
情報通信が支える次世代のITS
～総務省ITS関連事業成果発表会～

次世代ITSの確立に向けた通信技術に関する調査検討

平成28年2月25日

豊田通商株式会社
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調査検討の背景・目的
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■ 高度道路交通システム（ＩＴＳ）の推進

• 交通事故による死傷者数は、近年減少傾向にあるものの、依然として深刻な状態にある。安全・安心で快適な交通

社会を実現するためには、既存技術を更に高度化して事故を防ぐこと等が必須であり、従来の自動車単体での運転

支援に加え、車と車、車と人等をつなぐ高度な無線通信技術を活用した安全運転支援システムの早期実用化が必要。

• 実用環境を想定したテストコース等での実証を通じて、車車間通信技術等を活用した安全運転支援システムの早期

実用化に必要となる検討課題の抽出・検証を行い、実用アプリケーションが十分機能できるよう通信の信頼性、相互

接続、セキュリティ機能を確保・考慮した通信プロトコルを策定。

歩車間通信により

歩行者の急な飛び出しによる
衝突回避車車間通信により

見通しの悪い道路での出会い
頭衝突事故防止

車車間通信により

緊急車両の接近情報を周
囲へ伝達することでスムー

ズな走行を支援

参考資料：総務省殿資料（平成２６年）より
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昨年度の成果

ア．セキュリティ機能

✓ セキュリティ要件抽出
✓ セキュリティ方式検討
✓ 運用管理方式の検討
✓ 実用性評価

イ．メッセージセット及び
通信プロトコル

✓ メッセージ情報抽出
✓ 仕様の検討
✓ メッセージセット及び

通信プロトコルの策定

ウ．相互接続試験

✓ 仕様・規定などの整備
✓ 試験内容の妥当性検証
✓ 試験実施の準備
✓ 手順・試験の実証

エ．総合検証

ア．イ．ウ．の要件を満たす車載機を搭載した車両を用い実際に車車間通信ができることを検証

✓ 車車間通信によりセキュリティ情報やメッセージセットで伝達される情報の判別
✓ 動的に変化する情報が車車間通信により伝達されることの確認
✓ 複数車両メーカの車両と複数車載機メーカの車載機を組み合わせて検証
✓ 公道を模擬した実験環境(テストコース)と公道で検証

サービスの実現可能性

✓ ①右折時衝突防止支援、②左折時衝突防止支援、③出会い頭衝突防止支援、④緊急車両情
報提供 を特に早期実用化が期待されるサービスとして抽出

【車車間通信】 【歩車間通信】

✓ターゲットの選定
✓機能要件の検討
✓導入シナリオの検討



普及に向けた検討

路車間通信を含めた
相互接続試験の効率化

など
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今年度の調査検討内容

早期実用化に向けた検討
• サービスの抽出

セキュリティ機能の検討
• 車車間通信のセキュリティ方式検討
• セキュリティ運用管理方式検討

メッセージセットの検討
• 仕様の検討

相互接続試験
• 実験環境準備（治具、ツール作成）
• 手順書・要領書作成

車
車
間
通
信
等

歩
車
間
通
信

ターゲットの選定
機能要件の検討
導入シナリオの検討

セキュリティ機能の検討
• セキュリティ情報更新スキームの検討
• セキュリティ情報更新ツールの検討

相互接続試験
• 効率的に試験が実施できるスキームの検討
• 相互接続試験ツールの検討

平成26年度調査検討内容 平成２７年度調査検討内容

次世代ITSの実現に向け
て必要となる検討事項
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総務省

全体取り纏め
（豊田通商）

セキュリティ情報更新の検討 相互接続試験効率化の検討

相互接続基準検討
車載機相互接続検証

ｾｷｭﾘﾃｨ情報更新ﾌﾟﾛﾄｺﾙ検討
ｾｷｭﾘﾃｨ情報更新（車載機）検証

ｾｷｭﾘﾃｨ情報更新方式検討
ｾｷｭﾘﾃｨ情報更新（ｼｽﾃﾑ）検討

日立製作所 デンソーパナソニック

豊 田 通 商

パナソニック

車載機相互接続検証ｾｷｭﾘﾃｨ情報更新（車載機）検証

デンソー

相互接続基準検討
テストベッド試作構築・検証

アンリツ

調査検討体制

※上記体制の他、SIPとも適宜情報共有しながら調査を実施した
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調査検討会の構成

大崎 人士 国立研究開発法人産業技術総合研究所

大庭 敦 一般財団法人日本自動車研究所

小花 貞夫【主査】 国立大学法人電気通信大学

上條 俊介 国立大学法人東京大学

久保 敬也【副主査】 マツダ株式会社

重野 寛 慶應義塾大学

柴崎 裕昭 パイオニア株式会社

末木 隆 ITS情報通信システム推進会議

杉浦 孝明 株式会社三菱総合研究所

瀬川 倉三 一般社団法人電波産業会

中尾 康二 独立行政法人情報通信研究機構

浜田 隆彦 一般社団法人電子情報技術産業協会

藤本 浩 一般社団法人日本自動車工業会

若宮 正洋 一般財団法人ＩＴＳサービス高度化機構

オブザーバー
警察庁、総務省、経済産業省、
国土交通省 道路局
国土交通省 自動車局

（敬称略、五十音順）

調査検討会は、ITSに関連する専門家、学識経験者等
から構成され、3回にわたり実施した。
活発な議論のもと、想定されるセキュリティ脅威のシナ
リを踏まえた検討や、本調査検討のスコープに留まら
ず、適合性試験なども含めた相互接続試験全体のあり
方など、様々な助言をいただき、有益な成果を得ること
ができた。

日程 審議事項

第１回 平成27年10月13日(火)
・スケジュール
・調査検討項目
・調査検討方法

第２回 平成27年12月10日(木)
・調査検討の中間報告
・検証方法

第３回 平成28年 2月22日(月)
・調査検討、検証結果の報告
・課題、提言

【調査検討会構成員】
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セキュリティ機能の検討
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セキュリティ機能の検討
～今年度調査の背景・目的～

■背景
平成26年度のセキュリティに関する検討結果

 車車間通信等のセキュリティ、及びその運用管理
（セキュリティ情報の発行・格納）方式 を検証

 普及に向けて、セキュリティ情報の更新の検討が必要

■目的
セキュリティ情報漏洩時の迅速な更新により、安全運転支援への
悪影響を最小限に抑えること

安全運転支援
システム動向

各フェーズに
向けての
検討項目

フェーズ

車車間通信等による
安全運転支援システム開始

車載機数増加による
攻撃モチベーション増加

歩車間通信等による
安全運転支援システム開始

セキュリティ確保のための方
式検討

通信のセキュリティ方式
セキュリティ情報の運用
管理（発行・格納）方式

セキュリティ維持のための方
式検討

セキュリティ情報の更新
方式（通信/運用方式)

セキュリティの
見直し・改善

歩車間通信等のセキュリ
ティ方式（運用管理も含む）

黎明期 普及期 発展期

Plan
（計画）

Do
（実施）

Check
（確認）

Act
（見直し・
改善）

セキュリティ
構築、維持及び
改善のサイクル
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安全運転システムの普及段階に応じて、３つのステップに分けて、セキュリティ情報更新スキームを検討した。

今年度はStep2について、
• 更新用通信手順の検討
• 試作した更新ツールを用いて検証を実施

セキュリティ機能の検討
～セキュリティ情報更新スキーム～

普及段階

更新
スキーム

Step1 Step2 Step3

700MHz帯電波を用いた更新
（車両停止中）

H26年度検討結果の
スキームベースの更新

更新ツール

更新用
セキュリティ情報
発行システム

更新ツール 更新ツール

700MHz帯電波
700MHz電波

700MHz帯電波を用いた更新
（車両走行中）

車載機

更新ツール

更新用
セキュリティ情報
発行システム

車載機

更新用
セキュリティ情報
発行システム

車載機

システム
操作者

更新
作業者

更新
作業者

※Step1は、昨年度ベースの為、検証済
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セキュリティ機能の検討
～セキュリティ情報更新用通信手順～

・ ディーラーのピット等での更新作業を実施
・ 周辺には更新対象でない車載機を搭載した
車両が存在

更新
ツール

ピット
更新
ツール

対象車両

周辺走行車両

待機車両 更新中の車両周辺走行車両

発進車両 始動停車車両

セキュリティ情報
発行システム想定環境

更新ツール
更新手順の概要

車載機

更新対象決定

：

更新情報を分割して送信

結合、書込み

更新開始を通知

結果を通知

更新モードへ移行

通常モードへ復帰更新完了を検知

車車間メッセージ

車車間メッセージ

更新情報の送付

起動

①
②

③
④

⑤

⑥⑦
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■更新時の要件
 更新対象車両の車載機が更新用セキュリティ情報を

受け付け、正しく更新されること
 周辺車両には影響を与えないこと
 不正車両の排除などが実現できること など

作業エリア更新ツール

車載機

車載機

車載機

走行ルート車載機

車載機

日程 平成２８年１月１３日（水）、１４日（木）

場所
トヨタ博物館駐車場と周辺道路
（愛知県長久手市）

目的
更新作業中における他の車載機間、更新後
の全車載機間で通信状態を確認し、上記要
件を満たしていることを検証する。

実験方法
走行ルートを走行する試験車両を順に1台
ずつ作業エリア（ピット）に停車させ、更新処
理を実施した後、走行ルートに復帰させる。

車両台数 ５台

備考
更新用セキュリティ情報は、事前に発行
されたものを更新装置内に保持して検証

セキュリティ機能の検討 ～検証～

走行ルート
1周 1.8Km 約5分 作業エリア
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セキュリティ機能の検討 ～検証結果～

【検証の様子】

更新前、更新作業中、更新後の通信ログから以下の要件を満たすことが確認された。

 セキュリティ情報の更新が問題なく出来ること

 更新作業中も他車の通常サービスへの影響がないこと

 セキュリティ情報の新旧が混在する環境でも通信が成立すること

 更新作業中に中断が発生しても問題なく再開できること

 不正車両が排除できること

検証結果
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相互接続試験の検討
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相互接続試験の検討
～今年度調査の背景・目的～

■背景
平成26年度の相互接続試験に関する検討結果

 相互接続試験の試験内容、運用方法を検討
 普及に向けて試験の効率化が必要

■目的
相互接続試験を効率化するためのマスター機およびテス
トベッド**の要件、試験手順を検討する。

①条件設定

②試験実施

③結果確認

④最終判定

試験開始

試験終了

口頭で試験条件を指示。

口頭で試験方法を指示。

オペレータが試験を実施。

試験結果を目視確認し、
結果判定。

試験官が全結果を集計し、
結果判定。

試験結果を誤判定する可
能性。

指示に時間がかかる。オペ
レーションミスも誘発する。

試験条件の一貫性が保て
ない。

集計に時間がかかる。
誤判定する可能性。

従来の試験方法 課題 新たな試験方法

試験条件をテストベッド**に事前登録。ソ
フトウェアで照合し、結果を自動判定。

オペレータが画面上の指示通りに操作
することで、試験を実施。

相互接続試験ツールが試験結果を最終
判定。

相互接続試験ツールが、試験結果を自
動判定。

総当りで試験を実施しているので、車載機
の種類が増加した時に試験時間が増大する

** テストベッド：試験を実施するための試験装置を含む試験環境全体* 路側機：車載機の路車間通信受信確認用
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【テストベッドの構成】 【構成機器の要件】

特殊無線機
（一般車両）

平成26年度の総当たり試験構成に用いた
特殊無線機とする。

試験項目ごとの特殊なメッセージの送信、
および受信に関しては被試験機と特殊無
線機を対向して試験を行う。

車載機
（被試験機）

相互接続試験の試験対象となる車載機。

マスター機※
（一般車両）

マスター機の要件を満たす車載機とす
る。
被試験機とマスター機を対向して試験
を行う。
一般車両と特定車両の車載機を用いる。

マスター機※
（特定車両）

路側機
被試験機と対向して路車間メッセージ
の試験を行う。

疑似通信路
各無線機のアンテナ端をRFケーブルで
相互接続する装置。

制御用PC 相互接続試験ツールを動作させるPC。

相互接続試験の検討
～テストベッドの構成と機器の要件～

※今年度の検証においては、「マスター機」は車載機の代表
機種で代用して実施した。
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相互接続試験の検討 ～テストベッド検証～

【検証】■検証の目的
 マスター機を組み込んだテストベッドで、車

載機の相互接続性が確認できること。
 テストベッドを使用した相互接続性試験が効

率的に行われることこと。

日程 平成２８年１月２０日（水）

場所
テレコムエンジニアリングセンター
（TELEC）会議室

実験内容

• テストベッドを使用して、相互
接続性確認試験要領に則した試
験を実施する。

• 「車載機の外部制御無し」と
「車載機の外部制御有り」の２
つの試験を実施し、試験が効率
化されることを検証する。

車載機 ５台（５種）

路側機 １台

擬似通信路
（接続BOX）特殊無線機

マスター機
（一般車両）

マスター機
（特定車両）

路側機

被試験機

※各車載機には、検証用に制御用PCを配置している。
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相互接続試験の検討 ～試験画面～

①条件設定 ②試験実施

③結果確認

④最終判定

①条件設定

②試験実施

③結果確認

④最終判定

試験開始

試験終了

【テストベッド（試作ツール）上の検証時の画面例】
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相互接続試験の検討 ～検証結果～

従来の試験方法

外部制御無し

約２時間

約２０分

約５分外部制御有り※

テストベッドを使用した試験方法

計画通りの検証結果が得られた

 マスター機を組み込んだテストベッドで、

車載機の相互接続性が確認できること

 試験官が試験条件を事前登録し、その

条件に従った試験が実施可能なこと

 試験担当者が、画面上の操作ガイダンス

に従って試験を実施可能なこと

 試験項目の結果判定が効率的に実施で

きること

 全試験完了時に、相互接続試験の判定

がツールによって実施できること

検証結果

※検証用にPCより直接、送信制御ができる車載機を用いた場合
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まとめ

セキュリティ機能の検討

• Step1及びStep2の実用化に必要な検討と検証を完了した。今後は、セキュリティ情
報の更新判断基準等、運用体制の整備が必要となる。

• Step3については、普及がある程度進んだ段階で、安全性やインフラ投資での経済
性を考慮しながら、検討を行う必要がある。

相互接続試験の検討

• 試験方法にツール等を活用することで、試験時間を短縮できることが確認された。

将来、実用化と更なる効率化の為、車載機の外部制御機能の標準化、および実装
が必要となる。

• 相互接続試験の前工程で、第三者による規格適合性試験を実施など、更なる運用
面での検討、整備が必要となる。



ご清聴ありがとうございました
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