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4. 楕円曲線暗号のキモチ

伊豆哲也（FUJITSU Laboratories of Europe Ltd.）

楕円曲線暗号ってご存じですか？

を録画するには，テレビとレコーダの間でお互いの

 歴史上の暗号と現代の暗号

使うには PIN コード認証が用いられます．さらに

機器認証が必要ですし，店先でクレジットカードを

「暗号」と聞いてみなさんは何を思い浮かべるで

は，ビットコインの取引の正当性はディジタル署名

しょうか．毎日のようにニュースを賑やかすサイバ

によって保証されています．ほとんどの場合，これ

ー攻撃・ハッキング・盗聴・情報漏洩などの事件

ら技術は「暗」に利用されているため，その存在に

（物騒ですねぇ）を連想される方がいらっしゃる一

気付くのは難しいですし，セキュリティ自体に実体

方で，第二次世界大戦で使用されたドイツ軍の暗号

がないため，そもそも可視化しにくいという事情も

Enigma を解読したイギリスの数学者 Alan Turing

あります．しかし暗号は確実に日常生活に溶け込ん

の生涯を描いた映画 "The Imitation Game" を思い

でいます .

出される方もいらっしゃると思います．筆者が非専

セキュリティを達成するために必要となる要素

門家の方に暗号を紹介する際，経験上，どうも引か

技術の総称を「暗号技術」（Cryptography）と呼び，

れてしまう場合が多いように感じています．歴史

情報を秘匿する技術である「暗号」（Encryption）

上，暗号は軍事情報の一部だった（そして現在もそ

とは区別します．暗号は暗号技術の 1 つですが，こ

うですが）ため，独特の雰囲気を醸し出すのでしょ

れ以外にも署名・認証・乱数生成などの暗号技術が

う

☆1

．あるいは「攻撃」
「悪意」
「脆弱」などのもの

ものしい単語が原因なのかもしれません．

知られています．暗号技術はアルゴリズムにとどま
らず，デバイスへの実装方法や安全性の証明技法，

しかし現代社会では，暗号は生活のさまざまな場

攻撃方法なども含みます．システムという「家」を

面で日常的に利用されています．スマートフォンを

建てる際に，暗号技術はシステムの安全性を支える

操作するためには本人認証が必要で，PIN・パスワ

「ねじ」や「くぎ」の役割を担っており，安全性を

ード・生体情報などの入力が求められます．電話通

確保する（安全な家を建てる）上で，暗号技術（ね

信は端末・基地局間で暗号化されており，通話内容

じ・くぎ）は必須です

☆2

．

が第三者に漏れることはありません．アプリを購入
するためのクレジットカード番号を相手に伝える際

 楕円曲線暗号とは

には TLS という暗号プロトコルが用いられ，相手

楕円曲線暗号（Elliptic Curve Cryptosystems,

認証を行った上で暗号化通信が実現されます．パズ

ECC）とは，楕円曲線を用いて構成される暗号技

ルゲームでは初期画面が同じにならないよう乱数を

術の総称です．筆者が 1990 年代に楕円曲線暗号と

使って問題が作成されます．SIM カードには契約

出会ったころは「次世代の標準公開鍵暗号」と呼ば

に関する秘密情報が保存されており，第三者に取得

れていたのですが，いつの間にか「標準公開鍵暗号

されることのないよう耐タンパ技術が施されていま

（の 1 つ）」に成長し，現在では日常生活で当たり前

す．スマートフォン以外でも，デジタルテレビ番組
☆1
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このような状況を憂い，東京大学名誉教授の今井秀樹先生は「明るい暗
号」という用語を提唱されました．
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☆2

ただし，暗号技術によってすべての安全性が確保されるわけではありま
せん．

4. 楕円曲線暗号のキモチ

☆3

．本稿は，筆

iamson が 1975 年までに別方式の公開鍵暗号を実現

者が特集『暗号と社会の素敵な出会い』の編集委員

させていたことが分かっています．公開鍵暗号の処

に楕円曲線暗号の過去や現状を紹介したことがきっ

理性能は共通鍵暗号よりも数ケタ倍遅いため，すべ

かけとなり，執筆に至りました．楕円曲線暗号を説

ての暗号処理に公開鍵暗号を使うには無理がありま

明しようとするとどうしても専門的な数式が多くな

す．しかし，公開鍵暗号を用いると，共通鍵暗号に

りがちなのですが，本稿では，最低限の数式に限定

おける鍵共有の問題が解決できるため，公開鍵暗号

しつつ，ライバルである RSA とどのようにかかわ

を事前鍵共有に，共通鍵暗号を暗号通信に使用する

り合いながら楕円曲線暗号が広まってきたのかとい

ことがあります．これがインターネットにおける

う本質（キモチ）をお伝えしたいと思います．

TLS 通信の原理です．具体的には，送信者は受信

の様に利用される技術となりました

者の公開鍵を用いて（送信者が生成した）共通鍵を

RSA

暗号化して受信者に送り，受信者は暗号文を自分の
プライベート鍵で復号して共通鍵を入手します .

 公開鍵暗号
暗号では，平文と呼ばれるデータと暗号化鍵（と

 RSA 暗号と RSA 署名
Rivest，Shamir，Adleman が実現した暗号方式

呼ばれるパラメータ）を使って暗号文を生成する操
作を暗号化，暗号文と復号鍵から平文を入手する操
☆4

作を復号と呼びます

．

を RSA 暗号，署名方式を RSA 署名と呼びます

☆5

．

これら方式は，巨大な合成数の素因数分解は難し

暗号方式のうち，暗号化鍵と復号鍵が一致する（そ

い，という原理（素因数分解問題）を利用している

のときの鍵を共通鍵と呼びます）暗号方式を共通

特徴があります．パラメータとしてスーパーコンピ

鍵暗号（Common-key Cryptosystem）と呼びます．

ュータでも簡単には分解できないような合成数を利

共通鍵暗号は暗号化・復号をとても高速に処理でき

用することで，RSA 方式の安全性を保証していま

る反面，共通鍵暗号によって通信する前に，情報の

す．現時点での素因数分解記録は 768 ビット（232 桁）

送信者と受信者の間で共通鍵を共有しておく必要が

ですが，RSA で利用されている合成数は 2048 ビッ

あります．毎日会うような相手であれば共通鍵の事

ト（617 桁）以上の大きさなので，その素因数分解

前共有は容易ですが，インターネットのように見知

は事実上不可能です．
RSA はシンプルで優れた方式ですが，RSA Se-

らぬ相手の場合，共通鍵を事前共有するには工夫が
必要です．

curity 社が基本特許を保有していたため，当初は一

暗号化鍵と復号鍵が異なり，暗号化鍵は公開され

部での利用にとどまっていました．しかし 2000 年

ていて誰もが利用できる（暗号化できる）ようにな

に特許が失効すると，インターネットプロトコルで

っている暗号方式を公開鍵暗号（Public-key Cryp-

採用されるようになり，今では標準公開鍵暗号技術

tosystem）と呼びます．暗号化鍵を公開鍵，復号鍵

（の 1 つ）となっています．

をプライベート鍵と呼びます．1977 年にアメリカ
の Ronald Rivest，Adi Shamir，Leonard Adleman
の 3 人が実現した公開鍵暗号である RSA 暗号は世

楕円曲線暗号への道

界初めての公開鍵暗号と言われていましたが，最近

RSA が使用する 2048 ビット（617 桁）の合成数

になってイギリスの Clifford Cocks，Malcolm Wil-

を処理するのは，ハイエンドなプロセッサならとも

☆3

☆4

それでもなお学会や記事などで「次世代」と説明されることがあり , 目
にすると少し悲しくなります．
これに対し，復号鍵を持たない悪意のあるユーザ（攻撃者）が暗号文か
ら平文を入手することを解読と呼びます．

かくも，ローエンドな処理プロセッサにとっては容
易なことではありません．そこでより小さなパラメ
☆5

RSA 暗号と RSA 署名を総称して RSA 暗号と呼ぶこともあります．
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ータで同等の安全性を実現するという需要が生まれ

K を共通鍵とし
て暗号通信する

図 -2

K’ を共通鍵とし
て暗号通信する

アナログ時計における Diffie-Hellman 鍵共有

ました．この期待に応えたのが楕円曲線暗号でした．
実際，楕円曲線暗号は「楕円曲線上の離散対数問」

ート鍵 t を定め，アナログ時計において t9G を計

という問題を利用しています．以下，この問題を得

算し，その結果を花子に送ります．花子も同じよ

るまでの道のりを紹介します．

うに自分のプライベート鍵 h を定め，アナログ時計
において h9G を計算し，その結果を太郎に送りま

 時計問題

す．花子の計算結果 h9G を受け取った太郎は，さ

我々が日常生活で使用するアナログ時計を考えま

らに自分のプライベート鍵 t を使って K=t9(h9G)

す．ただし 12 の目盛りの代わりに 0 の目盛りを使

を計算します．同様に太郎の計算結果 t9G を受け

います（図 -1）．アナログ時計において，5 時から

取った花子は，自分のプライベート鍵 h を使って

3 時間経つと 8 時になることを 5 % 3=8 と表すこと

K′= h9 (t9G) を計算します．実はこれらの計算

にします．ほかにも，5 % 7=0，6 % 8=2 などとな

結果が一致する（つまり K= K′となる）ため，太

ります．つまり % という記号は，通常の時刻の足

郎と花子は K, K′を共通鍵として利用することがで

し算の結果を 12 で割った余りを求めています . あ

きるのです．この方式を（アナログ時計における）

る時刻 G 時を a 回足し算した結果を a9G と書くこ

Diffie-Hellman 鍵共有方式と呼びます．太郎と花子

とにします．つまり

は計算結果 t9G と h9G を送り合っていますが，時

a

G=G

… G
a個

計問題を解くことができないことを仮定しているた
め，これら情報からプライベート鍵 t, h が漏れるこ

です．G と a9G から a を求める問題を時計問題と

とはありません．太郎と花子は相手のプライベート

呼ぶことにします（本稿だけで使用する用語です）．

鍵を知ることなく，共通鍵を共有できているのがポ

たとえばアナログ時計において a95=4 となる a

イントです．

．
を求めるのが時計問題です（解は a=8）

 時計問題は難しくない
 時計問題と Diffie-Hellman 鍵共有
時計問題を解くのが十分に難しければ，以下のよ

1078

しかし時計問題は簡単に解けてしまいます．実際，
a95=4 に対しては，195=5，295=10，395=3，

うにして鍵共有を実現することができます（図 -2

495=8，595=1，695=6，795=11，895=4

参照）システム管理者はある時刻 G 時のパラメー

と計算していくことで a=8 を求められます．これ

タを定めて公開します．太郎が花子と共通鍵暗号

はアナログ時計の値の種類が少ない（サイズが小さ

を用いて通信したい場合，太郎は自分のプライベ

い）ことが原因なので，サイズをもっと大きくすれ
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拡張アナログ時計

ば抵抗できるように思えるかもしれません．しか

図 -4

拡張アナログ時計における Diffie-Hellman 鍵共有

し時計問題は，サイズにかかわらず，本質的に簡
単であることが分かっています．上の問題の場合，

ある時刻 G 時を a 回掛け算した結果を G と書くこ

59 5=1 となることが分かっていれば，a95=4

とにします．つまり

a

の両辺に 5 をかけることで，

(a 5) = 5 × 4
(5 5) a = 20
5

a=8

Ga = G

… G
a個

です．G と G から a を求める問題を拡張時計問
a

題と呼ぶことにします（やはり本稿だけで使用す
る用語です）．たとえば拡張アナログ時計において

となり，解が簡単に得られます（なお，サイズ n

6 =4 となる a を求めるのが拡張時計問題です（解

のアナログ時計において，x9G=1 となる x を求め

は a=10）．

a

るには，G と n に対して拡張ユークリッド互除法
というアルゴリズムを用います）．

拡張時計問題を解くのが十分に難しければ，時計
問題の場合と同様に Diffie-Hellman 鍵共有を実現

時計問題が簡単に解けてしまう原因は，数字の間

することができます（図 -4 参照）．アナログ時計に

で足し算だけでなく掛け算が計算できる点にありま

おける足し算を，拡張アナログ時計における掛け算

す．したがって，素因数分解問題に代わる問題を見

に変更する必要がありますが，共有方法はすぐに理

つけるには，足し算ではなく掛け算を使って時計問

解できると思います .

題と同様の問題を構成する道と，足し算しか計算で
きない世界を見つける道の 2 つが考えられます．

 拡張時計問題の難しさ
拡張時計問題は簡単に解けるのでしょうか．時

 拡張時計問題と Diffie-Hellman 鍵共有
まず，掛け算を使った時計問題（拡張時計問題）

計 の サ イ ズ が 小 さ い 場 合 に は，6 =4 に 対 し て
a

は，6 =6，6 =10，6 =8，6 =9，6 =2，6 =12，
1

2

3

4

5

6

を紹介します．時計問題と同様にアナログ時計を使

6 = 7，6 =3，6 =5，6 =4 と計算していくこと

用するのですが，今度は 13 個の数字を持った拡張

で解 a=10 が求まるので，もっとサイズの大きな

アナログ時計を使用します．やはり真上の位置の目

拡張アナログ時計で考える必要があります．

7

8

9

10

．拡張アナロ
盛りは 0 であるとします（図 -3 参照）

しかし，時計問題とは異なり，サイズが大きい場

グ時計では時刻と時刻の掛け算を 13 で割った余り

合の拡張時計問題を解くことは簡単ではありませ

を考えて，その記号を ^ で表します．つまり時刻

ん．実は拡張時計問題は乗法型の離散対数問題と呼

同士の掛け算は 3^5=2，7^6=3 のようになります，

ばれるのですが，乗法型の離散対数問題を解くこと
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るためのもう 1 つの道は，足し算しか計算できない
時計暗号・拡張時計暗号

楕円曲線暗号

世界を見つけることでした．たとえば 2 次元ベクト
ルはベクトル同士で足し算を計算することができま
すが，掛け算は計算できません

☆7

．しかしベクトル

の足し算は x 座標同士，y 座標同士の足し算を組み
合わせただけなので，新しい問題を構成できたとし
ても，時計問題や拡張時計問題と同程度の難しさし
か期待できません .
暗号では暗号文を復号することで元の平文が得ら
れるという性質がありますので，輪の構造が本質的
図 -5

に必要です．時計問題や拡張時計問題は，時計の文

アナログ時計・拡張アナログ時計と楕円曲線

字番が生成する輪の上で問題を考えていました．輪
は簡単でないことから，TLS などの通信プロトコ

は 1 本のひもの端と端を結び付けたものなので，輪

ルは Diffie-Hellman 鍵共有を使用しています．「離

とひも（正確には，一方の端点は含み，他方の端点

散」とは整数だけを考えていること，
「対数」とは

は含まない）は同じと考えられます．そこで輪を 2 つ

6 =4 が a=log64 と表せることが理由です．ところ

に増やすために，ひもの代わりに長方形（ただし縦

a

が対数記号を用いると a=log64=log62 =2log62 と
2

なりますので，6 =2，つまり log62=5 であること
5

から a=2log62=2・5=10 が得られます．このよう

横とも一方の線分は含み，他方の線分は含まない）
を考えます．この長方形の縦横の辺を貼り合わせる
と浮き輪（の表面）となり，輪が 2 重になっている

に乗法型の離散対数問題では，対数値の間の関係式

ことが分かります（図 -5 参照）
．この浮き輪のことを，

から求めたい解を求めることが可能です．しかも整

数学的では楕円曲線と呼んでいます

数が素解と合成数に分類できるため，関係式を求め

号は，この浮き輪の表面上の輪における離散対数問

るための指針を考えることができるのです．このた

題を使って構成されることになります .

☆8

．楕円曲線暗

め，乗法型の離散対数問題を解く計算量（手間）と
素因数分解問題を解く計算量（手間）はかなり似通

 楕円曲線上の離散対数問題

っており，乗法型の離散対数問題による Diffie-Hell-

楕円曲線では，（アナログ時計と同じように）点

man 鍵共有を使用する場合，RSA と同じく 2048 ビ

と点の足し算を計算することができます． しかも

ット（617 桁）以上のサイズの「拡張時計」の利用

この足し算はベクトルの足し算のような座標同士の

が推奨されており，当初の目的であった「小さなパ

足し算よりも複雑であるため，時計問題のように掛

☆6

ラメータ」は実現できないことが分かります

．

け算の影響を受けることがありません．楕円曲線上
の点同士の足し算も % と表すことにすると，点 G

そして楕円曲線暗号へ

と点 a

G=G

… G から a を求める問題を楕
a個

 楕円曲線とは
RSA と同じ安全性を小さなパラメータで確保す

円曲線上の離散対数問題と呼びます．楕円曲線上の
離散対数問題を解くのが難しいと仮定すると，アナ
☆7

☆6

1080

ただし Diffie-Hellman 鍵共有が素因数分解問題とは異なる原理によって
実現されている点は重要です．将来において , 素因数分解問題を解く画
期的なアルゴリズムや計算機が見つかった場合，RSA は安全でなくなり
ます．しかし原理が異なる Diffie-Hellman 鍵共有は，その影響から逃れ
られる可能性が残るからです．

情報処理 Vol.56 No.11 Nov. 2015

☆8

ベクトル同士では内積や外積を計算することができますが，3 つ以上の
ベクトルの積の順序が自由に交換できないという点で，内積や外積は掛
け算と区別して考えます．
楕円と楕円曲線は異なる曲線です．以前にある新聞が楕円曲線暗号のこ
とを「楕円暗号」と呼んでいたため，楕円曲線暗号は楕円を使っている
と誤解されることがありました．

4. 楕円曲線暗号のキモチ

ログ時計の場合と同様に Diffie-Hellman 鍵共有を

ています．現在ではディジタル機器の相互認証や，

実現することができます（図 -2 参照）．

ビットコインの取引の正当性保証において楕円曲線

楕円曲線上の離散対数問題は簡単には解けないこ

暗号が利用されています．また近年では，楕円曲線

とが分かっています．このため，楕円曲線上の Dif-

暗号のパラメータの小ささが評価され，PKI（Public

fie-Hellman 鍵共有は TLS などの通信プロトコルで

Key Infrastructure，公開鍵暗号基盤）における証

実際に利用されています．しかも，拡張時計問題と

明書でも楕円曲線暗号の利用が広まりつつあります．

は異なり，楕円曲線上の点には「素数」
「合成数」の

なお，楕円曲線暗号に関しては，カナダの Certi-

ような分類がないため，楕円曲線上の対数値同士の

com 社（現在は RIM 社の配下）がたくさんの特許

関係式を求めたとしても，その関係式が求めたい離

を保有していることが知られています．楕円曲線暗

散対数問題の答えを導くことはありません．このた

号は RSA に比べて若い技術であるため，多くの特

め，2048 ビットの RSA と同じ安全性を確保するに

許がまだ有効である点には注意が必要です．

は，点の個数が 256 ビットとなる楕円曲線を利用す

暗号技術に関連する参考文献を文末にまとめます．

ればよいことになり，当初の目標だった，小さなパ

暗号技術は歴史が浅く，過去の結果（常識）が後に

ラメータによる安全性が達成できたことになります．

なって覆されることも多いため，新しい文献を参照
することをお勧めします．文献 1）は暗号技術の原

 楕円曲線暗号

理を丁寧に解説した良書で，もともと評判が良かっ

楕円曲線暗号は 1985 年ごろに Neal Koblitz と

た上に，最近になって大きな改訂がありました．

Victor Miller によって独立に考案されました．楕

文献 2）は新しい暗号技術の紹介を目的としていま

円曲線暗号は楕円曲線上の離散対数問題を用いた暗

す．文献 3）も最近発刊されましたが，付加機能暗

号の総称です．乗法型の離散対数問題を楕円曲線上

号や数学との結び付きに重点が置かれています．

に変換した問題が楕円曲線上の離散対数問題なので，

数学から見た最近の暗号技術については文献 4）が

楕円曲線暗号には，DSA 署名の楕円曲線版であ

あります．

る楕円曲線 DSA 署名（ECDSA 署名）
，ElGamal
暗号の楕円曲線版である楕円曲線 ElGamal 暗号，
Diffie-Hellman 鍵共有の楕円曲線版である楕円曲線
Diffie-Hellman 鍵共有（ECDH 鍵共有）などが含
まれます．
楕円曲線暗号は，RSA と同じ安全性を小さなパ
ラメータによって達成できることから，いずれは
RSA を置き換えると考えられていました． しかし
すでに RSA が使用されているシステム・プロトコ
ルで置き換えられることは難しく，楕円曲線暗号は
新規のシステム・プロトコルを中心に利用が広がっ
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