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通信データの特徴を用いた Ring-LWE 問題に基づく鍵交換
プロトコルの通信量削減方法の検討
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概要：量子計算機の実現により RSA，Diﬃe-Hellman 鍵共有などの現在用いられている公開鍵暗号の脆弱
化が問題となっている．このことから量子計算機に対抗できるポスト量子暗号が研究されており，その一
つに Ring-LWE 問題に基づいた鍵交換プロトコルが提案されている．しかし，このプロトコルは鍵交換時
の通信量が既存の鍵共有プロトコルの 2 倍以上になる．このため，IoT などの多くの機器を用いる環境下
で用いる場合，通信量が爆発的に増加してしまう．そこで，本研究では鍵交換プロトコルにおける通信量
の削減を目的とし，通信データの特徴を分析し，特徴に基づいた符号化法を提案し，圧縮率を評価した．
その結果全体の 2%削減した．
キーワード：セキュリティプロトコル，鍵共有，Ring-LWE，ハフマン符号
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加してしまい，実用的でないと考えられる．

1. はじめに

そこで本稿では通信データサイズの縮小を目的として，

近年，量子計算機の実現による Diﬃe-Hellman 鍵共有な
どの公開鍵暗号プロトコルの危殆化が問題となっている．

通信データの特徴を用いたデータの符号化方法を提案す
る．さらに，提案手法を用いた時の圧縮率を評価する．

この問題に対し，量子計算機にも安全であるポスト量子暗

本稿の構成を以下に示す．まず，2 節で本研究で用いる

号の研究が盛んに行われており，既存の公開鍵暗号プロ

鍵共有プロトコルの説明を行う．3 節では送信データの特

トコルを置き換えるポスト量子暗号を用いたプロトコル

徴について説明し，その特徴を利用した符号化方法を提案

が提案されている．ポスト量子暗号を用いたプロトコル

する．4 節では提案手法を用いた際の圧縮率，符号，復号

の一つとして，Erdem らはポスト量子暗号の一つである

化の処理時間を評価し，最後に総括を行う．

Ring-LWE を用いた鍵共有プロトコルを提案している [1]．
しかし，このプロトコルは鍵共有を行う際の通信データサ

2. 関連研究

イズが既存の鍵共有プロトコルに比べ 2 倍以上であり，IoT

この節では本研究の関連研究について説明する．まずは

などの多くの機器を用いる環境下では通信量が爆発的に増

じめに提案手法を適応する鍵共有プロトコルの安全性の根

1

拠となる Ring-LWE 問題について説明し，次に鍵共有プロ
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トコルの流れについて説明し，最後に一般的な符号化方法
について説明する．
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多項式中の係数を二進数で表すと，

322 = 00000000100000, 12202 = 00010011000100
122882 = 11000000000000, 42 = 00000000000100
となる．これをリトルエンディアンで 8bit ずつ格納して
いくので 1 番目の配列には一つ目の係数 32 の 1bit 目から

8bit 目が格納される．次に 2 番目の配列には 1bit 目から係
数 32 の 7bit 目から 14bit 目が格納され，残りの 2bit に二
つ目のである係数 1220 の 1bit 目と 2bit 目が格納される．
これを繰り返すことにより，図 1 下の char 型配列が得ら
図 1 鍵共有プロトコルの流れ [1]

れる．
次にクライアント側でも同様に公開パラメータ a を求
め，秘密鍵 s′ ，エラー多項式 e′ , e′′ を求める．そして，u, v
を求め，共有パラメータを求めるための値 r を生成する．
次に u, r を encodeB により，一つの配列とし，サーバ側
に送る．そして，お互いに共有パラメータ ν を求める．最
後に SHA3-256(ν) でハッシュ値 µ を求め，この µ を共通
鍵として用いる．

図 2

2.3 一般的な符号化法

多項式 32 + 1220x + 12288x2 + 4x3 のエンコード例

符号化の手法としてハフマン符号とランレングス符号が

2.1 Ring-LWE 問題

ある．ハフマン符号は符号化する値の出現頻度からハフマ

整数集合を Z，q を整数，多項式環を Rq = Z[x]/(x +1)，

ン木を構成することにより，符号化を行う．ハフマン符号

Rq 上のエラー分布を X n とする．また，a, s ∈ Rq ，e ∈ X n ，

は出現頻度が高い値には小さい符号長を与え，出現頻度の

b = as + e とする．このとき (a, b) から s を求める問題が

低い値には大きい符号長を与える特徴がある．このため，

量子計算機を用いても困難であると考えられており，この

出現頻度に偏りがあるほど，効果が大きく，反対に出現頻

問題を Ring-LWE 問題と呼ぶ．

度に偏りがなければ効果が小さい．通信する際にハフマン

n

符号を用いる方法は二つあり，符号化するたびに出現頻度

2.2 Ring-LWE 問題を用いた鍵共有プロトコル

を求めてハフマン木を生成する動的な方法と，事前に出現

Ring-LWE 問題を用いた鍵共有プロトコルについて説明

頻度を統計的に求めてハフマン木を構築して符号化テーブ

する．このプロトコルは Perkit らが提案した認証なし格

ルを事前に作っておき，お互いに共有しておく静的な方法

子暗号ベースの鍵共有プロトコル [3] を基に提案されてい

がある．動的な方法の場合圧縮率は静的な方法よりも良い

る．このプロトコルでは法を q = 12289，多項式環の次数

が，復号のために符号化テーブルを送る必要があるため通

を n = 1024 に設定しており，これにより 128bit security

信量が大きい．これに比べ，静的な方法は圧縮率は動的な

level を保証していることが示されている．プロトコルの流

ものに劣るが，通信量は小さい．伊藤らはセンサーネット

れを図 1 に示す．サーバ側はまず公開パラメータ a ∈ Rq

ワークでのハフマン符号の利用において共有の符号化テー

をランダムに生成する．a を生成するために用いる seed は

ブルを用いることで，動的な方法に比べ圧縮率は 5%程度

32byte でランダム生成され，これを用いて FIPS-202[5] に

低下するが，通信量を大幅に抑えることを示している [6]．

公開されているハッシュ関数でハッシュ値を求める．さら

ランレングス符号は「0000000」を「07」と符号化するよ

にこのハッシュ値を分割して a を生成する．次に秘密鍵の

うに符号化する値とその値が連続している数を一つの符号

s，エラー多項式の e を生成し，a, s, e を用いて公開鍵 b．

とする符号化法である．このことから，連続している値が

多項式演算を高速化するために NTT(Number Theoretic

多ければ多いほど効果がある．反対に値が連続していなけ

Transforms)[4] を用いている．

れば符号長が符号化する前よりも大きくなる可能性がある．

次にの encodeA について説明する．encodeA() では多項
式 b の 14bit の係数と seed を符号なし 8bit に変換し，一つの

3. 提案手法

配列に格納され送信する．このとき，リトルエンディアン方
2

本提案では後述する通信データの特徴から値の出現頻度

3

式で配列に格納される．多項式 32 + 1220x + 12288x + 4x

に偏りが出るため，ハフマン符号を利用する．しかし，鍵

を 8bit の配列にエンコードした例を図 2 に示す．図 2 から

共有をするたびにハフマン木を生成して符号化を行う場
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図 4

図 3 多項式 32 + 1220x + 12288x2 + 4x3 の制限ビットの移動

符号化用の値の構築例

表 1

マシンのスペック

合，通信データに符号化テーブルを付加する必要があるた

OS

め，データサイズがあまり小さくなる可能性がある．そこ

メモリ

8GB

で事前に通信データに出現する値の頻度を調べておき，そ

CPU

Core i7 2.3GHz

OS X Yosimite 10.10.5

の頻度を元にした符号化テーブルを構築しておく．さらに
サーバ，クライアント間で事前に符号化テーブルを共有し

( 4 ) 7+7n 番目の配列に含まれる値は 7，8bit 目が「11」と

ておくことにより通信データに符号化テーブルを付加する

なる確率が小さい．

ことを防ぐ．

この特徴を用いて符号化を行う．

まず始めに通信データに見られる特徴について説明す
る．次に通信データの特徴を用いた変換テーブルの作成方

3.2 制限ビットを用いたハフマン符号化法

法について説明する．

出現する符号が各配列により頻度が異なるためハフマン
符号による圧縮が可能であると考えられる．しかし，各特

3.1 メッセージにおける特徴

徴に合わせて変換テーブルを構築すると変換テーブルが多

2 節で説明したようにサーバーとクライアント間で通信

くなってしまい，冗長であると考えられる．そこで，各配

するデータには多項式が含まれている．この多項式の係

列の制限ビットを 8bit ずつまとめて圧縮する．図 3 から

数の特徴について説明する．以降 a の二進数表記を a2 と

符号化用の値を作る例を図 4 に示す．図 4 より，4 つの配

して表す．この多項式の係数は法が q = 12289 であるた

列から制限ビットを抜き出し，8bit の値を作っていること

め，14bit で構成されている．さらに，12288 の二進数表記

がわかる．この値は制限ビットから作っているため，先に

が 122882 = 11000000000000 であることから，係数の 13,

上げた 1, 2bit 目または 3, 4bit 目または 5, 6bit 目または

14bit が「11」となる値は 12288 と 12289 の二つしかない

7, 8bit 目に「11」をとる確率が小さい．このことから出現

ことがわかる．係数としてとれる値は 0 から 12289 の全部

する値により偏りが現れるため，圧縮しやすいと考えられ

で 12290 であるため，係数の 13, 14bit 目が「11」となる

る．4 つの係数から一つの符号を作れるため，符号化用の

≈ 0.02 となり，13, 14bit 目が「11」となる確

値は 256 個作ることができる．この 256 個の値の出現頻度

率が非常に小さいことがわかる．以降，この 13, 14bit 目

からハフマン木を構築し，符号化用テーブルを構築する．

確率は

2
12290

のビットを制限ビットと呼ぶ．
次にサーバからクライアントへ送る通信データ ma (図 1

4. 評価

中の ma ) の特徴について説明する．図 1 から通信データ

この節では提案手法の評価を行う．まず通信データのサ

ma は多項式を 8bit 間隔の配列に格納して送られる．この

ンプリングを行い，3.2 節で示した通信データの特徴が表

時制限ビットは図 3 のように移動する．

れていることを示す．最後に提案手法と制限ビットをまと

図 3 から係数 32 の制限ビットは二番目の配列の 5, 6bit
目に，32 の制限ビットは 2 番目の配列の 5, 6bit 目に，1220

めずにハフマン符号化をした場合との比較を行う．なお評
価を行ったマシンのスペックを表 1 に示す．

の制限ビットは 4 番目の配列の 5, 6bit 目に，12288 の制限
ビットは 6 番目の配列の 1, 2bit 目に，制限ビットを持つ

4.1 通信データの特徴の検証

ことがわかる．さらに 8 番目の配列は 1 番目の配列と同じ

通信データの各配列での値の出現頻度を示すことによ

構成になるため，通信データの配列の番号を 1 から始める

り，各配列番号により特徴があることを示す．通信データ

とすると，図 3 から次の特徴を持つことがわかる．

を 10000 回サンプリングし，各配列番号での出現頻度を求

( 1 ) 2+7n 番目の配列に含まれる値は 5，6bit 目が「11」と

めた．その結果を図 5 から図 8 に示す．
図 5 より 2+7n 番目の配列は 48 等の 5, 6bit 目が「11」

なる確率が小さい．

( 2 ) 4+7n 番目の配列に含まれる値は 3，4bit 目が「11」と

「11」の値が，図 7 より 6+7n 番目の配列は 3 等の 1, 2bit

なる確率が小さい．

( 3 ) 6+7n 番目の配列に含まれる値は 1，2bit 目が「11」と
なる確率が小さい．

の値が，図 6 より，4+7n 番目の配列は 12 等の 3, 4bit 目が
目が「11」の値が，図 8 より，7+7n 番目の配列は 192 等
の 5, 6bit めが「11」の値がほとんど出現しないことがわか
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表 2

0.01

手法

0.008

frequency

0.006

圧縮率の評価

符号化後 (byte)

削減データ (byte)

提案

1997.86

50.14

ハフマンのみ

2047.89

0.125

0.004

かった．この理由として各配列で出現率が偏っていても特

0.002

徴を持たない配列は一様にすべての値が出現してしまうた
0
0

50

100

150

200

250

め，配列全体としての出現頻度の偏りが小さかったことが

value

図 5

2+7n 番目の配列

考えられる．

5. まとめ

0.01

0.008

本稿では Ring-LWE を用いた鍵共有プロトコルの通信
データの特徴を利用する符号化方法を提案し，全体の 2%程

frequency

0.006

0.004

度削減することができた．今後の課題として符号，復号化

0.002

にかかる処理時間を計測し，通信データの削減と処理時間
にどの程度のトレードオフがあるのかを考える必要がある．

0
0

50

100

150

200

250

本提案では符号化テーブルを用いて符号化を行う前に事前

value

図 6

に制限ビットをまとめる処理，制限ビットが抜けた部分へ

4+7n 番目の配列

のビットのシフト処理等があるため，処理時間に見合った
0.01

圧縮率にならない可能性がある．また，エンコードした後
のデータを用いたがエンコード前のデータにも注目して符

0.008

号化を考えることができる．例えば，エンコード前である

frequency

0.006

0.004

なら必ず 13, 14bit 目の値が制限ビットになるため符号化

0.002

のアルゴリズムが複雑にならない．最後に出現頻度の小さ
い「11」を「10」や「01」とスワップすることにより，
「00」

0
0

50

100

150

200

250

や「11」などの連続した値が出やすくできると考えられる．

value

図 7

こうすることで，ランレングス符号の適用も考えることが

6+7n 番目の配列

できる．
0.01
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