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研究成果の概要（和文）：
　ペアリングに基づく楕円暗号に特有の解読法としてペアリング反転を解く方法が知られている。
本研究ではヴェイユペアリングの反転写像の明示公式を与えた。この式は密な有理式であり、こ
のペアリング反転公式をそのまま計算してしまう方法に対してはペアリングに基づく楕円暗号は
安全であることが示された。また、ペアリングに基づく暗号に適する超楕円暗号をペアリングに
基づく暗号に適さないある種の楕円暗号から構成する方法を開発した。

研究成果の概要（英文）：
A pairing inversion formula is considered to be a possible pairing based elliptic

curve cryptography specific cryptanalysis. In this research, we gave explicit for-

mulae for the Weil pairing inversion. The result is a dense rational formula

and therefore pairing based cryptosystems are not vulnerable to evaluation of the

explicit formula. We also constructed pairing friendly hyperelliptic curves from

certain pairing non-friendly elliptic curves.

交付決定額
（金額単位：円）

直接経費 間接経費 合　計
2006年度 2,100,000 630,000 2,730,000

2007年度 1,500,000 450,000 1,950,000

2008年度 1,500,000 450,000 1,950,000

2009年度 1,500,000 450,000 1,950,000

年度
総　計 6,600,000 1,980,000 8,580,000

研究分野：数論
科研費の分科・細目：数学・代数学
キーワード：ペアリング、楕円曲線暗号、離散対数問題

1. 研究開始当初の背景

　本研究が主な対象としたのは楕円曲線上の

ペアリングに基づく楕円暗号通信手順の安全

性である。ペアリングは実用的な三者間鍵共

有、短い電子署名、識別情報に基づく暗号等

に不可欠である。その際、ペアリングフレン

ドリーという特殊な楕円曲線が用いられる。

一般の楕円曲線を用いる楕円暗号は安全であ

ろうという仮定は楕円曲線暗号研究者の間で

は広く受け入れられている。しかしペアリン

グフレンドリー曲線は特殊な性質を持つので

それを利用した解読法があるかもしれない。



研究代表者が本研究の応募に際し、楕円曲線

暗号界を代表する欧米の研究者たちにペアリ

ングに基づく楕円曲線暗号の安全性を照会し

たところペアリングに基づく楕円曲線暗号の
安全性の根拠である離散対数問題は、研究代
表者の知り得た限りにおいて、誰も、何も、
示していないということが判明した。このよ
うな状況でペアリングに基づく暗号の実装研

究や規格化が先行するのは極めて憂慮された。

2. 研究の目的

　本研究ではペアリングに基づく暗号の安全

性に何らかの理論的な帰結を出すことを目的

とする。具体的にはペアリングフレンドリー

であることが一番影響を受けると思われるペ

アリング反転に関して、何らかのアルゴリズ

ムを与え、その計算量を評価することを主目

的とした。

3. 研究の方法

(1) ペアリング反転ができればその値域を共

有するすべてのペアリングを用いた暗号は多

項式時間で解読されることは従前より知られ

ていた。ペアリング反転アルゴリズムの構成

には種々の方法が考えられるが、本研究では

Weil ペアリング反転の明示式による表示が

どうなるかを検証することとした。楕円曲線

の数論的性質および形式群の性質を利用した。

(2) 理論的に得られた明示式を検証するため、

有限体のサイズを落としたところで数値計算

を行った。

(3) 上記の所見を踏まえてペアリング暗号に

適する楕円暗号の構成をゼータ関数論用いて

試みた。

4. 研究成果

(1) Weil ペアリングに対してペアリング反

転公式を構成した。その種の結果に関しては

従来は次数のみの評価しか得られていなかっ

たが、本研究の結果として、そのような多項

式の係数を明示的に与え特に重みについては

最良の結果を得た。楕円曲線が関連する多項

式補間で簡明な明示公式はないだろうという

おおかたの予想を覆す研究成果である。この

導 出 に は Lagrange 分 解 式 を 用 い て

Kummer 理論をペアリング反転に適用する

という手法が用いられ、従来の組み合わせ論

的手法では到底得られなかった成果をあげる

ことができた。

標数 2 及び 3 の超特異曲線に対しては公式

は若干簡単な形となる。具体的には q が 2

のベキで E/Fq を

Y
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3+ a4X + a6

により定義された Fq 上の楕円曲線とする

（標数 2 の超楕円曲線はかならずこの形に

表わされる）。AÎ E[l] に対し G := 〈A〉 と
おき ϕ

G
: E → E/G を標準的準同型とする。
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ただし

Ωn := ωn+ω,n, un := (nA)X , vn := (nA)Y

とおく。このとき以下が成立する：

① VA は µl から (E/G)[l] への単射準同型

② e
l
を l 分点に対する Weil ペアリング

とする。 BÎ (E/G)[l],Kerϕ
G
に対し

e
l
(B, Vϕ

G
(B)(ω)) =ω.

非超特異曲線に対しては式の形は上記よりも

複雑となるが本質的な構造は類似している明

示式が得られた。直接の結論として、ペアリ

ングに基づく楕円暗号は上のペアリング反転

公式をそのまま計算する解読法に対して安全

であることが分かった。現時点ではこの結果

は超特異曲線を用いたペアリングに基づく楕

円暗号が非超特異曲線を用いたペアリングに

基づく楕円暗号に比べて実用上の安全性が劣

るという事を意味しないが、今後超特異曲線

の安全性に関して一層の研究が必要であるこ

とが明らかにされた。



(2) 得られた反転公式を検証検証する際、算

術演算ライブラリーのメモリー管理を改良し

た。この過程で、副産物として Shanks 予

想に関する結果を得た。Shanks 予想とは

「整数環上の Euclid 素数列は全ての素数を

表わすであろう」というものでこの報告書作

成時点でも未解決問題として残っている。

Shanks 予想は有限体上の一変数多項式環で

も定式化されるが、その場合には予想を否定

的に解決した。他方、もとの整数環上の場合

の Shanks 予想の正しさを示唆する計算例

を得た。

(3) 頂切離散附値環の拡大についての

Deligne の定理を、剰余体が必ずしも完全で

ない場合に一般化した。これは例へば一般の

完備離散附値環上のアーベル多様体の等分点

から生ずる分岐の研究などに応用が期待され

る。

(4) ペアリングフレンドリーではない楕円曲
線から種数 2 のペアリングフレンドリーで
ある超楕円曲線を構成した。ここではこれら
のゼータ関数が同種写像により関連づけられ

ることが重要である。しかも、この超楕円曲

線を用いた暗号は多項式時間帰着の差を除い

て楕円曲線暗号と同等以上の安全性をもつこ

とが証明された。
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