ＬＦ受信アンテナ２１ａ及びトランスポンダ受信部２１を介して、第１リクエスト信号
を受信する（ｔ２）。
【００３９】
　キー側第１受信処理部２５２で第１リクエスト信号を受信すると、キー側第１送信処理
部２５１が、トランスポンダ送信部２２及びＬＦ送信アンテナ２２ａを介して、Ａｃｋｎ
ｏｗｌｅｄｇｅ（以下、Ａｃｋ）をＬＦ帯の電波にのせて送信する（ｔ３）。ＢＣＭ１０
の車側第１受信処理部１５２は、ＬＦ受信アンテナ１２ａ及びトランスポンダ受信部１２
を介して、Ａｃｋを受信する（ｔ４）。
【００４０】
　車側第１受信処理部１５２でＡｃｋを受信すると、車側第１送信処理部１５１が、ＢＣ
Ｍ１０に固有のＩＤコード（以下、第１コード）を、ＬＦ帯の電波にのせて送信する（ｔ
５）。よって、第１コードが請求項の車載装置固有コード及び車載コードに相当し、この
ｔ５の処理が請求項の車載コード送信部に相当する。第１コードは、例えば車側制御部１
５の不揮発性メモリに記憶されているものを読み出して用いる構成とすればよい。キー側
第１受信処理部２５２は、この第１コードを受信する（ｔ６）。よって、このｔ６の処理
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が請求項の車載コード受信部に相当する。
【００４１】
　キー側第１受信処理部２５２で受信した第１コードは、電子キー２０のキー側一時記憶
部２５９に一時的に記憶される。よって、キー側一時記憶部２５９が請求項の一時記憶部
に相当する。キー側一時記憶部２５９は、例えばＲＡＭ等の揮発性メモリとすればよい。
【００４２】
　キー側第１受信処理部２５２で第１コードを受信すると、キー側第１送信処理部２５１
が、ＡｃｋをＬＦ帯の電波にのせて送信する（ｔ７）。車側第１受信処理部１５２は、こ
のＡｃｋを受信する（ｔ８）。車側第１受信処理部１５２でこのＡｃｋを受信すると、車
側第１送信処理部１５１が、リクエスト信号（以下、第２リクエスト信号）をＬＦ帯の電
波にのせて送信する（ｔ９）。キー側第１受信処理部２５２は、第２リクエスト信号を受
信する（ｔ１０）。
【００４３】
　キー側第１受信処理部２５２で第２リクエスト信号を受信すると、キー側第１送信処理
部２５１が、電子キー２０に固有のＩＤコード（以下、第２コード）を、ＬＦ帯の電波に
のせて送信する（ｔ１１）。よって、第２コードが請求項の携帯機コードに相当し、この
ｔ１１の処理が請求項の携帯機コード送信部に相当する。第２コードは、例えばキー側制
御部２５の不揮発性メモリに記憶されているものを読み出して用いる構成とすればよい。
車側第１受信処理部１５２は、この第２コードを受信する（ｔ１２）。よって、このｔ１
２の処理が請求項の携帯機コード受信部に相当する。
【００４４】
　車側第１受信処理部１５２で第２コードを受信すると、ＢＣＭ１０の車側秘密鍵生成部
１５５が、車側第１受信処理部１５２で受信した第２コードと、車側制御部１５の不揮発
性メモリに記憶されている第１コードとから、共通鍵暗号方式で用いる秘密鍵を生成する
（ｔ１３）。ここでの秘密鍵の生成は、電子キー２０と共通の暗号化アルゴリズム（以下
、第１暗号化アルゴリズム）を用いて行う。よって、車側秘密鍵生成部１５５が請求項の
車載側鍵生成部に相当する。
【００４５】
　また、電子キー２０のキー側秘密鍵生成部２５５は、キー側一時記憶部２５９に一時的
に記憶されている第１コードと、キー側制御部２５の不揮発性メモリに記憶されている第
２コードとから、共通鍵暗号方式で用いる秘密鍵を生成する（ｔ１４）。ここでの秘密鍵
の生成は、ＢＣＭ１０と共通の第１暗号化アルゴリズムを用いて行う。よって、キー側秘
密鍵生成部２５５が請求項の携帯機側鍵生成部に相当する。
【００４６】
　図６に示すように、ＢＣＭ１０と電子キー２０との両方で、ＢＣＭ１０に固有の第１コ
ードと電子キー２０に固有の第２コードとを用い、共通の第１暗号化アルゴリズムによっ
て秘密鍵が生成される。図６は、実施形態１におけるＢＣＭ１０と電子キー２０とでの秘
密鍵の生成の一例について模式的に示す図である。
【００４７】
　車側秘密鍵生成部１５５で秘密鍵を生成すると、車側第１暗号化部１５６が、検証用と
するための所定のコード（以下、第１検証用コード）を、車側秘密鍵生成部１５５で生成
した秘密鍵を用いて暗号化する。そして、第１検証用コードを暗号化したデータ（以下、
第１暗号化データ）及び第１検証用コードを、車側第１送信処理部１５１がＬＦ帯の電波
にのせて送信する（ｔ１５）。キー側第１受信処理部２５２は、この第１検証用コード及
び第１暗号化データを受信する（ｔ１６）。
【００４８】
　よって、第１検証用コードが請求項の第１のデータに相当し、第１暗号化データが請求
項の第１の暗号データに相当する。また、ｔ１５の処理が請求項の車載側暗号データ送信
部に相当し、ｔ１６の処理が請求項の車載側暗号データ受信部に相当する。なお、第１検
証用コードは、任意のコードとすればよい。
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【００４９】
　キー側第１受信処理部２５２で第１検証用コード及び第１暗号化データを受信すると、
キー側第１暗号化部２５６が、受信した第１検証用コードを、キー側秘密鍵生成部２５５
で生成した秘密鍵を用いて暗号化する（ｔ１７）。そして、電子キー２０のキー側一致判
定部２５８が、キー側第１暗号化部２５６で第１検証用コードを暗号化したデータと、キ
ー側第１受信処理部２５２で受信した第１暗号化データとが一致するか否か判定する（ｔ
１８）。よって、キー側一致判定部２５８が請求項の携帯機側一致判定部に相当する。
【００５０】
　キー側一致判定部２５８で一致しないと判定した場合（ｔ１８でＮＯ）には、ｔ１の処
理に戻って処理を繰り返す。一例として、キー側一致判定部２５８で一致しないと判定し
た場合には、キー側第１送信処理部２５１から車側第１受信処理部１５２へ、キー側一致
判定部２５８で一致しないと判定したことを示す信号を送信する構成とすればよい。そし
て、この信号をもとに、車側制御部１５でｔ１の処理に戻って処理を繰り返す構成とすれ
ばよい。
【００５１】
　一方、キー側一致判定部２５８で一致すると判定した場合（ｔ１８でＹＥＳ）には、キ
ー側第１暗号化部２５６が、検証用とするための所定のコード（以下、第２検証用コード
）を、キー側秘密鍵生成部２５５で生成した秘密鍵を用いて暗号化する。そして、第２検
証用コードを暗号化したデータ（以下、第２暗号化データ）及び第２検証用コードを、キ
ー側第１送信処理部２５１がＬＦ帯の電波にのせて送信する（ｔ１９）。車側第１受信処
理部１５２は、この第２検証用コード及び第２暗号化データを受信する（ｔ２０）。
【００５２】
　よって、第２検証用コードが請求項の第２のデータに相当し、第２暗号化データが請求
項の第２の暗号データに相当する。また、ｔ１９の処理が請求項の携帯機側暗号データ送
信部に相当し、ｔ２０の処理が請求項の携帯機側暗号データ受信部に相当する。なお、第
２検証用コードは、任意のコードとすればよく、第１検証用コードと同じであってもよい
。
【００５３】
　車側第１受信処理部１５２で第２検証用コード及び第２暗号化データを受信すると、車
側第１暗号化部１５６が、受信した第２検証用コードを、車側秘密鍵生成部１５５で生成
した秘密鍵を用いて暗号化する（ｔ２１）。そして、ＢＣＭ１０の車側一致判定部１５８
が、車側第１暗号化部１５６で第２検証用コードを暗号化したデータと、車側第１受信処
理部１５２で受信した第２暗号化データとが一致するか否か判定する（ｔ２２）。よって
、車側一致判定部１５８が請求項の車載側一致判定部に相当する。
【００５４】
　車側一致判定部１５８で一致しないと判定した場合（ｔ２２でＮＯ）には、ｔ１の処理
に戻って処理を繰り返す。一方、車側一致判定部１５８で一致すると判定した場合（ｔ２
２でＹＥＳ）には、ＢＣＭ１０の登録許可部１５９が、正規のユーザの電子キー２０とし
て、この電子キー２０の登録を許可する（ｔ２３）。
【００５５】
　登録許可部１５９で登録を許可すると、車側第１送信処理部１５１が、登録が許可され
たことを示す信号（以下、登録許可通知）をＬＦ帯の電波にのせて送信する（ｔ２４）。
キー側第１受信処理部２５２は、この登録許可通知を受信する（ｔ２５）。また、登録許
可部１５９で登録を許可すると、ＢＣＭ１０の車側登録部１６０が登録処理を行い（ｔ２
６）、処理を終了する。
【００５６】
　ｔ２６の登録処理では、一例として、車側秘密鍵生成部１５５で生成した秘密鍵を、登
録を許可した電子キー２０とＢＣＭ１０との無線通信時に用いる秘密鍵として車側制御部
１５の不揮発性メモリに記憶する。また、ＢＣＭ１０の車側登録部１６０が、車側第１受
信処理部１５２で受信した第２コードを、登録を許可した電子キー２０のＩＤコードとし
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て車側制御部１５の不揮発性メモリに記憶する。
【００５７】
　なお、登録を許可した電子キー２０のＩＤコードとして、第２コード以外のコードを記
憶する構成としてもよい。車側制御部１５の不揮発性メモリに第２コードが記憶された電
子キー２０は、ＢＣＭ１０に正規のユーザの電子キー２０として登録されたことになる。
【００５８】
　一方、キー側第１受信処理部２５２で登録許可通知を受信すると、電子キー２０のキー
側登録部２６０が登録処理を行い（ｔ２７）、処理を終了する。ｔ２７の登録処理では、
一例として、キー側秘密鍵生成部２５５で生成した秘密鍵を、登録を許可した電子キー２
０とＢＣＭ１０との無線通信時に用いる秘密鍵としてキー側制御部２５の不揮発性メモリ
に記憶する。ｔ２７の登録処理が完了したときに、キー側一時記憶部２５９に一時的に記
憶しておいた第１コードを消去する構成とすればよい。なお、キー側一時記憶部２５９に
記憶した第１コードは、キー側一致判定部２５８での判定が終わった後であれば、ｔ２７
の登録処理が完了する前に消去する構成としてもよい。
【００５９】
　続いて、図７のフローチャートを用いて、電子キーシステム１００でのスマート機能に
関連する処理の一例について説明を行う。図７のフローチャートは、一定時間おきに開始
する構成としてもよいし、電子キー２０でスマート機能に関するスイッチが操作された際
に送信される信号を受信したことをもとに開始する構成としてもよい。
【００６０】
　ステップＳ３１では、ＬＦ帯の電波にのせて送信する信号（つまり、ＬＦコマンド）を
、ＢＣＭ１０の車側第１暗号化部１５６が、車側登録部１６０で登録した秘密鍵を用い、
第１暗号化アルゴリズムによって暗号化し、ステップＳ３２に移る。一例として、ＬＦコ
マンドは、電子キー２０にＩＤコードの送信を要求する信号とする。
【００６１】
　ステップＳ３２では、ＢＣＭ１０の車側第２送信処理部１５３が、スマート送信部１３
及び第２ＬＦ送信アンテナ１３ａを介して、ステップＳ３１で暗号化したＬＦコマンドを
ＬＦ帯の電波にのせて送信し、ステップＳ３３に移る。
【００６２】
　ステップＳ３３では、電子キー２０のキー側第２受信処理部２５４が、第２ＬＦ受信ア
ンテナ２３ａ及びスマート受信部２３を介して、ステップＳ３２で送信されたＬＦコマン
ドを受信し、ステップＳ３４に移る。
【００６３】
　ステップＳ３４では、ステップＳ３３で受信したＬＦコマンドを、電子キー２０のキー
側第１復号部２５７が、キー側登録部２６０で登録した秘密鍵を用い、第１暗号化アルゴ
リズムによって復号し、ステップＳ３５に移る。
【００６４】
　ステップＳ３５では、ステップＳ３４で復号したＬＦコマンドの要求に従って処理を行
う。具体的には、キー側第１暗号化部２５６が、キー側登録部２６０で登録した秘密鍵を
用い、ＵＨＦ帯の電波にのせて送信する電子キー２０のＩＤコード（つまり、ＲＦコマン
ド）を、第１暗号化アルゴリズムによって暗号化し、ステップＳ３６に移る。本実施形態
では、一例として、ＩＤコードとして前述の第２コードを用いる場合を例に挙げて説明を
行う。
【００６５】
　ステップＳ３６では、電子キー２０のキー側第２送信処理部２５３が、スマート送信部
２４及びＲＦ送信アンテナ２４ａを介して、ステップＳ３５で暗号化したＲＦコマンドを
ＵＨＦ帯の電波にのせて送信し、ステップＳ３７に移る。
【００６６】
　ステップＳ３７では、ＢＣＭ１０の車側第２受信処理部１５４が、ＲＦ受信アンテナ１
４ａ及びスマート受信部１４を介して、ステップＳ３６で送信されたＲＦコマンドを受信
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し、ステップＳ３８に移る。
【００６７】
　ステップＳ３８では、ステップＳ３７で受信したＲＦコマンドを、ＢＣＭ１０の車側第
１復号部１５７が、車側登録部１６０で登録した秘密鍵を用い、第１暗号化アルゴリズム
によって復号し、ステップＳ３９に移る。
【００６８】
　ステップＳ３９では、ステップＳ３８で復号したＲＦコマンドとしてのＩＤコードが、
車側登録部１６０で登録された電子キー２０のＩＤコードと一致するか否かを、車側一致
判定部１５８が判定する。本実施形態の例では、ＲＦコマンドとしての第２コードが、車
側登録部１６０で登録された電子キー２０の第２コードと一致するか否かを判定する。
【００６９】
　そして、一致すると判定した場合（ステップＳ３９でＹＥＳ）には、ステップＳ４０に
移る。一方、一致しないと判定した場合（ステップＳ３９でＮＯ）には、ステップＳ３２
に戻って処理を繰り返す。ステップＳ３２に戻って処理を繰り返す場合には、繰り返す回
数が所定回数を超えた場合に処理を終了する構成としてもよい。
【００７０】
　また、複数の電子キー２０がＢＣＭ１０に登録されており、複数の電子キー２０の各秘
密鍵が車側登録部１６０で登録されていた場合には、各秘密鍵で暗号化したＬＦコマンド
を逐次送信する構成とすればよい。電子キー２０は、送信されてくるＬＦコマンドのうち
、キー側登録部で登録した秘密鍵で復号できたものを用いて処理を行う構成とすればよい
。そして、ＢＣＭ１０は、電子キー２０から送信されてくるＲＦコマンドのうち、車側登
録部１６０で登録した秘密鍵で復号できたものを用いて処理を行う構成とすればよい。
【００７１】
　ステップＳ４０では、スマート駆動指示部１６１がスマート駆動を行わせて、フローを
終了する。一例としては、ドアスイッチ３１に対する操作に応じた信号が車側制御部１５
に入力されてから一定時間内である場合には、ドア施解錠部３４に対してドアの解錠を指
示する。ドア施解錠部３４は、このドアの解錠の指示に応じて車両のドアの施錠を行うた
めのアクチュエータを駆動し、車両のドアの施錠を行う。なお、車両のドアの解錠だけで
なく、車両のエンジン等の始動許可等を行う構成としてもよい。
【００７２】
　実施形態１の構成によれば、電子キー２０に固有の第２コードとＢＣＭ１０に固有の第
１コードとの両方を用いて秘密鍵を生成するので、第１コードと第２コードとの両方が揃
わなければ秘密鍵を知ることができない。また、電子キー２０からは、第１コードと第２
コードとのうちの第２が送信されるだけなので、図８に示すように、電子キー２０から送
信される第２コードを不正な利用者がアタックツールで取得した場合であっても、第１コ
ードは取得できない。よって、不正な利用者がアタックツールを用いたとしても、第２コ
ードしか取得できないので秘密鍵を手に入れることができず、不正な電子キー２０の登録
を行うことができない。
【００７３】
　また、電子キー２０のキー側一時記憶部２５９に第１コードを記憶しておくのは、遅く
ともキー側登録部２６０で登録処理が行われるまでなので、電子キー２０の登録後には電
子キー２０から第１コードを取得することはできない。この点によっても、電子キーシス
テム１００のセキュリティ性を向上させることができる。
【００７４】
　さらに、実施形態１の構成によれば、電子キー２０がＢＣＭ１０から第１コードを取得
するのに、既存のトランスポンダ通信を利用可能である。また、第１コードと第２コード
との両方を用いて秘密鍵を生成する構成は、従来の構成に対してＢＣＭ１０と電子キー２
０とのソフトウェア変更を行うことで容易に対応可能である。よって、電子キー２０の部
品変更を抑えながらもセキュリティ性を向上させることが可能になる。
【００７５】
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　また、さらにセキュリティ性を向上させるために、以下のような構成（以下、変形例１
）としてもよい。変形例１では、前述のｔ１１の処理において、キー側一時記憶部２５９
に記憶されている第１コードを秘密鍵として用いて、電子キー２０のキー側第２暗号化部
２６１が第２コードを暗号化する構成とすればよい。ここでの暗号化は、第１暗号化アル
ゴリズムとは異なる暗号化アルゴリズム（以下、第２暗号化アルゴリズム）を用いて行う
。よって、第２暗号化アルゴリズムが請求項の別アルゴリズムに相当し、キー側第２暗号
化部２６１が請求項の暗号化部に相当する。そして、暗号化した第２コードをキー側第１
送信処理部２５１が送信する構成とすればよい。
【００７６】
　また、変形例１では、前述のｔ１２の処理において受信した、暗号化された第２コード
を、ＢＣＭ１０の車側第２復号部１６２が、自装置の第１コードを秘密鍵として用いて、
第２暗号化アルゴリズムによって復号する構成とすればよい。よって、車側第２復号部１
６２が請求項の復号部に相当する。
【００７７】
　変形例１の構成によれば、第２コードを電子キー２０からＢＣＭ１０に送信する場合に
、第２コードを暗号化して送信することができるので、セキュリティ性がさらに向上する
。
【００７８】
　（実施形態２）
　以上、本発明の実施形態を説明したが、本発明は上述の実施形態１に限定されるもので
はなく、次の実施形態２も本発明の技術的範囲に含まれる。以下では、実施形態２につい
て図面を用いて説明を行う。図９は、本発明が適用された電子キーシステム２００の概略
的な構成の一例を示す図である。なお、説明の便宜上、前述の実施形態１の説明に用いた
図に示した部材と同一の機能を有する部材については、同一の符号を付し、その説明を省
略する。
【００７９】
　実施形態２の電子キーシステム２００は、秘密鍵の生成に、ＢＣＭ１０の第１コードと
電子キー２０の第２コードに加え、ＢＣＭ１０以外の車載装置のコードを利用する点を除
けば、実施形態１の電子キーシステム１００と同様の構成である。
【００８０】
　図９に示す電子キーシステム２００は、ＢＣＭ１０と電子キー２０とに加え、車両に搭
載されるエンジンコントロールユニット（以下、ＥＣＭ）４０を含む。
【００８１】
　ＥＣＭ４０は、一例として車載ＬＡＮでＢＣＭ１０と電気的に接続されており、ＥＣＭ
制御部４１を備える。ＥＣＭ制御部４１は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、バックアップＲＡ
Ｍ、Ｉ／Ｏ等（いずれも図示せず）よりなるマイクロコンピュータを主体として構成され
、ＲＯＭに記憶された各種の制御プログラムを実行することで各種の処理を実行するもの
である。ＥＣＭ４０が請求項の他機器に相当する。
【００８２】
　また、ＥＣＭ制御部４１のＲＯＭやバックアップＲＡＭといった不揮発性メモリには、
ＥＣＭ４０に固有のＩＤコード（以下、第３コード）を記憶している。よって、ＥＣＭ制
御部４１が請求項の他機器側記憶部４２に相当する。
【００８３】
　実施形態２のＢＣＭ１０は、実施形態１の車側制御部１５の代わりに車側制御部１５ａ
を備えている。図１０に示すように、車側制御部１５ａは、コード取得部１６３を備えて
いる点を除けば、車側制御部１５と同様である。
【００８４】
　ここで、図１１のシーケンス図を用いて、実施形態２における登録関連処理の一例につ
いて説明を行う。図１１の例でも、登録の許可が、既に登録済みの電子キー２０を用いて
なされていたり、専用のツールを用いて行われていたりするものとして説明を行う。図１
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１で示す登録関連処理も、電子キー２０を追加登録する場合に限らず、初期登録する場合
にも適用できる。
【００８５】
　ｔ５１～ｔ６２までの処理については、前述のｔ１～ｔ１２の処理と同様である。よっ
て、ｔ５５の処理も請求項の車載コード送信部に相当し、ｔ５６の処理も請求項の車載コ
ード受信部に相当する。続いて、車側第１受信処理部１５２で第２コードを受信すると、
コード取得部１６３がリクエスト信号（以下、第３リクエスト信号）を、車載ＬＡＮを介
してＥＣＭ４０に送信する（ｔ６３）。ＥＣＭ４０のＥＣＭ制御部４１は、第３リクエス
ト信号を受信する（ｔ６４）。
【００８６】
　第３リクエスト信号を受信すると、ＥＣＭ制御部４１は、ＥＣＭ４０に固有のＩＤコー
ドである第３コードを自装置の不揮発性メモリから読み出し、車載ＬＡＮを介してＢＣＭ
１０に送信する（ｔ６５）。コード取得部１６３は、この第３コードを受信して第３コー
ドを取得する（ｔ６６）。よって、コード取得部１６３が請求項の他機器固有コード取得
部に相当する。
【００８７】
　コード取得部１６３で第３コードを受信すると、車側第１送信処理部１５１が、ｔ６６
の処理で受信した第３コードを、ＬＦ帯の電波にのせて送信する（ｔ６７）。よって、第
３コードが請求項の他機器固有コード及び車載コードに相当し、このｔ６７の処理も請求
項の車載コード送信部に相当する。キー側第１受信処理部２５２は、この第３コードを受
信する（ｔ６８）。よって、このｔ６８の処理も請求項の車載コード受信部に相当する。
【００８８】
　キー側第１受信処理部２５２で受信した第３コードは、電子キー２０のキー側一時記憶
部２５９に一時的に記憶される。
【００８９】
　車側第１送信処理部１５１で第３コードを送信すると、車側秘密鍵生成部１５５が、車
側第１受信処理部１５２で受信した第２コードと、ｔ６６の処理で取得した第３コードと
、車側制御部１５の不揮発性メモリに記憶されている第１コードとから、第１暗号化アル
ゴリズムを用いて秘密鍵を生成する（ｔ６９）。
【００９０】
　また、電子キー２０のキー側秘密鍵生成部２５５は、キー側一時記憶部２５９に一時的
に記憶されている第１コード及び第３コードと、キー側制御部２５の不揮発性メモリに記
憶されている第２コードとから、第１暗号化アルゴリズムを用いて秘密鍵を生成する（ｔ
７０）。
【００９１】
　図１２に示すように、ＢＣＭ１０と電子キー２０との両方で、ＢＣＭ１０に固有の第１
コードと電子キー２０に固有の第２コードに加え、ＥＣＭ４０に固有の第３コードも用い
、共通の第１暗号化アルゴリズムによって秘密鍵が生成される。図１２は、実施形態２に
おけるＢＣＭ１０と電子キー２０とでの秘密鍵の生成の一例について模式的に示す図であ
る。
【００９２】
　また、ｔ７１～ｔ８３までの処理については、前述のｔ１５～ｔ２６の処理と同様であ
る。実施形態２の構成によれば、ＥＣＭ４０に固有の第３コードも用いて秘密鍵を生成す
るので、実施形態１の構成よりもさらにセキュリティ性が向上する。
【００９３】
　実施形態２では、ＢＣＭ１０とＥＣＭ４０とが車載ＬＡＮで接続されている構成を示し
たが、必ずしもこれに限らない。例えば、ＢＣＭ１０と、秘密鍵の生成にコードを利用す
るＢＣＭ１０以外の車載装置とが、ジカ線で接続されている構成としてもよい。
【００９４】
　実施形態２では、秘密鍵の生成にコードを利用するＢＣＭ１０以外の車載装置として、
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１つの車載装置を用いる構成を示したが、必ずしもこれに限らない。例えば、２つ以上の
車載装置のコードを利用する構成としてもよい。
【００９５】
　実施形態２では、ＢＣＭ１０に固有のＩＤコード（つまり、第１コード）を秘密鍵の生
成に用いる構成を示したが、必ずしもこれに限らない。例えば、第１コードは用いず、第
１コードの代わりにＥＣＭ４０に固有のＩＤコード（つまり、第３コード）を秘密鍵の生
成に用いる構成としてもよい。この場合、第２コードと第３コードとから秘密鍵が生成さ
れることになる。また、この場合、ＢＣＭ１０は自装置に固有のＩＤコード持たない構成
としてもよい。
【００９６】
　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】
【００９７】
１０　ＢＣＭ（車載装置）、２０　電子キー（携帯機）、１００　電子キーシステム、１
５５　車側鍵生成部（車載側鍵生成部）、２５５　キー側鍵生成部（携帯機側鍵生成部）
、ｔ５、ｔ５５、ｔ６７　車載コード送信部、ｔ１１　携帯機コード送信部、ｔ１２　携
帯機コード受信部、ｔ６、ｔ５６、ｔ６８　車載コード受信部

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】



(19) JP 6036638 B2 2016.11.30

【図１１】 【図１２】



(20) JP 6036638 B2 2016.11.30

10

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   Ｈ０４Ｌ   9/32     (2006.01)           Ｈ０４Ｌ    9/00     ６７５Ａ        　　　　　
   　　　　                                Ｈ０４Ｌ    9/00     ６０１Ｅ        　　　　　

    審査官  金沢　史明

(56)参考文献  特開平１０－１４３６９５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１１－１０１１１８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－２８６８３０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１３－１５７８９３（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｌ　　　９／０８　　　　
              Ｂ６０Ｒ　　２５／２４　　　　
              Ｅ０５Ｂ　　４９／００　　　　
              Ｈ０４Ｌ　　　９／３２　　　　
              Ｈ０４Ｑ　　　９／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

