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VANET における孤立端末が生成した位置依存情報の信憑性評価方法
深 谷 大 樹†1

石 原

進†2

車車間アドホックネットワーク（ Vehicular Ad hoc Network:VANET ）では，各端末の生成し
た位置依存情報（特定の位置に関連付けられた情報）を配信することによる車両の衝突回避支援など
への応用が考えられている．このため，端末の位置情報が偽られると，情報の不正取得など様々な問
題が発生する．位置情報の偽りに対する従来手法として，相互に直接通信可能な複数端末が同一地域
で同様の情報が取得できたかによって信憑性の判定を行う手法がある．しかしこの手法では，他端末
と通信ができない端末（孤立端末）が生成した位置依存情報において前提条件—同一地域で複数の端
末が同様の情報を取得する—を満たさないため，信憑性評価を行うことができない．本稿では，端末
の孤立前後の遭遇記録を基にして，孤立中に存在していた存在範囲を予測し，それを基に信憑性評価
を行う手法を提案する．また，デジタル署名を用いた通信途中でのデータ改ざんや，各端末が複数の
ID を用いることによるプライバシーに関する問題への対処を行う．

A study of credibility evalution of location dependent information
generated by isolated vehicles on VANETs
Daiki Fukaya†1 and Susumu Ishihara†2
Dissemination of location dependent information is one of the important applications of
vehicular ad hoc networks (VANETs) which will be used for avoidance of traﬃc congestion,
traﬃc accident etc. If a position attached to such information is forged, many problems, e.g.
vehicular traﬃc control by malicious users, will occur. Thus evaluation of the credibility of
location dependent information is important. One solution for this is to obtain the same
information by multiple nodes which can communicate each other. However, the solution can
not applied for a case that an isolated node generates a location dependent data item. In
this paper, we propose a scheme for evaluating credibility of location dependent information
generated by an isolated node in VANETs. In the scheme, the credibility is checked by estimating possible location of the isolated node using records of encounters. We also investigated
a problem of tracking of vehicles when the proposed scheme is used.

や位置を限定した広告配信を行うことを考える．この

1. は じ め に

ようなサービスでは各端末が配信する情報に含まれ

近年，無線端末の普及により通信インフラを用い

る端末の位置情報が大きな意味を持つ．例えば，位置

ずに，車両に搭載された無線端末を用いて動的に

ベースの経路制御を用いて端末が他端末とマルチホッ

ネットワークを構築する Vehicular Ad hoc Net-

プで通信する際に，本来その通信経路に含まれていな

works(VANET) が注目を集めている．VAENT の応

い端末がその通信経路に含まれるように自身の位置情

用として，コストの高いインフラの導入が困難な地

報を偽ると，情報を不正に取得することが可能となる．

域での高度道路交通システム (Intelligent Transport

このような問題を防ぐために VANET では位置情報

Systems : ITS) への適用が考えられている．

の偽りに対する対策が必要である．

VANET において各端末の生成した位置依存情報—

配信された位置情報の信憑性を判定する方法として，

特定の位置に関連付けられた情報：交通情報や広告情

相互に直接通信可能な複数端末が，同一地域で同様の

報など—を配信することにより，車両の衝突回避支援

情報が取得できたか否かによって信憑性の判定をする
方法が提案されている1) ．しかし，端末が他の端末と

†1 静岡大学大学院工学研究科
Graduate School of Engineering, Shizuoka University
†2 静岡大学創造科学技術大学院
Graduate School of Science and Technology, Shizuoka
University

通信ができない状態 (孤立状態) において生成された
位置依存情報は，文献 1) での前提条件—同一地域で
複数の端末が同様の情報を取得する— が成り立たな
いため，信憑性評価を行うことができない．そこで本
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稿では端末が孤立した状態で生成した位置依存情報の
信憑性を，端末の孤立前後の他端末との遭遇記録に基
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以下，2 章では VANET における既存のセキュリ
る孤立端末の孤立前後の観測情報を用いた位置依存情
報の信憑性判定手法について述べる．4 章で提案手法
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図 1 複数端末の生成した同一の情報に基づいた信憑性評価

2. 関 連 研 究

末の通信範囲，平均速度，端末密度に関する閾値を設
定する．各端末が定期的に配信するビーコンより求め

VANET での位置依存情報に対する攻撃として
(1)

情報の転送途中での改ざん

られる端末の平均速度，通信範囲，端末密度が閾値を

(2)

虚偽の情報の配信

越すとき，受信した位置情報が虚偽であると判定する．

の二点について従来提案されている手法について説

例えば，現実的にはありえない時速 300km で走行し
ていると計算される端末の発した情報を，虚偽である

明する．

VANET において情報の転送途中での改ざんを防ぐ

と判定する．Map-based Veriﬁcation は，各端末の保

手法として，各端末で通信される情報にデジタル署名

持する地図情報に基づいて位置の正当性を判定する手

を加えるという方法が多数提案されている2)3) ．各端

法である．受信した情報に含まれる位置情報が，建物

末は事前に認証局より発行された自身の ID に対応し

や海の上など車両が存在し得ない位置から送信された

た秘密鍵を用いて情報にデジタル署名を施し，自身の

ことになっているとき，受信した情報を偽りの情報で

証明書と共に転送する．これによりデータ転送途中の

あると判定する．しかし，これらの手法は定められた

データの改ざんを防ぐと共に情報の送信端末が認証局

閾値の範囲で情報が偽られると，悪意のある端末であ

より認証された偽りのない端末であると判定できる．

るか否かを判定できないという問題がある．

しかし端末が一つの ID を用い続けると，位置トラッ

Raya らは，複数の端末が同一の位置で同様の情報

キングというプライバシー上の問題が発生する．ここ

を入手できたか否かによって信憑性を判定する方法を

で位置トラッキングとは，特定の端末が生成した複数

提案している5)（図 1）．この方法では，各端末は常に

個の情報を悪意のある端末が収集することにより，特

複数の他端末と通信が可能であるという前提に基づい

定の端末がいつ，どこに存在していたのかを，直接端

て，隣接する複数の端末でグループを形成する．同一

末を追跡しなくても間接的にわかることを意味する．

グループ内の各端末の通信には，共通鍵暗号方式を用

Calandriello らは，個々の端末が複数の ID を定期的

いることによりグループ外の端末からの攻撃を防ぐ．

に変更することにより，位置トラッキングを防ぐ手法

またグループ内で位置依存情報が生成された際には，

4)

を提案している ．この手法では，各端末は事前に認

前提条件—同一地域で複数の端末が同様の情報を取得

証局から複数個の固有の ID とそれに対応した公開/

する—より他の複数の端末も同一の位置依存情報を生

秘密鍵を取得する．この複数の ID を定期的に変更す

成していると考えられる．このとき各端末が生成した

ることにより，悪意のある端末が特定の端末が生成し

同一の位置依存情報をブロードキャストなどにより配

た複数個の情報を収集しても，生成された情報は定期

信すると，トラフィックが過度に増加してしまう．そ

的に ID が変更されたものになる．この結果，悪意の

こで，グループ内で同一の位置依存情報が生成される

ある端末は複数の ID の対応づけを行えないため，位

と，その中から選択された一つの位置依存情報に対し

置トラッキングを防ぐことが可能になる．

て，同一の位置依存情報を生成した複数の端末が生成

VANET での虚偽の位置情報の配信を防ぐ方法とし

したデジタル署名を付加する．これにより，複数生成

て，Leinmüller らは，i)Accptance Range Thresh-

された同一の位置依存情報が一つの位置依存情報に集

old(ART)，ii)Mobility Grade Threshold(MGT)，

約され，トラフィックの削減効果が得られる．また，複

iii)Maximum Density Threshold(MDT)，iv)Map-

数のデジタル署名が付加された位置依存情報を受信し

based Veriﬁcation という 4 つの判定基準を提案し

た端末は，複数のデジタル署名を用いて位置依存情報

ている1) ．ART，MGT，MDT では，それぞれ各端

のクロスチェックすなわち信憑性評価を行うことが可

─ 1622 ─

能となる．

3. 孤立端末が生成した位置依存情報の信憑性
評価手法
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2 章で述べた Raya の手法は，各端末は常に他端末
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と通信可能であるという前提に基づいている．そのた
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め，他端末と通信ができない端末（孤立端末）が生成
した位置依存情報の信憑性評価を行うことができな
かった．しかし，以下に示す例では端末が孤立中に生
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成した位置依存情報の信憑性評価が必要となると考え
られる．
図 2 観測結果と ID の対応づけ

例 「抜け道が工事中により通行できない」という位
置依存情報を孤立中に生成した端末が，他端末に

置の対応付けを行うことはできない．

対してこの情報を配信する．この抜け道を通行し
たいと考える端末がこの情報を受信した時，受信

• 悪意のある端末（位置情報を偽る端末）はネット

した位置依存情報は信憑性があると認めることが

ワーク全体に対して少数であり，複数の悪意のあ

できない．この結果，偽りのない有益な情報であ

る端末による共謀は起こらない．

るにもかかわらず受信者が利用することができな

3.2 ビーコンパケットの送信と受信

いことになる．

各端末は定期的に自身の ID i, 現在位置 P (i, t)，現

本章では，孤立中の端末が生成した位置依存情報の

在時刻 t，及びこれらの情報のデジタル署名 Si と自身

信憑性を評価する手法を提案する．提案手法では，孤

の証明書 Ci を含んだビーコン Bi,t を定期的に 1 ホッ

立中に位置依存情報を生成した端末は，その位置依存

プブロードキャストする．このビーコン Bi,t は以下

情報に孤立前後の他端末との遭遇記録を付加して配信

の式で表される．

Bi,t =< (i, P (i, t), t), Si (i, P (i, t), t), Ci >

する．これを受信した端末は，位置依存情報の生成端
末に関する過去の遭遇記録に含まれる孤立前後の端末

悪意のある端末が共謀すると，ビーコン中の ID を

の位置や，道路毎に定められた移動速度を基に，受信

偽ることが可能であるが，本論文ではこのような共謀

した位置依存情報の信憑性評価を行う．

はないものとしている．虚偽の ID が用いられた場合

3.1 想 定 環 境

はデジタル署名によって判定可能である．ビーコンに

本稿では以下の環境を想定する．

含まれる時刻情報に関する虚偽は，ビーコンの受信時

• VANET において複数の端末が自由に移動し，情

刻とビーコンに含まれる時刻情報の差を用いて判定で

報（ビーコン，他端末の観測情報，位置依存情報）

きる．

3.3 観測情報の生成と送信

を生成する．

• 端末は生成した位置依存情報を，Epidemic アル

ビーコンに含まれる位置情報に関しては，ビーコン

ゴリズム等を用いて遭遇した端末へ配布するか，

送信者の通信範囲内の位置ならば，容易に偽ることが

Geocast 等で送られる要求に応答することで他端

可能となるため，他端末から受信したビーコンの位置

末に渡す．

情報を受信しただけでは，その情報を信用することが

• 各端末は GPS 等を用いることにより，自端末の
位置を知ることができる．また，各端末は GPS

できない．
そこで，他端末の正しい位置情報を取得するため，

3.1 で述べた通り，各端末は直接通信可能な他端末の

情報を用いて時刻同期を行う．

• データ転送途中でのデータ改ざんを防ぐため，各

位置を車両に搭載したレーダ等を用いて取得する．た

端末間で通信される情報（観測情報，位置依存情

だし，レーダ単体で観測対象の端末 ID まではわから

報）には，データ生成端末によるデジタル署名を

ない．そのため，観測範囲内の他端末からビーコンを

加える．

受信することで観測結果と端末 ID の対応付けを行い，

• 各端末は直接無線通信可能な他端末の位置を，車

観測した端末の ID を把握する．具体例を図 2 に示す．

両に搭載したレーダ等の装置を用いて知ることが

端末 i が周辺の複数の他端末を時刻 t に観測した結果と

できる．ただし同装置のみを用いて端末 ID と位

して，それらの位置が図 2 のように得られたとする．端
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末 i は，他端末 j からビーコン Bj,t =< i, P (j, t), t >
を受信したとき，位置 P (j, t) を観測していれば，そ
れが端末 j であると判定する．なおこのとき端末 j か
ら受信したビーコンに含まれる位置が自身の観測結果
に存在していない場合，端末 j がビーコン情報を偽っ
ていると判定する．
なお，複数の悪意のある端末が共謀すると，虚偽の
位置情報を含む偽りのビーコンを通常の端末に送り，

P( j , t gen ) 䛜ྵ䜎䜜䜛㐨㊰
P( j , tbefore ) 䛜ྵ䜎䜜䜛㐨㊰

それに基づく誤った観測情報を生成させることが可能
となるが，このような場合は本論文での想定範囲外で
ある．

図 3 過去の観測情報を配信する条件 1

端末 i は同一端末からビーコン B を一定数受信す
る毎に，その端末 j に対する観測情報 Ii,j,t を 1 ホッ
プブロードキャストする．ただし端末 i は，受信した

で，他端末に関する観測情報を，その端末が最近通過

ビーコンが偽られていると判定した場合，その端末に

した道路セグメント 2 つのそれぞれに対して 1 つずつ

対する観測情報を配信しない．またデータ転送途中で

保持する．同一道路セグメント上で，特定の端末に対

の改ざんを防ぐために，生成した観測情報 Ii,j,t に端

する観測情報が複数得られたときには，それが得られ

末 i によるデジタル署名 Si と端末 i の公開鍵の電子

た道路セグメントの中心に最も近い位置での観測情報

証明書 Ci を付加する．ブロードキャストする観測情

を保持する．

3.5 過去の観測情報の配信

報 Ii,j,t は以下の通りである．

Ii,j,t =< (i, j, t, Pi (j, t)), Si (i, j, t, Pi (j, t)), Ci >

位置依存情報の信憑性の評価を高い精度で行うため

(i, j, t, Pi (j, t)) は観測者 i が時刻 t に位置 P (j, t) で

には，観測情報を保持する端末を，被観測者，観測者
だけに限定せず，今後被観測者から位置依存情報を受

端末 j を観測したことを表す．
端末 j を直接観測しなかった他の端末は，Ii,j,t を受
信することで，時刻 t における j の位置を信用する．

3.4 観測情報の受信

信する可能性がある端末にも同情報を与えるのがよい．
そこで，ある端末に対する過去の観測情報を，その端
末の周辺端末が共有できるようにする．

被観測者である端末 j に対する観測情報 Ii,j,t1 を受

端末 i が時刻 t に端末 j を観測し，その時，端末 j

信した端末 x は，端末 x が被観測者 j であるか否か

に対する過去の観測情報 Ix,j,tbefore を保持していると

によって，以下のいずれかの動作をする．

する．Ix,j,tbef ore を生成した端末 x は端末 i 自身，他

3.4.1 端末 x 自身が被観測者 j のとき

端末のいずれでも良い．その観測情報 Ix,j,tbefore が以

端末 i により時刻 t1 において観測された自分自身

下の条件を全て満たすとき，端末 i は過去の観測情報

に対する観測情報（被観測情報）Ii,j,t1 を受信した端

Ix,j,tbefore を観測情報 Ii,j,t に付加し 1 ホップブロー

末 x = j は，自身が保持する観測情報リストに含まれ

ドキャストする．

る自端末に対する被観測情報を更新する．観測情報リ

条件 1 観測情報 Ix,j,tbefore に含まれる端末 j の位

ストは，自端末もしくは他端末による各端末への観測

置 P (j, tbefore ) が, Ii,j,t に含まれる端末 j の位置

情報を，各端末毎に保持するもので，他端末から配信

P (j, t) を含む道路セグメントの隣接道路セグメン
トに含まれる．(図 3)

された観測情報を受信する度，または自端末が他端末

条件 2 τth > t − tbefore (τth : 閾値)

を観測する度に随時更新される．
各端末は，自分自身の被観測情報に関しては，最近
の２つのみを保持する．この 2 つは，孤立中に自身が
生成した位置依存情報 Li,t を他端末に配信するとき，

3.6 位置依存情報の生成と送信
端末 i は時刻 tgen に位置 P (i, tgen ) に関する位置依
存情報 D(P (i, tgen ), tgen ) を生成すると，この情報に
端末 i によるデジタル署名 Si と端末 i の公開鍵の電子

Li,t に付加される．
3.4.2 端末 x が被観測者 j 以外のとき

証明書 Ci を付加したメッセージ Li,tgen を生成する．

Li,tgen =< i, D(P (i, tgen ), tgen ), Si (D(P (i, tgen ), tgen )), Ci >

端末 x は，他の端末 j に対する観測情報 Ii,j,t を受
信すると，自身が保持する観測情報リストに含まれる

端末 i は Li,tgen を他端末に送るとき，Li,tgen の

端末 j に関する観測情報を更新する．観測情報リスト

生成後に端末 i が初めて他端末 xafter により観測
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図 5 直線道路における信憑性評価

図 4 端末の予測存在範囲

された時 (taf ter ) の観測情報 Ixafter ,i,tafter と，時刻
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3.7 受信した位置依存情報の信憑性判定
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• 端末 i に対する時刻 tgen 以後の最も古い観測情報

図 6 分岐・合流のある道路における信憑性評価

Ib,i,tafter
端末 j は，位置 P (i, tbefore ) から時間 tgen − tbefore

(1)

成された位置 P (i, tgen ) が予測存在範囲 Ai,tgen

で移動可能な範囲 Ai,(tbefore ,tgen ) と位置 P (i, tafter ) か

に存在する．

ら移動可能な範囲 Ai,(tafter ,tgen ) を求める．これより
端末 i の時刻 tgen における予測存在範囲 Ai,tgen は以

孤立端末 i が生成した位置依存情報 Li,tgen が生

(2)

下の式で求められる．(図 4)

予測存在範囲 Ai,tgen の面積 |Ai,tgen | が，閾値

α よりも小さい (閾値 α は各端末が任意に設定

Ai,tgen = Ai,(tbefore ,tgen ) ∩ Ai,(tafter ,tgen )

したセキュリティレベルにより決定)

予測存在範囲 Ai,tgen を計算する際に用いた端末 i
への観測情報は，位置依存情報 Li,tgen に付加された

3.8 ケーススタディ
図 5 に示す直線道路，および図 6 に示す分岐・合流

もの，および端末 j が保持する観測情報リストの中か

のある道路において，以下のシナリオを考える．

ら選出される．位置依存情報を生成した i 自身が位置

(1)

ても予測存在範囲 Ai,tgen を計算することは可能であ

端末 i が位置 P1 で他端末 x に観測された後，

P2 へ移動する．

依存情報に付加した観測情報のみを用いることによっ

(2)

端末 i が時刻 t2 に位置 P2 で位置依存情報 Li,t2
を生成する．

る．しかし，観測者が送ったが自身に対する観測情報
を端末 i が受信できない場合もあり得る．このような

(3)

端末 i が位置 P2 → P3 へ移動する．

場合，3.5 で述べたように他端末に対する観測情報を

(4)

端末 i は時刻 t3 に位置 P3 で遭遇した端末 j に
対して位置依存情報 Li,t2 を送信する．

周辺端末が共有することにより，予測存在範囲 Ai,tgen

(5)

を限定することが可能となる．

3.7.2 信憑性の判定

端末 j は受信した位置依存情報 Li,t2 の信憑性
を判定する．

端末 j は，受信した位置依存情報 Li,tgen が以下の条
件を満たすとき，Li,tgen に信憑性があると判定する．

図 6 の例では，端末 i が位置 P1 → P3 へ移動する
には 2 種類の移動経路（図中の位置 P2 を通過する経
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位置 Px で観測された情報を端末 j が受信した場合，
端末 j はこれらの観測情報を用いて端末 i が Li,t2 を

図7

移動経路と他端末の存在の有無

生成した予測存在範囲 Ai,tgen を求める．求められた

Ai,tgen はひとつの道路セグメント (この場合では経路
路：経路 1，位置 P4 を通過する経路：経路 2）が考

2 中のセグメント) に含まれている場合がある．この

えられる．この経路に他の端末が存在するか否か，端

結果，端末 i は P2 には実際にはいなかったことがわ

末が虚偽の位置依存情報を送ろうとするか否かによっ

かるため，Li,t2 の信憑性が低いと判定できる．

て，様々な場合が考えられる．以下それぞれの場合に
ついて提案手法の適用例を示す．

3.8.1 直線道路で孤立した場合

4. トラッキングの防止
2 章で述べたように，各端末は一つの ID を用い続

図 5 の道路で時刻 t2 に位置 P2 で生成された位置

けていると，位置をトラッキングされる恐れがある．

依存情報 Li,t2 を受信した端末 j は，位置依存情報

これに対する従来手法として，各端末が複数の ID を

Li,t2 に付加された端末 x，j による端末 i への観測情

定期的に変更することにより位置トラッキングを防止

報 Ix,i,t1 ，Ij,i,t3 を用いて，端末 i の予測存在範囲を

する手法が提案されている4) ．

求める ．求めた予測存在範囲が 3.7.2 節の条件を満た

しかし，この手法を本稿での提案手法と併用すると，

すか否かによって，受信した Li,t2 の信憑性評価が可

悪意のある端末が位置依存情報を生成した際に，その

能となる．

情報に付加する自身に対する観測情報を，複数保持し

3.8.2 どちらの分岐路に行っても孤立する場合
図 7(a) に示すように，分岐したどちらの経路にも
他端末が存在しない場合を考える．分岐したどちらの
経路にも端末 i を観測できる他端末が存在しないため，
端末 i に関する有効な観測情報は，位置依存情報 Li,t2

ている自身の ID を用いて作成するという可能性があ
る (図 8)．つまり一つの端末が複数の端末のふりをす
ることができる．
これに対する対策として，位置依存情報の信憑性を
評価する端末が，受信した情報の ID が同一端末のも

に付加された観測情報のみである．このとき，これら

のであるかを，端末の ID を管理している認証局に問

の観測情報を用いて端末 i が Li,t2 を生成した予測存

い合わせることが考えられる．しかし，認証局を介し

在範囲 Ai,tgen を求めると，Ai,tgen は異なる道路セグ

たこのような確認を許容すると，定期的に変更される

メントにまたがって存在する (図 6)．

各端末の一連の ID の対応付けが可能になるため，第

このように，端末が孤立している際に生成した位置

三者が容易に端末の位置トラッキングが可能になって

依存情報は，3.7.2 節での信憑性判定基準を満たした

しまう．従ってこのような機能を認証局が提供するこ

としても，予測存在範囲を一つの道路セグメントに絞

とは適切ではない．

りこめないというあいまい性を持つ．ただし，端末 i

そこで，この問題を防ぐために，各端末が複数保持

が受信していないものの，P2 から P3 の間で端末 i に

する ID に有効な時間帯を設定する．さらに各 ID の

関する観測が他端末によって行われており，その結果

有効な時間帯は排他的であるとする．認証局では一連

が端末 j に到達していた場合，道路セグメントの絞込

の ID が同一端末のものであることを確認するサービ

みが行える可能性がある．

スを提供しない．例えば，時刻 t に端末が ID：A を

3.8.3 通過した分岐路に他の端末が存在した場合

用いてビーコンを送り，それに対して同じ端末が，時

図 7(b) に示すように，実際は経路 2 を走行し他端

刻 t + δ に ID:B を使って観測情報を作り，自分自身

末と通信可能であったにもかかわらず，端末が存在し

にこれを送り，受信したとする．この観測情報が含ま
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複数 ID 利用による問題

れる情報を受信した端末は，この観測情報に含まれる
端末の ID が有効な時間帯に利用されたかを確認する．

ID：A と B は同時に有効にはなり得ないので，ID:A
が不正に利用されていることを発見できる．ただし 2
つの ID の有効期間の切り替え時には，依然として，
ひとつの端末が複数の端末のふりをすることが可能で
ある．これに関しては，ID の有効期限終了直前の観測
情報は認めないようにするなどの対策が必要である．

5. ま と め
本稿では，VANET における孤立端末が生成した位
置依存情報の信憑性評価を行う手法を提案した．提
案手法では，位置依存情報の生成位置の信憑性を，そ
れに付加された端末の自身の観測情報，およびネット

文

献

1) Leinmüller, T., Maihöfer, C., Schoch, E. and
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ワークの中で配布された観測情報を用いることで判定
する．提案手法では，推測可能な位置依存情報の生成
位置と，判定対象の位置依存情報の生成位置との無矛
盾性によって判定を行うが，依然として，位置に対す
るあいまい性が残る場合がある．今後実際の道路を前
提としたシミュレーションを行い，本手法の有効性を
評価する予定である．
ケーススタディを行うことにより，孤立端末が生成
した位置依存情報の信憑性の判定結果にあいまい性が
起こりうる可能性があることがわかった．これにより，
提案手法は位置依存情報の信憑性の判定を行う一つの
判断基準として用いる際に有効であるといえる．
今後は，シミュレーションを用いた提案手法の評価
を行い，観測情報の効率のよい配布方法について改良
を行う．
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