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RFID サプライチェーンにおいて
Format Transforming Encryption を用いた
安全な EPC 配送
豊田 健太郎1

大槻 知明2

概要：RFID サプライチェーンにおいて安全に EPC (Electronic Product Code) を配送することが求めら
れている．近年，FTE (Format Transforming Encryption) を用いて EPC を暗号化することで，RFID タ
グのメモリの制約問題を解決できることがわかっている．しかしながら，その安全性に関する議論は不十
分であった．そこで本研究では，FTE を用いて暗号化された EPC の安全性について分析を行う．その結
果，FTE のフォーマットの指定を工夫することで攻撃者が正しい EPC を特定することを困難にでき，ま
た攻撃者が EPC に関してどの程度の知識を持っているかによってフォーマットの選択方法が変わること
を示す．
キーワード：RFID サプライチェーン, EPC 配送問題, FTE (Format Transforming Encryption), セキュ
リティ分析

Secure EPC Distribution with Format Transforming Encryption
in RFID-enabled Supply Chain
Kentaroh Toyoda1

Tomoaki Ohtsuki2

Abstract: Secure EPC (Electronic Product Code) distribution is a crucial task on RFID-enabled supply
chain since anyone can interrogate RFID tags in public transportation. Recently, FTE (Format Transforming
Encryption) is found to be suitable to encrypt EPC since it clears the memory format constraint problem
on an RFID tag. In this paper, we analyse the security perspective of the secure EPC distribution with
FTE (Format Transforming Encryption). Our analysis shows that by carefully specifying these formats, an
attacker is infeasible to identify genuine EPCs and the best strategy for choosing the formats varies according
to attacker’s knowledge.
Keywords: RFID-enabled supply chain, secure EPC distribution, FTE (Format Transforming Encryption),
security analysis

市場は 2,500 億米ドルに及ぶとされている [2]．したがっ

1. はじめに

て，偽物の流通を抑制する仕組みが求められており，RFID

産業界における重大な問題のひとつに，偽物による

(Radio Frequency IDentification) がサプライチェーンに

被害がある [1]．OECD (Organisation for Economic Co-

おいて商品の “真贋保証書” としての役割を果たす技術と

operation and Development) によると世界における偽物の

して注目されている [3]．RFID の付加された商品は各サ
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プライチェーン・パーティの保持する RFID リーダによ

1

2

り読み取られ，商品毎に入出荷イベントが記録・管理さ
れる．これにより商品が製造者から配送業者を経て小売
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店まで届けられる際に，偽物が混入していないことを確
認できる．この時，RFID に記述される商品識別コードを

Retailer

EPC (Electronic Product Code) と呼び，商品の種類毎に
様々なフォーマットが EPCglobal GS1 (Global Standard

Distributor

One) によって定義されている [4]．例えば，SGTIN (Se-

Retailer

rialized Global Trade Item Number) および SSCC (Serial
Manufacturer

Shipping Container Code) はそれぞれ製品の識別，コンテ

Distributor

ナの識別に使用される．

Retailer

しかしながら，攻撃者が正しい EPC を読み取り，それ

Distributor

を偽物の商品に付加した場合，商品の真贋判定を行うこと
Retailer

はできなくなることが指摘されている [5]．パーティ間の
図 1 想定するサプライチェーン.

輸送中に攻撃者が商品に付加された RFID にアクセスで

Fig. 1 Assumed supply chain structure.

きる可能性があることから，安全に EPC を配送する必要
がある．その手法の一つとして，EPC を共通鍵暗号方式
で暗号化した上で，共通鍵を閾値秘密分散を用いて複数の

論文の構成は以下の通りである．前提とするシステムモ

シェアに分割し，そのシェアを RFID タグの空きスペース

デルを 2 章で説明し，関連研究を 3 章で紹介する．提案方

(User Memory 領域) に書き込む方式が提案されている [6]．

式を 4 章で述べ，セキュリティ分析を 5 章で行う．特性評

以降，この研究を基にした改良方式が種々検討されている

価を 6 章にて示し，最後に 7 章で結論をまとめる．

( [7–15] 等)．
しかしながら，実用を想定した場合に検討すべき課題が
いくつか存在する．そのうちのひとつとして，どの暗号化
方式を用いればよいかという問題がある．暗号化方式の

2. システムモデル
2.1 サプライチェーン・モデル
本論文において想定するサプライチェーンは製造者

検討が必要な理由のひとつとして，RFID タグのメモリ領

(Manufacturers)，配送業者 (Distributors)，小売店 (Re-

域が限られていることが挙げられる．RFID タグの EPC

tailers) の 3 つのパーティから構成される．図 1 に想定す

格納領域は通常 64 ビットから 256 ビット程度であり，ブ

るサプライチェーンを示す．製造者は商品を製造，梱包し，

ロック長が 256 ビットである AES (Advanced Encryption

配送業者に配送する．配送業者は一旦商品を取り出し，そ

Standard) は不適である．さらに，メモリ領域が限られて

れぞれの小売店に向けて再梱包し，配送する．小売店は商

いるため，32 および 64 ビットといった比較的短い共通鍵

品の在庫を保管し，店頭に並べて販売する．さらに各パー

を使用することが考えられる [6]．このとき，攻撃者が全数

ティは EPCglobal C1G2 (Class 1 Generation 2) に準拠し

探索により正しい共通鍵を特定する可能性がある．攻撃者

た UHF (Ultra High Frequency)RFID リーダを使用し，入

は正しい共通鍵を使用した際のみ復号文が EPC のフォー

出荷時に商品に付加されたタグの読取を行う．

マットに従うことを判断基準に候補となる鍵をひとつひと

製造者は商品の種類に合わせて，使用する EPC フォー

つ試すため，いずれ正しい共通鍵を特定できる．したがっ

マットを適切に選択する [4]．代表的なフォーマットには

て，EPC の暗号化にどの暗号化方式を用いるべきかを検

SGTIN，SSCC，CPI (Component Part Identifier)，GID

討することは実用を想定した場合に重要な問題である．

(General Identifier) などがある．例えば，SGTIN には製

本論文では，FTE (Format Transforming Encryption)

造者コード，商品コード，シリアルナンバーなどが含ま

を暗号化方式として用いた安全な EPC 配送を提案する．

れており，製品に付加される．EPC のフォーマットは 8

FTE は平文と暗号文ののメッセージフォーマットをそれぞ

ビットのヘッダが含まれ，これにより RFID リーダによっ

れ指定できる共通鍵暗号方式である [16–18]．FTE を用い

て読み取られた EPC がどのフォーマットであるかを判別

る際に，平文および暗号文のフォーマットとして EPC の

できる．例えば，96 ビットの SGTIN である SGTIN-96 は

メッセージフォーマットを指定することで，格納領域の問

“11000000” が指定されている．

題を解決できるだけでなく，攻撃者はどの鍵候補を試した
としても復号文が EPC のフォーマットとなることから正

2.2 攻撃者モデル

しい共通鍵を特定するのを困難とする．指定するメッセー

攻撃者のゴールは製造者の製造する商品の正しい EPC

ジフォーマットと攻撃者の正しい共通鍵の特定できる確率

を得ることである．そのために，攻撃者はサプライチェー

について考察を行い，攻撃者の輸送される商品についてど

ンのパーティ間で商品が輸送される経路において商品に付

の程度知識があるのかによって，指定すべきフォーマット

加されたタグを読み取るモデルを想定する [6, 7, 19]．図 2

が異なることを示す．

および図 3 に攻撃者の存在領域および位置の例を示す．本
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Truck carrying
products

256 ビットの倍数の長さとなる．しかしながら，一般的な
EPC C1G2 に準拠した RFID タグの EPC 領域の 32 ビッ
トから 256 ビット程度であることを考えると AES の利用
は適さない．この問題を緩和するために Blowfish のように

Attacker's
inaccessible zone

Attacker's accessible zone

ブロック長が 64 ビット程度と短い方式によって改良が検

Attacker's
inaccessible zone

討されているが，EPC 長はフォーマット毎に異なってい

図 2 攻撃者の商品に近付ける領域．

るため完全に解決しているとは言えない．さらに 2 つ目の

Fig. 2 Attacker’s accessible zone.

問題点として，同様にメモリ領域の大きさの制限により鍵
長の短い共通鍵を使用する場合に，攻撃者が正しい共通鍵
を特定できる可能性がある点が挙げられる．したがって，
これらの課題を解決する手法が求められている．これまで

Attacker's
vehicle
図 3

安全な EPC 配送のためにどの暗号化方式を使用するべき

Truck
carrying products

かについての議論はされてこなかった．本研究では，適切
な暗号化方式を選択することによってこれらの課題を解決

攻撃者の位置の例．

Fig. 3 An example of attacker’s position in the accessible zone.

論文では，攻撃者はトラック内の全商品のタグを読み取れ
ると仮定する．これは一部の商品のタグのみ読み取れる従

できることを示す．

4. 提案方式
本論文では，共通鍵暗号方式に FTE を用いた安全な

EPC 配送手法を提案する．FTE は平文と暗号文ののメッ

来の仮定 ( [6, 7, 19]) よりも弱い．

セージフォーマットをそれぞれ指定できる共通鍵暗号方

3. 関連研究

式である [16–18]．FTE を用いる際に，平文および暗号文

本章では，上述の攻撃者に対してこれまで検討されてき

のフォーマットとして EPC のメッセージフォーマットを

た防御策を関連研究として紹介し，さらに未解決の課題を

指定することで，格納領域の問題を解決できるだけでな

列挙する．

く，攻撃者はどの鍵候補を試したとしても復号文が EPC

攻撃者のゴールは正しい EPC を得ることにあるため，暗

のフォーマットとなることから正しい共通鍵を特定するの

号化により安全に EPC を配送する方式が検討されてきた

を困難とする．ここで Fplain および Fcipher がそれぞれ平

( [7–15] 等)．これらのほとんどは，商品の EPC を共通鍵

文および暗号文のフォーマットを表すものとし，それぞれ

暗号方式で暗号化しておき，その共通鍵をどのように次の

PCRE (Perl Compatible Regular Expression) 形式の正規

パーティに配送するかについて検討している．その中でも，

表現で表す．例として，SGTIN-96 のタグが配送される場

共通鍵を閾値秘密分散法 [20] によって複数の部分鍵に分割

合，Fplain = 00110000(0|1){88} および Fcipher = (0|1){96}

し，その部分鍵を商品タグの空きスペース (User Memory

とすることが考えられる．ただし，(0|1){96} は PCRE 表

領域等) に書き込む方式が多く検討されている ( [7–15] 等)．

現において 96 ビットのバイナリ系列を表す．このように

これらの方式の利点は，共通鍵配布のために別途サーバを

FTE に対して適切に Fplain および Fcipher を指定すること

立てる，もしくは安全な通信路を用意する必要がない点で

で，上述の 1 つ目の課題である RFID の EPC 領域に収ま

ある．最初に Langheinrich と Marti によって Shamir の閾

るように暗号化を行うことを可能とする．さらに，攻撃者

値秘密分散法を安全な EPC の配送に用いた手法が提案さ

がいずれの鍵候補を試して得られた復号文は Fplain に従う

れた [7]．Juels 等は Shamir の方式の場合，部分鍵が元の

ため，鍵長が短かったとしてもいずれの鍵が正しい鍵であ

共通鍵と同じになることを問題に挙げ，代わりにリードソ

るかを特定することは困難である．

ロモン符号化を用いた閾値秘密分散法を提案している [6]．

以下ではまず FTE の概要を紹介し，提案方式における各

さらに Lv 等は計算量削減のために XOR (exclusive OR)

パーティの手続きを述べる．最後に指定すべきフォーマッ

を用いた閾値秘密分散法を提案している [10]．

ト Fplain および Fcipher についての考察および本方式の利

上述のように，安全な EPC の配送のために多くの手法

点および欠点を述べる．

が検討されている．しかしながら，実用を想定した場合に
解決されていない課題が存在する．そのうちのひとつとし

4.1 FTE の概要

て，RFID のメモリ領域が限られていることにより，暗号

FTE は元々，正規表現型 DPI (Deep Packet Inspection)

化された EPC が EPC 格納領域に収まらない可能性があ

で防御されたネットワークに対してブロックされるべきプ

る点がある．例えば AES のようにブロック長が 256 ビッ

ロトコルのメッセージを通過させることを目的として開発

トの共通鍵暗号方式を用いた場合，暗号化された EPC は

された [16]．すなわち，本来ならば通過できないプロトコル

－ 1119 －

のメッセージを通過できるプロトコルのフォーマットの形

リーダで読み取る．κ を Shamir の (nP , τ )-閾値秘密分散

式となるように暗号化を行う．したがって，FTE では平文

cipher →Fplain
法で復元し，DecF
(·) を用いて復号を行い，各
κ

と暗号文のメッセージフォーマットを正規表現で指定するの

商品の正しい EPC を得る．さらに商品を別のパーティに

が一般的である ( [16–18] 等)．FTE の基本的なアイディア

配送する際には，新しく鍵 κ を生成した上で，上記の製造

は，“rank-encipher-unrank” と呼ばれ，フォーマット Fplain

者と全く同じ手順を踏むことで EPC および共通鍵を配送

に従う平文 m は i ∈ Z|L(Fplain )| = {0, 1, . . . , |L(Fplain )|−1}

する．

として Fplain が構成する言語空間 L(Fplain ) において順序
付けされ，i は j ∈ Z|L(Fcipher )| に暗号化される．最後に

L(Fcipher ) の j 番目の言葉が暗号文として出力される．復
号はこれと逆のプロセスにより行われる．

4.3 Fplain および Fcipher の選択法
FTE を EPC の暗号化に用いる目的のひとつとして，暗
号化された EPC が EPC 格納領域に収まるようにするこ

文献 [18] の表記を参考にし，本論文において FTE は暗

とが挙げられる．そのために，Fplain を元の EPC の空間

号化・復号アルゴリズムのペア (Enc, Dec) として表される

を完全に覆うように選択し，Fcipher を用いる RFID タグの

ものとし，Enc および Dec は以下のように定義される．

EPC 格納領域に収まるように指定すればよい．しかしな

• Enc は共通鍵 κ ∈ K ，平文フォーマット Fplain ，暗号

がら，Fplain および Fcipher をより詳細に選択することで，

文フォーマット Fcipher ，平文 M ∈ L(Fplain ) を入力と

攻撃者が輸送中の RFID タグを読み取ったとしても元の正

し，暗号文 C ∈ L(Fcipher ) もしくは “failure” シンボ

しい EPC を復元することを困難にすることが可能である．

ル ⊥ を出力する確率的もしくは決定的アルゴリズムで

FTE の暗号化・復号アルゴリズム (Enc, Dec) は，共通鍵 κ

EncκFplain →Fcipher (M )

を共通鍵 κ，平文

だけでなく，(Fplain , Fcipher ) も必要であることから，攻撃

フォーマット Fplain ，暗号文フォーマット Fcipher を用

者がこの (Fplain , Fcipher ) のペアを知らない場合，正しい

いて平文 M を FTE 暗号化する関数と定義する．

EPC を特定することはより困難となる．このことから，攻

• Dec は共通鍵 κ ∈ K ，平文フォーマット Fplain ，暗号

撃者が (Fplain , Fcipher ) を知り得るかどうかによって，どの

ある．ここで

文フォーマット Fcipher ，暗号文 C ∈ L(Fcipher ) を入

ように (Fplain , Fcipher ) を選択するかが変わる．以下では，

plain →Fcipher
力とし，C が EncF
(M ) を満たすような平
κ

攻撃者の (Fplain , Fcipher ) に対する知識の有無に応じてそ

文 M を出力する決定的アルゴリズムである．Enc と

れぞれ議論を行う．

cipher →Fplain
同様に，DecF
(C)
κ

4.3.1 攻撃者が (Fplain , Fcipher ) を知らない場合

を共通鍵 κ，平文フォー

マット Fplain ，暗号文フォーマット Fcipher を用いて暗
号文 C を FTE 復号する関数と定義する．

この場合，攻撃者は共通鍵 κ だけでなく，(Fplain , Fcipher )
も推測する必要がある．この推測を困難にするためには，
元の網羅したい EPC 空間に加え，いくつかの使われない
フォーマットを Fplain に含ませることが考えられる．例え

4.2 各パーティの手続き
上記の FTE の定義に基づき，商品が製造者によって製
造されてから小売店まで運搬される手続きを示す．

ば，Fplain が 64 ビットと 96 ビットのバイナリ系列を網羅し
ている場合に，1，10，1{72} といった使用されないフォー

まず製造者は nP 個の製品を製造し，各々に対して EPC

マットを付加し，Fplain = (0|1){64}|(0|1){96}|1|10|1{72}

を割り当てる．さらに，共通鍵 κ を生成し，各 EPC を

と指定することが考えられる．攻撃者は例え余計なフォー

EncκFplain →Fcipher (EPC) によって暗号化する*1 ．共通鍵の

マットが Fplain に含まれているとわかったとしても，どの

配送はこれまでに提案されている任意の方式 ( [6, 10, 14]

フォーマットが含まれているかを推測することは困難であ

等) を使用できるが，ここでは，文献 [14] の方式を使用し

る．ここで Fplain を選択する上で 2 つの点を考慮に入れる

た場合について説明する．より具体的には，κ を Shamir

必要がある．1 つ目は，Fplain に指定する正規表現の空間

の (nP , τ )-閾値秘密分散法で部分鍵 {S1 , S2 , . . . , SnP } に分

が大きくなる程，暗号化に必要なメモリ量および計算時間

割した上で，暗号化された EPC と共に商品に付加された

が増加する点である．したがって，余計なフォーマットの

RFID タグに書き込む．さらに攻撃者が全ての部分鍵を読

構成する言語空間が大きくなりすぎないようにする必要が

み取ったとしても正しい共通鍵を特定できないように，nD

ある．例えば (0|1){64, 96} のように任意の 64 ビットから

個の偽のタグも同梱する．このとき偽のタグは商品の受領

96 ビットまでのバイナリ系列を表現する空間の指定は避

者 (ここでは配送業者もしくは小売店) が認識できるよう

けるべきである．2 つ目として，Fplain の言語空間の大き

に，いずれの商品にも付加せずそのまま同梱する．

さは，Fcipher のそれよりも小さい必要がある．これは平文

受領者は商品を受領するとまず nD 個の偽のタグを除き，

nP 個の商品のみの暗号化された EPC と部分鍵を RFID
*1

ただし Fplain および Fcipher の選択法については次節で説明す
る．

が Fcipher の暗号文に対して 1 対 1 対応するように写像さ
れるためである．
一方で，Fcipher は Fplain よりも選択の幅が少ない．こ
れは，攻撃者は暗号化された Fcipher に従う EPC を見るこ
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とができるためである．攻撃者は正しい Fcipher に従う全

合 {Fplain }，暗号文フォーマット Fcipher

ての暗号化された EPC を見ることは現実的には不可能で

手続：

あるが，本論文では Fcipher は攻撃者にとって既知として
扱う．

κ̂ ← OKeyGen (K)
ˆ ← OChoose ({Fplain })
Fplain

4.3.2 攻撃者が (Fplain , Fcipher ) を知っている場合

ˆ , Fcipher )
M̂i ← ODec (Ci , κ̂, Fplain

現実的には，攻撃者が (Fplain , Fcipher ) を知っている場

出力：全ての i ∈ [1, nP ] に対し，M̂i = Mi ならば 1 を

合が考えられる．例えば，サプライチェーン全体で使

返す．そうでなければ 0 を返す．

用する (Fplain , Fcipher ) が固定の場合，(Fplain , Fcipher ) は

Claim 1. 上記のチャレンジに対し, Fplain を知らない攻

パブリックなものとして扱う必要がある．このとき，攻

撃者の成功確率は以下のようにバウンドされる．

撃者が (Fplain , Fcipher ) を知らない場合と比較して，より
タイトに Fplain を指定すべきである．より具体的には，

Pr[Cha ⇒ 1] < 2−(nE +|κ|) .

Fplain = 00110000(0|1){88} とすることにより，任意の鍵

Proof. 全ての正しい EPC を得るためには，正しい κ およ

で復号された EPC が SGTIN-96 の形式となる．これによ
り，攻撃者はどの鍵候補が正しい鍵であるかを特定するこ
とが困難となる．これは HE (Honey Encryption) と似た
考えである．HE は任意のパスワードによって復号された
平文がいずれも正しいように見える，パスワードを用いた
暗号化方式のひとつである [21]．しかしながら，攻撃者が

び Fplain が必要となる．このとき攻撃者は κ および Fplain
に対して 1 つずつ試す必要がある. したがって正しい κ お
よび Fplain を見つける確率は 2−(nE +|κ|) となる．

6. 特性評価

正しい EPC を特定することが困難な (Fplain , Fcipher ) のペ

提案方式の暗号化および復号に掛かる計算時間および
メモリ量を評価する．FTE の計算には libFTE*2 を用いる．

アについては不明確であり，今後の研究課題である．

Ubuntu 12.04 の走るシングルコア CPU および 1GB の

5. セキュリティ分析

RAM を持つ仮想環境において提案方式を実装し，各 1,000

FTE を EPC の暗号化に用いる提案方式に対してセキュ

回の計算を行うベンチマークスクリプトによって得られた

リティ分析を行う．攻撃者の目的は，暗号化されている

平均値を評価する．各試行において，元の EPC は Fplain

EPC を復号し，正しい EPC を特定することである．攻撃

に従うようにランダムに生成する．

者は nP 個の暗号化された EPC および Fcipher を与えられ

表 1 に 1EPC を暗号化/復号するのに必要な計算時間お

るが，正しい Fplain および κ を知らないと仮定する．した

よびメモリ量を示す．この表において，“Case #” は試行

がって複数の Fplain および κ を試す．さらに，攻撃者は

した (Fplain , Fcipher ) のインデックスを表し，encryption,

nE 個の余計な要素が含まれた Fplain の候補集合 {Fplain }

decryption, required memory はそれぞれ暗号化に要した

を与えられ，正しい Fplain ならびに共通鍵 κ を特定する．

時間，復号に要した時間，必要なメモリ量を示す．
まず，暗号文の長さによる計算時間とメモリ量を比較す

この条件の下では，攻撃者は以下のオラクルにアクセスで

る．1 から 4 までの (Fplain , Fcipher ) に対し，暗号化および

きる．

• OKeyGen (K): 鍵候補 κ̂ ∈ K を返す．
ˆ , Fcipher ):
• OEnc (M, κ̂, Fplain
パ ラ メ ー タ
ˆ
ˆ
(κ̂, Fplain , Fcipher ) に よ り 平 文 M を FTE 暗 号 化
ˆ の
し，暗号文 C を返すオラクル．ただし M ∈
/ Fplain

復号に必要な計算時間およびメモリ量は線形に増加してい

場合, failure シンボル ⊥ を返す.
ˆ , Fcipher ):
• ODec (C, κ̂, Fplain
パ ラ メ ー タ
ˆ
(κ̂, Fplain , Fcipher ) に よ り 暗 号 文 C を FTE 復 号

1 秒程度あれば十分であり，実用上の問題はないと言える．

し，平文 M を返すオラクル. ただし C ∈
/ Fcipher の場

ることがわかる．さらに暗号化および復号のいずれも 1 ms
オーダである．このことから，商品数が 1,000 個程度が想
定されるサプライチェーンにおいて，暗号化および復号に
さらに必要なメモリ量も Fplain および Fcipher の大きさに
応じて増加していることがわかる．また，メモリ量もキロ
バイトオーダであり，実用的であることがわかる．
次に，攻撃者が Fplain を知らない場合を考える．すなわ

合, failure シンボル ⊥ を返す.

ˆ
• OChoose ({Fplain }): 集合 {Fplain } からランダムに Fplain

ち，(i) 余計な正規表現を加えない場合と (ii) 加えた場合
で比較を行う． Case 5 および 6 に着目すると，余計な正

を返す.
上記のオラクルを使用し，攻撃者は以下のチャレンジを

規表現を加えた場合，わずかに暗号化および復号に掛かる

行う．

時間が増加することがわかる．一方，Case 7 の結果からわ

チャレンジ：Cha

かる通り，不必要に余計な正規表現を加えた場合，Fplain

入力：nP 個の正しい EPC{Mi }，nP 個の暗号化され

の言語空間が大きくなり，暗号化および復号に時間を要す

た EPC{Ci }，鍵空間 K ，平文フォーマットの候補集

*2
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表 1

1EPC を暗号化/復号するのに必要な計算時間およびメモリ量．

Table 1 Computation time and required memory to encrypt/decrypt an EPC.
Fplain

Fcipher

1

(0|1){64}

2

(0|1){64}

3

Encryption [ms]

Decryption [ms]

Required Memory [KB]

(0|1){64}

0.55

0.65

265

(0|1){96}

0.73

0.74

343

(0|1){64}

(0|1){128}

0.85

0.87

440

4

(0|1){64}

(0|1){192}

1.11

1.05

663

5

(0|1){64}|(0|1){96}

(0|1){128}

1.04

1.09

558

6

(0|1){64}|(0|1){96}|1|10|1{72}

(0|1){128}

1.09

1.11

642

7

(0|1){64, 96}

(0|1){128}

3.92

3.94

2,078

8

00110000(0|1){88}

(0|1){96}

0.71

0.75

412

9

(00101100|00101101)(0|1){88}

(0|1){96}

0.73

0.79

408

10

(00101100|00101101| · · · |00111100)(0|1){88}

(0|1){96}

0.73

0.78

444

Case #

るだけでなく，メモリ量も 3 倍以上必要となることがわか
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