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1. はじめに 

• 暗号(公開)の多くはRSA暗号から楕円曲線暗
号に移行した。 

• 現暗号(256ビット楕円曲線暗号)は最速スパ
コンでも解読に京年の強い暗号である。 

• 一方、処理と正当性チェックが分かれている
ため、脆弱性攻撃され易い。 

• 推奨暗号(secp256r1)も脆弱性攻撃されたら、
パソコンで瞬時(0.01秒)に解読される。 
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1.1 研究背景 

• 楕円曲線暗号の共用点を変更した攻撃を研究 

• 脆弱性攻撃だと、パソコンでsecp256r1は瞬時に
解読され、secp256k1は解けない 

• 攻撃で強度が低下するのは、暗号の位数が素
数から合成数に変更されるため。 

• 攻撃で変更される位数は多数あるか？ 

• 多数、6個及び1個だけの3種類と判明 

• 6個なら極端な強度低下は防げそう 
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2 楕円曲線暗号の攻撃脆弱性 

楕円曲線暗号 

解読超困難 
 (スパコンで 
 京年かかる) 

攻撃脆弱性 

大多数の公開暗号 
は256ビットの 

楕円曲線暗号移行 
 

IoTでは 
160,192ビットも使用 

種々対策 

処理とチェックが 
原理的に分離 

ゼロにできない 
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2.1 楕円曲線暗号の問題点 

 暗号処理 
   Q=n×P 

PがECC上の
点かチェック 

暗号通信 

別のECC上の点 
でも計算する 

楕円曲線暗号(ECC)の問題点 

脆弱性を利用して
チェックを外される 
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2.2 脆弱性解読のイメージ 

 暗号処理 
   Q=n×E 

PがECC上の
点かチェック 

暗号通信 

脆弱性攻撃で
チェックを外す 

点Pを不当な点E
に置き換える 

点Qからnを解読 
Q=n×PでQを置
き換え送信続行 

E受信 

Q送信 

不当な点Eでも処理する 
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3. 楕円曲線暗号の強度 

点P,Qから整数nを求める 
   関係式:  Q = n×P 
 
  位数rが点の数 

点の数が膨大 
256ビット暗号なら 
 2256 =1077個  

探す回数は点 
の数の平方根: 

2128回 

百兆の兆倍の兆倍 
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3.1 楕円曲線暗号の解読法 

• ここで解説する楕円曲線の解読法 

    全点数(位数)をrとした計算量を()内に示す。 

• 直接解読法 ( r/2 ) 

• Pollard のρ法 ( r1/2 ) 

• 並列計算できるλ法 ( r1/2 ) 

• 学習λ法 ( r1/2/c,  cは学習量で決まる) 
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3.2 攻撃による強度の変化 

点Pを 

変更 

位数rが 
  素数 
 

合成数 

fuse 

 計算量が 
乗算加算 
 
  激減 

脆弱性攻撃 変化１ 変化２ 

256ビット楕円曲線暗号の例 

 r = 2256   値6個(各約242)の合成数とする 

 計算量: 2128=1042  224=108 

  計算時間: スパコンで京年  パソコンで解ける 
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3.3 位数rの因数での解読イメージ 

元の解読 

r個を探す 

変更後の解読 

各因数個探し 
 元に戻す 
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3.4 攻撃+ρ法の解読例 

合計解読 平均反復
データ 時間(s) 数(M回)
data-A 8893 29.8
data-B 9097 30.4
data-C 9250 30.8
data-D 8790 29.6
data-E 9175 31.1
平均 9041 30.3

secp256r1(256ビット推奨暗号) 

ｄata-A,B,C,D,E共に100件の解読 
パソコン(4Ghz)で測定 

1件解読 

 平均 
 90秒 
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3.5 脆弱性＋学習λ法のイメージ 

学習λ法 脆弱性＋学習λ法 

  ρ法 
位数個探す 

学習λ法 
既知を活用 

ρ法 

学習λ法 

探す個数が小 

脆弱性 

素数 
 

合成数 
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3.6 攻撃＋学習λ法の解読例 

ρ /学習λ

データ ρ 法 学習λ 法 (倍)
data-A 8893 0.97 9168
data-B 9097 0.95 9576
data-C 9250 0.95 9737
data-D 8790 0.97 9062
data-E 9175 0.94 9761
平均 9041 0.96 9461

合計解読時間(s)

1件解読 

 平均 
10ミリ秒 

Secp256r1(256ビット) 

data-A,B,C,D,E共に100件の解読 
パソコン(4Ghz)で測定 

13 



4. 攻撃による強度の低下 

楕円曲線暗号 攻撃後の暗号 

攻撃 

位数rは素数 

解読対象
点の数はr 

位数rが合成数 

解析対象点の数 
はrの最大因数 

 

rよりはるかに小 
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4.1 攻撃に強い暗号があるか 

脆弱性攻撃 位数rの変化 

点Pを変更 

 

係数bが変る 

 

位数rが変る 

Type-A 
多数のr 

Type-B 
6個のr 

Type-C 
1個のr 

偶然
発見 

暗号に適さない 
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4.2 楕円曲線暗号の区分け 

楕円曲線暗号の係数:  y2=x3+ax+b (mod p) 
   x,y,a,bは整数、pは素数。x,yは点の座標 

aは0以外 
pは素数 

 
推奨暗号 
ｒ系 

Type-A Type-B Type-C 

a=0 
p=6m+1素数 

 
推奨暗号 

k系 

a=0 
p=6m+5素数 

 
暗号に不適 
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4.3 Type-Aの楕円曲線暗号 

一般的な楕円曲線暗号: 係数aがゼロでない 

係数bが変わると位数rも変わる 

Y2=x3+x+b (mod 1021の例) 

rは959,960,961,…,1084,1085の121個 
内素数は967,…,1069の17個 

注) rの存在範囲は下記 
   p-2s < r < p+2(s+1),  s=sqrt(p) 
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4.4 Type-Bの楕円曲線暗号 

k系楕円曲線暗号: 係数a=0,p=6m+1 

係数bが変化しても位数rは6個だけ 

Y2=x3+b (mod 1021の例) 

rは961,975,1008,1036,1069,1083の6個 
各170回出現、内素数は1069の1個 

注) rの存在範囲は下記 
   p-2s < r < p+2(s+1),  s=sqrt(p) 
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4.4 Type-Cの楕円曲線 

推奨楕円曲線暗号はなし: 係数a=0,p=6m+5 

係数bが変化しても位数rは1個だけ 

Y2=x3+b (mod 1181の例) 

rは1182=2×3×197の1個 
r=p+1で必ず6の倍数 

注) rの存在範囲は下記 
   p-2s < r < p+2(s+1),  s=sqrt(p) 
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5. 推奨暗号の攻撃強度 

攻撃強度:  rの最大因数のビット数 

Type-A  (r系):     推奨暗号 
secp160r1, secp160r2, secp192r1, secp224r1,  

secp256r1, secp384r1, secp521r1 
 攻撃強度は探すほど低下 

Type-B (k系):     推奨暗号 
secp160k1, secp192k1, secp224k1,secp256k1 

 攻撃強度は確定 
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5.1 Type-Aの暗号 

• r系の推奨暗号 (係数aがゼロ以外) 

• secp160r1,secp160r2,secp192r1,secp224r1, 
secp256r1,secp384r1,secp521r1が対象 

• 攻撃強度は係数bを変え、位数rを求める。   
rの最大因数のビット数を調べる 

• 位数rは無数にあり、探査数を増やすほど攻
撃強度は低下する。 

• 最終的には元のビット数の1/7程度まで低下。 
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5.1.1 攻撃強度(推奨r系,実測) 

推奨 暗号強度 rの最大因数 攻撃強度 低下比
暗号名 ビット数 （単位:億） ビット数 暗/攻

secp160r1 160 10 30 5.4
secp160r2 160 13 30 5.3
secp192r1 192 180 34 5.6
secp224r1 224 17300 41 5.5
secp256r1 256 3830000 48 5.3

注)  1万件bを変えて探査 
        探査件数を増やすと攻撃強度は低下する 
   探査時間はパソコン(4Gz)で160ビットが約1時間、 
    256ビットは約50時間 
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5.1.2 探査数と最大因数の関係 

y = -2 x + 55 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

2 4 6 8 10 12 14 

最
大
因
数

(ビ
ッ
ト

)

探査数（2冪:ビット)

位数rの 

最大因数
は探査数 
の２乗 
に逆比例 

Type-A 
160ビット 
暗号 
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5.1.3 暗号ビット数と攻撃強度 

y = 0.18 x - 1.40 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

0 100 200 300 400 500

攻
撃
強
度

(ビ
ッ
ト

)

暗号ビット数

384 

521 

68 

92 

注) Type-A暗号の攻撃強度(1万回探査) 
       探査数を増やすと攻撃強度は低下する。 
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5.1.4 攻撃強度(推奨r系,推定) 

secp384r1 secp521r1 

攻撃強度 
６８ビット 

攻撃強度 
９２ビット 

解読時間 

パソコンで 
数時間 

大型スパコンで 
ミリ秒 

解読時間 

パソコンで 
数年 

最速スパコンで 
秒 

学習λ法: 
 

パソコンで
数十分 
(最速 

スパコンで 
1日学習) 
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5.2 Type-Bの暗号 

• k系の推奨暗号 (係数aがゼロ) 

• 係数pは6m+1の形の素数 

• Secp160k1, secp192k1, secp224k1, secp256k1 
が対象 

• 攻撃強度は6個の位数rを求める。 rの最大因
数のビット数が最も小さいものが下限 

• rが6個なので攻撃強度は確定できる。 
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5.2.1 攻撃強度(推奨k系) 

注)  位数rの変化は各6個。 
    攻撃強度は確定値。 
   secp192k1の強度低下が大きい。    

推奨 暗号強度 rの最大因数 攻撃強度 低下比
暗号名 ビット数 （指数表示） ビット数 暗/攻

secp160k1 160 7.1E+23 79 2.0
secp192k1 192 6.0E+16 56 3.4
secp224k1 224 2.1E+33 111 2.0
secp256k1 256 5.7E+39 132 1.9
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5.2.2 攻撃強度比較(推奨256ビット) 

secp256r1 secp256k1 

パソコン解読 
 

ρ法で 90秒 
 

学習λ法で 
0.01秒 

パソコン解読 

不可(数百万年) 

最速スパコン解読 

λ法で数週間 

注) k1での学習λ法の効果は低い 
       （1年学習で約10倍高速化) 

攻撃 
耐性 
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6. Type-Bの攻撃強度の向上 

位数rの個数は6個   攻撃強度は確定 

推奨暗号のpの近く100件を調べる 
 

攻撃強度が最も強い1件を選ぶ(ｒの一つは素数) 

推奨暗号の攻撃強度と比較 

注) 多数調べればより強くなる 

注) 暗号の条件 
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6.1 Type-B 攻撃強度(k系耐攻撃) 

注)   推奨k系暗号の近傍100件から選定 
   選定対象を増やせば攻撃強度は増す 

暗号 rの最大因数 攻撃強度 低下比
ビット数 （指数表示） ビット数 暗/攻

160 3.2E+28 95 1.7
192 7.5E+35 119 1.6
224 6.5E+42 142 1.6
256 7.7E+49 166 1.5
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6.2 secp256k1の耐攻撃の向上 

secp256k1 

攻撃強度 

132ビット 

最速スパコン解読 

数週間 

攻撃強度 

166ビット 

最速スパコン解読 

数万年 

k系耐攻撃 

十万倍 
強化 

31 



6.3 k系耐攻撃暗号例(係数)  

• 256ビット暗号の係数 (rが素数) 
 p=115792089237316195423570985008687907853 
      269984665640564039457584007908835530251 
 r=115792089237316195423570985008687907853 
     383727281486204622972141655278639564523 
 a=0,   b=3   (7,11,12,15,….も同じr) 

• pが同一でrの最大因数が最小のもの 
 r=115792089237316195423570985008687907853 
     907952549630901579846195209921202804204 
   =22×32×7×163×181×203364080380932468451 
  ×765839782850169065040195012342021415877 
     98832089609 
   a=0,   b=1   (4,5,16,20,….も同じr) 
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7. Type-Cの楕円曲線 

位数rの個数は1個で合成数 
 

p=6m+5ならr因数=m+1で共に素数に選ぶ 

rの最大因数はr/6 (ビット数大) 
 

暗号の評価テストが必要 
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7.1 Type-Cの暗号判定 

34 

暗号になるか？ 

暗号評価項目 

暗号に不適合 
(1) rが素数でない 
(2) p2=1  (mod r) 
pは係数、rは位数 



8. 楕円曲線暗号の評価項目 

• 一般評価項目 

   (1) ρ法、λ法に対する強度 

 (2) Pohlig-Hellman法に対する安全性 

• 特殊評価項目 

 (1) MOV法、FR法に対する安全性 

   (2) SSSA法に対する安全性 

 (3) Weil descentに対する安全性 

  2m体(sect)の攻撃法。今回は素体(secp)で対象外 
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8.1 ρ法、λ法に対する強度 

• 強度 = 解読反復回数(通常ビット数で表す) 

• Pollaｒdのρ法、λ法(並列) 

 暗号強度の基準となる解法 

 ρ法とλ法の平均反復回数は同じ 

 平均反復回数 = sqrt(πr/4),  rは位数(素数) 

• 学習λ法(2018年に考案) 

   学習量に比例してλ法の反復回数を削減 

 スパコンで数回は解読できることが必要 
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注) 反復回数は通常sqr(πｒ/2)、工夫でsqrt(πr/4) 



8.2 Pohlig-Hellman法に対する安全性 

37 

位数rが2の倍数のケース 
差し替え点のy座標をゼロにする 
確率1/4で鍵交換  瞬時に解読 

楕円曲線暗号を解読しない 
通信途中で双方の点を差し替え 
正しい点なのでチェックはスルー 

解決策  素数の位数r 



8.3 MOV法、FR法に対する安全性 

38 

特殊ケースの解読法 

素数係数p,位数r 
rがpm-1を割り切るとき 
小さい位数の問題に変換 

pm=1 (mod r), m=1,2,…20 
不成立なら問題なし 



8.4 SSSA法に対する安全性 
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特殊ケースの解読法 

素数係数p,位数r 
p=rで高速解読 

p=r 
でなければ問題なし 



8.5 k系耐攻撃暗号の評価 
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k系耐攻撃暗号 

評価項目は全て合格 
係数p,位数r 

 
(1) rは素数 

(2) pm (mod r)テストOK 
(3) p=rでない 



9. おわりに 

• 推奨暗号はr系とk系の2種類に分かれる 

• 攻撃強度はk系がr系より強い 

• 脆弱性攻撃による推奨暗号の強度 

 secp256r1:  パソコンで瞬時に解読 

   secp256k1:  最強スパコンで解読は数週間 

 耐攻撃暗号: 最速スパコンで解読は数万年 

• Type-Cは暗号にならない 

  暗号評価基準に適合しない 
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9.1 推奨暗号の疑問 

• 楕円曲線の推奨暗号は脆弱性攻撃による、
無効点攻撃で強度が低下する。 

• 推奨暗号のビット数はr系が521ビットまでに
対しk系は256ビットまでしかない。 

• 最速スパコンで解読の時間 

  r系(secp521r1)  :  脆弱性攻撃なら秒 

    k系(secp256k1) ： 脆弱性攻撃なら数週間 

• 384ビット、512ビットのk系が無い理由？ 
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付録 楕円曲線暗号係数一覧 

付録1:  r系の推奨楕円曲線係数 

付録2:  k系の推奨楕円曲線係数 

付録3:  k系の耐攻撃楕円曲線係数 

推奨楕円曲線暗号 

耐攻撃楕円曲線暗号 

注) 160,192ビット暗号はIoT用暗号 
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付録1. 推奨楕円曲線暗号(r系) 

• Type-A(係数aがゼロ以外)の推奨暗号 

• r系暗号(secpxxxrv, xxxビット数,v:番号) 

• 係数: y2=x3+ax+b (mod p),  x,y,a,bは整数 

    x,yは点の座標、pは素数、rは位数。 

• 暗号一覧 

 secp160r1,  secp160r2,  secp192r1,  secp224r1,   

   secp256r1,  secp384r1,  secp521r1 
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付録1.1 secp160r1 (推奨暗号) 

• 16進表示 

 p=ffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffff 

 r=100000000000000000001f4c8f927aed3ca752257 

 a=ffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffc 

 b=1c97befc54bd7a8b65acf89f81d4d4adc565fa45 

• 10進表示 

 p=1461501637330902918203684832716283019653785059327 

 r=1461501637330902918203687197606826779884643492439 

 a=1461501637330902918203684832716283019653785059324 

 b=163235791306168110546604919403271579530548345413 
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付録1.2 secp160r2 (推奨暗号) 

• 16進表示 

 p=fffffffffffffffffffffffffffffffeffffac73 

 r=100000000000000000000351ee786a818f3a1a16b 

 a=fffffffffffffffffffffffffffffffeffffac70 

 b=b4e134d3fb59eb8bab57274904664d5af50388ba 

• 10進表示 

 p=1461501637330902918203684832716283019651637554291 

 r=1461501637330902918203685083571792140653176136043 

 a=1461501637330902918203684832716283019651637554288 

 b=1032640608390511495214075079957864673410201913530 
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付録1.3 secp192r1 (推奨暗号) 

• 16進表示 

 p=fffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffff 

 r=ffffffffffffffffffffffff99def836146bc9b1b4d22831 

 a=fffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffc 

 b=64210519e59c80e70fa7e9ab72243049feb8deecc146b9b1 

 

• 10進表示 

 p=6277101735386680763835789423207666416083908700390324961279 

 r=6277101735386680763835789423176059013767194773182842284081 

 a=6277101735386680763835789423207666416083908700390324961276 

 b=2455155546008943817740293915197451784769108058161191238065 
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付録1.4 secp224r1 (推奨暗号) 

• 16進表示 

 p=ffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000000001 

 r=ffffffffffffffffffffffffffff16a2e0b8f03e13dd29455c5c2a3d 

 a=fffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffe 

 b=b4050a850c04b3abf54132565044b0b7d7bfd8ba270b39432355ffb4 

• 10進表示 

 p=26959946667150639794667015087019630673557916260026308143 
   510066298881 

 r=26959946667150639794667015087019625940457807714424391721 
   682722368061 

 a=26959946667150639794667015087019630673557916260026308143 
   510066298878 

 b=18958286285566608000408668544493926415504680968679321075 
   787234672564 
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付録1.5 secp256r1 (推奨暗号) 

• 16進表示 

 p=ffffffff0000000100000000000000000000 
   0000ffffffffffffffffffffffff 

 r=ffffffff00000000ffffffffffffffffbce6f 
   aada7179e84f3b9cac2fc632551    

 a=ffffffff00000001000000000000000000000 
   000fffffffffffffffffffffffc 

 b=5ac635d8aa3a93e7b3ebbd55769886bc651d0 
   6b0cc53b0f63bce3c3e27d2604b 
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付録1.5 secp256r1 (推奨暗号) 

• 10進表示 

 p=11579208921035624876269744694940757353008614341 
   5290314195533631308867097853951   

 r=11579208921035624876269744694940757352999695522 
   4135760342422259061068512044369    

 a=11579208921035624876269744694940757353008614341 
   5290314195533631308867097853948 

 b=41058363725152142129326129780047268409114441015 
   993725554835256314039467401291 
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付録1.6 secp384r1 (推奨暗号) 

• 16進表示 

 p=ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff  

   fffffffffffffffeffffffff0000000000000000ffffffff  

 r=ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff 

   c7634d81f4372ddf581a0db248b0a77aecec196accc52973 

 a=ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff 

   fffffffffffffffeffffffff0000000000000000fffffffc 

 b=b3312fa7e23ee7e4988e056be3f82d19181d9c6efe814112 

   0314088f5013875ac656398d8a2ed19d2a85c8edd3ec2aef 
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付録1.6 secp384r1 (推奨暗号) 

• 10進表示 

 p=3940200619639447921227904010014361380507973927046544666794 

   8293404245721771496870329047266088258938001861606973112319  

 r=3940200619639447921227904010014361380507973927046544666794 

   6905279627659399113263569398956308152294913554433653942643    

 a=3940200619639447921227904010014361380507973927046544666794 

   8293404245721771496870329047266088258938001861606973112316    

 b=2758019355995970587784901184038904809305690585636156852142 

   8707301988689241309860865136260764883745107765439761230575 
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付録1.7 secp521r1 (推奨暗号) 

• 16進表示 
 

p=1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff    

  fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff 

   

r=1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa51 

  fff868783bf2f966b7fcc0148f709a5d03bb5c9b8899c47aebb6fb71e91386409 

    

a=1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff 

  ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc 

    

b=51953eb9618e1c9a1f929a21a0b68540eea2da725b99b315f3b8b489918ef109e1 

  56193951ec7e937b1652c0bd3bb1bf073573df883d2c34f1ef451fd46b503f00 

53 



付録1.7 secp521r1 (推奨暗号) 

• 10進表示 

 p=686479766013060971498190079908139321726943530014330540939 
   446345918554318339765605212255964066145455497729631139148 
   0858037121987999716643812574028291115057151    

 r=686479766013060971498190079908139321726943530014330540939 
   446345918554318339765539424505774633321719753296399637136 
   3321113864768612440380340372808892707005449    

 a=686479766013060971498190079908139321726943530014330540939 
   446345918554318339765605212255964066145455497729631139148 
   0858037121987999716643812574028291115057148    

 b=109384903807373427451111239076680556993620759895168374899 
   458639449595311615073501601370873757375962324859213229670 
   6313309438452531591012912142327488478985984 
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付録2. 推奨楕円曲線暗号(k系) 

• Type-B(係数a=0,p=6m+1)の推奨暗号 

• k系暗号(secpxxxkv, xxxビット数,v:番号) 

• 係数: y2=x3+b (mod p),  x,y,bは整数 

    x,yは点の座標、pは素数、rは位数。 

• 暗号一覧 

 secp160k1, secp192k1,  secp224k1, secp256k1 

   384,521ビットは推奨暗号がない 
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付録2.1 secp160k1 (推奨暗号) 

• 16進表示 

 p=fffffffffffffffffffffffffffffffeffffac73 

 r=100000000000000000001b8fa16dfab9aca16b6b3 

 a=0,  b=7 

• 10進表示 

 p=1461501637330902918203684832716283 
   019651637554291 

 r=1461501637330902918203686915170869 
   725397159163571 
 a=0,  b=7 

56 



付録2.2 secp192k1 (推奨暗号) 

• 16進表示 

 p=fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffee37 

 r=fffffffffffffffffffffffe26f2fc170f69466a74defd8d 

 a=0,  b=3 

• 10進表示 

 p=627710173538668076383578942320766641610235 

   5444459739541047 

 r=627710173538668076383578942306126427195712 

   3915200845512077 

 a=0,  b=3 
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付録2.3 secp224k1 (推奨暗号) 

• 16進表示 

 p=fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffe56d 

 r=10000000000000000000000000001dce8d2ec6184caf0a971769fb1f7 

 a=0,  b=5 

 

• 10進表示 

 p=26959946667150639794667015087019630673637144422540572 

   481099315275117 

 r=26959946667150639794667015087019640346510327083120074 

   548994958668279 

 a=0,  b=5 
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付録2.4 secp256k1 (推奨暗号) 

• 16進表示 

  p=fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff 

    ffffefffffc2f 

  r=fffffffffffffffffffffffffffffffebaaedce6af48a03bbfd 

    25e8cd0364141 

  a=0,   b=7 

• 10進表示 

  p=1157920892373161954235709850086879078532699846656 

    40564039457584007908834671663 

  r=1157920892373161954235709850086879078528375642790 

    74904382605163141518161494337 

  a=0,   b=7 
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付録3. 耐攻撃暗号(k系) 

• Type-B(係数a=0,p=6m+1)の耐攻撃暗号 

• Type-B暗号(typexxxbv, xxxビット数,v:番号) 

• 係数: y2=x3+b (mod p),  x,y,bは整数 

    x,yは点の座標、pは素数、rは位数。 

• 暗号一覧（名称は仮） 

 type160b1, type192b1,  type224b1, type256b1 

    攻撃により耐える暗号が作成可能 
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付録3.1 k系160ビット暗号 (耐攻撃) 

• 16進表示 

 p=ffffffffffffffffffffffffffffffff00030595 

 r=fffffffffffffffffffede278c2225c8113b2233 

 a=0,  b=2 

• 10進表示 

 p=1461501637330902918203684832716283 
   019651637773717 

 r=1461501637330902918203683463959523 
   681189223932467 
 a=0,  b=2 
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付録3.2 k系192ビット暗号 (耐攻撃) 

• 16進表示 

 p=ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0005e693 

 r=1000000000000000000000001ffeb02e1169314b67ee2136f 

 a=0,  b=4 

• 10進表示 

 p=627710173538668076383578942320766641610235 

   5444459739932307 

 r=627710173538668076383578942336609736728554 

   9261426849354607 

 a=0,  b=4 
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付録3.3 k系224ビット 暗号(耐攻撃) 

• 16進表示 

 p=ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000df987 

 r=100000000000000000000000000008c071fe6f45bae844d9148b4abc1 

 a=0,  b=3 

 

• 10進表示 

 p=26959946667150639794667015087019630673637144422540572 

   481099316197767 

 r=26959946667150639794667015087019633513738959313565906 

   050961160580033 

 a=0,  b=3 
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付録3.4 k系256ビット暗号 (耐攻撃) 

• 16進表示 

  p=fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff 

    fffff000d160b 

  r=100000000000000000000000000000000559207ee5f04b09553 

    24f98f284ec6eb 

  a=0,   b=3 

• 10進表示 

  p=115792089237316195423570985008687907853269984665640 

    564039457584007908835530251 

  r=115792089237316195423570985008687907853383727281486 

    204622972141655278639564523 

  a=0,   b=3 
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