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インターネットでの情報伝達 

情報の盗聴 

受信 送信 

インターネット 
中継コンピュータ 

盗み見 
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情報を安全に送るには何が必要か 

(1)  盗み見の防止は不可能 

  インターネットで情報を送る限りは、情報 

  の盗み見を完全に防ぐことは不可能 

(2)  読むことができないようにする 

     情報を「暗号化」して送信する。 

   送信者： 情報を暗号化する。 

   受信者： 復号化して情報に復元する。 
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 使用されている暗号を調べる 

(1)  暗号化されたWeb 

  http :   暗号化されていないWeb 

     https : 暗号化されたWeb (s: security) 

(2) 使用されている暗号を調べる 

     httpsのWebページを右クリック  プロパティ 

   (a)  接続:  SSL 3.0、RC4/128 ビット暗号 (高);     
         RSA / 1024 ビット交換 

   (b)  接続:  TLS 1.0、AES/128 ビット暗号 (高);  
         RSA / 1024 ビット交換 
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暗号化通信システム 

(1) SSL (Security Session Layer)  
     SSL は、Netscape 社によって開発された通信路 

   を暗号化する仕組み。 
     プライバシーに関わる情報やクレジットカード番号、 
   企業秘密などを安全に送受信することができる。 
     RSA暗号で鍵を送付し、データ自体は共通鍵暗号 
 で暗号化して送信する、ハイブリッド方式 

(2) TLC (Transport Layer Security) 

     SSLを標準化団体IETFで標準化したもの 
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共通鍵暗号と公開鍵暗号 

(1) 共通鍵暗号 
  暗号化と復号化で共通の鍵を使用 
  利点： 高速に処理できる 
  欠点： 鍵の送信が必要である 

(2) 公開鍵暗号 

     暗号化した鍵では復号化できない 

  利点： 鍵の送信が不要(公開鍵で暗号化) 

     欠点： 共通鍵暗号に比べ処理が遅い 
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共通鍵暗号 

(1)  紀元前50年にシーザーが使用 
    英字を指定数ずらす。(a,b,c,..  d,e,f,..)   

(2)  暗号化処理 
      ビットの転置、シフト、加算(桁上げなし)の 組み合わ

せ。暗号化強度はビット数に依存。 

(3) 代表的な暗号 
  (a)  DES（Data Encryption Standard) ： 1977年に米国標準  

  (b)  AES (Advanced Encryption Standard)：2002年DESの後継  

  (c)  RC4： RSA暗号を開発したR.L.Rivestの開発した暗号  
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シーザー暗号の例 

Key = 3文字ずらす 

暗号化 (平文: NOTE   暗号文: QRWH)   

復号化 (暗号文: QRWH   平文: NOTE) 

 

情報セ６ 

A B C D E F G 

H I J K L M N 

O P Q R S T U 

V W X Y Z A B 

9 

共通鍵暗号方式の仕組み 

• ブロック暗号 

 平文（入力データ）を固定長に分けて暗号化 

 鍵に従い、シャッフルと論理演算を繰り返す 

 暗号の種類： DES, IDES, AES 

• スツリーム暗号 

 平文を１ビット又は１バイトずつ暗号化 

 鍵から作成した疑似乱数と論理演算をする 

 暗号の種類:  RC4 
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共通鍵暗号と公開鍵暗号 

• 共通鍵暗号 
 利点： 暗号化、復号化の処理が高速 
 欠点： 鍵が共通なので、安全に鍵を送れない 
• 公開鍵暗号 
 利点： 鍵が安全に送れる。暗号鍵は公開可 
 欠点： 暗号化、復号化の処理が遅い 
• ハイブリッド暗号 

 公開鍵暗号と共通鍵暗号を両方使用する 

 共通鍵を公開鍵暗号で送信、本文は共通鍵 

情報セ６ 

2013/10/27 11 

公開鍵暗号 

(1) 1976年に公開鍵暗号を発表 

   共通鍵暗号の鍵の「配送問題」を解決する手段と 

  して開発。暗号化と復号化に別の鍵を用いる。 

(2) 1978年にRSA暗号を発表   

   R.L.Rivest, A.Shamir, L.M.Adlemanの3名が開 

  発したのでRSA暗号と言われる。 

   多数桁の因数分解の困難性を利用した暗号方式。 

      現在の公開鍵暗号は全てRSA/1024である。 
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RSAの仕組み 

RSA暗号鍵の作成 

  (1)  素数p, qを選ぶ。 

  (2)  n = p×q及びf = (p-1)×(q-1)を計算 

  (3)  素数eを選ぶ。 

  (4)  d = 1/e mod(f)となるdを計算する。 

 

(e,n)が公開暗号化鍵、(d,n)が復号鍵となる。 
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暗号化と復号化 

RSA暗号化 

  (1) 文をn以下の数Mに変換（公開方法) 

  (2) C=Me mod(n)で暗号Cを作成 

  

RSA復号化 

  (1) M=Cd mod(n)で元の数Mに復号 

  (2) 数Mを文に変換（公開方法) 
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復号化の数学理論 

n=p×qとMが互に素なら M(p-1)(q-1)=1 mod(n) 

なるオイラーの定理を使用 

 

  Cd mod(n) = (Me)d mod(n) = Mαf+1 mod(n) 

                   = (M(p-1)(q-1))α×M  mod(n) 

                   = M mod(n) = M    

     ed = 1 mod(f)で ed=αf+1 (αは整数)を利用 
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RSA暗号変換例 

(1)  鍵とメッセージ 

 公開暗号鍵：e=43291、n=130733  

   秘密復号鍵：d=105691 

 メッセージ: YES <==>  M = 16836  

(2)  暗号化 

   C = Me = 1683643291 = 73724 mod 130733 

(3)  復号化 

   M = Cd = 73724105691 = 16836 mod 30733 
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RSAの鍵の作成例 

(1)  素数p,qを選びn,fを計算 

 p=239, q=547  :  選定  

   n=p×q=130733,   f=(p-1)×(q-1)=129948  

(2)  暗号鍵(素数,e<f)を選定 

    e = 43291 ,  (e,n) = (43291,130733)を公開 

(3)  復号鍵(秘密鍵,d)の計算 

   d =1/e = 1/43291= 105691  mod f 

   この計算はユークリッド互除法で計算する 
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RSA暗号の強度と暗号解読法 

(1)  RSA暗号の強度(1024ビット(10進309桁)) 

   RSA暗号の強度(解読の困難さ)は多数桁
の因数分解の困難さに依存している。 

(2) 多数桁因数分解の世界記録 
  (a)  1996年 RSA-130(10進130桁)を因数分解 
  (b)  1999年 RSA-155(10進155桁)を因数分解 
  (c)  2005年 RSA-200(10進200桁)を因数分解  
  (d)  2011年   RSA-787(10進232桁)を因数分解 
  (e)  現在       RSA-896(10進270桁)が未分解 
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パスワード認証の扱い？ 

• 認証用パスワードはサーバー側でどのように
管理されていると思いますか? 

  

 (1) 保存していない 

 (2) そのまま保存 

 (3) 元に戻せる暗号化をして保存 

 (4) 元に戻せない暗号化をして保存 
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パスワードの扱い解答 

• パスワードは元に戻せない暗号化（一方向
ハッシュ）されて保管されています 

• そのため、皆さんのパスワードは管理者も知
らず、再発行は不可能です  新規発行 

• パスワードは認証は、送られてきたパスワー
ドをハッシュ化して、保管しているものと比較
し、一致すれば認証します 
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パスワード認証方法 

ハッシュ値 

ファイル 

一致 

ハッシュ値 
ハッシュ 

 計算 

ハッシュ 

 計算 

パスワード    

 登録 

 認証 

パスワード 

認証 

サーバー 
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暗号と一方向ハッシュ 

• 暗号 

 鍵を使用して原文に戻す事(復号)が可能 

 共通鍵暗号： 暗号鍵と復号鍵が同一 

 公開鍵暗号： 暗号鍵と復号鍵が異なる 

• 一方向ハッシュ 

 原文に戻す鍵は存在しない 

 ユーザや文章の正当性の認証に利用 
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一方向ハッシュの要件 

• 一方向性 

 原文をハッシュ計算したものがハッシュ値 

 ハッシュ値から原文に戻す逆計算がない 

• 衝突耐性 

 異なるA,Bでは非常に高い確率でハッシュ値A
とハッシュ値Bは異なる値となる 

• 計算の高速性 
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パスワード漏洩の例 

• 対象企業： Yahoo! JAPAN 

• 2013年5月17日 

  「2200万件のIDが漏れた可能性があるが、パ 

  スワードは含まれていない」 

• 2013年5月23日 

 「148.6万件でハッシュ化されたパスワードと、  

 秘密の質問と答が流出した可能性がある」 
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読売新聞ニュースより 
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インターネットで必要な認証 

• インターネットでパスワード認証するには、
サーバー内だけの対策では不十分 

• インターネットで送信するパスワードを盗聴か
ら防ぐ必要がある 

• パスワード認証方式 
 (1) PAP認証（Password Authentication protocol) 
    暗号化しないパスワードで送信 
 (2) CHAP認証(Challenge Handshake AP) 
    暗号化したパスワードを送信 
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PAP認証（暗号化なし送信） 

IPA(情報処理推進機構）の資料より 
25 
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CHAP認証（暗号化送信） 

IPA(情報処理推進機構）の資料より 
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HTTPとHTTPSの違い 

• HTTPは暗号なし（原文のまま）通信 

 HTTPでは、パスワード認証のパスワードも変 
 換しないでパスワードをそのまま通信 

• HTTPSはデータを暗号化して通信 

 ID、パスワードの他すべてのデータを暗号化  
 して通信 

 2種類の暗号方式(公開鍵方式と共通鍵方式) 
 を使用  

27 

情報セ６ 


