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１．暗号とはなにか（1） 
暗号(cryptography)：文章に対して変換を施し，第3者には何が書かれているかわからない状態にすること 

 

平文(plain text)：変換する前の文書 

暗号文(cipher text)：変換された状態の文書 

 

暗号コード(code) & サイファー(cipher) 

 サイファーは，通信文の文字を1対1に置きかえるのに対し，コードの方はまとまりのある語や句を他のもの

で置きかえる．暗号学者により主に研究されたのはサイファーであり，ここでも，暗号と言えばサイファーを指
すことにする． 

 

暗号を構成する基本要素＝置換（文書内の文字の位置の置換え）＋換字（他の文字と置換え） 

 

暗号技術のいろいろ 

１．共通鍵暗号（対称暗号） 

２．公開鍵暗号 

３．一方向ハッシュ関数 

４．メッセージ認証コード 

５．ディジタル署名 

６．証明書 

平文 暗号文 

暗号化 

復号化 
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１．暗号とはなにか（2） 

暗号に必要な機構 
 暗号器（encrypter）:暗号化（平文から暗号文に変換）する機構） 
 復号器（decrypter）:復号化（暗号文を平文に変換）する機構） 
 
暗号化と復号化には鍵(key)が必要になる． 
共通鍵暗号（対称暗号ともいう）＋公開鍵暗号 

暗号の例 
例暗号を2文字ずらすことで作ってみよう．アルファベットであれば，aはcに，bはdになる．した
がって，hawaiiならjcyckkになる．ここで，字をずらすというような方法をアルゴリズムといい，ずら
す文字が2文字のとき，2を鍵という．送信者が暗号アルゴリズムと暗号鍵を用いて，元の文章か

ら暗号文を作成し，通信路上を送信する．これを受け取った受信者は，送信者と同じアルゴリズ
ムと対応する鍵を用いて元の文章を復元する．第3者が，通信路上の暗号を不正に入手しても

鍵を知らないので，通常はすぐには解読できない．この解読できない期間中に目的の作業を
行ってしまうことができる．よくスパイ映画ででてくる乱数表は鍵を発生させるためのものである．
送信側と受信側で同じ乱数表をもつことにより，暗号化と復号化が可能になる．このような暗号
では，アルゴリズムと暗号化・復号化の鍵は，供に秘密にしておく必要があった．このような暗号
を，秘密鍵暗号あるいは共通鍵暗号あるいは対称暗号という． 
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１．暗号とはなにか（3） 

引用 http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/0011/27/news001_2.html 
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共通鍵暗号（対称暗号） 
暗号化と復号化に共通の鍵を用
いる。このため，暗号文を通信する
際に鍵を秘密にやり取りする必要が
ある（鍵配送問題という）。 
例）AES,DES 

共通鍵暗号（対称暗号） 
暗号化と復号化の鍵を別々に作
成し、暗号化用の鍵（公開鍵）のみ
を公開してやりとりする。鍵配送問
題を解決できる。ただし，受け取った
公開鍵が本来の相手のものである
ことを確認する認証の問題が発生
する。SSL:公開鍵と共通鍵を組み
合わせて解決する。 



１．暗号とはなにか（4） 
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世界標準セキュリティ技術:SSL
（Secure Sockets Layer）/TLS
（Transport Layer Security） 

SSL/TLSが導入されているウェブ
ページのURLは，https:// ****** 

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20071012/284424/ 

１）サーバーとクライアント（パソコン）などが
SSL/TLSによる通信を始めるときに，サーバが
「SSLサーバ証明書」をクライアントに送信する。

クライアントは，証明書が正しい「認証局」か確
認（認証）する。 
 
２） サーバから送信された公開鍵を用いて，自

身の共通鍵を暗号化し，サーバに送信する。
サーバ側では秘密鍵で復号することで，共通鍵
を取得し，この共通鍵を用いて通信する。 



２．暗号系の数学表現 
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関数Y=F(X)：XをYに写像する。 

関数Y=F(X)， 逆関数X=F-1(Y) 

暗号系 

平文と暗号文 
の関係 



３．暗号系の条件 
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４．暗号の利用目的 
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•守秘(confidentiality) : 2者間での情報秘密共有，第3者に対する情報秘匿 
 
• 認証(authentication) 

•相手認証(entity authentication): 相手が本当の相手であることを確認する
手段（第3者のなりすまし(impersonation)に対する対策) 
•メッセージ認証(message authentication)  

•データ完全性(data integrity) : 内容が改ざんされていないことを保証す
る手段 
•否認防止(non-repudiation) : 送信側は送ったことを否定できず，受信
側は受け取ったことを否定できないことの保証 
 

•アクセス管理(access control) : 正当な利用者のみアクセスできること． 



５．暗号アルゴリズムの分類（1） 
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暗号の例 
例暗号を2文字ずらすことで作ってみよう．ア
ルファベットであれば，aはcに，bはdになる．し
たがって，hawaiiならjcyckkになる．ここで，字

をずらすというような方法をアルゴリズムとい
い，ずらす文字が2文字のとき，2を鍵という． 
 

アルゴリズムを秘匿するか公開す
るか？ 
・秘匿アルゴリズムの場合，アルゴリズムがば
れると，秘匿強度が保てない。 

・広く利用するために標準暗号を定めようとす
るなら，公開は必須。 

・鍵のみを秘匿し，かつ十分な強度を持つよう
な暗号が必要。 

アルゴリズムの種類 



５．暗号アルゴリズムの分類（2） 
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コンピュータ：0と1だけを使って数を表す「2進数」が使われている。 
 ・数字：固定小数点表示および浮動小数点表示 
 ・文字：文字コード，ASCIIコード，JISコード，シフトJISコード，EUCコードなど 
 
平文も0と1を使った列で構成される。 
 
ビット（bit）：「0」か「1」かという２者択一の情報を1ビットという。 
 
1ビット：2進数の1桁で，0，1の2通りの状態を表すことができる。 
2ビット：2進数の2桁で，00，01，10，11の4通りの状態を表すことができる。 
3ビット：2進数の3桁で，000，001，010，011，100，101，110，111の8通りの  
     状態を表すことができる。 
4ビット：0000から1111までの16通りの状態を表すことができる。 
8ビット：00000000から11111111までの256通りの状態を表すことができる。 
nビットでは、2n（2のn乗）の情報量を表すことができる。 
16ビットでは、（2の16乗）の65536通りの情報量を表すことができる。 



５．暗号アルゴリズムの分類（3） 
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•ストリーム暗号：共通鍵暗号の一種で，１ビットあるいはすうびっとずつ逐次処
理をおこなう。鍵を鍵ストリームと呼ばれる疑似乱数として生成し，平文との排他
的論理和（XOR）を求めることで暗号化を行う。 

平文01100010 

  鍵  00101011 
  暗号文01001001 

XOR 

平文の 
1ビット 

鍵 
1ビット 

暗号文 
1ビット 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

排他的論理和（XOR） 
2つが同じなら0,異なれば1 



５．暗号アルゴリズムの分類（4） 
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•ブロック暗号：共通鍵暗号の一種で，情報をブロックと呼ばれる一定長のまとま
りに分割して処理を行う暗号方式。分割されたブロックごとに換字処理や転置処
理などを繰り返して，暗号化する。 

暗号方式 鍵長 特徴 

DES 実質56ビット 米国政府の標準として採用されたこともあり，長い間ブロック暗号
の標準の地位にいたが、コンピュータの技術が追いつきつつあり，
ブルート・フォース・アタックで短時間で解読される。 

トリプルDES 実質168ビット 
 

3DESとも書く。DESの上位互換でDESの安全性を高めるために開
発されたが、DESの処理を3回繰り返すため処理スピードが遅く，
中間値一致攻撃という攻撃法もあるため，安全性はDESの112
ビット相当となってしまう。 

AES 128～256ビット 
 

現在の米国政府の標準暗号。安全で高速（パソコンを用いた場
合，DESと比較して1.5～5倍高速です）であり，幅広いプラット
フォームで利用できる。 

Camellia 128～256ビット 
 

2000年にNTTと三菱電機が共同で開発した。AESよりも安全性を

重視した設計となっていて，効率的な実装が可能。日本初のイン
ターネット標準暗号にも選定された。 

https://www.cyphertec.co.jp/techno/t_block.html 



５．暗号アルゴリズムの分類（5） 
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•公開鍵暗号：一方向性関数（逆演算の実行が困難な関数）を暗号化のための 

関数として用い，復号用の関数と鍵を別に用意することにより，暗号化アルゴリ
ズム，暗号鍵を公開してしまう方法。 



６．暗号の安全性（1） 
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暗号の一番重要な評価尺度は安全性である．安全性には，つぎのような2
つの考え方がある． 
•情報量的安全性 : Shannonにより導入されたもので，いかなる計算機能

力を費やしても情報量の面で解読不能であることを意味する．これを実現
するには，暗号化する平文以上の秘密鍵を毎回費やさなければならない
ので，現実的な安全性とはいいがたい． 
•計算量的安全性 : 最良の解読アルゴリズムと最速の計算機能力を費やし

ても，現実的に解読するのが難しいということを意味する．現在のところ，
計算量的安全性を示す絶対的な評価方法は存在せず，知られている各種
の攻撃方法を適用し，そのときに必要とするコスト（計算量，データ量，メモ
リ量）を求め，総合的に安全性を評価している． 
 
暗号への攻撃の種類 
•受動攻撃 : 通信文を盗み，内容を解読するもの．今回の話題 
•能動攻撃 : 通信文を改変・偽造し，当事者になりすましたり，通信文を破
壊したりすること．次回のコントローラセキュリティで説明 



受動攻撃（解読攻撃） 
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ここでは，受動攻撃のみを考え，これを解読攻撃と呼ぶことにする． 
◎解読攻撃： 
復号に必要な鍵自体を見つけ出すもの。 
ある暗号文の平文だけを求めるもの（補間攻撃）。 

※鍵の全数探索：すべての暗号は，存在しうるすべての鍵を探索すればい
つか必ず解読できるため，一般にはその安全性は解読にかかる計算時間
が膨大で，解読できた頃にはその情報に価値がなくなっていれば，計算量
的に安全な信号であるといえる．鍵の全数探索はあらゆる暗号に適用でき，
最低でも解読対象の鍵で暗号化した暗号文とその平文のペアがひとつわか
れば行えるので，現代暗号の研究では，この攻撃が現実的な時間で行えな
いことが最低条件で，全数探索よりも早く鍵が求められる方法すべてを解読
攻撃法という． 
◎解読攻撃の分類： 
• 全数探索 : 1組または数組の平文と暗号文の対を使い，やみくもに秘密鍵
を総当りする方法である．秘密鍵のビット数をkとすれば，2kの計算量で秘密
鍵を求めることができる． 
•ショートカット法 : 公開されている暗号アルゴリズムの内部の解析に基づき，
解読計算を効率化し， 2k未満の計算量で，秘密鍵を導出する方法である． 



ショートカット法の分類 
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•暗号文攻撃(cipher text only attack)：暗号文のみが利用できる場合の攻撃
方法で，具体的な方法としては，全数探査法（鍵の総当り）がある． 
 
•既知平文攻撃(known plaintext attack)：平文と対応する暗号文が利用でき

る場合の攻撃方法で，具体的な方法としては，辞書攻撃，タイム・メモリ・ト
レード・オフ法，線形解読法(linear cryptanalysis)がある． 
 
•選択平文攻撃(chosen plaintext attack)：攻撃者が任意に選択した平文とそ

れに対応した暗号文が利用できる場合の攻撃法で，具体的な方法としては，
差分解読法(differential cryptanalysis)，高階差分解読法，補間攻撃法，分割
統治攻撃，関連鍵攻撃，スライド攻撃，mod n 攻撃がある． 
 
•選択暗号文攻撃(chosen ciphertext attack)：攻撃者が任意に選択した暗号

文とそれに対応した平文が利用できる場合の攻撃法で，具体的な方法として
は，ブーメラン攻撃がある． 

利用できる情報により攻撃の難易があり，暗号文単独攻撃が一番難しく，下側ほ
ど攻撃者に有利になる． 



カオス暗号通信系 
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カオス(chaos)って？ 
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質問が「なんですか？」なら簡単に説明できないこともない。 
例えとして、有名な＜バタフライ効果＞の話はご存じでしょうか。 
日本で蝶がはばたくと、地球の反対側で竜巻が発生するという奴です。 
 

論理的に言えば、あらゆる地球上の天候は、全て空気の流れ（＝空気分子の相互作用）によって成
り立っています。ある場所で風が吹くことにより、別の場所でも影響を受けて風が吹き、その風が冷え
てまた別の風を起こし……という作用が地球では延々起きています。 

一つの大気分子の動きは、通常のニュートン力学的計算により、完全に測定計算可能です。ですか
ら、地球上に存在する全ての大気分子をコンピューターで数学的に計算すれば、地球上の全ての天
候は計算可能です。このような完全に計算可能な系を「決定論的」であると言います。 
 
でも、地球上の全ての大気分子を計算するなんて、どうやっても無理です。 
 

普通は、分子全ての計算なんてする必要はありません。物の長さを測って、それが原始１億個分でも
１億１個分でも、決定論的な力学計算には大きな影響を及ぼしません。でも、天候を計算しようとした
ときには、初期条件に蝶の羽ばたきによる風程度の誤差があっただけで、結果に竜巻が起きるような
差が生まれてしまう。本当に全ての大気分子を数えないと、大雑把な計算が間違いになってしまう。 
つまり、決定論的な系であるにも関わらず、計算不能であるような場合があるのです。 
これを「カオス」といいます。                              予測不能 
 

ベストアンサーに選ばれた回答 gentleyellow0404さん 
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平文 

（送りたい
信号） 

管理者 

暗号化関数 
(n-shift  cipher etc.) 

カオスシステム 

（キー＋伝送信号 

発生器） 
 

復号化関数 
(n-shift  cipher etc.) 

キー信号 

暗号化され
た伝送信号 

適応復号器 

↓ 

適応同期化機構 

ニューラルネット機構 
侵入者 

 

カオスシステム 

（キー＋暗号化関数推
定器） 
↓ 

ロバスト同期化器 

利用者 
 

時間遅れ 

ノイズ 

暗号化器 復号化器 

カオス暗号通信系 

暗号通信系の鍵の発生を乱数ではなく，カオスシステムを使って行うのが，カオス暗号通信システムである。 

松尾 孝美，中野 和司：カオス暗号通信系への制御理論的接近，計測と制御，Vol. 42 (2003) No. 12 P 1044-1051 

https://www.jstage.jst.go.jp/AF06S010SryTopHyj?sryCd=sicejl&noVol=42&noIssue=
https://www.jstage.jst.go.jp/AF06S010SryTopHyj?sryCd=sicejl&noVol=42&noIssue=12


カオス暗号の最近の動向(1) 
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https://shingi.jst.go.jp/var/rev1/0000/1127/2016_kyoto-u_5.pdf 



カオス暗号の最近の動向(2) 

情報セキュリティ基礎 第１回 21 

https://shingi.jst.go.jp/var/rev1/0000/1127/2016_kyoto-u_5.pdf 



カオス暗号の最近の動向(3) 
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https://shingi.jst.go.jp/var/rev1/0000/1127/2016_kyoto-u_5.pdf 



次回の予告 

• IoT:Internet of things(あらゆる機器がインタ
ネットにつながっている) 

• 侵入者からの攻撃への対処 

–受動攻撃 

–能動攻撃：測定機器や制御機器のデータ改ざん 
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レポート(4/25提出) 

• 暗号がどういうところで使われているか，具体例
をあげて説明せよ。 

• 代表的な暗号であるDES暗号について調べよ。 

• ＩｏＴとは何か調べて，どうしてセキュリティが重要
なのか説明せよ。また，どのような攻撃があるの
か，例をあげて説明せよ。 
– A4用紙 
– 4月25日（火）17時までに，学務係に提出すること。 
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