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概要

本書では、暗号化用インテル® インテグレーテッド・パフォーマンス・プリミティブ
（インテル® IPP: Integrated Performance Primitives）の構造体、演算、関数について説明
する。本書は、インテル IPP リファレンス・マニュアルの第 4 巻である。第 1 巻は信
号処理用のインテル IPP、第 2 巻は画像および動画処理用のインテル IPP、第 3 巻は
小行列の演算用のインテル IPP を対象としている。
インテル IPP ソフトウェア・パッケージは多数の機能をサポートしているが、それら
の機能は、インテル ® アーキテクチャ、特に、MMX® テクノロジやストリーミング
SIMD 拡張命令（SSE）用に最適化されている。
暗号化用インテル IPP は、IA-32 およびインテル® Itanium® アーキテクチャ用に最適
化され、Microsoft* Windows* および Linux* オペレーティング・システム上で動作す
るクロスプラットフォーム・ソフトウェア・レイヤである。
本書は、暗号化の演算用に開発されたインテル IPP 関数の詳細について説明する。
本章では、インテル IPP 暗号化ソフトウェアの概要と、本書の構成を説明する。

基本的な機能
インテル ® インテグレーテッド・パフォーマンス・プリミティブは、インテル ® パ
フォーマンス・ライブラリの他の製品と同様に、特定の領域の演算を行う高性能コー
ドを集めたものである。インテル® IPP は、低レベルのステートレス・インターフェ
イスを提供する。
インテル IPP は、インテル・パフォーマンス・ライブラリの開発と使用の経験に基づ
いて開発され、以下の主な特徴を備えている。

•

インテル IPP は、さまざまな領域のアプリケーションを作成するための基本的な
低レベルの関数を提供する。例えば、信号処理、画像および動画処理、小行列の
演算、暗号化アプリケーションなどの関数を用意している。

•

インテル IPP 関数は、統一されたインターフェイス規則に従っている。例えば、
一定の命名規則を使用したり、異なるアプリケーション領域を参照するプリミ
ティブに対して同様の構造を持つプロトタイプを使用したりする。
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•

インテル IPP 関数は、アプリケーション・プログラムで優れた性能を発揮するの
に最適な抽象レベルを使用している。

プログラムのパフォーマンスを向上させるために、インテル IPP 関数は、インテル®
アーキテクチャ・プロセッサの利点をすべて利用するように最適化されている。ま
た、ほとんどのインテル IPP 関数は、他のライブラリのように複雑なデータ構造体を
使用しないため、全体的な実行オーバーヘッドが小さくなる。
インテル IPP は、クロスプラットフォーム・アプリケーションに最適である。例え
ば、IA-32 プラットフォーム用に開発された関数を、インテル® Itanium® ベースのプ
ラットフォームおよび StrongARM* テクノロジや Intel XScale® テクノロジのシステ
ムに移植できる。プラットフォームの互換性に関する詳細は、「クロスアーキテク
チャの統一」を参照のこと。また、それぞれのインテル IPP 関数には、ANSI C で記
述したサンプル・コードを用意している。これらのサンプル・コードを参照すると、
使用されるアルゴリズムを明確に理解できる。また、これらのサンプル・コードに
より、異なるオペレーティング・システムとの互換性が提供される。

インテル® IPP ソフトウェアの概要
インテル® IPP ソフトウェアでは、MMX® テクノロジやストリーミング SIMD 拡張命
令（SSE）の中核をなす SIMD（single-instruction, multiple-data）命令を活用できる。
暗号化用インテル ® インテグレーテッド・パフォーマンス・プリミティブは、IA-32
およびインテル® Itanium® アーキテクチャを含むインテル® プラットフォーム上で最
大限のパフォーマンスを発揮するように最適化された暗号化プリミティブ関数の広
範囲なセットを提供する。暗号化プリミティブ関数のセットは、独立系ソフトウェ
ア・ベンダが FIPS 準拠として認証可能な独自のセキュリティ・ソリューションを構
築できる「ビルディング・ブロック」のセットと見なすことができる。
インテル IPP 暗号化関数のパッケージは、暗号化の演算に一般的に使用されるルーチ
ンのクロスプラットフォームおよびクロス・オペレーティング・システム API を開
発者に提供する。インテル IPP プリミティブ関数の使用により、演算集約ルーチン用
のコードをプロセッサ別に記述する必要がなくなり、開発費用の大幅な節約と市場
投入までの期間の短縮が可能となる。

ハードウェアとソフトウェアの要件
インテル ® アーキテクチャ用インテル ® IPP ソフトウェアは、Microsoft* Windows*
2000、Windows* ME、Windows* XP または Linux* を稼動している、IA-32 プロセッ
サまたはインテル® Itanium® プロセッサ・ベースのパーソナル・コンピュータ上で動
作する。インテル IPP は、C や C++ で作成した顧客のアプリケーションやライブラ
リに組み込める。
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サポートされるプラットフォーム
インテル® アーキテクチャ用インテル® IPP ソフトウェアは、Windows* や Linux* プ
ラットフォーム上で動作する。本書では、関数や変数の宣言で使用するコードやシ
ンタックスを ANSI C スタイルで記述している。ただし、プロセッサやオペレーティ
ング・システムの種類に応じて、必要とされるインテル IPP のバージョンは多少異な
る場合がある。

クロスアーキテクチャの統一
クロスアーキテクチャの概要
インテル® IPP は、さまざまなインテル® アーキテクチャにおけるアプリケーション開
発を支援するように設計されている。インテル IPP はこれまで、インテル® Pentium®
プロセッサ、インテル® Xeon® プロセッサおよびインテル® Itanium® プロセッサ対応
の製品と Intel XScale® テクノロジを利用するインテル ® PCA プロセッサ対応の製品
の 2 つの別製品として提供されていた。これらのパッケージは、バージョン 4.0 以前
は機能とインターフェイスでいくつかの相違点があった。
クロス・アーキテクチャ開発に対する関心の高まりに伴い、インテル IPP 開発チーム
は複数のインテル ® プラットフォーム上でのアプリケーション開発が容易になるよ
うにこれらの相違点の解消に取り組んだ。この結果、インテル IPP 4.0 では従来 2 つ
の製品で対応していたアーキテクチャを 1 つの製品で対応するように統一された。
この統一には、両方のアーキテクチャで対応するすべての関数のインターフェイス
の統一と完全な API の統一が含まれる。
本リリースで、インテル® PCA プロセッサで利用可能な関数は、インテル Pentium プ
ロセッサ、インテル Xeon プロセッサおよびインテル Itanium プロセッサでも利用可
能になった。これは、関数の実装は各プロセッサのアーキテクチャを考慮して行わ
れるが、API 定義はすべてのプロセッサで共通になったことを意味する。
単一のクロスアーキテクチャ API の提供により、開発者はインテル®プロセッサ・ベー
スのデスクトップ、サーバ、モバイルおよび携帯端末などのさまざまなプラット
フォーム用にソフトウェア・アプリケーションを容易に開発できるようになった。開
発者はコードを一度記述するだけで、多くのプロセッサでアプリケーションのパ
フォーマンスを最適化することが可能である。
バージョン 3.0 からバージョン 4.0 の API 追加および変更に関する詳細は、製品のリ
リース・ノートを参照のこと。
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各インテル IPP インプリメンテーションに含まれている関数を次の表に示す。

表 1-1

インテル® IPP に含まれている関数
インテル® Pentium® 4
プロセッサ

インテル® Itanium® 2
プロセッサ

インテル® PCA
プロセッサ

信号処理

○

○

○

イメージ処理

○

○

○

JPEG

○

○

○

音声認識

○

○

×

音声コーディング

○

○

○

オーディオ・コーデック

○

○

○

ビデオ・コーデック

○

○

○

行列処理

○

○

×

ベクトル演算

○

○

×

コンピュータ・ビジョン

○

○

×

暗号化

○

○

○

関数グループ

従来のコードへの対応
インテル ® Pentium® プロセッサ、インテル ® Xeon® プロセッサおよびインテル ®
Itanium® プロセッサ用の関数とインテル ® PCA プロセッサ用の関数の統一により、
API にいくつかの変更が行われたが、インテル IPP 4.0 は以前のバージョンで使用さ
れていた API との完全な互換性も保っている。このため、開発者はインターフェイ
スを変更することなくアプリケーションの更新が可能である。しかし、今後の互換
性のことを考慮して、現行のインターフェイスと新しい API を使用することを推奨
する。変更された関数の一覧は、各章の最後に示す。

技術サポート
インテル® IPP には、製品の特徴、ホワイトペーパー、技術記事など、製品に関する
総合的な情報が適宜掲載される製品 Web サイトが用意されている。最新情報につい
ては、次のサイトを参照のこと : http://www.intel.co.jp/jp/developer/software/products/
インテルでは、使い方のヒント、製品に関する確認済みの問題点、製品のエラッタ、
ライセンス情報、ユーザ・フォーラムなどの大量のセルフヘルプ情報を蓄積したサ
ポート Web サイトも用意している（http://support.intel.co.jp/jp/support/ を参照のこと）。
ユーザ登録を行うと、インテル® プレミア・サポートによる一年間の技術サポートと
製品アップデートのサービスが受けられる。インテル・プレミア・サポートは、以
下のサービスを提供する、双方向型の問題管理 / コミュニケーション Web サイトで
ある。
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概要

•
•

1

問題の送信と問題の状態の検討
製品アップデートのダウンロード（1 日 24 時間）

ユーザ登録、インテルへの問い合わせ、または製品サポートについては、以下のサ
イトを参照のこと :http://premier.intel.com/（英語）

本書について
本書では、インテル® IPP ソフトウェアで使用される暗号化の概念の背景と、暗号化
の演算用インテル IPP 関数の詳細について説明する。インテル IPP 関数は、機能別に
グループ分けされている。本書では、グループごとに章を変えて、これらの関数を
説明する。

本書の構成
本書は、次の章で構成されている。
第1章

「概要」。インテル® IPP 暗号化演算の概要、本書の構成、本書で
使用する表記の規則を説明する。

第2章

「対称暗号化アルゴリズム関数」。対称暗号化アルゴリズム演算
に使用するインテル IPP 関数の基本概念を説明し、サポートさ
れるデータ形式と演算モードを説明する。

第3章

「ハッシュ関数およびデータ認証アルゴリズム関数」。ハッシュ
暗号化演算とデータ認証に使用する関数を説明する。

第4章

「公開鍵暗号化関数」。非対称暗号化アルゴリズム演算に使用す
るインテル IPP 関数の基本概念を説明し、サポートされるデー
タ形式と演算モードを説明する。

本書には、本巻で使用されている主な用語と定義の索引も含まれている。

関数の説明
第 2 章～第 4 章では、各関数を短い名前で（関数名 ipps のプリフィックスと修飾子
を省略）示し、関数の目的について簡単な説明をする。それに続いて、関数の呼び
出しシーケンスの例、関数の引数の定義、関数の目的の詳しい説明を記載している。
関数の説明には、以下の項目がある。
プロトタイプ例

現在のグループの関数の呼び出しシーケンスについて
説明する。グループの他の関数で特定のプロトタイプ
がある場合は、表の後にリンクを表記する。
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引数

関数のすべての引数について説明する。

説明

関数の定義を示したその関数によって実行される処理
について説明する。この項には、コードの例と記述式
も含まれる。

戻り値

関数実行の結果セットされる値について説明する。

本書の対象読者
本書は、暗号化演算を自動的に最適化する暗号化システムの開発者向けに書かれて
いる。暗号化用インテル® IPP プリミティブ関数群には、開発者がデータの安全性と
完全性が要求される製品の開発に利用可能な、広範囲に使用されている暗号化アル
ゴリズムを含む、便利で使いやすいビルディング・ブロック・リソースが含まれて
いる。
本書を理解するには、C 言語の使用経験と、基本的な暗号化アルゴリズムに関する用
語や原理の知識が必要である。

表記規則
本書では、次の表記規則を使用している。

•
•

字体規則（テキストとコードの区別）
さまざまなアイテムの命名規則

字体規則
本書では、次の字体規則を使用している。
This type style

関数名、コードの例、および呼び出しステートメント
には大文字を含む。
例 : ippsAdd_BNU

This type style

引数およびパラメータの説明で変数を表す。例 :pCtx,
pSrcMesg

命名規則
さまざまなアイテムに対する命名規則は、信号処理用のインテル® IPP 関数で使用さ
れたものと同じ命名規則を使用する。
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概要

•

1

行列演算に使用されるすべての関数名には ipps プリフィックスが付く。コード
の例では、このプリフィックスにより、インテル IPP インターフェイスの関数と
アプリケーションの関数とを区別できる。

注： 本書のコードの例および関数プロトタイプでは、関数名に必
ず ipps プリフィックスを付けている。ただし、本文中では、こ
のプリフィックスを省略している。

オンライン版
本書は、PDF で提供される。本書をハードコピーで参照するには、Adobe Acrobat* の
印刷機能を使用してファイルを印刷のこと。
（Adobe Acrobat はドキュメントをオンラ
インで表示するためのツール）
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1-8

対称暗号化アルゴリズム関数

2

セキュアなデータ通信において、対称アルゴリズム関数は、リアルタイムでセキュ
アな通信を行うアルゴリズムと、アプリケーションのセキュリティ要件を満たす適
切なセキュリティ強度を提示することにより、オープンな通信メディアで転送され
るメッセージを保護する。
暗号化用インテル ® インテグレーテッド・パフォーマンス・プリミティブ（インテル ®
IPP）には、対称 DES、トリプル DES（TDES）、Rijndael、Twofish、および Blowfish
アルゴリズムを使用する暗号化演算用の関数が用意されている。
このグループのすべての関数を表 2-1 に示す。

表 2-1

インテル® IPP 対称アルゴリズム関数

関数の基本名

操作

DES およびトリプル DES 関数

DESBufferSize

暗号化ラウンド鍵と復号化ラウンド鍵を格納するバッファ・サイズを
指定する。

DESInit

シンボリック・データ構造体を初期化する。

DESEncrypt_I

インプレースで平文の単一ブロックを暗号化する。

DESDecrypt_I

インプレースで暗号文の単一ブロックを復号化する。

DESEncrypt

平文の単一ブロックを暗号化する。

DESDecrypt

暗号文の単一ブロックを復号化する。

DESEncryptECB

ECB モードで可変長のデータ・ストリームを暗号化する。

DESDecryptECB

ECB モードで可変長のデータ・ストリームを復号化する。

DESEncryptCBC

CBC モードで可変長のデータ・ストリームを暗号化する。

DESDecryptCBC

CBC モードで可変長のデータ・ストリームを復号化する。

DESEncryptCFB

CFB モードで可変長のデータ・ストリームを暗号化する。

DESDecryptCFB

CFB モードで可変長のデータ・ストリームを復号化する。

TDESEncrypt_I

インプレースで 3 セットのラウンド鍵を使用して平文の単一ブロック
を暗号化する。

TDESDecrypt_I

インプレースで 3 セットのラウンド鍵を使用して平文の単一ブロック
を復号化する。

TDESEncrypt

3 セットのラウンド鍵を使用して平文の単一ブロックを暗号化する。

TDESDecrypt

3 セットのラウンド鍵を使用して平文の単一ブロックを復号化する。
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表 2-1

インテル® IPP 対称アルゴリズム関数

関数の基本名

操作

TDESEncryptECB

3 セットのラウンド鍵を使用して ECB モードで可変長のデータ・ス
トリームを暗号化する。

TDESDecryptECB

3 セットのラウンド鍵を使用して ECB モードで可変長のデータ・ス
トリームを復号化する。

TDESEncryptCBC

3 セットのラウンド鍵を使用して CBC モードで可変長のデータ・ス
トリームを暗号化する。

TDESDecryptCBC

3 セットのラウンド鍵を使用して CBC モードで可変長のデータ・ス
トリームを復号化する。

TDESEncryptCFB

3 セットのラウンド鍵を使用して CFB モードで可変長のデータ・ス
トリームを暗号化する。

TDESDecryptCFB

3 セットのラウンド鍵を使用して CFB モードで可変長のデータ・ス
トリームを復号化する。

Rijndael アルゴリズム関数

Rijndael128BufferSize

シンボリック・データ構造体の初期化に必要なバッファ・サイズを指
定する。

Rijndael128Init

内部データ構造体を初期化する。

Rijndael128EncryptECB

ECB モードで Rijndael アルゴリズムを使用してバイト・データ・ス
トリームを暗号化する。

Rijndael128DecryptECB

ECB モードで Rijndael アルゴリズムを使用してバイト・データ・ス
トリームを復号化する。

Rijndael128EncryptCBC

CBC モードで Rijndael アルゴリズムを使用してバイト・データ・ス
トリームを暗号化する。

Rijndael128DecryptCBC

CBC モードで Rijndael アルゴリズムを使用してバイト・データ・ス
トリームを復号化する。

Rijndael128EncryptCFB

CFB モードで Rijndael アルゴリズムを使用してバイト・データ・ス
トリームを暗号化する。

Rijndael128DecryptCFB

CFB モードで Rijndael アルゴリズムを使用してバイト・データ・ス
トリームを復号化する。

Rijndael192BufferSize

シンボリック・データ構造体の初期化に必要なバッファ・サイズを指
定する。

Rijndael192Init

後で使用するためにシンボリック・データ構造体を初期化する。

Rijndael192EncryptECB

ECB モードで Rijndael アルゴリズムを使用してバイト・データ・ス
トリームを暗号化する。

Rijndael192DecryptECB

ECB モードで Rijndael アルゴリズムを使用してバイト・データ・ス
トリームを復号化する。

Rijndael192EncryptCBC

CBC モードで Rijndael アルゴリズムを使用してバイト・データ・ス
トリームを暗号化する。

Rijndael192DecryptCBC

CBC モードで Rijndael アルゴリズムを使用してバイト・データ・ス
トリームを復号化する。

Rijndael192EncryptCFB

CFB モードで Rijndael アルゴリズムを使用してバイト・データ・ス
トリームを暗号化する。

Rijndael192DecryptCFB

CFB モードで Rijndael アルゴリズムを使用してバイト・データ・ス
トリームを復号化する。
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表 2-1

2

インテル® IPP 対称アルゴリズム関数

関数の基本名

操作

Rijndael256BufferSize

シンボリック・データ構造体の初期化に必要なバッファ・サイズを指
定する。

Rijndael256Init

シンボリック・データ構造体を初期化する。

Rijndael256EncryptECB

ECB モードで Rijndael アルゴリズムを使用してバイト・データ・ス
トリームを暗号化する。

Rijndael256DecryptECB

ECB モードで Rijndael アルゴリズムを使用してバイト・データ・ス
トリームを復号化する。

Rijndael256EncryptCBC

CBC モードで Rijndael アルゴリズムを使用してバイト・データ・ス
トリームを暗号化する。

Rijndael256DecryptCBC

CBC モードで Rijndael アルゴリズムを使用してバイト・データ・ス
トリームを復号化する。

Rijndael256EncryptCFB

CFB モードで Rijndael アルゴリズムを使用してバイト・データ・ス
トリームを暗号化する。

Rijndael256DecryptCFB

CFB モードで Rijndael アルゴリズムを使用してバイト・データ・ス
トリームを復号化する。

Blowfish アルゴリズム関数

BlowfishBufferSize

シンボリック・データ構造体の初期化に必要なバッファ・サイズを指
定する。

BlowfishInit

内部データ構造体を初期化する。

BlowfishEncryptECB

ECB モードで Blowfish アルゴリズムを使用してバイト・データ・ス
トリームを暗号化する。

BlowfishDecryptECB

ECB モードで Blowfish アルゴリズムを使用してバイト・データ・ス
トリームを復号化する。

BlowfishEncryptCBC

CBC モードで Blowfish アルゴリズムを使用してバイト・データ・ス
トリームを暗号化する。

BlowfishDecryptCBC

CBC モードで Blowfish アルゴリズムを使用してバイト・データ・ス
トリームを復号化する。

BlowfishEncryptCFB

CFB モードで Blowfish アルゴリズムを使用してバイト・データ・ス
トリームを暗号化する。

BlowfishDecryptCFB

CFB モードで Blowfish アルゴリズムを使用してバイト・データ・ス
トリームを復号化する。

Twofish アルゴリズム関数

TwofishBufferSize

シンボリック・データ構造体の初期化に必要なバッファ・サイズを指
定する。

TwofishInit

内部データ構造体を初期化する。

TwofishEncryptECB

ECB モードで Twofish アルゴリズムを使用してバイト・データ・スト
リームを暗号化する。

TwofishDecryptECB

ECB モードで Twofish アルゴリズムを使用してバイト・データ・スト
リームを復号化する。

TwofishEncryptCBC

CBC モードで Twofish アルゴリズムを使用してバイト・データ・スト
リームを暗号化する。

TwofishDecryptCBC

CBC モードで Twofish アルゴリズムを使用してバイト・データ・スト
リームを復号化する。
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表 2-1

インテル® IPP 対称アルゴリズム関数

関数の基本名

操作

TwofishEncryptCFB

CFB モードで Twofish アルゴリズムを使用してバイト・データ・スト
リームを暗号化する。

TwofishDecryptCFB

CFB モードで Twofish アルゴリズムを使用してバイト・データ・スト
リームを復号化する。

対称アルゴリズム・モード
対称アルゴリズム関数は、固定ブロック・サイズのメッセージ・ブロックで、平文
メッセージ・ブロックを暗号文ブロックへ暗号化したり、暗号化ブロックを平文メッ
セージ・ブロックへ復号化したりする。
メッセージのサイズが最大ブロック・サイズを超える場合、最も単純なアプローチ
は、メッセージを複数のブロックに分割し、これらのブロックを別々に暗号化する
方法である。暗号化用インテル® IPP は、FIPS 81 で定義されている次の 3 つのモード
をサポートしている。

•
•
•

ECB（Electronic Code Book）モード
CBC（Cipher Block Chain）モード
CFB（Cipher Feedback）モード

ECB モードでは、メッセージは同じ暗号鍵を使用して複数のブロックに分割される。
ブロックのサイズは指定されたアルゴリズムのモードに依存する。一貫性を保つた
め、対称アルゴリズム関数の各モードの説明では、ブロック・サイズを 64 ビットで
あると仮定している。

図 2-1

ECB/CBC 暗号化 / 復号化モード

鍵
鍵
鍵

(ECB モード )

2-4

鍵

(CBC モード )

対称暗号化アルゴリズム関数

2

図 2-1 に、ECB/CBC モードの処理方法をダイアグラムで示す。
ここで、M は複数のブロック Mn で表される平文メッセージを、C は暗号文ブロック
Cn で表される暗号化メッセージを表す。
ECB モードでは、すべてのメッセージが同じ暗号鍵を使用する 64 ビットのブロック
に分割される。

図 2-2

CBC 暗号化 / 復号化モード
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CBC 暗号化モード（図 2-2 を参照）では、ソース・ファイル M も複数の 64 ビット・
ブロック Mn に分割される。
元のメッセージにある同一の平文ブロックが異なる暗号文ブロックに暗号化される
ように、暗号化の前に、各平文ブロックは直前のブロックの暗号文とビット単位の
XOR 演算で組み合わされる。初期化ベクトルは、このブロックの暗号化の前にビッ
ト単位の XOR 演算で最初の平文ブロックと組み合わされる。
CFB モードでは、平文のわずかな増加分に対しては、メッセージの完全なブロック
が暗号化されるのではなく、レジスタに分割された長さの 1 つのブロックのシフト・
。
レジスタを使用して、増加分が暗号文に暗号化される （図 2-3）
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図 2-3
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注： 一貫性を保つため、本章では式と擬似コードを用いて各関数
の動作を説明する。

可変バイト長のデータ・ストリームを暗号化するため、本章で説明している暗号関数
を使用する際は、平文メッセージの長さと、そのブロック・サイズの整数倍になるよ
うにメッセージ・ストリームの長さを合わせるパディング・スキームをアプリケー
ションで指定する必要がある。
その結果、暗号化関数は入力ソースである平文ストリーム *pSrc を指定されたパ
ディング・スキームで複数のデータ・ブロックに分割し、連続的に暗号化すること
ができる。復号化関数も、生成される平文データ・ストリーム *pDst で指定された
データの長さ dstlen に基づいて、入力ソースである暗号文データ・ストリーム
*pSrc のメッセージの長さ（ブロック・サイズの整数倍）を計算することができる。
その後、復号化関数はソース暗号文ストリームを読み、複数のデータ・ブロックに
分割し、連続的に復号化することができる。
終わりに、復号化関数は、最後に復号化された平文データ・ブロックが指定された
パディング・スキームと一致するかどうかを確認して、復号結果を検証する。本リ
リースでは、次の 3 つのパディング・スキームが利用できる。
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typedef enum {
NONE

= 0, IppsCPPaddingNONE

= 0,

PKCS7 = 1, IppsCPPaddingPKCS7 = 1,
ZEROS = 2, IppsCPPaddingZEROS = 2
} IppsCPPadding;
padding == PKCS7 または padding == IppsCPPaddingPKCS7 を選択した場
合、本章で説明している ECB および CBC 暗号化関数はすべて、入力データ・スト
リーム Ipp8u * pSrc の最後 ( C i p h e r B l k L e n - ( s r c l e n m o d
CipherBlkLen)) バ イ ト の デ ー タ を 値 (CipherBlkLen - (srclen mod
CipherBlkLen)) でパディングする。CipherBlkLen は 64 ビット、128 ビット、
192 ビットまたは 256 ビットのブロック暗号化スキームに対応して、8、16、24、ま
たは 32 のいずれかである。
本章で説明している CFB モード暗号化関数はすべて、入力データ・ストリーム
Ipp8u *pSrc の最後 (cfbBlkSize - (srclen mod cfbBlkSize)) バイトの
データを値 (cfbBlkSize - (srclen mod cfbBlkSize)) でパディングする。
padding == ZEROS または padding == IppsCPPaddingZEROS を選択した場
合、本章で説明している ECB と CBC 暗号化関数はすべて、入力データ・ストリーム
Ipp8u *pSrc の最後 (CipherBlkLen - (srclen mod CipherBlkLen)) バイ
トを値 0 でパディングする。本章で説明している CFB 関数はすべて、(cfbBlkSize
- (srclen mod cfbBlkSize)) バイトのデータを値 0 でパディングする。
padding == NONE または padding == IppsCPPaddingNONE を選択した場合、
本
章で説明している ECB、CBC および CFB 暗号化関数はすべて、入力データ・ストリー
ム Ipp8u *pSrc の最後をパディングしない。この場合、srlen は CipherBlkSize
の倍数でなければならない。

DES/TDES 関数
DES（Data Encryption Standard: データ暗号化規格）は、有名な対称暗号化アルゴリズ
ムで、現在では完全に仕様が公開されている。DES は、64 ビットのブロック・サイ
ズと 56 ビットの有効鍵サイズが 16 回繰り返された Feistel 構造を持つ。
TDES（Triple Data Encryption Standard: トリプル・データ暗号化規格）は、DES の改
良型の対称暗号化アルゴリズムである。TDES の暗号化プロセスは、FIPS 46-3 規格
に従って、暗号化、複合化、および暗号化（E-D-E）と DES を三重に適用している。
TDES をサポートする関数では 3 セットのラウンド鍵が必要になるが、3 セット目の
ラウンド鍵を最初のセットと同じにすることで、2 セットのラウンド鍵で TDES 暗号
化スキームを使用できる。
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この項で説明する関数は、DES/TDES 暗号化スキームでさまざまなモードを実行す
る。

注： 暗号化用インテル® IPP 関数は、メモリを内部的に割り当て
ない。関数 GetAlgBufSize は、メモリ割り当てを必要としない。
そのため、まず、関数 GetAlgBufSize を呼び出して選択したア
ルゴリズムで必要なメモリのサイズを確認してから、初期化関数
を呼び出してメモリ・バッファを作成して初期化する必要がある。

暗号化用インテル IPP は、ECB、CBC、および CFB モードをサポートしている。関
数の基本名により、その関数がサポートしているアルゴリズムを知ることができる。
例 え ば、関 数 DESEncryptECB は ECB モ ー ド で DES 暗 号 化 を 行 い、関 数
TDESEncryptECB は ECB モードで TDES 暗号化を行う。
暗 号 化 関 数 DESEncryptCBC お よ び TDESEncryptCBC は、DES/TDES 暗 号 化 ス
キームを使用して CBC モードで暗号化を行う。これらの関数は、初期化ベクトル iv
が必要である。初期化ベクトル iv を初期化する方法は複数あるため、どの方法を使
用したかを記録しておくとよい。メッセージを復号化する際に必要な場合がある。
暗 号 化 関 数 DESEncryptCFB お よ び TDESEncryptCFB は、DES/TDES 暗 号 化 ス
キームを使用して CFB モードで暗号化を行う。これらの関数は、初期化ベクトル
pIV、および CFB ブロック・サイズ cfbBlkSize が必要である。
本章で説明している関数はすべて、シンボリック・データ構造体 IppsDES を使用し
て 1 セットのラウンド鍵を処理する。
TDES スキームを使用して CBC モードで暗号化を行う典型的なアプリケーション・
コードは、次の順序で実行する。
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1.

関数 DESBufferSize を呼び出して、シンボリック・データ構造体
IppsDES の設定に必要なバッファ・サイズを取得する。

2.

オペレーティング・システムのメモリ割り当てサービス関数を呼び出して、
関数 DESBufferSize で指定されたサイズ以上の 3 つのバッファを割り当
てる。割り当てられたバッファと DES 鍵で関数 DESInit を呼び出して、
シンボリック・データ構造体 pCtx1、pCtx2、および pCtx3 へのポイン
タを初期化する。

対称暗号化アルゴリズム関数

2

3.

初期化ベクトルを指定して関数 TDESEncryptCBC を呼び出してから、
TDES スキームを使用して CBC モードで入力データ・ストリームを暗号化
する。

4.

CBC モードで TDES 暗号化が完了し、ラウンド鍵のセット用に割り当てら
れていたデータ構造体が不要になったら、バッファに割り当てられていた
メモリを解放する。

注： ECB および CFB モードでも同様の手順になる。

DESBufferSize
暗号化ラウンド鍵と復号化ラウンド鍵を格納する
バッファ・サイズを指定する。

IppStatus ippsDESBufferSize (int *pSize);
引数
pSize

シンボリック・データ構造体 IppsDES の初期化に必要なバッ
ファのサイズ（バイト単位）。

説明
関数 ippsDESBufferSize は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、シ
ンボリック・データ構造体 IppsDES の作業バッファの定義に必要なバッファのサイ
ズをバイト単位で指定する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。
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DESInit
シンボリック・データ構造体を初期化する。

IppStatus ippsDESInit(const Ipp8u *pKey, IppsDES *pCtx);
引数
pKey

56 ビットの DES 鍵へのポインタ。

pCtx

初期化される DES コンテキストへのポインタ。

説明
関数 ippsDESInit は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、指定された
バッファ空間を使用してシンボリック・データ構造体 IppsDES を初期化する。さら
に、FIPS 46-3 で定義されている鍵拡大スキームを使用して、提供された 56 ビット
DES 鍵で 16 個 の 48 ビット DES ラウンド鍵を計算する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

DESEncrypt_I
インプレースで平文の単一ブロックを暗号化する。

IppStatus ippsDESEncrypt_I (Ipp64u *pSrcDstData, const IppsDES *pCtx);
引数
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pSrcDstData

入力単一 DES 平文データ・ブロックおよび出力暗号文。

pCtx

DES 内部演算用にスケジュールされたラウンド鍵のセット。
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説明
関数 ippsDESEncrypt_I は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、FIPS
46-3 で定義されている暗号化スキームに従って、インプレースで平文の単一 64 ビッ
ト DES ブロックを暗号化する。また、提供されたラウンド鍵のセットを使用して暗
号文の結果を pSrcDstData に返す。
この関数を表す擬似コード :
pSrcDstData = EpCtx(pSrcDstData)
EpCtx は、pCtx で提供されたラウンド鍵のセットを使用した DES 暗号化を表す。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsContextMatchErr エラー。コンテキスト・パラメータが操作と一致しない。

DESDecrypt_I
インプレースで暗号文の単一ブロックを
復号化する。

IppStatus ippsDESDecrypt_I (Ipp64u *pSrcDstData, const IppsDES *pCtx);
引数
pSrcDstData

入力単一 DES 暗号文データ・ブロックおよび出力平文。

pCtx

DES 内部演算用にスケジュールされたラウンド鍵のセット。

説明
関数 ippsDESDecrypt_I は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、FIPS
46-3 で定義されている暗号化スキームに従って、インプレースで暗号文の単一 64
ビット DES ブロックを復号化し、結果を pSrcDstData に返す。
この関数を表す擬似コード :
pSrcDstData = DpCtx(pSrcDstData)
DpCtx は、pCtx で提供されたラウンド鍵のセットを使用した DES 復号化を表す。
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戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsContextMatchErr エラー。コンテキスト・パラメータが操作と一致しない。

DESEncrypt
平文の単一ブロックを暗号化する。

IppStatus ippsDESEncrypt (Ipp64u inpBlk, Ipp64u* pOutBlk, const
IppsDES* pCtx);
引数
inpBlk

入力データ・ブロック。

pOutBlk

出力データ・ブロック。

pCtx

DES 内部演算用にスケジュールされたラウンド鍵のセット。

説明
関数 ippsDESEncrypt は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、FIPS 46-3
で定義されている暗号化スキームに従って、平文の単一 64 ビット DES ブロックを暗
号 化 す る。ま た、提 供 さ れ た ラ ウ ン ド 鍵 の セ ッ ト を 使 用 し て 暗 号 文 の 結 果 を
pSrcDstData に返す。
この関数を表す擬似コード :
pOutBlk = DpCtx(inpBlk)
DpCtx は、pCtx で提供されたラウンド鍵のセットを使用した DES 暗号化を表す。
戻り値
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ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsContextMatchErr

エラー。コンテキスト・パラメータが操作と
一致しない。
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DESDecrypt
暗号文の単一ブロックを復号化する。

IppStatus ippsDESDecrypt (Ipp64u inpBlk, Ipp64u* pOutBlk, const
IppsDES* pCtx);
引数
inpBlk

入力データ・ブロック。

pOutBlk

出力データ・ブロック。

pCtx

DES 内部演算用にスケジュールされたラウンド鍵のセット。

説明
関数 ippsDESDecrypt は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、FIPS 46-3
で定義されている暗号化スキームに従って、暗号文の単一 64 ビット DES ブロックを
復号化する。また、提供されたラウンド鍵のセットを使用して復号文の結果を
pSrcDstData に返す。
この関数を表す擬似コード :
pSrcDstData = DpCtx(pSrcDstData)
DpCtx は、pCtx で提供されたラウンド鍵のセットを使用した DES 復号化を表す。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsContextMatchErr エラー。コンテキスト・パラメータが操作と一致しない。

DESEncryptECB
ECB モードで可変長のデータ・ストリームを
暗号化する。

IppStatus ippsDESEncryptECB (const Ipp8u *pSrc, Ipp8u *pDst, int
srclen, const IppsDES *pCtx, IppsCPPadding padding);
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引数
pSrc

可変長の入力平文データ・ストリーム。

pDst

出力暗号文データ・ストリーム。

srclen

入力データ・ストリームの長さ（バイト単位）。

pCtx

DES 内部演算用にスケジュールされたラウンド鍵のセット。

padding

パディング・スキーム。

説明
関数 ippsDESEncryptECB は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、FIPS
81 で定義されている暗号化スキームに従って、可変長の入力データ・ストリームを
暗号化する。また、ECB（Electronic Code Book）モードで提供されたラウンド鍵の
セットを使用する。この関数は、暗号文の結果を返す。
戻り値
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ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsLengthErr

エラー。入力データ・ストリームの長さが
ゼロ以下。

ippStsUnderRunErr

エラー。padding が IppsCPPaddingNONE
にセットされていて srclen が 8 で割り切れ
ない。

ippStsPaddingSchemeErr

エラー。padding が IppsCPPaddingNONE、
IppsCPPaddingZEROS または
IppsCPPaddingPKCS7 にセットされてい
ない。

ippStsContextMatchErr

エラー。コンテキスト・パラメータが操作と
一致しない。
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DESDecryptECB
ECB モードで可変長のデータ・ストリームを
復号化する。

IppStatus ippsDESDecryptECB (const Ipp8u *pSrc, Ipp8u *pDst, int
dstlen, const IppsDES *pCtx, IppsCPPadding padding);
引数
pSrc

可変長の入力暗号文データ・ストリーム。

pDst

出力平文データ・ストリーム。

pCtx

DES 内部演算用にスケジュールされたラウンド鍵のセット。

padding

パディング・スキーム。

dstlen

出力データ・ストリームの長さ（バイト単位）。

説明
関数 ippsDESDecryptECB は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、FIPS
81 で定義されている暗号化スキームに従って、可変長の入力データ・ストリームを
復号化する。また、ECB（Electronic Code Book）モードで提供されたラウンド鍵の
セットを使用する。この関数は、暗号文の結果を返し、最終的な平文ブロックを検
証する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsLengthErr

エラー。復号化された平文データ・ストリー
ムの長さがゼロ以下。

ippStsPaddingErr

エラー。最終的な平文データ・ブロックが
指定されたパディング・スキームに従って
いない。

ippStsPaddingSchemeErr

エラー。padding が IppsCPPaddingNONE、
IppsCPPaddingZEROS または
IppsCPPaddingPKCS7 にセットされてい
ない。
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ippStsContextMatchErr

エラー。コンテキスト・パラメータが操作と
一致しない。

DESEncryptCBC
CBC モードで可変長のデータ・ストリームを
暗号化する。

IppStatus ippsDESEncryptCBC (const Ipp8u *pSrc, Ipp8u *pDst, int
srclen, const IppsDES *pCtx, Ipp8u *pIV, IppsCPPadding padding);
引数
pSrc

可変長の入力平文データ・ストリーム。

pDst

出力暗号文データ・ストリーム。

pIV

DES CBC モードの初期化ベクトル。

srclen

入力データ・ストリームの長さ（バイト単位）。

pCtx

DES 内部演算用にスケジュールされたラウンド鍵のセット。

padding

パディング・スキーム。

説明
関数 ippsDESEncryptCBC は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、FIPS
81 で定義されている暗号化スキームに従って、可変長の入力データ・ストリームを
暗号化する。また、CBC（Cipher Block Chaining）モードで提供されたラウンド鍵の
セットと初期化ベクトル pIV を使用する。この関数は、暗号文の結果を返す。
戻り値
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ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsLengthErr

エラー。入力データ・ストリームの長さが
ゼロ以下。

ippStsUnderRunErr

エラー。padding が IppsCPPaddingNONE
にセットされていて srclen が 8 で割り切れ
ない。
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ippStsPaddingSchemeErr

エラー。padding が IppsCPPaddingNONE、
IppsCPPaddingZEROS または
IppsCPPaddingPKCS7 にセットされてい
ない。

ippStsContextMatchErr

エラー。コンテキスト・パラメータが操作と
一致しない。

DESDecryptCBC
CBC モードで可変長のデータ・ストリームを
復号化する。

IppStatus ippsDESDecryptCBC (const Ipp8u *pSrc, Ipp8u *pDst, int
dstlen, const IppsDES *pCtx, Ipp8u *pIV, IppsCPPadding padding);
引数
pSrc

可変長の入力暗号文データ・ストリーム。

pDst

出力平文データ・ストリーム。

pIV

DES CBC モードの初期化ベクトル。

dstlen

出力データ・ストリームの長さ（バイト単位）。

pCtx

DES 内部演算用にスケジュールされたラウンド鍵のセット。

padding

パディング・スキーム。

説明
関数 ippsDESDecryptCBC は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、FIPS
81 で定義されている暗号化スキームに従って、可変長の入力データ・ストリームを
復号化する。また、CBC（Cipher Block Chaining）モードで提供されたラウンド鍵の
セットと初期化ベクトル pIV を使用する。この関数は、復号文の結果を返し、最終
的な平文ブロックを検証する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。
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ippStsLengthErr

エラー。復号化された平文データ・ストリー
ムの長さがゼロ以下。

ippStsPaddingErr

エラー。最終的な平文データ・ブロックが
指定されたパディング・スキームに従って
いない。

ippStsPaddingSchemeErr

エラー。padding が IppsCPPaddingNONE、
IppsCPPaddingZEROS または
IppsCPPaddingPKCS7 にセットされてい
ない。

ippStsContextMatchErr

エラー。コンテキスト・パラメータが操作と
一致しない。

DESEncryptCFB
CFB モードで可変長のデータ・ストリームを
暗号化する。

IppStatus ippsDESEncryptCFB (const Ipp8u *pSrc, Ipp8u *pDst, int
srclen, int cfbBlkSize, const IppsDES *pCtx, Ipp8u *pIV,
IppsCPPadding padding);
引数
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pSrc

可変長の入力平文データ・ストリーム。

pDst

出力暗号文データ・ストリーム。

pIV

DES CFB モードの初期化ベクトル。

cfbBlkSize

CFB ブロックのサイズ（バイト単位）。

srclen

入力データ・ストリームの長さ（バイト単位）。

pCtx

DES 内部演算用にスケジュールされたラウンド鍵のセット。

padding

パディング・スキーム。

対称暗号化アルゴリズム関数

2

説明
関数 ippsDESEncryptCFB は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、FIPS
81 で定義されている暗号化スキームに従って、可変長の入力データ・ストリームを
暗号化する。また、CFB（Cipher Feedback）モードで提供されたラウンド鍵のセット
と初期化ベクトルを使用する。この関数は、暗号文の結果を返す。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsBadArgErr

エラー。引数が無効。

ippStsLengthErr

エラー。入力データ・ストリームの長さが
ゼロ以下。

ippStsUnderRunErr

エラー。padding が IppsCPPaddingNONE
にセットされていて入力データ・ストリーム
の長さが cfbBlkSize で割り切れない。

ippStsCFBSizeErr

エラー。cfbBlkSize の値が不正。

ippStsPaddingSchemeErr

エラー。padding が
IppsCPPaddingNONE、
IppsCPPaddingZEROS または
IppsCPPaddingPKCS7 にセットされてい
ない。

ippStsContextMatchErr

エラー。コンテキスト・パラメータが操作と
一致しない。

DESDecryptCFB
CFB モードで可変長のデータ・ストリームを
復号化する。

IppStatus ippsDESDecryptCFB (const Ipp8u *pSrc, Ipp8u *pDst, int
dstlen,
int cfbBlkSize, const IppsDES *pCtx, const Ipp8u *pIV,
IppsCPPadding padding);
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引数
pSrc

可変長の入力暗号文データ・ストリーム。

pDst

出力平文データ・ストリーム。

pIV

DES CFB モードの初期化ベクトル。

cfbBlkSize

CFB ブロックのサイズ（バイト単位）。

dstlen

出力データ・ストリームの長さ（バイト単位）。

pCtx

DES 内部演算用にスケジュールされたラウンド鍵のセット。

padding

パディング・スキーム。

説明
関数 ippsDESDecryptCFB は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、FIPS
81 で定義されている暗号化スキームに従って、可変長の入力データ・ストリームを
復号化する。また、CFB（Cipher Feedback）モードで提供されたラウンド鍵のセット
と初期化ベクトルを使用する。この関数は、復号文の結果を返し、最終的な平文ブ
ロックを検証する。
戻り値
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ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsLengthErr

エラー。復号化された平文データ・ストリー
ムの長さがゼロ以下。

ippStsCFBSizeErr

エラー。cfbBlkSize の値が不正。

ippStsPaddingErr

エラー。最終的な平文データ・ブロックが
指定されたパディング・スキームに従って
いない。

ippStsPaddingSchemeErr

エラー。padding が IppsCPPaddingNONE、
IppsCPPaddingZEROS または
IppsCPPaddingPKCS7 にセットされてい
ない。

ippStsContextMatchErr

エラー。コンテキスト・パラメータが操作と
一致しない。

対称暗号化アルゴリズム関数

2

TDESEncrypt_I
インプレースで 3 セットのラウンド鍵を使用して
平文の単一ブロックを暗号化する。

IppStatus ippsTDESEncrypt_I (Ipp64u *pSrcDstData, const IppsDES *pCtx1,
const IppsDES *pCtx2, const IppsDES *pCtx3);
引数
pSrcDstData

入力平文データ・ブロックおよび出力暗号文。

pCtx1

ラウンド鍵の 1 つ目のセット。

pCtx2

ラウンド鍵の 2 つ目のセット。

pCtx3

ラウンド鍵の 3 つ目のセット。

説明
関数 ippsTDESEncrypt_I は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、FIPS
46-3 で定義されている暗号化スキームに従って、平文の単一 64 ビット DES ブロック
を暗号化する。また、3 セットの提供されたラウンド鍵を使用する。この関数は、暗
号文の結果を pSrcDstData に返す。
この関数を表す擬似コード :
pSrcDstData = EpCtx3(DpCtx2(EpCtx1(pSrcDstData)))
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsContextMatchErr エラー。コンテキスト・パラメータが操作と一致しない。
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TDESDecrypt_I
インプレースで 3 セットのラウンド鍵を使用して
平文の単一ブロックを復号化する。

IppStatus ippsTDESDecrypt_I (Ipp64u *pSrcDstData, const IppsDES *pCtx1,
const IppsDES *pCtx2, const IppsDES *pCtx3);
引数
pSrcDstData

入力暗号文データ・ブロックおよび出力平文。

pCtx1

ラウンド鍵の 1 つ目のセット。

pCtx2

ラウンド鍵の 2 つ目のセット。

pCtx3

ラウンド鍵の 3 つ目のセット。

説明
関数 ippsTDESDecrypt_I は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、FIPS
46-3 で定義されている暗号化スキームに従って、暗号文の単一 64 ビット DES ブロッ
クを復号化する。また、3 セットの提供されたラウンド鍵を使用する。この関数は、
復号文の結果を pSrcDstData に返す。
この関数を表す擬似コード :
pSrcDstData = DpCtx1(EpCtx2(DpCtx3(pSrcDstData)))
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsContextMatchErr エラー。コンテキスト・パラメータが操作と一致しない。
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対称暗号化アルゴリズム関数

2

TDESEncrypt
3 セットのラウンド鍵を使用して平文の単一
ブロックを暗号化する。

IppStatus ippsTDESEncrypt (Ipp64u inpBlk, Ipp64u* pOutBlk, const
IppsDES* pCtx1, const IppsDES* pCtx2, const IppsDES* pCtx3);
引数
inpBlk

入力平文データ・ブロック。

pOutBlk

出力暗号文データ・ブロック。

pCtx1

ラウンド鍵の 1 つ目のセット。

pCtx2

ラウンド鍵の 2 つ目のセット。

pCtx3

ラウンド鍵の 3 つ目のセット。

説明
関数 ippsTDESEncrypt は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、FIPS
46-3 で定義されている暗号化スキームに従って、平文の単一 64 ビット DES ブロッ
クを暗号化する。また、3 セットの提供されたラウンド鍵を使用する。この関数は、
暗号文の結果を pOutBlk に返す。
この関数を表す擬似コード :
pOutBlk = EpCtx3(DpCtx2(EpCtx1(inpBlk)))
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsContextMatchErr エラー。コンテキスト・パラメータが操作と一致しない。
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TDESDecrypt
3 セットのラウンド鍵を使用して平文の単一
ブロックを復号化する。

IppStatus ippsTDESDecrypt (Ipp64u inpBlk, Ipp64u* pOutBlk, const
IppsDES* pCtx1, const IppsDES* pCtx2, const IppsDES* pCtx3);
引数
inpBlk

入力暗号文データ・ブロック。

pOutBlk

出力平文データ・ブロック。

pCtx1

ラウンド鍵の 1 つ目のセット。

pCtx2

ラウンド鍵の 2 つ目のセット。

pCtx3

ラウンド鍵の 3 つ目のセット。

説明
関数 ippsTDESDecrypt は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、FIPS
46-3 で定義されている暗号化スキームに従って、暗号文の単一 64 ビット DES ブロッ
クを復号化する。また、3 セットの提供されたラウンド鍵を使用する。この関数は、
復号文の結果を pOutBlk に返す。
この関数を表す擬似コード :
pOutBlk = DpCtx1(EpCtx2(DpCtx3(inpBlk)))
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsContextMatchErr エラー。コンテキスト・パラメータが操作と一致しない。
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対称暗号化アルゴリズム関数

2

TDESEncryptECB
3 セットのラウンド鍵を使用して ECB モードで
可変長のデータ・ストリームを暗号化する。

IppStatus ippsTDESEncryptECB (const Ipp8u *pSrc, Ipp8u *pDst, int
srclen, const IppsDES *pCtx1, const IppsDES *pCtx2, const IppsDES
*pCtx3, IppsCPPadding padding);
引数
pSrc

可変長の入力平文データ・ストリーム。

pDst

出力暗号文データ・ストリーム。

srclen

入力データ・ストリームの長さ（バイト単位）。

pCtx1

TDES 内部演算用にスケジュールされたラウンド鍵の最初の
セット。

pCtx2

TDES 内部演算用にスケジュールされたラウンド鍵の 2 つ目の
セット。

pCtx3

TDES 内部演算用にスケジュールされたラウンド鍵の 3 つ目の
セット。

padding

パディング・スキーム。

説明
関数 ippsTDESEncryptECB は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、
FIPS 81 で定義されている暗号化スキームに従って、可変長の入力データ・ストリー
ムを暗号化する。また、ECB（Electronic Code Book）モードで提供された 3 セットの
ラウンド鍵を使用する。この関数は、暗号文の結果を返す。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsLengthErr

エラー。入力データ・ストリームの長さが
ゼロ以下。

2-25

インテル® インテグレーテッド・パフォーマンス・プリミティブ リファレンス・マニュアル：第 4 巻

ippStsUnderRunErr

エラー。padding が IppsCPPaddingNONE
にセットされていて入力データ・ストリーム
の長さが 8 で割り切れない。

ippStsPaddingSchemeErr

エラー。padding が IppsCPPaddingNONE、
IppsCPPaddingZEROS または
IppsCPPaddingPKCS7 にセットされてい
ない。

ippStsContextMatchErr

エラー。コンテキスト・パラメータが操作と
一致しない。

TDESDecryptECB
3 セットのラウンド鍵を使用して ECB モードで
可変長のデータ・ストリームを復号化する。

IppStatus ippsTDESDecryptECB(const Ipp8u *pSrc, Ipp8u *pDst, int
dstlen, const IppsDES *pCtx1, const IppsDES *pCtx2, const IppsDES
*pCtx3, IppsCPPadding padding);
引数
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pSrc

可変長の入力暗号文データ・ストリーム。

pDst

出力平文データ・ストリーム。

srclen

入力データ・ストリームの長さ（バイト単位）。

pCtx1

TDES 内部演算用にスケジュールされたラウンド鍵の最初の
セット。

pCtx2

TDES 内部演算用にスケジュールされたラウンド鍵の 2 つ目の
セット。

pCtx3

TDES 内部演算用にスケジュールされたラウンド鍵の 3 つ目の
セット。

padding

パディング・スキーム。

対称暗号化アルゴリズム関数

2

説明
関数 ippsTDESDecryptECB は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、
FIPS 81 で定義されている暗号化スキームに従って、可変長の入力データ・ストリー
ムを復号化する。また、ECB（Electronic Code Book）モードで提供された 3 セットの
ラウンド鍵を使用する。この関数は、復号文の結果を返し、最終的な平文ブロック
を検証する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsLengthErr

エラー。復号化された平文データ・ストリー
ムの長さがゼロ以下。

ippStsPaddingErr

エラー。最終的な平文データ・ブロックが
指定されたパディング・スキームに従って
いない。

ippStsPaddingSchemeErr

エラー。padding が IppsCPPaddingNONE、
IppsCPPaddingZEROS または
IppsCPPaddingPKCS7 にセットされてい
ない。

TDESEncryptCBC
3 セットのラウンド鍵を使用して CBC モードで
可変長のデータ・ストリームを暗号化する。

IppStatus ippsTDESEncryptCBC(const Ipp8u *pSrc, Ipp8u *pDst, int
srclen, const IppsDES *pCtx1, const IppsDES *pCtx2, const IppsDES
*pCtx3, Ipp8u *pIV, IppsCPPadding padding);
引数
pSrc

可変長の入力平文データ・ストリーム。

pDst

出力暗号文データ・ストリーム。

pIV

TDES CBC モードの初期化ベクトル。

srclen

入力データ・ストリームの長さ（バイト単位）。
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pCtx1

TDES 内部演算用にスケジュールされたラウンド鍵の最初の
セット。

pCtx2

TDES 内部演算用にスケジュールされたラウンド鍵の 2 つ目の
セット。

pCtx3

TDES 内部演算用にスケジュールされたラウンド鍵の 3 つ目の
セット。

padding

パディング・スキーム。

説明
関数 ippsTDESEncryptCBC は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、
FIPS 81 で定義されている暗号化スキームに従って、可変長の入力データ・ストリー
ムを暗号化する。また、CBC（Cipher Block Chaining）モードで提供された 3 セット
のラウンド鍵と初期化ベクトルを使用する。この関数は、暗号文の結果を返す。
戻り値
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ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsLengthErr

エラー。入力データ・ストリームの長さが
ゼロ以下。

ippStsUnderRunErr

エラー。padding が IppsCPPaddingNONE
にセットされていて入力データ・ストリーム
の長さが 8 で割り切れない。

ippStsPaddingSchemeErr

エラー。padding が IppsCPPaddingNONE、
IppsCPPaddingZEROS または
IppsCPPaddingPKCS7 にセットされてい
ない。

ippStsContextMatchErr

エラー。コンテキスト・パラメータが操作と
一致しない。

対称暗号化アルゴリズム関数

2

TDESDecryptCBC
3 セットのラウンド鍵を使用して CBC モードで
可変長のデータ・ストリームを復号化する。

IppStatus ippsTDESDecryptCBC (const Ipp8u *pSrc, Ipp8u *pDst, int
dstlen, const IppsDES *pCtx1, const IppsDES *pCtx2, const IppsDES
*pCtx3, Ipp8u *pIV, IppsCPPadding padding);
引数
pSrc

可変長の入力暗号文データ・ストリーム。

pDst

出力平文データ・ストリーム。

pIV

TDES CBC モードの初期化ベクトル。

dstlen

出力データ・ストリームの長さ（バイト単位）。

pCtx1

TDES 内部演算用にスケジュールされたラウンド鍵の最初の
セット。

pCtx2

TDES 内部演算用にスケジュールされたラウンド鍵の 2 つ目の
セット。

pCtx3

TDES 内部演算用にスケジュールされたラウンド鍵の 3 つ目の
セット。

padding

パディング・スキーム。

説明
関数 ippsTDESDecryptCBC は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、
FIPS 81 で定義されている暗号化スキームに従って、可変長の入力データ・ストリー
ムを復号化する。また、CBC（Cipher Block Chaining）モードで提供された 3 セット
のラウンド鍵と初期化ベクトルを使用する。この関数は、復号文の結果を返し、最
終的な平文ブロックを検証する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsLengthErr

エラー。復号化された平文データ・ストリー
ムの長さがゼロ以下。
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ippStsPaddingErr

エラー。最終的な平文データ・ブロックが
指定されたパディング・スキームに従って
いない。

ippStsPaddingSchemeErr

エラー。padding が IppsCPPaddingNONE、
IppsCPPaddingZEROS または
IppsCPPaddingPKCS7 にセットされてい
ない。

ippStsContextMatchErr

エラー。コンテキスト・パラメータが操作と
一致しない。

TDESEncryptCFB
3 セットのラウンド鍵を使用して CFB モードで
可変長のデータ・ストリームを暗号化する。

IppStatus ippsTDESEncryptCFB (const Ipp8u *pSrc, Ipp8u *pDst, int
srclen, int cfbBlkSize, const IppsDES *pCtx1, const IppsDES *pCtx2,
const IppsDES *pCtx3, Ipp8u *pIV, IppsCPPadding padding);
引数
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pSrc

可変長の入力平文データ・ストリーム。

pDst

出力暗号文データ・ストリーム。

pIV

TDES CFB モードの初期化ベクトル。

srclen

入力データ・ストリームの長さ（バイト単位）。

pCtx1

TDES 内部演算用にスケジュールされたラウンド鍵の最初の
セット。

pCtx2

TDES 内部演算用にスケジュールされたラウンド鍵の 2 つ目の
セット。

pCtx3

TDES 内部演算用にスケジュールされたラウンド鍵の 3 つ目の
セット。

cfbBlkSize

CFB ブロックのサイズ（バイト単位）。

padding

パディング・スキーム。

対称暗号化アルゴリズム関数

2

説明
関数 ippsTDESEncryptCFB は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、
FIPS 81 で定義されている暗号化スキームに従って、可変長の入力データ・ストリー
ムを暗号化する。また、CFB（Cipher Feedback）モードで提供された 3 セットのラウ
ンド鍵と初期化ベクトルを使用する。この関数は、暗号文の結果を返す。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsLengthErr

エラー。入力データ・ストリームの長さが
ゼロ以下。

ippStsUnderRunErr

エラー。padding が IppsCPPaddingNONE
にセットされていて入力データ・ストリーム
の長さが cfbBlkSize で割り切れない。

ippStsCFBSizeErr

エラー。cfbBlkSize の値が不正。

ippStsPaddingSchemeErr

エラー。padding が IppsCPPaddingNONE、
IppsCPPaddingZEROS または
IppsCPPaddingPKCS7 にセットされてい
ない。

ippStsContextMatchErr

エラー。コンテキスト・パラメータが操作と
一致しない。

TDESDecryptCFB
3 セットのラウンド鍵を使用して CFB モードで
可変長のデータ・ストリームを復号化する。

IppStatus ippsTDESDecryptCFB (const Ipp8u *pSrc, Ipp8u *pDst, int
dstlen, int cfbBlkSize, const IppsDES *pCtx1, const IppsDES *pCtx2,
const IppsDES *pCtx3, Ipp8u *pIV, IppsCPPadding padding);
引数
pSrc

可変長の入力暗号文データ・ストリーム。
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pDst

出力平文データ・ストリーム。

pIV

TDES CFB モードの初期化ベクトル。

dstlen

出力データ・ストリームの長さ（バイト単位）。

pCtx1

TDES 内部演算用にスケジュールされたラウンド鍵の最初の
セット。

pCtx2

TDES 内部演算用にスケジュールされたラウンド鍵の 2 つ目の
セット。

pCtx3

TDES 内部演算用にスケジュールされたラウンド鍵の 3 つ目の
セット。

cfbBlkSize

CFB ブロックのサイズ（バイト単位）。

padding

パディング・スキーム。

説明
関数 ippsTDESDecryptCFB は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、
FIPS 81 で定義されている暗号化スキームに従って、可変長の入力データ・ストリー
ムを復号化する。また、CFB（Cipher Feedback）モードで提供された 3 セットのラウ
ンド鍵と初期化ベクトルを使用する。この関数は、復号文の結果を返し、最終的な
平文ブロックを検証する。
戻り値
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ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsLengthErr

エラー。復号化された平文データ・ストリー
ムの長さがゼロ以下。

ippStsCFBSizeErr

エラー。cfbBlkSize の値が不正。

ippStsPaddingErr

エラー。最終的な平文データ・ブロックが
指定されたパディング・スキームに従って
いない。

ippStsPaddingSchemeErr

エラー。padding が IppsCPPaddingNONE、
IppsCPPaddingZEROS または
IppsCPPaddingPKCS7 にセットされてい
ない。

ippStsContextMatchErr

エラー。コンテキスト・パラメータが操作と
一致しない。

対称暗号化アルゴリズム関数

2

Rijndael 関数
Rijndael 暗号化スキームは、可変ブロック・サイズおよび可変鍵長の繰り返しブロッ
ク暗号である。データ・ブロックと鍵の長さとして、128、192、または 256 ビット
を別々に指定できる。
この項では、Rijndael 暗号化スキームでさまざまなモードを実行する関数について説
明する。この項で説明する関数は、Rijndael 暗号化関数のブロック・サイズ別に分け
られている。

•

Rijndael128 では、128 ビットのデータ・ブロック・サイズの Rijndael 暗号化
スキームについて説明する。

•

Rijndael192 では、192 ビットのデータ・ブロック・サイズの Rijndael 暗号化
スキームについて説明する。

•

Rijndael256 では、256 ビットのデータ・ブロック・サイズの Rijndael 暗号化
スキームについて説明する。

これらの Rijndael 暗号化関数の鍵の長さを指定するため、この項の関数はすべて、次
の列挙子を使用する。
typedef enum {
IppsRijndaelKey128 = 128, // 128-bit key
IppsRijndaelKey192 = 192, // 192-bit key
IppsRijndaelKey256 = 256, // 256-bit key
} IppsRijndaelKeyLength;
この項で説明する、鍵の長さが 128 ビットの Rijndael128 用の関数は、実際に NIST
によって AES（Advanced Encryption Standard）として採用され、FIPS 197 として規格
化されている暗号化関数である。この項の Rijndael ブロック暗号化スキームの関数は
すべて、ベルギーの Joan Daemen 氏と Vincent Rijmen 氏が開発した Rijndael 暗号化ス
キームに従っている。
この 項の R i j n d a e l 1 2 8 暗 号化 スキ ーム の関 数は シンボ リッ ク・デー タ構 造体
IppsRijndael128 を、Rijndael256 暗 号 化 ス キ ー ム の 関 数 は シ ン ボ リ ッ ク・
データ構造体 IppsRijndael256 を使用する。これらの構造体は、1 セットの
ラウンド鍵と 1 セットの逆ラウンド鍵だけでなく、鍵管理情報も同時に処理する
ように定義されている。
初期化関数がラウンド鍵を生成したら、ECB、CBC および CFB モードの関数は、指
定されたパディング・スキームでストリーム・データを暗号化または複合化できる。
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AES スキームを使用して（128 ビット鍵で Rijndael128 関数を使用して）CBC モード
で暗号化を行う典型的なアプリケーション・コードは、次の順序で実行する。
1.

関数 Rijndael128BufferSize を呼び出して、シンボリック・データ構
造体 IppsRijndael128 の設定に必要なバッファ・サイズを取得する。

2.

オペレーティング・システムのメモリ割り当てサービス関数を呼び出して、
関数 Rijndael128Buffersize で指定されたサイズ以上のバッファを割
り当てる。

3.

割り当てられたバッファと 128 ビットの AES 鍵で関数 Rijndael128Init
を呼び出して、シンボリック・データ構造体 IppsRijndael128 *pCtx
を初期化する。

4.

初期化ベクトルとパディング・スキームを指定して関数
Rijndael128EncryptCBC を呼び出し、AES 暗号化関数を使用して CBC
モードで入力データ・ストリームを暗号化する。

5.

必要な場合、オペレーティング・システムのメモリ解放サービス関数を呼
び出して、シンボリック・データ構造体 IppsRijndael128 に割り当てら
れたバッファを解放する。

Rijndael128BufferSize
シンボリック・データ構造体の初期化に必要な
バッファ・サイズを指定する。

IppStatus ippsRijndael128BufferSize (int *pSize);
引数
pSize

シンボリック・データ構造体 IppsRijndael128 の初期化に必
要なバッファのサイズ（バイト単位）。

説明
関数 ippsRijndael128BufferSize は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関
数は、シンボリック・データ構造体 IppsRijndael128 の作業バッファの定義に必
要なバッファのサイズをバイト単位で指定する。シンボリック・データ構造体は、異
なる鍵の長さ、および鍵管理情報でさまざまな Rijndael 暗号化 / 復号化関数用の 1
セットのラウンド鍵、1 セットの逆ラウンド鍵を処理する。

2-34

対称暗号化アルゴリズム関数

2

戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。pSize が NULL。

Rijndael128Init
内部データ構造体を初期化する。

IppStatus ippsRijndael128Init (const Ipp8u *pKey, IppsRijndaelKeyLength
keylen, IppsRijndael128 *pCtx);
引数
pKey

符号なし文字の固定サイズの配列。

keylen

構造体 IppsRijndaelKeyLength で定義される鍵の長さ。

pCtx

入力の際は、指定されたバッファへのポインタ。出力の際は、
初期化されたシンボリック・データ構造体 IppsRijndael128。

説明
関数 ippsRijndael128Init は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、
指 定 さ れ た バ ッ フ ァ 空 間 を 使 用 し て シ ン ボ リ ッ ク・デ ー タ 構 造 体
IppsRijndael128 を初期化する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。pKey または pCtx が NULL。

ippStsLengthErr

エラー。keyLen が IppsRijndaelKey128、
IppsRijndaelKey192 または
IppsRijndaelKey256 でない。
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Rijndael128EncryptECB
ECB モードで Rijndael アルゴリズムを使用して
バイト・データ・ストリームを暗号化する。

IppStatus ippsRijndael128EncryptECB (const Ipp8u *pSrc, Ipp8u *pDst,
int srclen, const IppsRijndael128 *pCtx, IppsCPPadding padding);
引数
pSrc

可変長の入力平文データ・ストリーム。

pDst

出力暗号文データ・ストリーム。

srclen

入力データ・ストリームの長さ（バイト単位）。

pCtx

Rijndael128 内部演算用にスケジュールされたラウンド鍵の
セット。

padding

パディング・スキーム。

説明
関数 ippsRijndael128EncryptECB は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関
数は、FIPS 81 で定義されている暗号化スキームに従って、可変長の入力データ・ス
トリームを暗号化する。また、ECB（Electronic Code Book）モードで提供されたラウ
ンド鍵のセットを使用する。この関数は、暗号文の結果を返す。
padding が NONE にセットされている場合、平文データの長さは 128 ビットで割り
切れなければならない。
戻り値
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ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。pCtx、pSrc、または pDst が
NULL。

ippStsLengthErr

エラー。srclen がゼロ以下。

ippStsPaddingSchemeErr

エラー。padding が IppsCPPaddingNONE、
IppsCPPaddingZEROS または
IppsCPPaddingPKCS7 にセットされてい
ない。

対称暗号化アルゴリズム関数
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ippStsUnderRunErr

エラー。padding が IppsCPPaddingNONE
にセットされていて srclen が 16 で割り切
れない。

ippStsContextMatchErr

エラー。コンテキスト・パラメータが操作と
一致しない。

Rijndael128DecryptECB
ECB モードで Rijndael アルゴリズムを使用して
バイト・データ・ストリームを復号化する。

IppStatus ippsRijndael128DecryptECB (const Ipp8u *pSrc, Ipp8u *pDst,
int dstlen, const IppsRijndael128 *pCtx, IppsCPPadding padding);
引数
pSrc

可変長の入力暗号文データ・ストリーム。

pDst

出力平文データ・ストリーム。

dstlen

出力データ・ストリームの長さ（バイト単位）。

pCtx

Rijndael128 内部演算用にスケジュールされたラウンド鍵の
セット。

padding

パディング・スキーム。

説明
関数 ippsRijndael128DecryptECB は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関
数は、FIPS 81 で定義されている暗号化スキームに従って、可変長の入力データ・ス
トリームを復号化する。また、ECB（Electronic Code Book）モードで提供されたラウ
ンド鍵のセットを使用する。この関数は、復号文の結果を返し、最終的な平文ブロッ
クを検証する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。pCtx、pSrc、または pDst が
NULL。

ippStsLengthErr

エラー。dstlen がゼロ以下。
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ippStsPaddingSchemeErr

エラー。padding が IppsCPPaddingNONE、
IppsCPPaddingZEROS または
IppsCPPaddingPKCS7 にセットされてい
ない。

ippStsUnderRunErr

エラー。padding が IppsCPPaddingNONE
にセットされていて srclen が 16 で割り切
れない。

ippStsPaddingErr

エラー。最終的な平文データ・ブロックが
指定されたパディング・スキームに従って
いない。

ippStsContextMatchErr

エラー。コンテキスト・パラメータが操作と
一致しない。

Rijndael128EncryptCBC
CBC モードで Rijndael アルゴリズムを使用して
バイト・データ・ストリームを暗号化する。

IppStatus ippsRijndael128EncryptCBC (const Ipp8u *pSrc, Ipp8u *pDst,
int srclen, const IppsRijndael128 *pCtx, const Ipp8u *pIV,
IppsCPPadding padding);
引数
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pSrc

可変長の入力平文データ・ストリーム。

pDst

出力暗号文データ・ストリーム。

srclen

入力データ・ストリームの長さ（バイト単位）。

pCtx

Rijndael128 内部演算用にスケジュールされたラウンド鍵の
セット。

pIV

初期化ベクトル。

padding

パディング・スキーム。

対称暗号化アルゴリズム関数
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説明
関数 ippsRijndael128EncryptCBC は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関
数は、FIPS 81 で定義されている暗号化スキームに従って、可変長の入力データ・ス
トリームを復号化する。また、CBC（Cipher Block Chaining）モードで提供されたラ
ウンド鍵のセットを使用する。この関数は、復号文の結果を返す。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。pCtx、pSrc、pIV、または pDst
が NULL。

ippStsLengthErr

エラー。srclen がゼロ以下。

ippStsPaddingSchemeErr

エラー。padding が IppsCPPaddingNONE、
IppsCPPaddingZEROS または
IppsCPPaddingPKCS7 にセットされてい
ない。

ippStsUnderRunErr

エラー。padding が IppsCPPaddingNONE
にセットされていて srclen が 16 で割り切
れない。

ippStsContextMatchErr

エラー。コンテキスト・パラメータが操作と
一致しない。

Rijndael128DecryptCBC
CBC モードで Rijndael アルゴリズムを使用して
バイト・データ・ストリームを復号化する。

IppStatus ippsRijndael128DecryptCBC (const Ipp8u *pSrc, Ipp8u *pDst,
int dstlen, const IppsRijndael128 *pCtx, const Ipp8u *pIV,
IppsCPPadding padding);
引数
pSrc

可変長の入力暗号文データ・ストリーム。

pDst

出力平文データ・ストリーム。
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dstlen

出力データ・ストリームの長さ（バイト単位）。

pCtx

Rijndael128 内部演算用にスケジュールされたラウンド鍵の
セット。

pIV

初期化ベクトル。

padding

パディング・スキーム。

説明
関数 ippsRijndael128DecryptCBC は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関
数は、FIPS 81 で定義されている暗号化スキームに従って、可変長の入力データ・ス
トリームを復号化する。また、CBC（Cipher Block Chaining）モードで提供されたラ
ウンド鍵のセットと初期化ベクトル pIV を使用する。この関数は、復号文の結果を
返し、最終的な平文ブロックを検証する。
戻り値
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ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。pCtx、pSrc、pIV、または pDst
が NULL。

ippStsLengthErr

エラー。dstlen がゼロ以下。

ippStsPaddingSchemeErr

エラー。padding が IppsCPPaddingNONE、
IppsCPPaddingZEROS または
IppsCPPaddingPKCS7 にセットされてい
ない。

ippStsPaddingErr

エラー。最終的な平文データ・ブロックが
指定されたパディング・スキームに従って
いない。

ippStsContextMatchErr

エラー。コンテキスト・パラメータが操作と
一致しない。

対称暗号化アルゴリズム関数

2

Rijndael128EncryptCFB
CFB モードで Rijndael アルゴリズムを使用して
バイト・データ・ストリームを暗号化する。

IppStatus ippsRijndael128EncryptCFB (const Ipp8u *pSrc, Ipp8u *pDst,
int srclen, int cfbBlkSize, const IppsRijndael128 *pCtx, const
Ipp8u *pIV, IppsCPPadding padding);
引数
pSrc

可変長の入力平文データ・ストリーム。

pDst

出力暗号文データ・ストリーム。

srclen

入力データ・ストリームの長さ（バイト単位）。

cfbBlkSize

CFB ブロックのサイズ（バイト単位）。

pCtx

Rijndael128 内部演算用にスケジュールされたラウンド鍵の
セット。

pIV

初期化ベクトル。

padding

パディング・スキーム。

説明
関数 ippsRijndael128EncryptCFB は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関
数は、FIPS 81 で定義されている暗号化スキームに従って、可変長の入力データ・ス
トリームを暗号化する。また、CFB（Cipher Feedback）モードで提供されたラウンド
鍵のセットと初期化ベクトルを使用する。この関数は、暗号文の結果を返す。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。pCtx、pSrc、pIV、または pDst
が NULL。

ippStsLengthErr

エラー。srclen がゼロ以下。

ippStsPaddingSchemeErr

エラー。padding が IppsCPPaddingNONE、
IppsCPPaddingZEROS または
IppsCPPaddingPKCS7 にセットされてい
ない。
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ippStsUnderRunErr

エラー。padding が IppsCPPaddingNONE
にセットされていて srclen が 16 で割り切
れない。

ippStsCFBSizeErr

エラー。cfbBlkSize の値が不正。

ippStsContextMatchErr

エラー。コンテキスト・パラメータが操作と
一致しない。

Rijndael128DecryptCFB
CFB モードで Rijndael アルゴリズムを使用して
バイト・データ・ストリームを復号化する。

IppStatus ippsRijndael128DecryptCFB (const Ipp8u *pSrc, Ipp8u *pDst,
int dstlen, int cfbBlkSize, const IppsRijndael128 *pCtx, const
Ipp8u *pIV, IppsCPPadding padding);
引数
pSrc

可変長の入力暗号文データ・ストリーム。

pDst

出力平文データ・ストリーム。

dstlen

出力データ・ストリームの長さ（バイト単位）。

cfbBlkSize

CFB ブロックのサイズ（バイト単位）。

pCtx

Rijndael128 内部演算用にスケジュールされたラウンド鍵の
セット。

pIV

初期化ベクトル。

padding

パディング・スキーム。

説明
関数 ippsRijndael128DecryptCFB は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関
数は、FIPS 81 で定義されている暗号化スキームに従って、可変長の入力データ・ス
トリームを復号化する。また、CFB（Cipher Feedback）モードで提供されたラウンド
鍵のセットと初期化ベクトルを使用する。この関数は、復号文の結果を返す。
戻り値
ippStsNoErr
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エラーなし。

対称暗号化アルゴリズム関数
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ippStsNullPtrErr

エラー。pCtx、pSrc、pIV、または pDst
が NULL。

ippStsLengthErr

エラー。dstlen がゼロ以下。

ippStsCFBSizeErr

エラー。cfbBlkSize の値が不正。

ippStsPaddingSchemeErr

エラー。padding が IppsCPPaddingNONE、
IppsCPPaddingZEROS または
IppsCPPaddingPKCS7 にセットされてい
ない。

ippStsPaddingErr

エラー。最終的な平文データ・ブロックが
指定されたパディング・スキームに従って
いない。

ippStsContextMatchErr

エラー。コンテキスト・パラメータが操作と
一致しない。

Rijndael192BufferSize
シンボリック・データ構造体の初期化に必要な
バッファ・サイズを指定する。

IppStatus ippsRijndael192BufferSize (int *pSize);
引数
pSize

シンボリック・データ構造体 IppsRijndael192 の初期化に必
要なバッファのサイズ（バイト単位）。

説明
関数 ippsRijndael192BufferSize は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関
数は、シンボリック・データ構造体の初期化に必要なバッファのサイズを指定する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。pSize が NULL。
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Rijndael192Init
後で使用するためにシンボリック・データ構造体
を初期化する。

IppStatus ippsRijndael192Init (const Ipp8u *pKey, IppsRijndaelKeyLength
keylen, IppsRijndael192 *pCtx);
引数
pKey

符号なし文字の固定サイズの配列。

keylen

構造体 IppsRijndaelKeyLength で定義される鍵の長さ。

pCtx

入力の際は、指定されたバッファへのポインタ。出力の際は、
初期化されたシンボリック・データ構造体 IppsDES。

説明
関数 ippsRijndael192Init は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、
指定されたバッファ空間を使用してシンボリック・データ構造体
IppsRijndael192 *pCtx を初期化する。さらに、この関数は鍵拡大スキームを
使用して、1 セットのラウンド鍵と 1 セットの逆ラウンド鍵を計算する。
戻り値

2-44

ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。pKey または pCtx が NULL。

ippStsLengthErr

エラー。keylen が IppsRijndaelKey128、
IppsRijndaelKey192 または
IppsRijndaelKey256 にセットされてい
ない。

ippStsContextMatchErr

エラー。コンテキスト・パラメータが操作と
一致しない。
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Rijndael192EncryptECB
ECB モードで Rijndael アルゴリズムを使用して
バイト・データ・ストリームを暗号化する。

IppStatus ippsRijndael192EncryptECB (const Ipp8u *pSrc, Ipp8u *pDst,
int srclen, const IppsRijndael192 *pCtx, IppsCPPadding padding);
pSrc

可変長の入力平文データ・ストリーム。

pDst

出力暗号文データ・ストリーム。

srclen

入力データ・ストリームの長さ（バイト単位）。

pCtx

Rijndael192 内部演算用にスケジュールされたラウンド鍵の
セット。

padding

パディング・スキーム。

説明
関数 ippsRijndael192EncryptECB は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関
数は、FIPS 81 で定義されている暗号化スキームに従って、可変長の入力データ・ス
トリームを暗号化する。また、ECB（Electronic Code Book）モードで提供されたラウ
ンド鍵のセットを使用する。この関数は、暗号文の結果を返す。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。pCtx、pSrc、または pDst が
NULL。

ippStsLengthErr

エラー。srclen がゼロ以下。

ippStsPaddingSchemeErr

エラー。padding が IppsCPPaddingNONE、
IppsCPPaddingZEROS または
IppsCPPaddingPKCS7 にセットされてい
ない。

ippStsUnderRunErr

エラー。padding が IppsCPPaddingNONE
にセットされていて srclen が 24 で割り切
れない。

ippStsContextMatchErr

エラー。コンテキスト・パラメータが操作と
一致しない。
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Rijndael192DecryptECB
ECB モードで Rijndael アルゴリズムを使用して
バイト・データ・ストリームを復号化する。

IppStatus ippsRijndael192DecryptECB (const Ipp8u *pSrc, Ipp8u *pDst,
int dstlen, const IppsRijndael192 *pCtx, IppsCPPadding padding);
pSrc

可変長の入力暗号文データ・ストリーム。

pDst

出力平文データ・ストリーム。

dstlen

出力データ・ストリームの長さ（バイト単位）。

pCtx

Rijndael192 内部演算用にスケジュールされた逆ラウンド鍵の
セット。

padding

パディング・スキーム。

説明
関数 ippsRijndael192DecryptECB は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関
数は、FIPS 81 で定義されている暗号化スキームに従って、可変長の入力データ・ス
トリームを復号化する。また、ECB（Electronic Code Book）モードで提供されたラウ
ンド鍵のセットを使用する。この関数は、復号文の結果を返し、最終的な平文ブロッ
クを検証する。
戻り値
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ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。pCtx、pSrc、または pDst が
NULL。

ippStsLengthErr

エラー。dstlen がゼロ以下。

ippStsPaddingSchemeErr

エラー。padding が IppsCPPaddingNONE、
IppsCPPaddingZEROS または
IppsCPPaddingPKCS7 にセットされてい
ない。

ippStsPaddingErr

エラー。最終的な平文データ・ブロックが
指定されたパディング・スキームに従って
いない。

対称暗号化アルゴリズム関数

ippStsContextMatchErr

2

エラー。コンテキスト・パラメータが操作と
一致しない。

Rijndael192EncryptCBC
CBC モードで Rijndael アルゴリズムを使用して
バイト・データ・ストリームを暗号化する。

IppStatus ippsRijndael192EncryptCBC (const Ipp8u *pSrc, Ipp8u *pDst,
int srclen, const IppsRijndael192 *pCtx, const Ipp8u *pIV,
IppsCPPadding padding);
引数
pSrc

可変長の入力平文データ・ストリーム。

pDst

出力暗号文データ・ストリーム。

srclen

入力データ・ストリームの長さ（バイト単位）。

pCtx

Rijndael192 内部演算用にスケジュールされたラウンド鍵の
セット。

pIV

初期化ベクトル。

padding

パディング・スキーム。

説明
関数 ippsRijndael192EncryptCBC は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関
数は、FIPS 81 で定義されている暗号化スキームに従って、可変長の入力データ・ス
トリームを暗号化する。また、CBC（Cipher Block Chaining）モードで提供されたラ
ウンド鍵のセットと初期化ベクトル pIV を使用する。この関数は、暗号文の結果を
返す。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。pCtx、pSrc、pIV、または pDst
が NULL。

ippStsLengthErr

エラー。srclen がゼロ以下。

2-47

インテル® インテグレーテッド・パフォーマンス・プリミティブ リファレンス・マニュアル：第 4 巻

ippStsPaddingSchemeErr

エラー。padding が IppsCPPaddingNONE、
IppsCPPaddingZEROS または
IppsCPPaddingPKCS7 にセットされてい
ない。

ippStsUnderRunErr

エラー。padding が IppsCPPaddingNONE
にセットされていて srclen が 24 で割り切
れない。

ippStsContextMatchErr

エラー。コンテキスト・パラメータが操作と
一致しない。

Rijndael192DecryptCBC
CBC モードで Rijndael アルゴリズムを使用して
バイト・データ・ストリームを復号化する。

IppStatus ippsRijndael192DecryptCBC (const Ipp8u *pSrc, Ipp8u *pDst,
int dstlen, const IppsRijndael192 *pCtx, const Ipp8u *pIV,
IppsCPPadding padding);
引数
pSrc

可変長の入力暗号文データ・ストリーム。

pDst

出力平文データ・ストリーム。

dstlen

出力データ・ストリームの長さ（バイト単位）。

pCtx

Rijndael192 内部演算用にスケジュールされた逆ラウンド鍵の
セット。

pIV

初期化ベクトル。

padding

パディング・スキーム。

説明
関数 ippsRijndael192DecryptCBC は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関
数は、FIPS 81 で定義されている暗号化スキームに従って、可変長の入力データ・ス
トリームを復号化する。また、CBC（Cipher Block Chaining）モードで提供された逆
ラウンド鍵のセットと初期化ベクトル pIV を使用する。この関数は、復号文の結果
を返し、最終的な平文ブロックを検証する。
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対称暗号化アルゴリズム関数

2

戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。pCtx、pSrc、pIV、または pDst
が NULL。

ippStsLengthErr

エラー。dstlen がゼロ以下。

ippStsPaddingSchemeErr

エラー。padding が IppsCPPaddingNONE、
IppsCPPaddingZEROS または
IppsCPPaddingPKCS7 にセットされてい
ない。

ippStsPaddingErr

エラー。最終的な平文データ・ブロックが
指定されたパディング・スキームに従って
いない。

ippStsContextMatchErr

エラー。コンテキスト・パラメータが操作と
一致しない。

Rijndael192EncryptCFB
CFB モードで Rijndael アルゴリズムを使用して
バイト・データ・ストリームを暗号化する。

IppStatus ippsRijndael192EncryptCFB (const Ipp8u *pSrc, Ipp8u *pDst,
int srclen, int cfbBlkSize, const IppsRijndael192 *pCtx, const
Ipp8u *pIV, IppsCPPadding padding);
引数
pSrc

可変長の入力平文データ・ストリーム。

pDst

出力暗号文データ・ストリーム。

srclen

入力データ・ストリームの長さ（バイト単位）。

cfbBlkSize

CFB ブロックのサイズ（バイト単位）。

pCtx

Rijndael192 内部演算用にスケジュールされたラウンド鍵の
セット。

pIV

初期化ベクトル。

padding

パディング・スキーム。
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説明
関数 ippsRijndael192EncryptCFB は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関
数は、FIPS 81 で定義されている暗号化スキームに従って、可変長の入力データ・ス
トリームを暗号化する。また、CFB（Cipher Feedback）モードで提供されたラウンド
鍵のセットと初期化ベクトルを使用する。この関数は、暗号文の暗号文の結果を返
す。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。pCtx、pSrc、pIV、または pDst
が NULL。

ippStsLengthErr

エラー。srclen がゼロ以下。

ippStsPaddingSchemeErr

エラー。padding が IppsCPPaddingNONE、
IppsCPPaddingZEROS または
IppsCPPaddingPKCS7 にセットされてい
ない。

ippStsUnderRunErr

エラー。padding が IppsCPPaddingNONE
にセットされていて srclen が
cfbBlkSize で割り切れない。

ippStsCFBSizeErr

エラー。cfbBlkSize の値が不正。

ippStsContextMatchErr

エラー。コンテキスト・パラメータが操作と
一致しない。

Rijndael192DecryptCFB
CFB モードで Rijndael アルゴリズムを使用して
バイト・データ・ストリームを復号化する。

IppStatus ippsRijndael192DecryptCFB (const Ipp8u *pSrc, Ipp8u *pDst,
int dstlen, int cfbBlkSize, const IppsRijndael192 *pCtx, const
Ipp8u *pIV, IppsCPPadding padding);

2-50

対称暗号化アルゴリズム関数
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引数
pSrc

可変長の入力暗号文データ・ストリーム。

pDst

出力平文データ・ストリーム。

dstlen

出力データ・ストリームの長さ（バイト単位）。

cfbBlkSize

CFB ブロックのサイズ（バイト単位）。

pCtx

Rijndael192 内部演算用にスケジュールされた逆ラウンド鍵の
セット。

pIV

初期化ベクトル。

padding

パディング・スキーム。

説明
関数 ippsRijndael192DecryptCFB は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関
数は、FIPS 81 で定義されている暗号化スキームに従って、可変長の入力データ・ス
トリームを復号化する。また、CFB（Cipher Feedback）モードで提供された逆ラウン
ド鍵のセットと初期化ベクトルを使用する。この関数は、復号文の結果を返し、最
終的な平文ブロックを検証する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。pCtx、pSrc、pIV、または pDst
が NULL。

ippStsLengthErr

エラー。dstlen がゼロ以下。

ippStsPaddingSchemeErr

エラー。padding が IppsCPPaddingNONE、
IppsCPPaddingZEROS または
IppsCPPaddingPKCS7 にセットされてい
ない。

ippStsPaddingErr

エラー。最終的な平文データ・ブロックが
指定されたパディング・スキームに従って
いない。

ippStsCFBSizeErr

エラー。cfbBlkSize の値が不正。

ippStsContextMatchErr

エラー。コンテキスト・パラメータが操作と
一致しない。
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Rijndael256BufferSize
シンボリック・データ構造体の初期化に必要な
バッファ・サイズを指定する。

IppStatus ippsRijndael256BufferSize (int *pSize);
引数
pSize

シンボリック・データ構造体 IppsRijndael256 の初期化に必
要なバッファのサイズ（バイト単位）。

説明
関数 ippsRijndael256BufferSize は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関
数は、暗号化 / 復号化関数用の 1 セットのラウンド鍵、1 セットの逆ラウンド鍵、お
よび鍵管理情報を処理するシンボリック・データ構造体の初期化に必要なバッファ
のサイズを指定する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。pSize が NULL。

Rijndael256Init
シンボリック・データ構造体を初期化する。

IppStatus ippsRijndael256Init (const Ipp8u *pKey, IppsRijndaelKeyLength
keylen, IppsRijndael256 *pCtx);
引数
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pKey

符号なし文字の固定サイズの配列。

keylen

入力鍵ビット・ストリームの長さ。

pCtx

入力の際は、指定されたバッファへのポインタ。出力の際は、
初期化されたシンボリック・データ構造体。

対称暗号化アルゴリズム関数

2

説明
関数 ippsRijndael256Init は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、
指 定 さ れ た バ ッ フ ァ 空 間 を 使 用 し て シ ン ボ リ ッ ク・デ ー タ 構 造 体
IppsRijndael256 *pCtx を初期化する。さらに、この関数は鍵拡大スキームを使
用して、1 セットのラウンド鍵と 1 セットの逆ラウンド鍵を計算する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。pKey または pCtx が NULL。

ippStsLengthErr

エラー。keylen が IppsRijndaelKey128、
IppsRijndaelKey192 または
IppsRijndaelKey256 にセットされてい
ない。

ippStsContextMatchErr

エラー。コンテキスト・パラメータが操作と
一致しない。

Rijndael256EncryptECB
ECB モードで Rijndael アルゴリズムを使用して
バイト・データ・ストリームを暗号化する。

IppStatus ippsRijndael256EncryptECB (const Ipp8u *pSrc, Ipp8u *pDst,
int srclen, const IppsRijndael256 *pCtx, IppsCPPadding padding);
pSrc

可変長の入力平文データ・ストリーム。

pDst

出力暗号文データ・ストリーム。

srclen

入力データ・ストリームの長さ（バイト単位）。

pCtx

Rijndael256 内部演算用にスケジュールされたラウンド鍵の
セット。

padding

パディング・スキーム。
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説明
関数 ippsRijndael256EncryptECB は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関
数は、FIPS 81 で定義されている暗号化スキームに従って、ECB（Electronic Code Book）
モードで提供されたラウンド鍵のセットを使用して、可変長の入力データ・ストリー
ムを復号化する。この関数は復号文の結果を返す。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。pCtx、pSrc、または pDst が
NULL。

ippStsLengthErr

エラー。srclen がゼロ以下。

ippStsPaddingSchemeErr

エラー。padding が IppsCPPaddingNONE、
IppsCPPaddingZEROS または
IppsCPPaddingPKCS7 にセットされてい
ない。

ippStsUnderRunErr

エラー。padding が IppsCPPaddingNONE
にセットされていて srclen が 32 で割り切
れない。

ippStsContextMatchErr

エラー。コンテキスト・パラメータが操作と
一致しない。

Rijndael256DecryptECB
ECB モードで Rijndael アルゴリズムを使用して
バイト・データ・ストリームを復号化する。

IppStatus ippsRijndael256DecryptECB (const Ipp8u *pSrc, Ipp8u *pDst,
int dstlen, const IppsRijndael256 *pCtx, IppsCPPadding padding);
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pSrc

可変長の入力暗号文データ・ストリーム。

pDst

出力平文データ・ストリーム。

dstlen

出力データ・ストリームの長さ（バイト単位）。

pCtx

Rijndael256 内部演算用にスケジュールされた逆ラウンド鍵の
セット。

対称暗号化アルゴリズム関数

padding

2

パディング・スキーム。

説明
関数 ippsRijndael256DecryptECB は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関
数は、FIPS 81 で定義されている暗号化スキームに従って、可変長の入力データ・ス
トリームを復号化する。また、ECB（Electronic Code Book）モードで提供された逆ラ
ウンド鍵のセットを使用する。この関数は、復号文の結果を返し、最終的な平文ブ
ロックを検証する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。pCtx、pSrc、または pDst が
NULL。

ippStsLengthErr

エラー。dstlen がゼロ以下。

ippStsPaddingSchemeErr

エラー。padding が IppsCPPaddingNONE、
IppsCPPaddingZEROS または
IppsCPPaddingPKCS7 にセットされてい
ない。

ippStsUnderRunErr

エラー。padding が IppsCPPaddingNONE
にセットされていて srclen が 32 で割り切
れない。

ippStsContextMatchErr

エラー。コンテキスト・パラメータが操作と
一致しない。

Rijndael256EncryptCBC
CBC モードで Rijndael アルゴリズムを使用して
バイト・データ・ストリームを暗号化する。

IppStatus ippsRijndael256EncryptCBC (const Ipp8u *pSrc, Ipp8u *pDst,
int srclen, const IppsRijndael256 *pCtx, const Ipp8u *pIV,
IppsCPPadding padding);
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引数
pSrc

可変長の入力平文データ・ストリーム。

pDst

出力暗号文データ・ストリーム。

srclen

入力データ・ストリームの長さ（バイト単位）。

pCtx

Rijndael256 内部演算用にスケジュールされたラウンド鍵の
セット。

pIV

初期化ベクトル。

padding

パディング・スキーム。

説明
関数 ippsRijndael256EncryptCBC は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関
数は、FIPS 81 で定義されている暗号化スキームに従って、可変長の入力データ・ス
トリームを暗号化する。また、CBC（Cipher Block Chaining）モードで提供されたラ
ウンド鍵のセットと初期化ベクトル pIV を使用する。この関数は、暗号文の結果を
返す。
戻り値
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ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。pCtx、pSrc、pIV、または pDst
が NULL。

ippStsLengthErr

エラー。srclen がゼロ以下。

ippStsPaddingSchemeErr

エラー。padding が IppsCPPaddingNONE、
IppsCPPaddingZEROS または
IppsCPPaddingPKCS7 にセットされてい
ない。

ippStsUnderRunErr

エラー。padding が IppsCPPaddingNONE
にセットされていて srclen が 32 で割り切
れない。

ippStsContextMatchErr

エラー。コンテキスト・パラメータが操作と
一致しない。

対称暗号化アルゴリズム関数

2

Rijndael256DecryptCBC
CBC モードで Rijndael アルゴリズムを使用して
バイト・データ・ストリームを復号化する。

IppStatus ippsRijndael256DecryptCBC (const Ipp8u *pSrc, Ipp8u *pDst,
int dstlen, const IppsRijndael256 *pCtx, const Ipp8u *pIV,
IppsCPPadding padding);
引数
pSrc

可変長の入力暗号文データ・ストリーム。

pDst

出力平文データ・ストリーム。

dstlen

出力データ・ストリームの長さ（バイト単位）。

pCtx

Rijndael256 内部演算用にスケジュールされた逆ラウンド鍵の
セット。

pIV

初期化ベクトル。

padding

パディング・スキーム。

説明
関数 ippsRijndael256DecryptCBC は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関
数は、FIPS 81 で定義されている暗号化スキームに従って、可変長の入力データ・ス
トリームを復号化する。また、CBC（Cipher Block Chaining）モードで提供された逆
ラウンド鍵のセットと初期化ベクトル pIV を使用する。この関数は、復号文の結果
を返し、最終的な平文ブロックを検証する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。pCtx、pSrc、pIV、または pDst
が NULL。

ippStsLengthErr

エラー。dstlen がゼロ以下。

ippStsPaddingSchemeErr

エラー。padding が IppsCPPaddingNONE、
IppsCPPaddingZEROS または
IppsCPPaddingPKCS7 にセットされてい
ない。
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ippStsPaddingErr

エラー。最終的な平文データ・ブロックが
指定されたパディング・スキームに従って
いない。

ippStsContextMatchErr

エラー。コンテキスト・パラメータが操作と
一致しない。

Rijndael256EncryptCFB
CFB モードで Rijndael アルゴリズムを使用して
バイト・データ・ストリームを暗号化する。

IppStatus ippsRijndael256EncryptCFB (const Ipp8u *pSrc, Ipp8u *pDst,
int srclen, int cfbBlkSize, const IppsRijndael256 *pCtx, const
Ipp8u *pIV, IppsCPPadding padding);
引数
pSrc

可変長の入力平文データ・ストリーム。

pDst

出力暗号文データ・ストリーム。

srclen

入力データ・ストリームの長さ（バイト単位）。

cfbBlkSize

CFB ブロックのサイズ（バイト単位）。

pCtx

Rijndael256 内部演算用にスケジュールされたラウンド鍵の
セット。

pIV

初期化ベクトル。

padding

パディング・スキーム。

説明
関数 ippsRijndael256EncryptCFB は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関
数は、FIPS 81 で定義されている暗号化スキームに従って、可変長の入力データ・ス
トリームを暗号化する。また、CFB（Cipher Feedback）モードで提供されたラウンド
鍵のセットと初期化ベクトルを使用する。この関数は、暗号文の結果を返す。
戻り値
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ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。pCtx、pSrc、pIV、または pDst
が NULL。
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ippStsLengthErr

エラー。srclen がゼロ以下。

ippStsPaddingSchemeErr

エラー。padding が IppsCPPaddingNONE、
IppsCPPaddingZEROS または
IppsCPPaddingPKCS7 にセットされてい
ない。

ippStsUnderRunErr

エラー。padding が IppsCPPaddingNONE
にセットされていて srclen が cfbBlkSize
で割り切れない。

ippStsCFBSizeErr

エラー。cfbBlkSize の値が不正。

ippStsContextMatchErr

エラー。コンテキスト・パラメータが操作と
一致しない。

Rijndael256DecryptCFB
CFB モードで Rijndael アルゴリズムを使用して
バイト・データ・ストリームを復号化する。

IppStatus ippsRijndael256DecryptCFB (const Ipp8u *pSrc, Ipp8u *pDst,
int dstlen, int cfbBlkSize, const IppsRijndael256 *pCtx, const
Ipp8u *pIV, IppsCPPadding padding);
引数
pSrc

可変長の入力暗号文データ・ストリーム。

pDst

出力平文データ・ストリーム。

dstlen

出力データ・ストリームの長さ（バイト単位）。

cfbBlkSize

CFB ブロックのサイズ（バイト単位）。

pCtx

Rijndael256 内部演算用にスケジュールされた逆ラウンド鍵の
セット。

pIV

初期化ベクトル。

padding

パディング・スキーム。
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説明
関数 ippsRijndael256DecryptCFB は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関
数は、FIPS 81 で定義されている暗号化スキームに従って、可変長の入力データ・ス
トリームを復号化する。また、CFB（Cipher Feedback）モードで提供された逆ラウン
ド鍵のセットと初期化ベクトルを使用する。この関数は、復号文の結果を返し、最
終的な平文ブロックを検証する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。pCtx、pSrc、pIV、または pDst
が NULL。

ippStsLengthErr

エラー。dstlen がゼロ以下。

ippStsPaddingSchemeErr

エラー。padding が IppsCPPaddingNONE、
IppsCPPaddingZEROS または
IppsCPPaddingPKCS7 にセットされてい
ない。

ippStsPaddingErr

エラー。最終的な平文データ・ブロックが
指定されたパディング・スキームに従って
いない。

ippStsCFBSizeErr

エラー。cfbBlkSize の値が不正。

ippStsContextMatchErr

エラー。コンテキスト・パラメータが操作と
一致しない。

Blowfish 関数
Blowfish は、16 ラウンドの Feistel ブロック暗号である。このアルゴリズムでは、ブ
ロック・サイズは 64 ビットで鍵は 448 ビットまでの任意のサイズである。このアル
ゴリズムは、入力鍵から、合計 4168 バイトの、18 個の 32 ビットのサブ鍵と 4 つの
8x32 ビットの S-Box を作成する鍵拡大プロセスが必要だが、実際に暗号化された
データのソフトウェアへの実装は非常に効率的である。
この項では、Blowfish 暗号化スキームでさまざまなモードを実行する関数について説
明する。この項で説明する関数の実装は、Blowfish 暗号化スキームに従う。
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こ の 項 の B l o w f i s h 暗 号 化 ス キ ー ム の 関 数 は シ ン ボ リ ッ ク・デ ー タ 構 造 体
IppsBlowfish を使用する。この構造体は、1 セットのサブ鍵と 1 セットの S-Box
だけでなく、鍵管理情報も同時に処理するように定義されている。
初期化関数がサブ鍵と S-Box のセットを生成したら、ECB、CBC および CFB モード
の関数は、指定されたパディング・スキームでストリーム・データを暗号化または
複合化できる。
Blowfish スキームを使用して CBC モードで暗号化を行う典型的なアプリケーショ
ン・コードは、次の順序で実行する。
1.

関数 BlowfishBufferSize を呼び出して、シンボリック・データ構造体
IppsBlowfish の設定に必要なバッファ・サイズを取得する。

2.

オペレーティング・システムのメモリ割り当てサービス関数を呼び出して、
関数 BlowfishBufferSize で指定されたサイズ以上のバッファを割り当
てる。割り当てられたバッファと指定されたサイズの Blowfish 暗号鍵で関
数 BlowfishInit を呼び出して、シンボリック・データ構造体
IppsBlowfish *pCtx を初期化する。

3.

初期化ベクトルとパディング・スキームを指定して関数
BlowfishEncryptCBC を呼び出し、Blowfish 暗号化関数を使用して CBC
モードで入力データ・ストリームを暗号化する。

4.

必要な場合、オペレーティング・システムのメモリ解放サービス関数を呼
び出して、シンボリック・データ構造体 IppsBlowfish に割り当てられた
バッファを解放する。

BlowfishBufferSize
シンボリック・データ構造体の初期化に必要な
バッファ・サイズを指定する。

IppStatus ippsBlowfishBufferSize (int *pSize);
引数
pSize

シンボリック・データ構造体 IppsBlowfish の初期化に必要な
バッファのサイズ（バイト単位）。
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説明
関数 ippsBlowfishBufferSize は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数
は、暗号化 / 復号化関数用の 1 セットのラウンド鍵、1 セットの S-Box、および鍵管
理情報を処理するシンボリック・データ構造体 IppsBlowfish の初期化に必要な
バッファのサイズを指定する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

BlowfishInit
内部データ構造体を初期化する。

IppStatus ippsBlowfishInit (const Ipp8u *pKey, int keylen, IppsBlowfish
*pCtx);
引数
pKey

鍵バイト・ストリーム。

keylen

入力鍵バイト・ストリームの長さ（バイト単位）。

pCtx

入力の際は、指定されたバッファへのポインタ。出力の際は、
初期化されたシンボリック・データ構造体。

説明
関数 ippsBlowfishInit は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、指定
さ れ た バ ッ フ ァ 空 間 を 使 用 し て シ ン ボ リ ッ ク・デ ー タ 構 造 体 IppsBlowfish
*pCtx を初期化する。さらに、この関数は鍵拡大スキームを使用して、1 セットの
ラウンド鍵と 1 セットの S-Box を計算する。
戻り値
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ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsLengthErr

エラー。keylen がゼロ以下または 57 以上。
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BlowfishEncryptECB
ECB モードで Twofish アルゴリズムを使用して
バイト・データ・ストリームを暗号化する。

IppStatus ippsBlowfishEncryptECB (const Ipp8u *pSrc, Ipp8u *pDst, int
scrlen, const IppsBlowfish *pCtx, IppsCPPadding padding);
引数
pSrc

可変長の入力平文データ・ストリーム。

pDst

出力暗号文データ・ストリーム。

srclen

入力データ・ストリームの長さ（バイト単位）。

pCtx

Blowfish 内部演算用にスケジュールされたラウンド鍵のセット。

padding

パディング・スキーム。

説明
関数 ippsBlowfishEncryptECB は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数
は、FIPS 81 で定義されている暗号化スキームに従って、ECB（Electronic Code Book）
モードで提供されたラウンド鍵のセットを使用して、可変長の入力データ・ストリー
ムを暗号化する。この関数は暗号文の結果を返す。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。pCtx、pSrc、または pDst が
NULL。

ippStsLengthErr

エラー。srclen がゼロ以下。

ippStsUnderRunErr

エラー。padding が IppsCPPaddingNONE
にセットされていて srclen が 8 で割り切れ
ない。

ippStsPaddingSchemeErr

エラー。padding が IppsCPPaddingNONE、
IppsCPPaddingZEROS または
IppsCPPaddingPKCS7 にセットされてい
ない。
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ippStsContextMatchErr

エラー。コンテキスト・パラメータが操作と
一致しない。

BlowfishDecryptECB
ECB モードで Blowfish アルゴリズムを使用して
バイト・データ・ストリームを復号化する。

IppStatus ippsBlowfishDecryptECB (const Ipp8u *pSrc, Ipp8u *pDst, int
dstlen, const IppsBlowfish *pCtx, IppsCPPadding padding);
引数
pSrc

可変長の入力暗号文データ・ストリーム。

pDst

出力平文データ・ストリーム。

dstlen

出力データ・ストリームの長さ（バイト単位）。

pCtx

Blowfish 内部演算用にスケジュールされた逆ラウンド鍵の
セット。

padding

パディング・スキーム。

説明
関数 ippsBlowfishDecryptECB は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数
は、FIPS 81 で定義されている暗号化スキームに従って、ECB（Electronic Code Book）
モードで提供された逆ラウンド鍵のセットを使用して、可変長の入力データ・スト
リームを復号化する。この関数は復号文の結果を返し、最終的な平文ブロックを検
証する。
戻り値
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ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。pCtx、pSrc、または pDst が
NULL。

ippStsLengthErr

エラー。dstlen がゼロ以下。

ippStsPaddingErr

エラー。最終的な平文データ・ブロックが
指定されたパディング・スキームに従って
いない。
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エラー。padding が IppsCPPaddingNONE、
IppsCPPaddingZEROS または
IppsCPPaddingPKCS7 にセットされてい
ない。

BlowfishEncryptCBC
CBC モードで Blowfish アルゴリズムを使用して
バイト・データ・ストリームを暗号化する。

IppStatus ippsBlowfishEncryptCBC (const Ipp8u *pSrc, Ipp8u *pDst, int
srclen, const IppsBlowfish *pCtx, const Ipp8u *pIV, IppsCPPadding
padding);
引数
pSrc

可変長の入力平文データ・ストリーム。

pDst

出力暗号文データ・ストリーム。

srclen

入力データ・ストリームの長さ（バイト単位）。

pCtx

Blowfish 内部演算用にスケジュールされたラウンド鍵のセット。

pIV

初期化ベクトル。

padding

パディング・スキーム。

説明
関数 ippsBlowfishEncryptCBC は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数
は、FIPS 81 で定義されている暗号化スキームに従って、CBC（Electronic Code Book）
モードで提供されたラウンド鍵のセットと初期化ベクトル pIV を使用して、可変長
の入力データ・ストリームを復号化する。この関数は復号文の結果を返す。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。少なくとも 1 つのポインタが NULL。

ippStsLengthErr

エラー。srclen がゼロ以下。
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ippStsUnderRunErr

エラー。padding が IppsCPPaddingNONE
にセットされていて srclen が 8 で割り切
れない。

ippStsPaddingSchemeErr

エラー。padding が IppsCPPaddingNONE、
IppsCPPaddingZEROS または
IppsCPPaddingPKCS7 にセットされてい
ない。

ippStsContextMatchErr

エラー。コンテキスト・パラメータが操作と
一致しない。

BlowfishDecryptCBC
CBC モードで Blowfish アルゴリズムを使用して
バイト・データ・ストリームを復号化する。

IppStatus ippsBlowfishDecryptCBC (const Ipp8u *pSrc, Ipp8u *pDst, int
dstlen, const IppsBlowfish *pCtx, const Ipp8u *pIV, IppsCPPadding
padding);
引数
pSrc

可変長の入力暗号文データ・ストリーム。

pDst

出力平文データ・ストリーム。

dstlen

出力データ・ストリームの長さ（バイト単位）。

pCtx

Blowfish 内部演算用にスケジュールされた逆ラウンド鍵の
セット。

pIV

初期化ベクトルへのポインタ。

padding

パディング・スキーム。

説明
関数 ippsBlowfishDecryptCBC は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数
は、FIPS 81 で定義されている暗号化スキームに従って、CBC（Cipher Block Chaining）
モードで提供された逆ラウンド鍵のセットと初期化ベクトル pIV を使用して、可変
長の入力データ・ストリームを復号化する。この関数は復号文の結果を返し、最終
的な平文ブロックを検証する。
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戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。pCtx、pSrc、pIV、または pDst
が NULL。

ippStsLengthErr

エラー。dstlen がゼロ以下。

ippStsPaddingErr

エラー。最終的な平文データ・ブロックが
指定されたパディング・スキームに従って
いない。

ippStsPaddingSchemeErr

エラー。padding が IppsCPPaddingNONE、
IppsCPPaddingZEROS または
IppsCPPaddingPKCS7 にセットされてい
ない。

BlowfishEncryptCFB
CFB モードで Blowfish アルゴリズムを使用して
バイト・データ・ストリームを暗号化する。

IppStatus ippsBlowfishEncryptCFB (const Ipp8u *pSrc, Ipp8u *pDst, int
srclen, int cfbBlkSize, const IppsBlowfish *pCtx, const Ipp8u
*pIV, IppsCPPadding padding);
pSrc

可変長の入力平文データ・ストリーム。

pDst

出力暗号文データ・ストリーム。

srclen

入力データ・ストリームの長さ（バイト単位）。

cfbBlkSize

CFB ブロックのサイズ（バイト単位）。

pCtx

Blowfish 内部演算用にスケジュールされたラウンド鍵のセット。

pIV

初期化ベクトル。

padding

パディング・スキーム。
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説明
関数 ippsBlowfishEncryptCFB は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数
は、FIPS 81 で定義されている暗号化スキームに従って、CFB（Cipher Feedback）モー
ドで提供されたラウンド鍵のセットと初期化ベクトルを使用して、可変長の入力
データ・ストリームを暗号化する。この関数は暗号文の結果を返す。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。pCtx、pSrc、pIV、または pDst
が NULL。

ippStsLengthErr

エラー。srclen がゼロ以下。

ippStsUnderRunErr

エラー。padding が IppsCPPaddingNONE
にセットされていて srclen が
cfbBlkSize で割り切れない。

ippStsPaddingSchemeErr

エラー。padding が IppsCPPaddingNONE、
IppsCPPaddingZEROS または
IppsCPPaddingPKCS7 にセットされてい
ない。

ippStsCFBSizeErr

エラー。cfbBlkSize がゼロ以下または
データ・ブロック・サイズよりも大きい。

ippStsContextMatchErr

エラー。コンテキスト・パラメータが操作と
一致しない。

BlowfishDecryptCFB
CFB モードで Blowfish アルゴリズムを使用して
バイト・データ・ストリームを復号化する。

IppStatus ippsBlowfishDecryptCFB (const Ipp8u *pSrc, Ipp8u *pDst, int
dstlen, int cfbBlkSize, const IppsBlowfish *pCtx, const Ipp8u *pIV,
IppsCPPadding padding);
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引数
pSrc

可変長の入力暗号文データ・ストリーム。

pDst

出力平文データ・ストリーム。

dstlen

出力データ・ストリームの長さ（バイト単位）。

cfbBlkSize

CFB ブロックのサイズ（バイト単位）。

pCtx

Blowfish 内部演算用にスケジュールされた逆ラウンド鍵の
セット。

pIV

初期化ベクトル。

padding

パディング・スキーム。

説明
関数 ippsBlowfishDecryptCFB は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数
は、FIPS 81 で定義されている暗号化スキームに従って、CFB（Cipher Feedback）モー
ドで提供された逆ラウンド鍵のセットと初期化ベクトルを使用して、可変長の入力
データ・ストリームを復号化する。この関数は復号文の結果を返し、最終的な平文
ブロックを検証する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。pCtx、pSrc、pIV、または pDst
が NULL。

ippStsLengthErr

エラー。dstlen がゼロ以下。

ippStsPaddingErr

エラー。最終的な平文データ・ブロックが
指定されたパディング・スキームに従って
いない。

ippStsPaddingSchemeErr

エラー。padding が IppsCPPaddingNONE、
IppsCPPaddingZEROS または
IppsCPPaddingPKCS7 にセットされてい
ない。

ippStsCFBSizeErr

エラー。cfbBlkSize がゼロ以下または
データ・ブロック・サイズよりも大きい。

ippStsContextMatchErr

エラー。コンテキスト・パラメータが操作と
一致しない。
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Twofish 関数
Twofish は、16 ラウンドの Feistel ブロック暗号である。このアルゴリズムでは、ブ
ロック・サイズは 128 ビットで鍵は 256 ビットまでの任意のサイズである。このア
ルゴリズムは、AES（Advanced Encryption Standard）の最終選考に残った 5 つのアル
ゴリズムのうちの 1 つである。ラウンド関数と鍵スケジュールの暗号化デザインは、
ソフトウェアへの実装が効率的である。Twofish が無料で特許が取得されていなくて
も、効率的で高度に安全なブロック暗号であることに変わりはない。
この項では、Twofish 暗号化スキームでさまざまなモードを実行する関数について説
明する。この項で説明する関数は、B. Schneier 氏その他により AES の候補として
NIST に提出された Twofish 暗号化スキームに従って実装されている。
こ の 項 の Tw o f i s h 暗 号 化 ス キ ー ム の 関 数 は シ ン ボ リ ッ ク・デ ー タ 構 造 体
IppsTwofish を使用する。この構造体は、1 セットのサブ鍵と 1 セットの S-Box
だけでなく、鍵管理情報も同時に処理するように定義されている。
初期化関数がサブ鍵と S-Box のセットを生成したら、ECB、CBC および CFB モード
の関数は、指定されたパディング・スキームでストリーム・データを暗号化または
複合化できる。
Twofish スキームを使用して CBC モードで暗号化を行う典型的なアプリケーション・
コードは、次の順序で実行する。

2-70

1.

関数 TwofishBufferSize を呼び出して、シンボリック・データ構造体
IppsTwofish の設定に必要なバッファ・サイズを取得する。

2.

オペレーティング・システムのメモリ割り当てサービス関数を呼び出して、
関数 TwofishBufferSize で指定されたサイズ以上のバッファを割り当
てる。割り当てられたバッファと指定されたサイズの Twofish 暗号鍵で関
数 TwofishInit を呼び出して、シンボリック・データ構造体
IppsTwofish *pCtx を初期化する。

3.

初期化ベクトルとパディング・スキームを指定して関数
TwofishEncryptCBC を呼び出し、Twofish 暗号化関数を使用して CBC
モードで入力データ・ストリームを暗号化する。

4.

必要な場合、オペレーティング・システムのメモリ解放サービス関数を呼
び出して、シンボリック・データ構造体 IppsTwofish に割り当てられた
バッファを解放する。

対称暗号化アルゴリズム関数

2

TwofishBufferSize
シンボリック・データ構造体の初期化に必要な
バッファ・サイズを指定する。

IppStatus ippsTwofishBufferSize(int *pSize);
引数
pSize

シンボリック・データ構造体 IppsTwofish の初期化に必要な
バッファのサイズ（バイト単位）。

説明
関数 ippsTwofishBufferSize は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、
暗号化 / 復号化関数用の 1 セットのラウンド鍵、1 セットの S-Box、および鍵管理情
報を処理するシンボリック・データ構造体 IppsTwofish の初期化に必要なバッ
ファのサイズを指定する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

TwofishInit
内部データ構造体を初期化する。

IppStatus ippsTwofishInit (const Ipp8u *pKey, int keylen, IppsTwofish
*pCtx);
引数
pKey

鍵バイト・ストリーム。

keylen

入力鍵バイト・ストリームの長さ（バイト単位）。

pCtx

入力の際は、指定されたバッファへのポインタ。出力の際は、
初期化されたシンボリック・データ構造体。
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説明
関数 ippsTwofishInit は、ippsc.h ファイルで宣言される。この関数は、指定
されたバッファ空間を使用してシンボリック・データ構造体 IppsTwofish *pCtx
を初期化する。さらに、この関数は鍵拡大スキームを使用して、1 セットのラウン
ド鍵と 1 セットの S-Box を計算する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsLengthErr

エラー。keylen がゼロ以下または 33 以上。

TwofishEncryptECB
ECB モードで Twofish アルゴリズムを使用して
バイト・データ・ストリームを暗号化する。

IppStatus ippsTwofishEncryptECB (const Ipp8u *pSrc, Ipp8u *pDst, int
scrlen, const IppsTwofish *pCtx, IppsCPPadding padding);
引数
pSrc

可変長の入力平文データ・ストリーム。

pDst

出力暗号文データ・ストリーム。

srclen

入力データ・ストリームの長さ（バイト単位）。

pCtx

Twofish 内部演算用にスケジュールされたラウンド鍵のセット。

padding

パディング・スキーム。

説明
関数 ippsTwofishEncryptECB は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、
FIPS 81 で定義されている暗号化スキームに従って、ECB（Electronic Code Book）モー
ドで提供されたラウンド鍵のセットを使用して、可変長の入力データ・ストリーム
を暗号化する。この関数は暗号文の結果を返す。
戻り値
ippStsNoErr
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エラーなし。

対称暗号化アルゴリズム関数

2

ippStsNullPtrErr

エラー。pCtx、pSrc、または pDst が
NULL。

ippStsLengthErr

エラー。srclen がゼロ以下。

ippStsUnderRunErr

エラー。padding が IppsCPPaddingNONE
にセットされていて srclen が 16 で割り切
れない。

ippStsPaddingSchemeErr

エラー。padding が IppsCPPaddingNONE、
IppsCPPaddingZEROS または
IppsCPPaddingPKCS7 にセットされてい
ない。

ippStsContextMatchErr

エラー。コンテキスト・パラメータが操作と
一致しない。

TwofishDecryptECB
ECB モードで Twofish アルゴリズムを使用して
バイト・データ・ストリームを復号化する。

IppStatus ippsTwofishDecryptECB (const Ipp8u *pSrc, Ipp8u *pDst, int
dstlen, const IppsTwofish *pCtx, IppsCPPadding padding);
引数
pSrc

可変長の入力暗号文データ・ストリーム。

pDst

出力平文データ・ストリーム。

dstlen

出力データ・ストリームの長さ（バイト単位）。

pCtx

Twofish 内部演算用にスケジュールされた逆ラウンド鍵の
セット。

padding

パディング・スキーム。

説明
関数 ippsTwofishDecryptECB は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、
FIPS 81 で定義されている暗号化スキームに従って、ECB（Electronic Code Book）モー
ドで提供された逆ラウンド鍵のセットを使用して、可変長の入力データ・ストリーム
を復号化する。この関数は復号文の結果を返し、最終的な平文ブロックを検証する。

2-73

インテル® インテグレーテッド・パフォーマンス・プリミティブ リファレンス・マニュアル：第 4 巻

戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。pCtx、pSrc、または pDst が
NULL。

ippStsLengthErr

エラー。dstlen がゼロ以下。

ippStsPaddingErr

エラー。最終的な平文データ・ブロックが
指定されたパディング・スキームに従って
いない。

ippStsPaddingSchemeErr

エラー。padding が IppsCPPaddingNONE、
IppsCPPaddingZEROS または
IppsCPPaddingPKCS7 にセットされてい
ない。

ippStsContextMatchErr

エラー。コンテキスト・パラメータが操作と
一致しない。

TwofishEncryptCBC
CBC モードで Twofish アルゴリズムを使用して
バイト・データ・ストリームを暗号化する。

IppStatus ippsTwofishEncryptCBC (const Ipp8u *pSrc, Ipp8u *pDst, int
srclen, const IppsTwofish *pCtx, const Ipp8u *pIV, IppsCPPadding
padding);
引数
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pSrc

可変長の入力平文データ・ストリーム。

pDst

出力暗号文データ・ストリーム。

srclen

入力データ・ストリームの長さ（バイト単位）。

pCtx

Twofish 内部演算用にスケジュールされたラウンド鍵のセット。

pIV

初期化ベクトルへのポインタ。

padding

パディング・スキーム。

対称暗号化アルゴリズム関数

2

説明
関数 ippsTwofishEncryptCBC は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、
FIPS 81 で定義されている暗号化スキームに従って、CBC（Electronic Code Book）モー
ドで提供されたラウンド鍵のセットと初期化ベクトル pIV を使用して、可変長の入
力データ・ストリームを暗号化する。この関数は暗号文の結果を返す。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。pCtx、pSrc、pIV、または pDst
が NULL。

ippStsLengthErr

エラー。srclen がゼロ以下。

ippStsUnderRunErr

エラー。padding が IppsCPPaddingNONE
にセットされていて srclen が 16 で割り切
れない。

ippStsPaddingSchemeErr

エラー。padding が IppsCPPaddingNONE、
IppsCPPaddingZEROS または
IppsCPPaddingPKCS7 にセットされてい
ない。

ippStsContextMatchErr

エラー。コンテキスト・パラメータが操作と
一致しない。

TwofishDecryptCBC
CBC モードで Twofish アルゴリズムを使用して
バイト・データ・ストリームを復号化する。

IppStatus ippsTwofishDecryptCBC (const Ipp8u *pSrc, Ipp8u *pDst, int
dstlen, const IppsTwofish *pCtx, const Ipp8u *pIV, IppsCPPadding
padding);
引数
pSrc

可変長の入力暗号文データ・ストリーム。

pDst

出力平文データ・ストリーム。
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dstlen

出力データ・ストリームの長さ（バイト単位）。

pCtx

Twofish 内部演算用にスケジュールされた逆ラウンド鍵の
セット。

pIV

初期化ベクトル。

padding

パディング・スキーム。

説明
関数 ippsTwofishDecryptCBC は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、
FIPS 81 で定義されている暗号化スキームに従って、CBC（Cipher Block Chaining）
モードで提供された逆ラウンド鍵のセットと初期化ベクトル pIV を使用して、可変
長の入力データ・ストリームを復号化する。この関数は復号文の結果を返し、最終
的な平文ブロックを検証する。
戻り値
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ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。pCtx、pSrc、pIV、または pDst
が NULL。

ippStsLengthErr

エラー。dstlen がゼロ以下。

ippStsPaddingErr

エラー。最終的な平文データ・ブロックが
指定されたパディング・スキームに従って
いない。

ippStsPaddingSchemeErr

エラー。padding が IppsCPPaddingNONE、
IppsCPPaddingZEROS または
IppsCPPaddingPKCS7 にセットされてい
ない。

ippStsContextMatchErr

エラー。コンテキスト・パラメータが操作と
一致しない。

対称暗号化アルゴリズム関数

2

TwofishEncryptCFB
CFB モードで Twofish アルゴリズムを使用して
バイト・データ・ストリームを暗号化する。

IppStatus ippsTwofishEncryptCFB (const Ipp8u *pSrc, Ipp8u *pDst, int
srclen, int cfbBlkSize, const IppsTwofish *pCtx, const Ipp8u *pIV,
IppsCPPadding padding);
pSrc

可変長の入力平文データ・ストリーム。

pDst

出力暗号文データ・ストリーム。

srclen

入力データ・ストリームの長さ（バイト単位）。

cfbBlkSize

CFB ブロックのサイズ（バイト単位）。

pCtx

Twofish 内部演算用にスケジュールされたラウンド鍵のセット。

pIV

初期化ベクトル。

padding

パディング・スキーム。

説明
関数 ippsTwofishEncryptCFB は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、
FIPS 81 で定義されている暗号化スキームに従って、CFB（Cipher Feedback）モード
で提供されたラウンド鍵のセットと初期化ベクトルを使用して、可変長の入力デー
タ・ストリームを暗号化する。この関数は暗号文の結果を返す。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。pCtx、pSrc、pIV、または pDst
が NULL。

ippStsLengthErr

エラー。srclen がゼロ以下。

ippStsUnderRunErr

エラー。padding が IppsCPPaddingNONE に
セットされていて srclen が cfbBlkSize
で割り切れない。

ippStsPaddingSchemeErr

エラー。padding が IppsCPPaddingNONE、
IppsCPPaddingZEROS または
IppsCPPaddingPKCS7 にセットされてい
ない。
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ippStsCFBSizeErr

エラー。cfbBlkSize がゼロ以下または
データ・ブロック・サイズよりも大きい。

ippStsContextMatchErr

エラー。コンテキスト・パラメータが操作と
一致しない。

TwofishDecryptCFB
CFB モードで Twofish アルゴリズムを使用して
バイト・データ・ストリームを復号化する。

IppStatus ippsTwofishDecryptCFB (const Ipp8u *pSrc, Ipp8u *pDst, int
dstlen, int cfbBlkSize, const IppsTwofish *pCtx, const Ipp8u *pIV,
IppsCPPadding padding);
引数
pSrc

可変長の入力暗号文データ・ストリーム。

pDst

出力平文データ・ストリーム。

dstlen

出力データ・ストリームの長さ（バイト単位）。

cfbBlkSize

CFB ブロックのサイズ（バイト単位）。

pCtx

Twofish 内部演算用にスケジュールされた逆ラウンド鍵の
セット。

pIV

初期化ベクトル。

padding

パディング・スキーム。

説明
関数 ippsTwofishDecryptCFB は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、
FIPS 81 で定義されている暗号化スキームに従って、CFB（Cipher Feedback）モード
で提供された逆ラウンド鍵のセットと初期化ベクトルを使用して、可変長の入力
データ・ストリームを復号化する。この関数は復号文の結果を返し、最終的な平文
ブロックを検証する。
戻り値
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ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。pCtx、pSrc、pIV、または pDst
が NULL。

対称暗号化アルゴリズム関数

2

ippStsLengthErr

エラー。dstlen がゼロ以下。

ippStsPaddingErr

エラー。最終的な平文データ・ブロックが
指定されたパディング・スキームに従って
いない。

ippStsPaddingSchemeErr

エラー。padding が IppsCPPaddingNONE、
IppsCPPaddingZEROS または
IppsCPPaddingPKCS7 にセットされてい
ない。

ippStsCFBSizeErr

エラー。cfbBlkSize がゼロ以下または
データ・ブロック・サイズよりも大きい。

ippStsContextMatchErr

エラー。コンテキスト・パラメータが操作と
一致しない。
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2-80

ハッシュ関数およびデータ認
証アルゴリズム関数

3

ハッシュ関数は、デジタル署名と共に暗号化で使用される。また、データの完全性
を保証するためにも使用される。
デジタル署名と共に使用された場合、公開可能なハッシュ関数はメッセージをハッ
シュして生成されるハッシュ値に署名する。その後、メッセージの受信者はメッセー
ジをハッシュして、ブロック・サイズが受け取ったハッシュ値に対して真かどうか
を確認できる。
ハッシュ関数は「メッセージ・ダイジェスト関数」や「一方向暗号化関数」とも呼ば
れる。ハッシュ・アルゴリズムは、対称アルゴリズムや非対称アルゴリズムのような
鍵がなく、暗号文から平文メッセージの長さや内容を戻すことはできないため、どち
らの用語も適切であると言える。
データの完全性を保証するため、ハッシュ関数は特定の入力値に対応するハッシュ
値を使用して計算する。その後、必要に応じて、入力データが変更されていないか
どうかを確認して、利用可能な入力値を使用してハッシュ値を再計算し、元のハッ
シュ値と比較する。
このグループのすべての関数を表 3-1 に示す。

表 3-1

インテル® IPP ハッシュ関数およびデータ認証アルゴリズム関数

関数の基本名

操作

一方向ハッシュ・プリミティブ関数

MD5BufferSize

シンボリック・データ構造体の初期化に必要なバッファ・サイズ
を指定する。

MD5Init

MD5 アルゴリズムの内部データ構造体を初期化する。

MD5Update

指定された長さで現在の入力メッセージ・ストリームのダイジェ
ストを生成する。

MD5Final

最終的な連鎖状態を 128 ビットのハッシュ値に変換する。

MD5MessageDigest

入力メッセージ・ストリームを 128 ビットのメッセージ・ダイ
ジェスト値に変換する。

SHA1BufferSize

シンボリック・データ構造体の初期化に必要なバッファ・サイズ
を指定する。

SHA1Init

SHA1 アルゴリズムの内部データ構造体を初期化する。
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表 3-1

インテル® IPP ハッシュ関数およびデータ認証アルゴリズム関数

関数の基本名

操作

SHA1Update

指定された長さで現在の入力メッセージ・ストリームのダイジェ
ストを生成する。

SHA1Final

最終的な連鎖状態を 160 ビットのハッシュ値に変換する。

SHA1MessageDigest

入力メッセージ・ストリームを 160 ビットのメッセージ・ダイ
ジェスト値に変換する。

SHA256BufferSize

シンボリック・データ構造体の初期化に必要なバッファ・サイズ
を指定する。

SHA256Init

SHA256 アルゴリズムの内部データ構造体を初期化する。

SHA256Update

指定された長さで現在の入力メッセージ・ストリームのダイジェ
ストを生成する。

SHA256Final

最終的な連鎖状態を 256 ビットのハッシュ値に変換する。

SHA256MessageDigest

入力メッセージ・ストリームを 256 ビットのメッセージ・ダイ
ジェスト値に変換する。

SHA384BufferSize

シンボリック・データ構造体の初期化に必要なバッファ・サイズ
を指定する。

SHA384Init

SHA384 アルゴリズムの内部データ構造体を初期化する。

SHA384Update

指定された長さで現在の入力メッセージ・ストリームのダイジェ
ストを生成する。

SHA384Final

最終的な連鎖状態を 384 ビットのハッシュ値に変換する。

SHA384MessageDigest

入力メッセージ・ストリームを 384 ビットのメッセージ・ダイ
ジェスト値に変換する。

SHA512BufferSize

シンボリック・データ構造体の初期化に必要なバッファ・サイズ
を指定する。

SHA512Init

SHA512 アルゴリズムの内部データ構造体を初期化する。

SHA512Update

指定された長さで現在の入力メッセージ・ストリームのダイジェ
ストを生成する。

SHA512Final

最終的な連鎖状態を 512 ビットのハッシュ値に変換する。

SHA512MessageDigest

入力メッセージ・ストリームを 512 ビットのメッセージ・ダイ
ジェスト値に変換する。

鍵付きハッシュ・プリミティブ関数

HMACSHA1BufferSize

シンボリック・データ構造体の初期化に必要なバッファ・サイズ
を指定する。

HMACSHA1Init

シンボリック・データ構造体を初期化する。

HMACSHA1Update

入力メッセージ・ストリームのダイジェストを生成してシンボ
リック・データ構造体を更新する。

HMACSHA1Final

最終的な連鎖状態を 160 ビットのハッシュ値に変換する。

HMACSHA1MessageDigest

入力メッセージを指定された長さのメッセージ認証コードに変換
する。

HMACSHA256BufferSize

シンボリック・データ構造体の初期化に必要なバッファ・サイズ
を指定する。

HMACSHA256Init

シンボリック・データ構造体を初期化する。

HMACSHA256Update

入力メッセージ・ストリームのダイジェストを生成してシンボ
リック・データ構造体を更新する。
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インテル® IPP ハッシュ関数およびデータ認証アルゴリズム関数

関数の基本名

操作

HMACSHA256Final

最終的な連鎖状態を 256 ビットのハッシュ値に変換する。

HMACSHA256MessageDigest

入力メッセージを指定された長さのメッセージ認証コードに変換
する。

HMACSHA384BufferSize

シンボリック・データ構造体の初期化に必要なバッファ・サイズ
を指定する。

HMACSHA384Init

シンボリック・データ構造体を初期化する。

HMACSHA384Update

入力メッセージ・ストリームのダイジェストを生成してシンボ
リック・データ構造体を更新する。

HMACSHA384Final

最終的な連鎖状態を 384 ビットのハッシュ値に変換する。

HMACSHA384MessageDigest

入力メッセージを指定された長さのメッセージ認証コードに変換
する。

HMACSHA512BufferSize

シンボリック・データ構造体の初期化に必要なバッファ・サイズ
を指定する。

HMACSHA512Init

シンボリック・データ構造体を初期化する。

HMACSHA512Update

入力メッセージ・ストリームのダイジェストを生成してシンボ
リック・データ構造体を更新する。

HMACSHA512Final

最終的な連鎖状態を 512 ビットのハッシュ値に変換する。

HMACSHA512MessageDigest

入力メッセージを指定された長さのメッセージ認証コードに変換
する。

HMACMD5BufferSize

シンボリック・データ構造体の初期化に必要なバッファ・サイズ
を指定する。

HMACMD5Init

シンボリック・データ構造体を初期化する。

HMACMD5Update

入力メッセージ・ストリームのダイジェストを生成してシンボ
リック・データ構造体を更新する。

HMACMD5Final

最終的な連鎖状態を 128 ビットのハッシュ値に変換する。

HMACMD5MessageDigest

入力メッセージを指定された長さのメッセージ認証コードに変換
する。

データ認証関数

DAADESBufferSize

DAA DES 状態のサイズを返す。

DAADESInit

シンボリック・データ構造体を初期化し、初期連鎖状態をセット
して、DES ラウンド鍵のセットを計算する。

DAADESUpdate

現在の入力メッセージ・ストリームのダイジェストを生成する。

DAADESFinal

不完全な DES データ・ブロックを含む最終的な連鎖状態をデー
タ認証コードに変換する。

DAADESMessageDigest

DES ラウンド鍵のセットを計算し、DAA-DES スキームを適用し
て入力メッセージをデータ認証コードに変換する。

DAATDESBufferSize

DAA（TDES）状態のサイズを返す。

DAATDESInit

シンボリック・データ構造体を初期化し、初期連鎖状態をセット
して、3 セットの DES ラウンド鍵を計算する。

DAATDESUpdate

現在の入力メッセージ・ストリームのダイジェストを生成する。

DAATDESFinal

不完全な DES データ・ブロックを含む最終的な連鎖状態をデー
タ認証コードに変換する。
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表 3-1

インテル® IPP ハッシュ関数およびデータ認証アルゴリズム関数

関数の基本名

操作

DAATDESMessageDigest

3 セットの DES ラウンド鍵を計算し、DAA-DES スキームを適用
して入力メッセージをデータ認証コードに変換する。

DAARijndael128BufferSize

DAA（Rijndael128）状態のサイズを返す。

DAARijndael128Init

シンボリック・データ構造体を初期化し、初期連鎖状態をセット
して、Rijndael128 ラウンド鍵のセットを計算する。

DAARijndael128Update

現在の入力メッセージ・ストリームのダイジェストを生成する。

DAARijndael128Final

最終的な連鎖状態を 128 ビットの Rijndael 暗号文に変換する。

DAARijndael128MessageDigest

Rijndael ラウンド鍵のセットを計算し、Rijndael128 スキームを適
用して入力メッセージをデータ認証コードに変換する。

DAARijndael192BufferSize

DAA（Rijndael192）状態のサイズを返す。

DAARijndael192Init

シンボリック・データ構造体を初期化し、初期連鎖状態をセット
して、Rijndael192 ラウンド鍵のセットを計算する。

DAARijndael192Update

現在の入力メッセージ・ストリームのダイジェストを生成する。

DAARijndael192Final

最終的な連鎖状態を 192 ビットの Rijndael 暗号文に変換する。

DAARijndael192MessageDigest

Rijndael ラウンド鍵のセットを計算し、Rijndael192 スキームを適
用して入力メッセージをデータ認証コードに変換する。

DAARijndael256BufferSize

DAA（Rijndael256）状態のサイズを返す。

DAARijndael256Init

シンボリック・データ構造体を初期化し、初期連鎖状態をセット
して、Rijndael256 ラウンド鍵のセットを計算する。

DAARijndael256Update

現在の入力メッセージ・ストリームのダイジェストを生成する。

DAARijndael256Final

最終的な連鎖状態を 256 ビットの Rijndael 暗号文に変換する。

DAARijndael256MessageDigest

Rijndael ラウンド鍵のセットを計算し、Rijndael256 スキームを適
用して入力メッセージをデータ認証コードに変換する。

DAABlowfishBufferSize

DAA Blowfish 状態のサイズを返す。

DAABlowfishInit

シンボリック・データ構造体を初期化し、初期連鎖状態をセット
して、Blowfish ラウンド鍵のセットを計算する。

DAABlowfishUpdate

現在の入力メッセージ・ストリームのダイジェストを生成する。

DAABlowfishFinal

最終的な連鎖状態を 64 ビットの Blowfish 暗号文に変換する。

DAABlowfishMessageDigest

Blowfish ラウンド鍵のセットを計算し、DAA-Blowfish スキームを
適用して入力メッセージをデータ認証コードに変換する。

DAATwofishBufferSize

DAA Twofish 状態のサイズを返す。

DAATwofishInit

シンボリック・データ構造体を初期化し、初期連鎖状態をセット
して、Twofish ラウンド鍵のセットを計算する。

DAATwofishUpdate

現在の入力メッセージ・ストリームのダイジェストを生成する。

DAATwofishFinal

最終的な連鎖状態を 128 ビットの Twofish 暗号文に変換する。

DAATwofishMessageDigest

Twofish ラウンド鍵のセットを計算し、DAA-Twofish スキームを適
用して入力メッセージをデータ認証コードに変換する。
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一方向ハッシュ・プリミティブ関数
本章では、類似した手順を行う、次のハッシュ・アルゴリズムを実装する関数につ
いて説明する。

•
•
•
•
•

MD5 アルゴリズム
SHA1 アルゴリズム
SHA256 アルゴリズム
SHA384 アルゴリズム
SHA512 アルゴリズム

これらのアルゴリズムは現在の商用アプリケーションで一般的に使用されているア
ルゴリズムである。
この項では、ハッシュ・スキームを使用してメッセージのダイジェストを生成する
関数について説明する。これらの関数は、FIPS 180-1 に準拠している。
MD5 アルゴリズム関数は、RFC 1321 をベースにしている。
関数 SHA1Init は、FIPS 180-1 で定義されている初期化ベクトルで初期連鎖状態を
設定する。初期状態が設定されたら、関数 SHA1Update は、すべての SHA-1 メッ
セージ・ブロックを使い切るまで SHA-1 ハッシュ・スキームで入力メッセージ・ス
トリームのダイジェストを生成し、シンボリック・データ構造体 IppsSHA1 に最終
的に不完全なメッセージ・ブロックが含まれるようにする。関数 SHA1Final は、
FIPS 180-1 で定義されているパディング・スキームで不完全なメッセージ・ブロック
をパディングして最終的な SHA-1 メッセージ・ブロックにした後、SHA-1 ハッシュ・
スキームを使用して最終的なブロックを 160 ビットの SHA-1 メッセージ・ダイジェ
スト値に変換する。
ハッシュ・アルゴリズム・プリミティブは、シンボリック・データ構造体（例えば、
ippsSHA1）を使用して、処理されたメッセージのビット長と不完全なメッセージ・
ブロックを処理し、連鎖状態変数を管理する。
次の例は、アプリケーション・コードで実装されたハッシュ規格（この例では SHA1）
を適用して入力メッセージ・ストリームのダイジェストを生成する方法を示している。
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1.

関数
SHA1BufferSize
を呼び出して、シンボリック・データ構造体
IppsSHA1 の設定に必要なバッファ・サイズを取得する。

2.

バッファの割り当てが適切に行われ、そのサイズが関数 SHA1BufferSize
で計算されたサイズ以上であることを確認する。割り当てられたバッファ
で、関数 SHA1Init を呼び出して SHA-1 で指定されている初期化ベクトル
で初期連鎖状態を設定する。

3.

キューが完了するまで、関数 SHA1Update の呼び出しを続けて入力メッセー
ジ・ストリームのダイジェストを生成する。

4.

関数 SHA1Final を呼び出し、不完全なブロックをパディングして最終的な
SHA-1 メッセージ・ブロックにして、160 ビットのメッセージ・ダイジェス
ト値に変換する。

5.

必要な場合、オペレーティング・システムのメモリ解放サービス関数を呼び
出して、シンボリック・データ構造体 IppsSHA1 に割り当てられたバッファ
を解放する。

注： 処理が完了すると、対応するハッシュ関数は変数値をデフォ
ルトに設定する。

MD5BufferSize
シンボリック・データ構造体の初期化に必要な
バッファ・サイズを指定する。

IppStatus ippsMD5BufferSize (int *pSize);
引数
pSize
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説明
関数 ippsMD5BufferSize は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、平
文メッセージの 128 ビット値を生成する際に連鎖状態を処理するシンボリック・
データ構造体 IppsMD5 のバッファのサイズを指定する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。pSize が NULL。

MD5Init
MD5 アルゴリズムの内部データ構造体を
初期化する。

IppStatus ippsMD5Init (IppsMD5 *pState);
引数
pState

入力の際は、指定されたバッファへのポインタ。出力の際は、
MD5 初期化ベクトル IV で初期化された連鎖状態。

説明
関数 ippsMD5Init は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、指定された
バッファ空間を使用してシンボリック・データ構造体 IppsMD5 *pState を初期化
する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。pSate が NULL。
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MD5Update
指定された長さで現在の入力メッセージ・
ストリームのダイジェストを生成する。

IppStatus ippsMD5Update (const Ipp8u *pSrcMesg, int mesglen, IppsMD5
*pState );
引数
pSrcMesg

メッセージの一部または全体を含むバッファへのポインタ。

mesglen

メッセージの長さ（バイト単位）。

pState

入力連鎖状態および更新された出力連鎖状態。

説明
関数 ippsMD5Update は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、指定さ
れた長さで現在の入力メッセージ・ストリームのダイジェストを生成する。
この関数は、最初に、入力状態変数 IppsMD5 *pState で示された前の不完全なブ
ロックと入力メッセージ・ストリームを統合して、複数の 512 ビットの MD5 メッ
セージ・ブロックに分割する。分割したブロックに追加の不完全なブロックが含ま
れる場合がある。次に、MD5 ハッシュ・スキームを使用して、各 MD5 メッセージ・
ブロックを新しい連鎖状態に変換する。
最後に、新しい連鎖状態と処理されたメッセージのビット長で状態変数 IppsMD5
*pState を更新する。関数の処理が完了すると、シンボリック・データ構造体
IppsMD5 *pState に後でパディングまたは統合する不完全なメッセージ・ブロッ
クが含まれる。
戻り値
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MD5Final
最終的な連鎖状態を 128 ビットのハッシュ値
に変換する。

IppStatus ippsMD5Final,(Ipp8u *pMD, IppsMD5 *pState);
引数
pMD

128 ビットのメッセージ・ダイジェスト値。

pState

入力連鎖状態。

説明
関数 ippsMD5Final は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、MD5 ハッ
シュ・スキームを使用して、IppsMD5 *pState で示された最終的な連鎖状態を 128
ビットのハッシュ値に変換する。
この関数は、最初に、MD5 パディング・スキームを使用して入力状態で示された最
終的に不完全なメッセージ・ブロックを不完全なブロックで処理されたメッセージ
のバイト長の合計を含む最終的な MD5 メッセージ・ブロックに変換する。次に、MD5
ハッシュ・スキームを使用して新しく確立された最終的な MD5 メッセージ・ブロッ
クを新しい連鎖状態に変換してから、128 ビットのメッセージ・ダイジェスト値
Ipp8u *pMD に変換する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。pMD または pState が NULL。

MD5MessageDigest
入力メッセージ・ストリームを 128 ビットの
メッセージ・ダイジェスト値に変換する。

IppStatus ippsMD5MessageDigest (const Ipp8u *pSrcMesg, int mesglen,
Ipp8u *pMD);
pSrcMesg

入力メッセージ・ストリーム。

3-9

インテル® インテグレーテッド・パフォーマンス・プリミティブ リファレンス・マニュアル：第 4 巻

mesglen

メッセージの長さ（バイト単位）。

pMD

128 ビットのメッセージ・ダイジェスト値。

説明
関数 ippsMD5MessageDigest は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、
MD5 ハッシュ・スキームを使用して指定されたバイト長の入力メッセージ・ストリー
ムを 128 ビットのメッセージ・ダイジェスト値に変換する。
この関数は、最初に、MD5 パディング・スキームを使用して入力メッセージ・スト
リームを複数の 512 ビットの MD5 メッセージ・ブロックに分割する。次に、各 MD5
メッセージ・ブロックを内部連鎖状態に変換する。
最後に、内部連鎖状態を 128 ビットのメッセージ・ダイジェスト値 Ipp8u *pMD に
変換する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。pSrcMesg、mesglen または pMD が NULL。

SHA1BufferSize
シンボリック・データ構造体の初期化に必要な
バッファ・サイズを指定する。

IppStatus ippsSHA1BufferSize (int *pSize);
引数
pSize

シンボリック・データ構造体 IppsSHA1 の初期化に必要なバッファ
のサイズ。

説明
関数 ippsSHA1BufferSize は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、平
文メッセージの 160 ビット値を生成する際に連鎖状態を処理するシンボリック・
データ構造体 IppsSHA1 のバッファのサイズを指定する。
戻り値
ippStsNoErr
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エラー。pSize が NULL。

SHA1Init
SHA1 アルゴリズムの内部データ構造体を
初期化する。

IppStatus ippsSHA1Init (IppsSHA1 *pState);
引数
pState

入力の際は、指定されたバッファへのポインタ。出力の際は、
SHA-1 初期化ベクトル IV で初期化された連鎖状態。

説明
関数 ippsSHA1Init は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、指定され
たバッファ空間を使用してシンボリック・データ構造体 IppsSHA1 *pState を初
期化する。
また、FIPS 180-1 で定義されている 160 ビットの初期化ベクトル IV で初期連鎖状態
IppsSHA1 *pState を設定する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

SHA1Update
指定された長さで現在の入力メッセージ・
ストリームのダイジェストを生成する。

IppStatus ippsSHA1Update (const Ipp8u *pSrcMesg, int mesglen, IppsSHA1
*pState);
引数
pSrcMesg

メッセージの一部または全体を含むバッファへのポインタ。
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mesglen

メッセージの長さ（バイト単位）。

pState

入力連鎖状態および更新された出力連鎖状態。

説明
関数 ippsSHA1Update は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、指定さ
れた長さで現在の入力メッセージ・ストリームのダイジェストを生成する。
この関数は、最初に、入力状態変数 IppsSHA1 *pState で示された前の不完全な
ブロックと入力メッセージ・ストリームを統合して、複数の 512 ビットの SHA-1 メッ
セージ・ブロックに分割する。分割したブロックに追加の不完全なブロックが含ま
れる場合がある。次に、FIPS 180-1 で定義されている SHA-1 ハッシュ・スキームを
使用して、各 FIPS メッセージ・ブロックを新しい連鎖状態に変換する。
最後に、新しい連鎖状態と処理されたメッセージのビット長で状態変数 IppsSHA1
*pState を更新する。関数の処理が完了すると、シンボリック・データ構造体
IppsSHA1 *pState に後でパディングまたは統合する不完全なメッセージ・ブロッ
クが含まれる。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsLengthErr

エラー。長さがゼロ以下。

SHA1Final
最終的な連鎖状態を 160 ビットのハッシュ値
に変換する。

IppStatus ippsSHA1Final (Ipp8u *pMD, IppsSHA1 *pState);
引数
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説明
関数 ippsSHA1Final は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、FIPS 180-1
で定義されている SHA1 ハッシュ・スキームを使用して、IppsSHA1 *pState で示
された最終的な連鎖状態を 160 ビットのハッシュ値に変換する。
この関数は、最初に、SHA1 パディング・スキームを使用して入力状態で示された最
終的に不完全なメッセージ・ブロックを不完全なブロックで処理されたメッセージ
のバイト長の合計を含む最終的な SHA-1 メッセージ・ブロックに変換する。次に、
SHA-1 ハッシュ・スキームを使用して新しく確立された最終的な SHA-1 メッセージ・
ブロックを新しい連鎖状態に変換してから、160 ビットのメッセージ・ダイジェスト
値 Ipp8u *pMD に変換する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

SHA1MessageDigest
入力メッセージ・ストリームを 160 ビットの
メッセージ・ダイジェスト値に変換する。

IppStatus ippsSHA1MessageDigest (const Ipp8u *pSrcMesg, int mesglen,
Ipp8u *pMD);
引数
pSrcMesg

入力メッセージ・ストリーム。

mesglen

メッセージの長さ（バイト単位）。

pMD

160 ビットのメッセージ・ダイジェスト値。

説明
関数 ippsSHA1MessageDigest は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数
は、FIPS 180-1 で定義されている SHA1 ハッシュ・スキームを使用して指定されたバ
イト長の入力メッセージ・ストリームを 160 ビットのメッセージ・ダイジェスト値
に変換する。
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この関数は、最初に、SHA1 パディング・スキームを使用して入力メッセージ・スト
リームを複数の 512 ビットの SHA-1 メッセージ・ブロックに分割する。次に、各
SHA-1 メッセージ・ブロックを内部連鎖状態に変換する。
最後に、内部連鎖状態を 160 ビットのメッセージ・ダイジェスト値 Ipp8u *pMD に
変換する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsLengthErr

エラー。長さがゼロ以下。

SHA256BufferSize
シンボリック・データ構造体の初期化に必要な
バッファ・サイズを指定する。

IppStatus ippsSHA256BufferSize (int *pSize);
引数
pSize

シンボリック・データ構造体の初期化に必要なバッファのサイズ。

説明
関数 ippsSHA256BufferSize は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、
平文メッセージの 256 ビット値を生成する際に連鎖状態を処理するシンボリック・
データ構造体 IppsSHA256 のバッファのサイズを指定する。
戻り値
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SHA256Init
SHA256 アルゴリズムの内部データ構造体を
初期化する。

IppStatus ippsSHA256Init (IppsSHA256 *pState);
引数
pState

入力の際は、指定されたバッファへのポインタ。出力の際は、
SHA-256 初期化ベクトル IV で初期化された連鎖状態。

説明
関数 ippsSHA256Init は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、指定さ
れたバッファ空間を使用してシンボリック・データ構造体 IppsSHA256 *pState
を初期化する。
また、FIPS 180-1 で定義されている 256 ビットの初期化ベクトル IV で初期連鎖状態
IppsSHA1 *pState を設定する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

SHA256Update
指定された長さで現在の入力メッセージ・
ストリームのダイジェストを生成する。

IppStatus ippsSHA256Update,(const Ipp8u *pSrcMesg, int mesglen,
IppsSHA256 *pState);
引数
pSrcMesg

メッセージの一部または全体を含むバッファへのポインタ。

mesglen

メッセージの長さ（バイト単位）。

pState

入力連鎖状態および更新された出力連鎖状態。

3-15

インテル® インテグレーテッド・パフォーマンス・プリミティブ リファレンス・マニュアル：第 4 巻

説明
関数 ippsSHA256Update は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、指定
された長さで現在の入力メッセージ・ストリームのダイジェストを生成する。
この関数は、最初に、入力状態変数 IppsSHA256 *pState で示された前の不完全
なブロックと入力メッセージ・ストリームを統合して、複数の 512 ビットの SHA256
メッセージ・ブロックに分割する。分割したブロックに追加の不完全なブロックが
含まれる場合がある。次に、SHA256 ハッシュ・スキームを使用して、各 SHA256
メッセージ・ブロックを新しい連鎖状態に変換する。
最 後 に、新 し い 連 鎖 状 態 と 処 理 さ れ た メ ッ セ ー ジ の ビ ッ ト 長 で 状 態 変 数
IppsSHA256 *pState を更新する。関数の処理が完了すると、シンボリック・デー
タ構造体 IppsSHA256 *pState に後でパディングまたは統合する不完全なメッ
セージ・ブロックが含まれる。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsLengthErr

エラー。長さがゼロ以下。

SHA256Final
最終的な連鎖状態を 256 ビットのハッシュ値に
変換する。

IppStatus ippsSHA256Final (Ipp8u *pMD, IppsSHA256 *pState);
引数
pState

入力連鎖状態。

pMD

256 ビットのメッセージ・ダイジェスト値。

関数 ippsSHA256Final は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、SHA256
ハッシュ・スキームを使用して、IppsSHA256 *pState で示された最終的な連鎖
状態を 256 ビットのハッシュ値に変換する。
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この関数は、最初に、SHA256 パディング・スキームを使用して入力状態で示された
最終的に不完全なメッセージ・ブロックを不完全なブロックで処理されたメッセー
ジのバイト長の合計を含む最終的な SHA256 メッセージ・ブロックに変換する。次
に、SHA-256 ハッシュ・スキームを使用して新しく確立された最終的な SHA256 メッ
セージ・ブロックを新しい連鎖状態に変換してから、256 ビットのメッセージ・ダイ
ジェスト値 Ipp8u *pMD に変換する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

SHA256MessageDigest
入力メッセージ・ストリームを 256 ビットの
メッセージ・ダイジェスト値に変換する。

IppStatus ippsSHA256MessageDigest,(const Ipp8u *pSrcMsg, int mesglen,
Ipp8u *pMD);
引数
pSrcMsg

入力メッセージ・ストリーム。

mesglen

メッセージの長さ（バイト単位）。

pMD

160 ビットのメッセージ・ダイジェスト値。

説明
関数 ippsSHA256MessageDigest は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関
数は、SHA256 ハッシュ・スキームを使用して指定されたバイト長の入力メッセー
ジ・ストリームを 256 ビットのメッセージ・ダイジェスト値に変換する。
この関数は、最初に、SHA256 パディング・スキームを使用して入力メッセージ・ス
トリームを複数の 512 ビットの SHA256 メッセージ・ブロックに分割する。次に、各
SHA256 メッセージ・ブロックを内部連鎖状態に変換する。
最後に、内部連鎖状態を 256 ビットのメッセージ・ダイジェスト値 Ipp8u *pMD に
変換する。
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戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsLengthErr

エラー。長さがゼロ以下。

SHA384BufferSize
シンボリック・データ構造体の初期化に必要な
バッファ・サイズを指定する。

IppStatus ippsSHA384BufferSize (int *pSize);
引数
pSize

シンボリック・データ構造体 IppsSHA384 の初期化に必要な
バッファのサイズ。

説明
関数 ippsSHA384BufferSize は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、
平文メッセージの 384 ビット値を生成する際に連鎖状態を処理するシンボリック・
データ構造体 IppsSHA384 のバッファのサイズを指定する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

SHA384Init
SHA384 アルゴリズムの内部データ構造体を
初期化する。

IppStatus ippsSHA384Init (IppsSHA384 *pState);

3-18

ハッシュ関数およびデータ認証アルゴリズム関数

3

引数
pState

入力の際は、指定されたバッファへのポインタ。出力の際は、
SHA-384 初期化ベクトル IV で初期化された連鎖状態。

説明
関数 ippsSHA384Init は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、指定さ
れたバッファ空間を使用してシンボリック・データ構造体 IppsSHA384 *pState
を初期化する。
また、FIPS 180-1 で定義されている 256 ビットの初期化ベクトル IV で初期連鎖状態
IppsSHA1 *pState を設定する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

SHA384Update
指定された長さで現在の入力メッセージ・
ストリームのダイジェストを生成する。

IppStatus ippsSHA384Update,(const Ipp8u *pSrcMesg, int mesglen,
IppsSHA384 *pState);
引数
pSrcMesg

メッセージの一部または全体を含むバッファへのポインタ。

mesglen

メッセージの長さ（バイト単位）。

pState

入力連鎖状態および更新された出力連鎖状態。

説明
関数 ippsSHA384Update は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、指定
された長さで現在の入力メッセージ・ストリームのダイジェストを生成する。
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この関数は、最初に、入力状態変数 IppsSHA384 *pState で示された前の不完全
なブロックと入力メッセージ・ストリームを統合して、複数の 1024 ビットの SHA384
メッセージ・ブロックに分割する。分割したブロックに追加の不完全なブロックが
含まれる場合がある。次に、SHA384 ハッシュ・スキームを使用して、各 SHA384
メッセージ・ブロックを新しい連鎖状態に変換する。
最 後 に、新 し い 連 鎖 状 態 と 処 理 さ れ た メ ッ セ ー ジ の ビ ッ ト 長 で 状 態 変 数
IppsSHA384 *pState を更新する。関数の処理が完了すると、シンボリック・デー
タ構造体 IppsSHA384 *pState に後でパディングまたは統合する不完全なメッ
セージ・ブロックが含まれる。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsLengthErr

エラー。長さがゼロ以下。

SHA384Final
最終的な連鎖状態を 384 ビットのハッシュ値
に変換する。

IppStatus ippsSHA384Final (Ipp8u *pMD, IppsSHA384 *pState );
引数
pState

入力連鎖状態。

pMD

384 ビットのメッセージ・ダイジェスト値。

説明
関数 ippsSHA384Final は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、SHA384
ハッシュ・スキームを使用して、IppsSHA384 *pState で示された最終的な連鎖
状態を 384 ビットのハッシュ値に変換する。
この関数は、最初に、SHA384 パディング・スキームを使用して入力状態で示された
最終的に不完全なメッセージ・ブロックを不完全なブロックで処理されたメッセー
ジのバイト長の合計を含む最終的な SHA384 メッセージ・ブロックに変換する。次
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に、SHA384 ハッシュ・スキームを使用して新しく確立された最終的な SHA384 メッ
セージ・ブロックを新しい連鎖状態に変換してから、384 ビットのメッセージ・ダイ
ジェスト値 Ipp8u *pMD に変換する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

SHA384MessageDigest
入力メッセージ・ストリームを 384 ビットの
メッセージ・ダイジェスト値に変換する。

IppStatus ippsSHA384MessageDigest (const Ipp8u *pSrcMsg, int mesglen,
Ipp8u *pMD);
pSrcMsg

入力メッセージ・ストリーム。

mesglen

メッセージの長さ（バイト単位）。

pMD

384 ビットのメッセージ・ダイジェスト値。

説明
関数 ippsSHA384MessageDigest は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関
数は、SHA384 ハッシュ・スキームを使用して指定されたバイト長の入力メッセー
ジ・ストリームを 384 ビットのメッセージ・ダイジェスト値に変換する。
この関数は、最初に、SHA384 パディング・スキームを使用して入力メッセージ・ス
トリームを複数の 1024 ビットの SHA384 メッセージ・ブロックに分割する。次に、
各 SHA384 メッセージ・ブロックを内部連鎖状態に変換する。
最後に、内部連鎖状態を 384 ビットのメッセージ・ダイジェスト値 Ipp8u *pMD に
変換する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsLengthErr

エラー。長さがゼロ以下。
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SHA512BufferSize
シンボリック・データ構造体の初期化に必要な
バッファ・サイズを指定する。

IppStatus ippsSHA512BufferSize (int *pSize);
引数
pSize

シンボリック・データ構造体 IppsSHA512 の初期化に必要な
バッファのサイズ。

説明
関数 ippsSHA512BufferSize は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、
平文メッセージの 512 ビット値を生成する際に連鎖状態を処理するシンボリック・
データ構造体 IppsSHA512 のバッファのサイズを指定する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

SHA512Init
SHA512 アルゴリズムの内部データ構造体を
初期化する。

IppStatus ippsSHA512Init (IppsSHA512 *pState);
引数
pState

入力の際は、指定されたバッファへのポインタ。出力の際は、
SHA-512 初期化ベクトル IV で初期化された連鎖状態。

説明
関数 ippsSHA512Init は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、指定さ
れたバッファ空間を使用してシンボリック・データ構造体 IppsSHA512 *pState
を初期化する。
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また、FIPS 180-1 で定義されている 512 ビットの初期化ベクトル IV で初期連鎖状態
IppsSHA512 *pState を設定する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

SHA512Update
指定された長さで現在の入力メッセージ・
ストリームのダイジェストを生成する。

IppStatus ippsSHA512Update,(const Ipp8u *pSrcMesg, int mesglen,
IppsSHA512 *pState);
引数
pSrcMesg

メッセージの一部または全体を含むバッファへのポインタ。

mesglen

メッセージの長さ（バイト単位）。

pState

入力連鎖状態および更新された出力連鎖状態。

説明
関数 ippsSHA512Update は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、指定
された長さで現在の入力メッセージ・ストリームのダイジェストを生成する。
この関数は、最初に、入力状態変数 IppsSHA512 *pState で示された前の不完全
なブロックと入力メッセージ・ストリームを統合して、複数の 1024 ビットの SHA512
メッセージ・ブロックに分割する。分割したブロックに追加の不完全なブロックが
含まれる場合がある。次に、SHA512 ハッシュ・スキームを使用して、各 SHA512
メッセージ・ブロックを新しい連鎖状態に変換する。
最 後 に、新 し い 連 鎖 状 態 と 処 理 さ れ た メ ッ セ ー ジ の ビ ッ ト 長 で 状 態 変 数
IppsSHA512 *pState を更新する。関数の処理が完了すると、シンボリック・デー
タ構造体 IppsSHA512 *pState に後でパディングまたは統合する不完全なメッ
セージ・ブロックが含まれる。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。
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ippNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsLengthErr

エラー。長さがゼロ以下。

SHA512Final
最終的な連鎖状態を 512 ビットのハッシュ値に
変換する。

IppStatus ippsSHA512Final (Ipp8u *pMD, IppsSHA512 *pState);
引数
pState

入力連鎖状態。

pMD

512 ビットのメッセージ・ダイジェスト値。

説明
関数 ippsSHA512Final は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、SHA512
ハッシュ・スキームを使用して、IppsSHA512 *pState で示された最終的な連鎖
状態を 512 ビットのハッシュ値に変換する。
この関数は、最初に、SHA512 パディング・スキームを使用して入力状態で示された
最終的に不完全なメッセージ・ブロックを不完全なブロックで処理されたメッセー
ジのバイト長の合計を含む最終的な SHA512 メッセージ・ブロックに変換する。次
に、SHA512 ハッシュ・スキームを使用して新しく確立された最終的な SHA512 メッ
セージ・ブロックを新しい連鎖状態に変換してから、512 ビットのメッセージ・ダイ
ジェスト値 Ipp8u *pMD に変換する。
戻り値
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SHA512MessageDigest
入力メッセージ・ストリームを 512 ビットの
メッセージ・ダイジェスト値に変換する。

IppStatus ippsSHA512MessageDigest,(const Ipp8u *pSrcMsg, int mesglen,
Ipp8u *pMD);
pSrcMsg

入力メッセージ・ストリーム。

mesglen

メッセージの長さ（バイト単位）。

pMD

512 ビットのメッセージ・ダイジェスト値。

説明
関数 ippsSHA512MessageDigest は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関
数は、SHA512 ハッシュ・スキームを使用して指定されたバイト長の入力メッセー
ジ・ストリームを 512 ビットのメッセージ・ダイジェスト値に変換する。
この関数は、最初に、SHA512 パディング・スキームを使用して入力メッセージ・ス
トリームを複数の 1024 ビットの SHA512 メッセージ・ブロックに分割する。次に、
各 SHA512 メッセージ・ブロックを内部連鎖状態に変換する。
最後に、内部連鎖状態を 512 ビットのメッセージ・ダイジェスト値 Ipp8u *pMD に
変換する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

鍵付きハッシュ関数
この項では、FIPS 198 で定義されている HMAC スキームを使用して鍵付きハッシュ・
ベース・メッセージ認証コードを生成する関数について説明する。
鍵付きハッシュ・ベース・メッセージ認証コード（HMAC）は、メッセージ認証と
データの完全性チェックが必要なアプリケーションで広く使用されている。この
コードは、RDC 2104 で最初に提唱され、ANSI X9.71 および FIPS-198 で採用された。
この項で説明する関数は、一方向ハッシュ関数に基づくさまざまな HMAC スキーム
を使用し、次の規格に準拠している。
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•
•
•
•

HMAC スキーム（FIPS 198 で定義）
SHA-1 ハッシュ・スキーム（FIPS 180-1 で定義）
SHA-256、SHA-384 および SHA-512 スキーム（「Secure Hash Standard October
2000」で NIST によって定義）
MD5 ハッシュ・スキーム（RFC 1321 で定義）

HMAC-SHA1
HMAC-SHA1 は、鍵付きの SHA-1 ハッシュ・ベース・メッセージ認証コード・スキー
ムである。HMACSHA1 は、入力メッセージと少なくとも 10 バイトの提供された鍵
から指定された長さ（最大 20 バイト）のメッセージ認証コードを生成する。
この項では、HMAC-SHA1 を使用してメッセージ認証コードを生成する関数につい
て説明する。この項で説明する関数はすべて、FIPS 198 および FIPS 180-1 に準拠す
るように実装されている。
関数 HMACSHA1Init は初期連鎖状態を設定して、提供された鍵から得られる鍵付き
ipad および鍵付き opad を計算する。
初期状態が設定されたら、関数 HMACSHA1Update は、すべての SHA-1 メッセージ・
ブロックを使い切るまで SHA-1 ハッシュ・スキームで入力メッセージ・ストリーム
のダイジェストを生成する。
関数 HMACSHA1Final は、FIPS 180-1 で定義されているパディング・スキームで不
完全なメッセージ・ブロックを埋めて最終的な SHA-1 メッセージ・ブロックにした
後、SHA-1 ハッシュ・スキームを使用して最終的なブロックを 160 ビットの SHA-1
メッセージ・ダイジェスト値に変換する。次に、鍵付き opad とハッシュ値を連結
して、指定された長さ maclen（最大 20 バイト）のメッセージ認証コード Ipp8u
*pMAC を生成する。
関数 HMACSHA1MessageDigest は、非ストリーム・データの入力メッセージに関
してメッセージ確認コードを生成する呼び出し規約が単純化されている。この関数
は、入力メッセージと提供された鍵から指定された長さ maclen（最大 20 バイト）
の HMAC-SHA1 メッセージ認証コード Ipp8u *pMAC を生成する。
この項の関数はすべて、シンボリック・データ構造体 IppsHMACSHA1 を使用して、
入力鍵から得られる鍵付き ipad と鍵付き opad の値、処理されたメッセージのビッ
ト長、不完全なメッセージ・ブロック、および中間ハッシュ状態値などの操作に必
要な情報を処理する。HMAC-SHA1 を使用して入力のメッセージ認証コードを生成
するアプリケーション・コードは、次の順序で実行する。
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6.

バッファの割り当てが適切に行われ、そのサイズが関数
HMACSHA1BufferSize で計算されたサイズ以上であることを確認する。割
り当てられたバッファで、関数 HMACSHA1Init を呼び出して初期連鎖状態
を設定し、鍵付き ipad および鍵付き opad の値を得る。

7.

キューが完了するまで、関数 HMACSHA1Update の呼び出しを続けて入力
メッセージ・ストリームのダイジェストを生成する。

8.

関数 HMACSHA1Final を呼び出し、最終的に不完全なブロックを処理して
鍵付き opad の値と連結し、メッセージ認証コードに変換する。

9.

必要な場合、オペレーティング・システムのメモリ解放サービス関数を呼び
出して、シンボリック・データ構造体 IppsHMACSHA1 に割り当てられた
バッファをリリースする。

HMACSHA1BufferSize
シンボリック・データ構造体の初期化に必要な
バッファ・サイズを指定する。

IppStatus ippsHMACSHA1BufferSize (int *pSize);
引数
pSize

シンボリック・データ構造体 IppsHMACSHA1 の初期化に必要な
バッファのサイズ。

説明
関数 ippsHMACSHA1BufferSize は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数
は、160 ビットまでの入力メッセージのメッセージ認証コードを生成するデータを処
理するシンボリック・データ構造体 IppsHMACSHA1 の作業バッファの定義に必要な
バッファのサイズをバイト単位で指定する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。pSize が NULL。
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HMACSHA1Init
シンボリック・データ構造体を初期化する。

IppStatus ippsHMACSHA1Init (const Ipp8u *pKey, int keylen, IppsHMACSHA1
*pState);
引数
pKey

鍵へのポインタ。

keylen

鍵の長さ（バイト単位）。

pState

入力の際は、指定されたバッファへのポインタ。出力
の際は、初期化されたシンボリック・データ構造体。

説明
関数 ippsHMACSHA1Init は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、指定
されたバッファ空間を使用してシンボリック・データ構造体 IppsHMACSHA1 を初期
化する。この関数は、初期連鎖状態 IppsHMACSHA1 *pState を設定し、提供され
た鍵 pKey から得られる鍵付き ipad および鍵付き opad の値を計算し、入力メッ
セージ・ストリームとの連結用にシンボリック・データ構造体 IppsHMACSHA1 で処
理されたデータ・コンテナに鍵付き ipad の値を入れる。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsLengthErr

エラー。keylen がゼロ以下。

HMACSHA1Update
入力メッセージ・ストリームのダイジェストを生成
してシンボリック・データ構造体を更新する。

IppStatus ippsHMACSHA1Update (const Ipp8u *pSrcMesg, int mesglen,
IppsHMACSHA1 *pState);

3-28

ハッシュ関数およびデータ認証アルゴリズム関数

3

引数
pSrcMesg

入力メッセージ・ストリーム。

mesglen

メッセージの長さ（バイト単位）。

pState

入力連鎖状態および更新された出力連鎖状態。

説明
関数 ippsHMACSHA1Update は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、指
定された長さで現在の入力メッセージ・ストリームのダイジェストを生成する。
この関数は、最初に、入力状態変数 *pState で示された前の不完全なブロックと入
力メッセージ・ストリーム *pSrcMesg を統合して、複数の 512 ビットの SHA-1 メッ
セージ・ブロックに分割する。分割したブロックに追加の不完全なブロックが含ま
れる場合がある。次に、FIPS 180-1 で定義されている SHA-1 ハッシュ・スキームを
使用して、各 SHA-1 ブロックのダイジェストを生成する。
最後に、新しい連鎖状態と処理されたメッセージのビット長で状態変数 *pState を
更新する。関数の処理が完了すると、シンボリック・データ構造体 IppsHMACSHA1
*pState に新しい連鎖状態値および後でパディングまたは統合する不完全なメッ
セージ・ブロックが含まれる。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsLengthErr

エラー。mesglen がゼロ未満。

HMACSHA1Final
最終的な連鎖状態を 160 ビットのハッシュ値
に変換する。

IppStatus ippsHMACSHA1Final (Ipp8u *pMAC, int maclen, IppsHMACSHA1
*pState);
引数
pMAC

メッセージ認証コード。

maclen

指定されたメッセージ認証コードの長さ（バイト単位）
。
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pState

入力連鎖状態。

説明
関数 ippsHMACSHA1Final は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、FIPS
180-1 で定義されている SHA1 ハッシュ・スキームを使用して、シンボリック・デー
タ構造体 IppsHMACSHA1 で示された最終的な連鎖状態を 160 ビットのハッシュ値
に変換する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsLengthErr

エラー。maclen がゼロ以下または 21 以上。

HMACSHA1MessageDigest
入力メッセージを指定された長さのメッセージ
認証コードに変換する。

IppStatus ippsHMACSHA1MessageDigest (const Ipp8u *pSrcMesg, int
mesglen, const Ipp8u *pKey, int keylen, Ipp8u *pMAC, int maclen);
引数
pSrcMesg

入力メッセージ・ストリーム。

mesglen

メッセージの長さ（バイト単位）。

pKey

指定された認証鍵。

keylen

鍵の長さ（バイト単位）。

pMAC

メッセージ認証コード。

maclen

指定されたメッセージ認証コードの長さ（バイト単位）
。

説明
関数 ippsHMACSHA1MessageDigest は、ippcp.h ファイルで宣言される。この
関数は、鍵付き SHA-1 ハッシュ・ベース・メッセージ認証コード・スキームを使用
して、指定された長さ keylen の入力鍵を指定された長さ maclen のメッセージ認
証コード pMAC に変換する。
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戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsLengthErr

エラー。maclen がゼロ以下または 21 以上。

HMAC-SHA256/384/512
HMAC-SHA256、HMAC-SHA384 お よび HMAC-SHA512 は、一 方向ハ ッシュ 関数
SHA-256、SHA-384 および SHA-512 に関する鍵付きハッシュ・ベース・メッセージ
認証コード・スキームである。HMAC-SHA256 は、入力メッセージと少なくとも 16
バイトの提供された鍵から指定された長さ（少なくとも 32 バイト）のメッセージ認
証コードを生成する。
同様に、HMAC-SHA384 は少なくとも 24 バイトの鍵から少なくとも 48 バイトの
メッセージ認証コードを生成し、HMAC-SHA512 は少なくとも 32 バイトの鍵から少
なくとも 64 バイトのメッセージ認証コードを生成する。
この項では、HMAC-SHA256、HMAC-SHA384、および HMAC-SHA512 を使用して
メッセージ認証コードを生成する関数について説明する。この項で説明する関数は
すべて、FIPS 198 および FIPS のドラフト「the Secure Hash Standard October 2000」に
準拠するように実装されている。
鍵付き SHA-256 ベースの HMAC スキームを使用するには、アプリケーションで 5 つ
の HMACSHA256 関数のセットを使用する。
関数 HMACSHA256Init は初期連鎖状態を設定して、提供された鍵から得られる鍵付
き ipad および鍵付き opad を計算する。
初期状態が設定されたら、関数 HMACSHA256Update は、すべての SHA-256 メッセー
ジ・ブロックを使い切るまで SHA-256 ハッシュ・スキームで入力メッセージ・スト
リームのダイジェストを生成する。
関数 HMACSHA256Final は、FIPS ドラフト「the Secure Hash Standard October 2000」
で定義されているパディング・スキームで不完全なメッセージ・ブロックを埋めて
最終的な SHA-256 メッセージ・ブロックにした後、SHA-256 ハッシュ・スキームを
使用して最終的なブロックを 256 ビットの SHA-256 メッセージ・ダイジェスト値に
変換する。次に、鍵付き opad とハッシュ値を連結して、指定された長さ maclen
（最大 32 バイト）のメッセージ認証コード Ipp8u *pMAC を生成する。
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関数 HMACSHA256MessageDigest は、非ストリーム・データの入力メッセージに
関してメッセージ確認コードを生成する呼び出し規約が単純化されている。この関
数は、入力メッセージと提供された鍵から指定された長さ maclen（最大 32 バイト）
の HMAC-SHA256 メッセージ認証コード Ipp8u *pMAC を生成する。
同様に、鍵付き SHA-384 ベースの HMAC スキームを使用するには、アプリケーショ
ンで 5 つの HMACSHA384 関数のセットを使用し、鍵付き SHA-512 ベースの HMAC
スキームを使用するには、アプリケーションで 5 つの HMACSHA512 関数のセット
を使用する。
こ の 項 で 説 明 し て い る HMAC-SHA256 関 数 は シ ン ボ リ ッ ク・デ ー タ 構 造 体
IppsHMACSHA256 を使用する。同様に、HMAC-SHA384 関数はシンボリック・デー
タ構造体 IppsHMACSHA384 を、HMAC-SHA512 関数はシンボリック・データ構造
体 IppsHMACSHA512 を使用する。これらの 3 つのシンボリック・データ構造体は、
入力鍵から得られる鍵付き ipad と鍵付き opad の値、処理されたメッセージの
ビット長、不完全なメッセージ・ブロック、および中間ハッシュ状態値などの操作
に必要な情報の処理に使用される。
HMAC-SHA256（HMAC-SHA384 および HMAC-SHA512 も同様）を使用して入力の
メッセージ認証コードを生成するアプリケーション・コードは、次の順序で実行す
る。
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1.

関数 HMACSHA256BufferSize を呼び出してシンボリック・データ構造体
IppsHMACSHA256 の設定に必要なバッファ・サイズを取得する。

2.

バ ッ フ ァ の 割 り 当 て が 適 切 に 行 わ れ、そ の サ イ ズ が 関 数
HMACSHA256BufferSize で計算されたサイズ以上であることを確認す
る。割り当てられたバッファで、関数 HMACSHA256Init を呼び出して初
期連鎖状態を設定し、鍵付き ipad および鍵付き opad の値を得る。

3.

キューが完了するまで、関数 HMACSHA256Update の呼び出しを続けて入
力メッセージ・ストリームのダイジェストを生成する。

4.

関数 HMACSHA256Final を呼び出し、最終的に不完全なブロックを処理し
て鍵付き opad の値と連結し、メッセージ認証コードに変換する。

5.

必要な場合、オペレーティング・システムのメモリ解放サービス関数を呼び
出して、シンボリック・データ構造体 IppsHMACSHA256 に割り当てられた
バッファをリリースする。
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HMACSHA256BufferSize
シンボリック・データ構造体の初期化に必要な
バッファ・サイズを指定する。

IppStatus ippsHMACSHA256BufferSize (int *pSize);
引数
pSize

シンボリック・データ構造体 IppsHMACSHA256 の初
期化に必要なバッファのサイズ。

説明
関数 ippsHMACSHA256BufferSize は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関
数は、256 ビットまでの入力メッセージのメッセージ認証コードを生成するデータを
処理するシンボリック・データ構造体 IppsHMACSHA256 の作業バッファの定義に必
要なバッファのサイズをバイト単位で指定する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。pSize が NULL。

HMACSHA256Init
シンボリック・データ構造体を初期化する。

IppStatus ippsHMACSHA256Init (const Ipp8u *pKey, int keylen,
IppsHMACSHA256 *pState);
引数
pKey

鍵へのポインタ。

keylen

鍵の長さ（バイト単位）。

pState

入力の際は、指定されたバッファへのポインタ。出力
の際は、初期化されたシンボリック・データ構造体。

3-33

インテル® インテグレーテッド・パフォーマンス・プリミティブ リファレンス・マニュアル：第 4 巻

説明
関数 ippsHMACSHA256Init は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、指
定されたバッファ空間を使用してシンボリック・データ構造体 IppsHMACSHA256 を
初期化する。この関数は、初期連鎖状態 IppsHMACSHA256 *pState を設定し、提供
された鍵 pKey から得られる鍵付き ipad および鍵付き opad の値を計算し、入力
メッセージ・ストリームとの連結用にシンボリック・データ構造体 IppsHMACSHA256
で処理されたデータ・コンテナに鍵付き ipad の値を入れる。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsLengthErr

エラー。keylen がゼロ以下。

HMACSHA256Update
入力メッセージ・ストリームのダイジェストを生成
してシンボリック・データ構造体を更新する。

IppStatus ippsHMACSHA256Update (const Ipp8u *pSrcMesg, int mesglen,
IppsHMACSHA256 *pState);
引数
pSrcMesg

入力メッセージ・ストリーム。

mesglen

メッセージの長さ（バイト単位）。

pState

入力連鎖状態および更新された出力連鎖状態。

説明
関数 ippsHMACSHA256Update は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、
指定された長さで現在の入力メッセージ・ストリームのダイジェストを生成する。
この関数は、最初に、入力状態変数 *pState で示された前の不完全なブロックと入
力メッセージ・ストリーム *pSrcMesg を統合して、複数の 512 ビットの SHA-256
メッセージ・ブロックに分割する。分割したブロックに追加の不完全なブロックが
含まれる場合がある。次に、FIPS 180-1 で定義されている SHA-256 ハッシュ・スキー
ムを使用して、各 SHA-256 ブロックのダイジェストを生成する。
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最後に、新しい連鎖状態と処理されたメッセージのビット長で状態変数 *pState を
更新する。関数の処理が完了すると、シンボリック・データ構造体 IppsHMACSHA256
に新しい連鎖状態値および後でパディングまたは統合する不完全なメッセージ・ブ
ロックが含まれる。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsLengthErr

エラー。mesglen がゼロ未満。

HMACSHA256Final
最終的な連鎖状態を 256 ビットのハッシュ値
に変換する。

IppStatus ippsHMACSHA256Final (Ipp8u *pMAC, int maclen, IppsHMACSHA256
*pState);
pMAC

メッセージ認証コード。

maclen

指定されたメッセージ認証コードの長さ（バイト単位）
。

pState

入力連鎖状態。

説明
関数 ippsHMACSHA256Final は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、
SHA256 スキームで指定されている方法を使用して、シンボリック・データ構造体
IppsHMACSHA256 で示された最終的な連鎖状態を 256 ビットのハッシュ値に変換
する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsLengthErr

エラー。maclen がゼロ以下または 33 以上。
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HMACSHA256MessageDigest
入力メッセージを指定された長さのメッセージ
認証コードに変換する。

IppStatus ippsHMACSHA256MessageDigest (const Ipp8u *pSrcMesg, int
mesglen, const Ipp8u *pKey, int keylen, Ipp8u *pMAC, int maclen);
引数
pSrcMesg

入力メッセージ・ストリーム。

mesglen

メッセージの長さ（バイト単位）。

pKey

指定された認証鍵。

keylen

鍵の長さ（バイト単位）。

pMAC

メッセージ認証コード。

maclen

指定されたメッセージ認証コードの長さ（バイト単位）
。

説明
関数 ippsHMACSHA256MessageDigest は、ippcp.h ファイルで宣言される。こ
の関数は、鍵付き SHA256 ハッシュ・ベース・メッセージ認証コード・スキームを
使用して、指定された長さ keylen の入力鍵を指定された長さ maclen（最大 32 バ
イト）のメッセージ認証コード pMAC に変換する。
この関数を表す擬似コード :
pMAC = SHA256 ([pKey XOR opad]) || [SHA256 ([pKey XOR ipad]) ||
[pSrcMesg])])
SHA256 は SHA256 ハッシュ関数、XOR はビットごとの排他的 OR、|| は 2 つのビッ
ト・ストリームを連結する操作。
戻り値
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エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsLengthErr

エラー。mesglen がゼロ未満、keylen がゼロ以下、
または maclen がゼロ以下または 33 以上。
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HMACSHA384BufferSize
シンボリック・データ構造体の初期化に必要な
バッファ・サイズを指定する。

IppStatus ippsHMACSHA384BufferSize (int *pSize);
引数
pSize

シンボリック・データ構造体 IppsHMACSHA384 の初期化に必要
なバッファのサイズ。

説明
関数 ippsHMACSHA384BufferSize は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関
数は、384 ビットまでの入力メッセージのメッセージ認証コードを生成するデータを
処理するシンボリック・データ構造体 IppsHMACSHA384 の作業バッファの定義に必
要なバッファのサイズをバイト単位で指定する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。pSize が NULL。

HMACSHA384Init
シンボリック・データ構造体を初期化する。

IppStatus ippsHMACSHA384Init (const Ipp8u *pKey, int keylen,
IppsHMACSHA384 *pState);
引数
pKey

鍵へのポインタ。

keylen

鍵の長さ（バイト単位）。

pState

入力の際は、指定されたバッファへのポインタ。出力
の際は、初期化されたシンボリック・データ構造体。
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説明
関数 ippsHMACSHA384Init は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、指
定されたバッファ空間を使用してシンボリック・データ構造体 IppsHMACSHA384 を
初期化する。この関数は、初期連鎖状態 IppsHMACSHA384 *pState を設定し、提
供された鍵 pKey から得られる鍵付き ipad および鍵付き opad の値を計算し、入力
メ ッ セ ー ジ・ス ト リ ー ム と の 連 結 用 に シ ン ボ リ ッ ク・デ ー タ 構 造 体
IppsHMACSHA384 で処理されたデータ・コンテナに鍵付き ipad の値を入れる。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsLengthErr

エラー。keylen がゼロ以下。

HMACSHA384Update
入力メッセージ・ストリームのダイジェストを生成
してシンボリック・データ構造体を更新する。

IppStatus ippsHMACSHA384Update (const Ipp8u *pSrcMesg, int mesglen,
IppsHMACSHA384 *pState);
引数
pSrcMesg

入力メッセージ・ストリーム。

mesglen

メッセージの長さ（バイト単位）。

pState

入力連鎖状態および更新された出力連鎖状態。

説明
関数 ippsHMACSHA384Update は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、
指定された長さで現在の入力メッセージ・ストリームのダイジェストを生成する。
この関数は、最初に、入力状態変数 *pState で示された前の不完全なブロックと入
力メッセージ・ストリーム *pSrcMesg を統合して、複数の 1024 ビットの SHA-384
メッセージ・ブロックに分割する。分割したブロックに追加の不完全なブロックが
含まれる場合がある。次に、SHA-384 ハッシュ・スキームを使用して、各 SHA-384
ブロックのダイジェストを生成する。
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最後に、新しい連鎖状態と処理されたメッセージのビット長で状態変数 *pState を
更新する。関数の処理が完了すると、シンボリック・データ構造体 IppsHMACSHA384
に新しい連鎖状態値および後でパディングまたは統合する不完全なメッセージ・ブ
ロックが含まれる。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsLengthErr

エラー。mesglen がゼロ未満。

HMACSHA384Final
最終的な連鎖状態を 384 ビットのハッシュ値
に変換する。

IppStatus ippsHMACSHA384Final (Ipp8u *pMAC, int maclen, IppsHMACSHA384
*pState);
pMAC

メッセージ認証コード。

maclen

指定されたメッセージ認証コードの長さ（バイト単位）
。

pState

入力連鎖状態。

説明
関数 ippsHMACSHA384Final は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、
SHA384 スキームで指定されている方法を使用して、シンボリック・データ構造体
IppsHMACSHA384 で示された最終的な連鎖状態を 384 ビットのハッシュ値に変換
する。
この関数は、指定された長さ（最大 48 バイト）のメッセージ認証コードを生成する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsLengthErr

エラー。maclen がゼロ以下または 49 以上。
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HMACSHA384MessageDigest
入力メッセージを指定された長さのメッセージ
認証コードに変換する。

IppStatus ippsHMACSHA384MessageDigest (const Ipp8u *pSrcMesg, int
mesglen, const Ipp8u *pKey, int keylen, Ipp8u *pMAC, int maclen);
引数
pSrcMesg

入力メッセージ・ストリーム。

mesglen

メッセージの長さ（バイト単位）。

pKey

指定された認証鍵。

keylen

鍵の長さ（バイト単位）。

pMAC

メッセージ認証コード。

maclen

指定されたメッセージ認証コードの長さ（バイト単位）
。

説明
関数 ippsHMACSHA384MessageDigest は、ippcp.h ファイルで宣言される。こ
の関数は、鍵付き SHA384 ハッシュ・ベース・メッセージ認証コード・スキームを
使用して、指定された長さ keylen の入力鍵を指定された長さ maclen（最大 48 バ
イト）のメッセージ認証コード pMAC に変換する。
この関数を表す擬似コード :
pMAC = SHA384 ([pKey XOR opad]) || [SHA384 ([pKey XOR ipad]) ||
[pSrcMesg])])
SHA384 は SHA384 ハッシュ関数、XOR はビットごとの排他的 OR、|| は 2 つのビッ
ト・ストリームを連結する操作。
戻り値
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エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsLengthErr

エラー。maclen がゼロ以下または 49 以上。
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HMACSHA512BufferSize
シンボリック・データ構造体の初期化に必要な
バッファ・サイズを指定する。

IppStatus ippsHMACSHA512BufferSize (int *pSize);
引数
pSize

シンボリック・データ構造体 IppsHMACSHA512 の初
期化に必要なバッファのサイズ。

説明
関数 ippsHMACSHA512BufferSize は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関
数は、512 ビットまでの入力メッセージのメッセージ認証コードを生成するデータを
処理するシンボリック・データ構造体 IppsHMACSHA512 の作業バッファの定義に必
要なバッファのサイズをバイト単位で指定する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。pSize が NULL。

HMACSHA512Init
シンボリック・データ構造体を初期化する。

IppStatus ippsHMACSHA512Init (const Ipp8u *pKey, int keylen,
IppsHMACSHA512 *pState);
pKey

鍵へのポインタ。

keylen

鍵の長さ（バイト単位）。

pState

入力の際は、指定されたバッファへのポインタ。出力
の際は、初期化されたシンボリック・データ構造体。
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説明
関数 ippsHMACSHA512Init は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、指
定されたバッファ空間を使用してシンボリック・データ構造体 IppsHMACSHA512 を
初期化する。この関数は、初期連鎖状態 IppsHMACSHA512 *pState を設定し、提
供された鍵 pKey から得られる鍵付き ipad および鍵付き opad の値を計算し、入力
メ ッ セ ー ジ・ス ト リ ー ム と の 連 結 用 に シ ン ボ リ ッ ク・デ ー タ 構 造 体
IppsHMACSHA512 で処理されたデータ・コンテナに鍵付き ipad の値を入れる。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsLengthErr

エラー。keylen がゼロ以下。

HMACSHA512Update
入力メッセージ・ストリームのダイジェストを生成
してシンボリック・データ構造体を更新する。

IppStatus ippsHMACSHA512Update (const Ipp8u *pSrcMesg, int mesglen,
IppsHMACSHA512 *pState);
引数
pSrcMesg

入力メッセージ・ストリーム。

mesglen

メッセージの長さ（バイト単位）。

pState

入力連鎖状態および更新された出力連鎖状態。

説明
関数 ippsHMACSHA512Update は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、
指定された長さで現在の入力メッセージ・ストリームのダイジェストを生成する。
この関数は、最初に、入力状態変数 *pState で示された前の不完全なブロックと入
力メッセージ・ストリーム *pSrcMesg を統合して、複数の 1024 ビットの SHA-512
メッセージ・ブロックに分割する。分割したブロックに追加の不完全なブロックが
含まれる場合がある。次に、SHA-512 ハッシュ・スキームを使用して、各 SHA-512
ブロックのダイジェストを生成する。
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最後に、新しい連鎖状態と処理されたメッセージのビット長で状態変数 *pState を
更新する。関数の処理が完了すると、シンボリック・データ構造体 IppsHMACSHA512
に新しい連鎖状態値および後でパディングまたは統合する不完全なメッセージ・ブ
ロックが含まれる。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsLengthErr

エラー。mesglen がゼロ未満。

HMACSHA512Final
最終的な連鎖状態を 512 ビットのハッシュ値
に変換する。

IppStatus ippsHMACSHA512Final (Ipp8u *pMAC, int maclen, IppsHMACSHA512
*pState);
引数
pMAC

メッセージ認証コード。

maclen

指定されたメッセージ認証コードの長さ（バイト単位）
。

pState

入力連鎖状態。

説明
関数 ippsHMACSHA512Final は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、
SHA512 スキームで指定されている方法を使用して、シンボリック・データ構造体
IppsHMACSHA512 で示された最終的な連鎖状態を 512 ビットのハッシュ値に変換
する。
この関数は、指定された長さ（最大 64 バイト）のメッセージ認証コードを生成する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsLengthErr

エラー。maclen がゼロ以下または 65 以上。
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HMACSHA512MessageDigest
入力メッセージを指定された長さのメッセージ
認証コードに変換する。

IppStatus ippsHMACSHA512MessageDigest (const Ipp8u *pSrcMesg, int
mesglen, const Ipp8u *pKey, int keylen, Ipp8u *pMAC, int maclen);
引数
pSrcMesg

入力メッセージ・ストリーム。

mesglen

メッセージの長さ（バイト単位）。

pKey

指定された認証鍵。

keylen

鍵の長さ（バイト単位）。

pMAC

メッセージ認証コード。

maclen

指定されたメッセージ認証コードの長さ（バイト単位）
。

説明
この関数 ippsHMACSHA512MessageDigest は、
ippcp.h ファイルで宣言される。
この関数は、鍵付き SHA512 ハッシュ・ベース・メッセージ認証コード・スキーム
を使用して、指定された長さ keylen の入力鍵を指定された長さ maclen（最大 64
バイト）のメッセージ認証コード pMAC に変換する。
この関数を表す擬似コード :
pMAC = SHA512 ([pKey XOR opad]) || [SHA512 ([pKey XOR ipad]) ||
[pSrcMesg])])
SHA512 は SHA512 ハッシュ関数、XOR はビットごとの排他的 OR、|| は 2 つのビッ
ト・ストリームを連結する操作。
戻り値
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エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsLengthErr

エラー。maclen がゼロ以下または 65 以上。
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HMAC-MD5
HMAC-MD5 は、鍵付きの MD5 ハッシュ・ベース・メッセージ認証コード・スキー
ムである。HMAC-MD5 は、入力メッセージと少なくとも 8 バイトの提供された鍵か
ら指定された長さ（最大 16 バイト）のメッセージ認証コードを生成する。
この項では、HMAC-MD5 を使用してメッセージ認証コードを生成する関数について
説明する。この項で説明する関数はすべて、FIPS 198 および RFC 1321 に準拠するよ
うに実装されている。関数 HMACMD5Init は初期連鎖状態を設定して、提供された
鍵から得られる鍵付き ipad および鍵付き opad を計算する。初期状態が設定された
ら、関数 HMACMD5Update は、すべての MD5 メッセージ・ブロックを使い切るまで
MD5 ハッシュ・スキームで入力メッセージ・ストリームのダイジェストを生成する。
関数 HMACMD5Final は、RFC 1321 で定義されているパディング・スキームで不完
全なメッセージ・ブロックを埋めて最終的な MD5 メッセージ・ブロックにした後、
MD5 ハッシュ・スキームを使用して最終的なブロックを 128 ビットの MD5 メッセー
ジ・ダイジェスト値に変換する。次に、鍵付き opad とハッシュ値を連結して、指定
された長さ maclen（最大 16 バイト）のメッセージ認証コード Ipp8u *pMAC を生
成する。
関数 HMACMD5MessageDigest は、非ストリーム・データの入力メッセージに関し
てメッセージ確認コードを生成する呼び出し規約が単純化されている。この関数は、
入力メッセージと提供された鍵から指定された長さ maclen（最大 16 バイト）の
HMAC-MD5 メッセージ認証コード Ipp8u *pMAC を生成する。
この項で説明している関数はすべて、シンボリック・データ構造体 IppsHMACMD5
を使用して、入力鍵から得られる鍵付き ipad と鍵付き opad の値、処理されたメッ
セージのビット長、不完全なメッセージ・ブロック、および中間ハッシュ状態値な
どの操作に必要な情報を処理する。
HMAC-MD5 を使用して入力のメッセージ認証コードを生成するアプリケーション・
コードは、次の順序で実行する。
1.

関数 HMACMD5BufferSize を呼び出してシンボリック・データ構造体
IppsHMACMD5 の設定に必要なバッファ・サイズを取得する。

2.

バッファの割り当てが適切に行われ、そのサイズが関数
HMACMD5BufferSize で計算されたサイズ以上であることを確認する。割り
当てられたバッファで、関数 HMACMD5Init を呼び出して初期連鎖状態を設
定し、鍵付き ipad および鍵付き opad の値を得る。

3.

キューが完了するまで、関数 HMACMD5Update の呼び出しを続けて入力
メッセージ・ストリームのダイジェストを生成する。
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4.

関数 HMACMD5Final を呼び出し、最終的に不完全なブロックを処理して鍵
付き opad の値と連結し、メッセージ認証コードに変換する。

5.

必要な場合、オペレーティング・システムのメモリ解放サービス関数を呼び
出して、シンボリック・データ構造体 IppsHMACMD5 に割り当てられたバッ
ファをリリースする。

HMACMD5BufferSize
シンボリック・データ構造体の初期化に必要な
バッファ・サイズを指定する。

IppStatus ippsHMACMD5BufferSize (int *pSize);
引数
pSize

シンボリック・データ構造体 IppsHMACMD5 の初期化
に必要なバッファのサイズ（バイト単位）。

説明
関数 ippsHMACMD5BufferSize は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数
は、128 ビットまでの入力メッセージのメッセージ認証コードを生成するデータを処
理するシンボリック・データ構造体 IppsHMACMD5 の作業バッファの定義に必要な
バッファのサイズをバイト単位で指定する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

HMACMD5Init
シンボリック・データ構造体を初期化する。

IppStatus ippsHMACMD5Init (const Ipp8u *pKey, int keylen, IppsHMACMD5
*pState);
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引数
pKey

鍵へのポインタ。

keylen

鍵の長さ（バイト単位）。

pState

入力の際は、指定されたバッファへのポインタ。出力
の際は、初期化されたシンボリック・データ構造体。

説明
関数 ippsHMACMD5Init は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、指定
されたバッファ空間を使用してシンボリック・データ構造体 IppsHMACMD5 を初期
化する。この関数は、初期連鎖状態 IppsHMACMD5 *pState を設定し、提供された
鍵 pKey から得られる鍵付き ipad および鍵付き opad の値を計算し、入力メッセー
ジ・ストリームとの連結用にシンボリック・データ構造体 IppsHMACMD5 で処理さ
れたデータ・コンテナに鍵付き ipad の値を入れる。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsLengthErr

エラー。keylen がゼロ以下。

HMACMD5Update
入力メッセージ・ストリームのダイジェストを生成
してシンボリック・データ構造体を更新する。

IppStatus ippsHMACMD5Update (const Ipp8u *pSrcMesg, int mesglen,
IppsHMACMD5 *pState);
引数
pSrcMesg

入力メッセージ・ストリーム。

mesglen

メッセージの長さ（バイト単位）。

pState

入力連鎖状態および更新された出力連鎖状態。

説明
関数 ippsHMACMD5Update は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、指
定された長さで現在の入力メッセージ・ストリームのダイジェストを生成する。
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この関数は、最初に、入力状態変数 *pState で示された前の不完全なブロックと入
力メッセージ・ストリーム *pSrcMesg を統合して、複数の 512 ビットの MD5 メッ
セージ・ブロックに分割する。分割したブロックに追加の不完全なブロックが含ま
れる場合がある。次に、RFC 1321 で定義されている MD5 ハッシュ・スキームを使
用して、各 MD5 ブロックのダイジェストを生成する。
最後に、新しい連鎖状態と処理されたメッセージのビット長で状態変数 *pState を
更新する。関数の処理が完了すると、シンボリック・データ構造体 IppsHMACMD5
に新しい連鎖状態値および後でパディングまたは統合する不完全なメッセージ・ブ
ロックが含まれる。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsLengthErr

エラー。mesglen がゼロ未満。

HMACMD5Final
最終的な連鎖状態を 128 ビットのハッシュ値
に変換する。

IppStatus ippsHMACMD5Final (Ipp8u *pMAC, int maclen, IppsHMACMD5
*pState);
引数
pMAC

メッセージ認証コード。

maclen

指定されたメッセージ認証コードの長さ（バイト単位）
。

pState

入力連鎖状態。

説明
関数 ippsHMACMD5Final は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、MD5
ス キ ー ム で 指 定 さ れ て い る 方 法 を 使 用 し て、シ ン ボ リ ッ ク・デ ー タ 構 造 体
IppsHMACMD5 で示された最終的な連鎖状態を 128 ビットのハッシュ値に変換する。
この関数は、指定された長さ（最大 16 バイト）のメッセージ認証コードを生成する。
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戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsLengthErr

エラー。maclen がゼロ以下または 17 以上。

HMACMD5MessageDigest
入力メッセージを指定された長さのメッセージ
認証コードに変換する。

IppStatus ippsHMACMD5MessageDigest (const Ipp8u *pSrcMesg, int mesglen,
const Ipp8u *pKey, int keylen, Ipp8u *pMAC, int maclen);
引数
pSrcMesg

入力メッセージ・ストリーム。

mesglen

メッセージの長さ（バイト単位）。

pKey

指定された認証鍵。

keylen

鍵の長さ（バイト単位）。

pMAC

メッセージ認証コード。

説明
関数 ippsHMACMD5MessageDigest は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関
数は、鍵付き MD5 ハッシュ・ベース・メッセージ認証コード・スキームを使用して、
指定された長さ keylen の入力鍵を指定された長さ maclen（最大 16 バイト）のメッ
セージ認証コード pMAC に変換する。
この関数を表す擬似コード :
pMAC = MD5 ([pKey XOR opad]) || [MD5([pKey XOR ipad]) || [pSrcMesg])])
MD5 は MD5 ハッシュ関数、XOR はビットごとの排他的 OR、|| は 2 つのビット・ス
トリームを連結する操作。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。
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ippStsLengthErr

エラー。mesglen がゼロ未満、keylen がゼロ以下、
または maclen がゼロ以下または 17 以上。

データ認証関数
この項では、FIPS 113 で定義されているデータ認証アルゴリズム（DAA）を使用し
てデータ認証コードを生成する関数について説明する。
DAA は、故意および偶然の両方で、データへの無許可の修正を検出するアプリケー
ションで広く使用されている。インテル® IPP の DAA は、第 2 章の「対称暗号化ア
ルゴリズム関数」で説明されている対称暗号化関数のセットに基づくさまざまな
DAA スキームを使用するアプリケーション用に提供されている。
本章で説明しているプリミティブ関数には、次の規格が適用される。

•
•
•
•
•
•

DAA スキーム（FIPS 113 で定義）
CBC モード（FIPS 81 で定義）
DES/TDES ブロック暗号（FIPS 46 で定義）
AES/Rijndael ブロック暗号（FIPS 197 で定義）
Blowfish ブロック暗号
Twofish ブロック暗号

DAA DES/TDES
DAA-DES および DAA-TDES は、ブロック暗号 DES および トリプル DES に関する
2 つのデータ認証アルゴリズムである。DAA-DES および DAA-TDES は、それぞれの
暗号化鍵を使用して任意の長さの入力メッセージを指定された長さ（最大 8 バイト）
のデータ認証コードに変換する。2 つのアルゴリズム間の違いは、DAA-DES は 1 つ
の DES 鍵を使用し、DAA-TDES は 3 つの DES 鍵のセットを使用する点である。
この項では、DAA-DES および DAA-TDES を使用してデータ認証コードを生成する
2 セットの関数について説明する。この項で説明する関数はすべて、FIPS 113、FIPS
81 および FIPS 46 に準拠するように実装されている。
DAA-DES または DAA-TDES を使用してデータ認証コードを生成するには、アプリ
ケーションで 5 つの DAA-DES/TDES 関数のセットを使用する。関数 DAADESInit
は、初期連鎖状態を設定して、提供された鍵から得られる DES ラウンド鍵のセット
を計算する。
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初期状態が設定されたら、関数 DAADESUpdate は、すべての DES データ・ブロッ
クを使い切るまで CBC モードで DES 暗号化スキームを使用して入力メッセージ・ス
トリームを変換する。関数 DAADESFinal は、IppCPPaddingZEROS で指定された
パディング・スキームを使用して最終的に不完全な DES データ・ブロックを埋める。
次に、CBC モードで DES 暗号化スキームを使用して、最終的な DES データ・ブロッ
クを指定された長さ daclen（最大 8 バイト）のデータ認証コード Ipp8u *pDAC を
生成する 64 ビットの DES 暗号文に変換する。
関数 DAADESMessageDigest は、非ストリーム・データの入力メッセージに関して
データ認証コードを生成する呼び出し規約が単純化されている。この関数は、提供
された DES 鍵を使用して DAA-DES スキームで入力メッセージを指定された長さ
daclen（最大 8 バイト）のデータ認証コード Ipp8u *pDAC に変換する。
この項で説明している DAA-DES 関数はシンボリック・データ構造体 IppsDAADES
を使用する。同様に、DAA-TDES 関数はシンボリック・データ構造体 IppsDAATDES
を使用する。これらの 2 つのシンボリック・データ構造体は、入力鍵から得られる
ラウンド鍵のセット、不完全なメッセージ・ブロック、および中間状態値などの操
作に必要な情報の処理に使用される。
DAA-DES/DAA-TDES を使用して入力メッセージをデータ認証コードに変換するア
プリケーション・コードは、次の順序で実行する。
1.

関数 DAADESBufferSize を呼び出してシンボリック・データ構造体
IppsDAADES の設定に必要なバッファ・サイズを取得する。

2.

バ ッ フ ァ の 割 り 当 て が 適 切 に 行 わ れ、そ の サ イ ズ が 関 数
DAADESBufferSize で計算されたサイズ以上であることを確認する。割り
当てられたバッファで、関数 DAADESInit を呼び出して初期連鎖状態を設
定し、DES ラウンド鍵のセットを得る。

3.

キューが完了するまで、関数 DAADESUpdate の呼び出しを続けて入力メッ
セージ・ストリームのダイジェストを生成する。

4.

関数 DAADESFinal を呼び出し、データ認証コード pDAC を計算する。

5.

必要な場合、オペレーティング・システムのメモリ解放サービス関数を呼び
出して、シンボリック・データ構造体 IppsDAADES に割り当てられたバッ
ファをリリースする。
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DAADESBufferSize
DAA DES 状態のサイズを返す。

IppStatus ippsDAADESBufferSize (int *pSize);
引数
シンボリック・データ構造体 IppsDAADES の初期化に
必要なバッファのサイズ（バイト単位）。

pSize

説明
関数 ippsDAADESBufferSize は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、
64 ビットまでの入力メッセージのデータ認証コードを生成する情報を処理するシン
ボリック・データ構造体 IppsDAADES の作業バッファの定義に必要なバッファのサ
イズをバイト単位で指定する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。pSize が NULL。

DAADESInit
シンボリック・データ構造体を初期化し、
初期連鎖状態をセットして、DES ラウンド鍵
のセットを計算する。

IppStatus ippsDAADESInit (const Ipp8u *pKey, IppsDAADES *pState);
引数
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入力 DES 鍵。

pState

入力の際は、指定されたバッファへのポインタ。出力の際は、
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説明
関数 ippsDAADESInit は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、指定さ
れたバッファ空間を使用してシンボリック・データ構造体 IppsDAADES を初期化す
る。さらに、DAADESInit は初期連鎖状態を設定して、提供された鍵 *pKey から得
られる DES ラウンド鍵のセットを計算する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

DAADESUpdate
現在の入力メッセージ・ストリームの
ダイジェストを生成する。

IppStatus ippsDAADESUpdate( const Ipp8u *pSrcMesg, int mesglen,
IppsDAADES *pState);
引数
pSrcMesg

入力メッセージ・ストリーム。

mesglen

メッセージの長さ（バイト単位）。

pState

入力連鎖状態および更新された出力連鎖状態。

説明
関 数 ippsDAADESUpdate は、ippcp.h フ ァ イ ル で 宣 言 さ れ る。こ の 関 数 は、
DAA-DES スキームを使用して、入力 mesglen で指定されたバイト長で現在の入力
メッセージ・ストリーム *pSrcMesg のダイジェストを生成する。
この関数は、最初に、入力状態変数 *pState で示された前の不完全な DES データ・
ブロックと入力メッセージ・ストリーム *pSrcMesg を統合して、複数の 64 ビット
の DES データ・ブロックに分割する。分割したブロックに追加の不完全なブロック
が含まれる場合がある。次に、*pState で示された連鎖状態値を初期化ベクトルと
して使用して、CBC モードで DES 暗号化スキームを使用して各 DES データ・ブロッ
クを変換する。
最後に、新しい連鎖状態値および後でパディングまたは統合する不完全な DES デー
タ・ブロックで状態変数 *pState を更新する。
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戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsLengthErr

エラー。mesglen がゼロ未満。

DAADESFinal
不完全な DES データ・ブロックを含む最終的な
連鎖状態をデータ認証コードに変換する。

IppStatus ippsDAADESFinal (Ipp8u *pDAC, int daclen, IppsDAADES
*pState);
引数
pDAC

データ認証コード。

daclen

指定されたデータ認証コードの長さ。

pState

入力連鎖状態。

説明
関 数 ippsDAADESFinal は、ippcp.h フ ァ イ ル で 宣 言 さ れ る。こ の 関 数 は、
DAA-DES スキームを使用して、入力 IppsDAADES *pState で示された最終的な連
鎖状態と残りの不完全な DES データ・ブロックを指定された長さ daclen（最大 8
バイト）のデータ認証コードを生成する 64 ビットの DES 暗号文に変換する。
戻り値
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エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsLengthErr
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DAADESMessageDigest
DES ラウンド鍵のセットを計算し、DAA-DES
スキームを適用して入力メッセージをデータ認証
コードに変換する。

IppStatus ippsDAADESMessageDigest(const Ipp8u *pSrcMesg, int mesglen,
const Ipp8u *pKey, Ipp8u *pDAC, int daclen);
引数
pSrcMesg

入力メッセージ・ストリーム。

mesglen

メッセージの長さ（バイト単位）。

pKey

入力 DES 鍵。

pDAC

データ認証コード。

daclen

指定されたデータ認証コードの長さ。

説明
関数 ippsDAADESMessageDigest は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関
数は、入力 DES 鍵から得られる DES ラウンド鍵のセットを計算し、DAA-DES スキー
ムを使用して mesglen で指定されたバイト長の入力メッセージ *pSrcMesg を指定
された長さ daclen（最大 8 バイト）のデータ認証コード *pDAC に変換する。
この関数を表す擬似コード :
pDAC = DESEncryptpKey-CBC([pSrcMesg||IppsCPPaddingZEROS], pIV)
pIV がゼロの場合、DESEncryptpKey-CBC は、CBC モードで DES 暗号化アルゴリ
ズムを使用して入力鍵 pKey から最後の暗号文ブロックを計算する関数、|| は 2 つ
のビット・ストリームを連結する操作。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsLengthErr

エラー。mesglen がゼロ以下、または daclen がゼロ
未満または 9 以上。
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DAATDESBufferSize
DAA（TDES）状態のサイズを返す。

ippsDAATDESBufferSize (int *pSize);
引数
シンボリック・データ構造体 IppsDAATDES の初期化
に必要なバッファのサイズ（バイト単位）。

pSize

説明
関数 ippsDAATDESBufferSize は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数
は、64 ビットまでの入力メッセージのデータ認証コードを生成する情報を処理する
シンボリック・データ構造体 IppsDAATDES の作業バッファの定義に必要なバッ
ファのサイズをバイト単位で指定する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。pSize が NULL。

DAATDESInit
シンボリック・データ構造体を初期化し、初期連鎖
状態をセットして、3 セットの DES ラウンド鍵を
計算する。

IppStatus ippsDAATDESInit (const Ipp8u *pKey1, const Ipp8u *pKey2,
const Ipp8u *pKey3, IppsDAATDES *pState);
引数
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pKey1

入力 DES 鍵 1。

pKey2

入力 DES 鍵 2。

pKey3

入力 DES 鍵 3。
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入力の際は、指定されたバッファへのポインタ。出力の際は、
初期化されたシンボリック・データ構造体 IppsDAATDES。

説明
関数 ippsDAATDESInit は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、指定
さ れ た バ ッ フ ァ 空 間 を 使 用 し て シ ン ボ リ ッ ク・デ ー タ 構 造 体 I p p s D A A T D E S
*pState を初期化する。さらに、DAATDESInit は初期連鎖状態 IppsDAATDES
*pState を設定して、提供された 3 つの DES 鍵 *pKey1、*pKey2、および *pKey3
のセットから得られる 3 セットの DES ラウンド鍵を計算する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

DAATDESUpdate
現在の入力メッセージ・ストリームの
ダイジェストを生成する。

IppStatus ippsDAATDESUpdate (const Ipp8u *pSrcMesg, int mesglen,
IppsDAATDES *pState);
引数
pSrcMesg

入力メッセージ・ストリーム。

mesglen

メッセージの長さ（バイト単位）。

pState

入力連鎖状態および更新された出力連鎖状態。

説明
関数 ippsDAATDESUpdate は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、
DAA-TDES スキームを使用して、入力 mesglen で指定されたバイト長で現在の入力
メッセージ・ストリーム *pSrcMesg のダイジェストを生成する。
この関数は、最初に、入力状態変数 IppsDAATDES *pState で示された前の不完全
な DES データ・ブロックと入力メッセージ・ストリーム *pSrcMesg を統合して、
複数の 64 ビットの DES データ・ブロックに分割する。分割したブロックに追加の不
完全なブロックが含まれる場合がある。
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次に、*pState で示された連鎖状態値を初期化ベクトルとして使用して、CBC モー
ドで TDES 暗号化スキームを使用して各 DES データ・ブロックを変換する。
最後に、新しい連鎖状態値および後でパディングまたは統合する不完全な DES デー
タ・ブロックで状態変数 IppsDAATDES *pState を更新する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsLengthErr

エラー。mesglen がゼロ未満。

DAATDESFinal
不完全な DES データ・ブロックを含む最終的な
連鎖状態をデータ認証コードに変換する。

IppStatus ippsDAATDESFinal (Ipp8u *pDAC, int daclen, IppsDAATDES
*pState);
引数
pDAC

データ認証コード。

daclen

指定されたデータ認証コードの長さ。

pState

入力連鎖状態。

説明
関 数 ippsDAATDESFinal は、ippcp.h フ ァ イ ル で 宣 言 さ れ る。こ の 関 数 は、
DAA-TDES スキームを使用して、入力 IppsDAATDES *pState で示された最終的
な連鎖状態と残りの不完全な DES データ・ブロックを指定された長さ daclen（最
大 8 バイト）のデータ認証コードを生成する 64 ビットの DES 暗号文に変換する。
戻り値
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DAATDESMessageDigest
3 セットの DES ラウンド鍵を計算し、DAA-DES
スキームを適用して入力メッセージをデータ認証
コードに変換する。

IppStatus ippsDAATDESMessageDigest (const Ipp8u *pSrcMesg, int mesglen,
const Ipp8u *pKey1, const Ipp8u *pKey2, const Ipp8u *pKey3, Ipp8u
*pDAC, int daclen);
引数
pSrcMesg

入力メッセージ・ストリーム。

mesglen

メッセージの長さ（バイト単位）。

pKey1

入力 DES 鍵 1。

pKey2

入力 DES 鍵 2。

pKey3

入力 DES 鍵 3。

pDAC

データ認証コード。

daclen

指定されたデータ認証コードの長さ。

説明
関数 ippsDAATDESMessageDigest は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関
数 は、3 つ の 入 力 DES 鍵 か ら 得 ら れ る 3 セ ッ ト の DES ラ ウ ン ド 鍵 を 計 算 し、
DAA-TDES スキームを使用して mesglen で指定されたバイト長の入力メッセージ
*pSrcMesg を指定された長さ daclen（最大 8 バイト）のデータ認証コード *pDAC
に変換する。
この関数を表す擬似コード :

pDAC = TDESEncrypt[pKey1,pKey2,pKey3]-CBC([pSrcMesg||IppsCPPaddingZEROS],
pIV)
pIV がゼロの場合、TDESEncrypt[pKey1,pKey2,pKey3]-CBC は CBC モードで DES 暗
号化アルゴリズムを使用して入力鍵のセット [pKey1, pKey2, pKey3] から最後の
暗号文ブロックを計算する関数、|| は 2 つのビット・ストリームを連結する操作。
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戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsLengthErr

エラー。mesglen がゼロ以下、または daclen がゼロ
未満または 9 以上。

DAA Rijndael
DAA-Rijndael128、DAA-Rijndael192 お よ び DAA-Rijndael256 は、ブ ロ ッ ク 暗 号
Rijndael128、Rijndael192 および Rijndael256 に関する 3 つのデータ認証アルゴリズム
コードである。
3 つのスキームは、それぞれの暗号化鍵を使用して任意の長さの入力メッセージを指
定された長さ（DAA-Rijndael128 は最大 16 バイト、DAA-Rijndael192 は最大 24 バイ
ト、DAA-Rijndael256 は最大 32 バイト）のデータ認証コードに変換する。
この項では、DAA-Rijndael128、DAA-Rijndael192 および DAA-Rijndael256 を使用して
データ認証コードを生成する 3 セットの関数について説明する。この項で説明する
関数はすべて、FIPS 113、FIPS 81 および FIPS 197 に準拠するように実装されている。
以 下 の 例 は DAA-Rijndael128 に つ い て 説 明 し て い る が、DAA-Rijndael192 お よ び
DAA-Rijndael256 でも同様の手順となる。
データ認証コードを生成するには、アプリケーションで 5 つの DAA-Rijndael128 関数
のセットを使用する。関数 DAARijndael128Init は、初期連鎖状態を設定して、
提供された鍵から得られる R ij n d a e l 1 2 8 ラウンド鍵のセットを計算する。初期状態
が設定されたら、関数 DAARijndael128Update は、すべての Rijndael128 データ・
ブロックを使い切るまで CBC モードで Rijndael128 暗号化スキームを使用して入力
メ ッ セ ー ジ・ス ト リ ー ム を 変 換 す る。関 数 D A A R i j n d a e l 1 2 8 F i n a l は、
IppCPPaddingZEROS で指定されたパディング・スキームを使用して最終的に不完
全な Rijndael128 データ・ブロックを埋める。次に、CBC モードで Rijndael128 暗号
化スキームを使用して、最終的な Rijndael128 データ・ブロックを指定された長さ
daclen（最大 16 バイト）のデータ認証コード Ipp8u *pDAC を生成する 128 ビッ
トの Rijndael128 暗号文に変換する。
関数 DAARijndael128MessageDigest は、非ストリーム・データの入力メッセー
ジに関してデータ認証コードを生成する呼び出し規約が単純化されている。この関
数は、提供された Rijndael128 鍵を使用して DAA-Rijndael128 スキームで入力メッ
セージを指定された長さ daclen（最大 16 バイト）のデータ認証コード Ipp8u
*pDAC に変換する。
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この項で説明している D A A - R i jn d a e l 1 2 8 関数はシンボリック・データ構造体
IppsDAARijndael128 を使用する。同様に、DAA-Rijndael192 関数はシンボリッ
ク・データ構造体 IppsDAARijndael192 を、DAA-Rijndael256 関数はシンボリッ
ク・データ構造体 IppsDAARijndael256 を使用する。これらの 3 つのシンボリッ
ク・データ構造体は、入力鍵から得られるラウンド鍵のセット、不完全なメッセー
ジ・ブロック、および中間状態値などの操作に必要な情報の処理に使用される。
DAA-Rijndael128 を使用して入力メッセージをデータ認証コードに変換するアプリ
ケーション・コードは、次の順序で実行する : DAARijndael192 および DAA-Rijndael256
でも同様の手順になる。
1.

関数 DAARijndael128BufferSize を呼び出してシンボリック・データ構
造体 IppsDAARijndael128 の設定に必要なバッファ・サイズを取得する。

2.

バッファの割り当てが適切に行われ、そのサイズが関数
DAARijndael128BufferSize で計算されたサイズ以上であることを確
認する。割り当てられたバッファで、関数 DAARijndael128Init を呼び
出して初期連鎖状態を設定し、Rijndael128 ラウンド鍵のセットを得る。

3.

キューが完了するまで、関数 DAARijndael128Update の呼び出しを続け
て入力メッセージ・ストリームのダイジェストを生成する。

4.

関数 DAARijndael128Final を呼び出し、データ認証コードを計算する。

5.

必要な場合、オペレーティング・システムのメモリ解放サービス関数を呼び
出して、シンボリック・データ構造体 IppsDAARijndael128 に割り当て
られたバッファをリリースする。

DAARijndael128BufferSize
DAA（Rijndael128）状態のサイズを返す。

ippsDAARijndael128BufferSize (int *pSize);
引数
pSize

シンボリック・データ構造体 IppsDAARijndael128
の初期化に必要なバッファのサイズ（バイト単位）。
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説明
関数 ippsDAARijndael128BufferSize は、ippcp.h ファイルで宣言される。こ
の関数は、128 ビットまでの入力メッセージのデータ認証コードを生成する情報を処
理するシンボリック・データ構造体 IppsDAARijndael128 の作業バッファの定義
に必要なバッファのサイズをバイト単位で指定する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。pSize が NULL。

DAARijndael128Init
シンボリック・データ構造体を初期化し、
初期連鎖状態をセットして、Rijndael128
ラウンド鍵のセットを計算する。

IppStatus ippsDAARijndael128Init (const Ipp8u *pKey,
IppsRijndaelKeyLength keylen, IppsDAARijndael128 *pState);
引数
pKey

入力 Rijndael128 鍵。

pState

入力の際は、指定されたバッファへのポインタ。出力
の際は、初期化されたシンボリック・データ構造体
IppsDAARijndael128。

説明
関数 ippsDAARijndael128Init は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、指
定されたバッファ空間を使用してシンボリック・データ構造体 IppsDAARijndael128
*pState を初期化する。さらに、入力連鎖状態 IppsDAARijndael128 *pState を設
定して、提供された鍵 *pKey から得られる Rijndael128 ラウンド鍵のセットを計算する。
戻り値
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エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。
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エラー。keylen が IppsRijndaelKey128、
IppsRijndaelKey192 または IppsRijndaelKey256
にセットされていない。

ippStsLengthErr

DAARijndael128Update
現在の入力メッセージ・ストリームの
ダイジェストを生成する。

IppStatus ippsDAARijndael128Update(const Ipp8u *pSrcMesg, int mesglen,
IppsDAARijndael128 *pState);
引数
pSrcMesg

入力メッセージ・ストリーム。

mesglen

メッセージの長さ（バイト単位）。

pState

入力連鎖状態および更新された出力連鎖状態。

説明
関数 ippsDAARijndael128Update は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関
数は、DAA-Rijndael128 スキームを使用して、入力 mesglen で指定されたバイト長
で現在の入力メッセージ・ストリーム *pSrcMesg のダイジェストを生成する。
この関数は、最初に、入力状態変数 IppsDAARijndael128 *pState で示された
前 の 不 完 全 な Rijndael128 デ ー タ・ブ ロ ッ ク と 入 力 メ ッ セ ー ジ・ス ト リ ー ム
*pSrcMesg を統合して、複数の 128 ビットの Rijndael128 データ・ブロックに分割
する。分割したブロックに追加の不完全なブロックが含まれる場合がある。
次に、*pState で示された連鎖状態値を初期化ベクトルとして使用して、CBC モード
で Rijndael128 暗号化スキームを使用して各 Rijndael128 データ・ブロックを変換する。
最 後 に、新 し い 連 鎖 状 態 値 お よ び 後 で パ デ ィ ン グ ま た は 統 合 す る 不 完 全 な
Rijndael128 データ・ブロックで状態変数 IppsDAARijndael128 *pState を更新
する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。
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ippStsLengthErr

エラー。mesglen がゼロ未満。

DAARijndael128Final
最終的な連鎖状態を 128 ビットの
Rijndael 暗号文に変換する。

IppStatus ippsDAARijndael128Final (Ipp8u *pDAC, int daclen,
IppsDAARijndael128 *pState);
引数
pDAC

データ認証コード。

daclen

指定されたデータ認証コードの長さ。

pState

入力連鎖状態。

説明
関数 ippsDAARijndael128Final は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数
は、DAA-Rijndael128 スキームを使用して、入力 IppsDAARijndael128 *pState
で示された最終的な連鎖状態と残りの不完全な Rijndael128 データ・ブロックを指定
された長さ daclen（最大 16 バイト）のデータ認証コードを生成する 128 ビットの
Rijndael128 暗号文に変換する。
戻り値
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エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsLengthErr

エラー。daclen がゼロ以下または 17 以上。

ハッシュ関数およびデータ認証アルゴリズム関数

3

DAARijndael128MessageDigest
Rijndael ラウンド鍵のセットを計算し、
Rijndael128 スキームを適用して入力メッセージ
をデータ認証コードに変換する。

IppStatus ippsDAARijndael128MessageDigest (const Ipp8u *pSrcMesg, int
mesglen, const Ipp8u *pKey, IppsRijndaelKeyLength keylen, Ipp8u
*pDAC, int daclen);
引数
pSrcMesg

入力メッセージ・ストリーム。

mesglen

メッセージの長さ（バイト単位）。

keylen
pKey

入力 Rijndael128 鍵。

pDAC

データ認証コード。

daclen

指定されたデータ認証コードの長さ。

説明
関数 ippsDAARijndael128MessageDigest は、ippcp.h ファイルで宣言され
る。この関数は、指定された長さ keylen の入力 Rijndael128 鍵 *pKey から 得られ
る Rijndael128 ラウンド鍵のセットを計算し、DAARijndael128 スキームを使用して
mesglen で指定されたバイト長の入力メッセージ *pSrcMesg を指定された長さ
daclen（最大 16 バイト）のデータ認証コード *pDAC に変換する。
この関数を表す擬似コード :
pDAC = Rijndael128EncryptpKey-CBC([pSrcMesg||IppsCPPaddingZEROS], pIV)
pIV がゼロの場合、Rijndael128EncryptpKey-CBC は、CBC モードで Rijndael128
暗号化アルゴリズムを使用して入力鍵 pKey から最後の暗号文ブロックを計算する
関数、|| は 2 つのビット・ストリームを連結する操作。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。
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ippStsLengthErr

エラー。mesglen がゼロ未満、keylen が
IppsRijndaelKey128、IppsRijndaelKey192 ま
たは IppsRijndaelKey256 にセットされていない、
または daclen がゼロ以下または 17 以上。

DAARijndael192BufferSize
DAA（Rijndael192）状態のサイズを返す。

ippsDAARijndael192BufferSize (int *pSize);
引数
pSize

シンボリック・データ構造体 IppsDAARijndael192
の初期化に必要なバッファのサイズ（バイト単位）。

説明
関数 ippsDAARijndael192BufferSize は、ippcp.h ファイルで宣言される。こ
の関数は、192 ビットまでの入力メッセージのデータ認証コードを生成する情報を処
理するシンボリック・データ構造体 IppsDAARijndael192 の作業バッファの定義
に必要なバッファのサイズをバイト単位で指定する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。pSize が NULL。

DAARijndael192Init
シンボリック・データ構造体を初期化し、初期連鎖
状態をセットして、Rijndael192 ラウンド鍵のセット
を計算する。

IppStatus ippsRijndael192Init (const Ipp8u *pKey,
IppsDAARijndaelKeyLength keylen, IppsRijndael192 *pState);
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引数
入力 Rijndael192 鍵。

pKey
keylen

入力の際は、指定されたバッファへのポインタ。出力
の際は、初期化されたシンボリック・データ構造体
IppsDAARijndael192。

pState

説明
関数 ippsRijndael192Init は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、
指 定 さ れ た バ ッ フ ァ 空 間 を 使 用 し て シ ン ボ リ ッ ク・デ ー タ 構 造 体
I p p s D A A R i j n d a e l 1 9 2 * p S t a t e を 初 期 化 す る。さ ら に、入 力 連 鎖 状 態
IppsDAARijndael192 *pState を設定して、提供された鍵 *pKey から得られる
Rijndael192 ラウンド鍵のセットを計算する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsLengthErr

エラー。keylen が IppsRijndaelKey128、
IppsRijndaelKey192 または IppsRijndaelKey256
にセットされていない。

DAARijndael192Update
現在の入力メッセージ・ストリームの
ダイジェストを生成する。

IppStatus ippsDAARijndael192Update(const Ipp8u *pSrcMesg, int mesglen,
IppsDAARijndael192 *pState);
引数
pSrcMesg

入力メッセージ・ストリーム。

mesglen

メッセージの長さ（バイト単位）。

pState

入力連鎖状態および更新された出力連鎖状態。
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説明
関数 ippsDAARijndael192Update は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関
数は、DAA-Rijndael192 スキームを使用して、入力 mesglen で指定されたバイト長
で現在の入力メッセージ・ストリーム *pSrcMesg のダイジェストを生成する。
この関数は、最初に、入力状態変数 IppsDAARijndael192 *pState で示された
前 の 不 完 全 な Rijndael192 デ ー タ・ブ ロ ッ ク と 入 力 メ ッ セ ー ジ・ス ト リ ー ム
*pSrcMesg を統合して、複数の 192 ビットの Rijndael192 データ・ブロックに分割
する。分割したブロックに追加の不完全なブロックが含まれる場合がある。
次に、*pState で示された連鎖状態値を初期化ベクトルとして使用して、CBC モード
で Rijndael192 暗号化スキームを使用して各 Rijndael192 データ・ブロックを変換する。
最 後 に、新 し い 連 鎖 状 態 値 お よ び 後 で パ デ ィ ン グ ま た は 統 合 す る 不 完 全 な
Rijndael192 データ・ブロックで状態変数 IppsDAARijndael192 *pState を更新
する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsLengthErr

エラー。mesglen がゼロ未満。

DAARijndael192Final
最終的な連鎖状態を 192 ビットの
Rijndael 暗号文に変換する。

IppStatus ippsDAARijndael192Final (Ipp8u *pDAC, int daclen,
IppsDAARijndael192 *pState);
引数
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データ認証コード。
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説明
関数 ippsDAARijndael192Final は、ippcp.h ファイルで宣言される。この
関 数 は、DAA-Rijndael192 ス キ ー ム を 使 用 し て、入 力 IppsDAARijndael192
*pState で示された最終的な連鎖状態と残りの不完全な Rijndael192 データ・ブロッ
クを指定された長さ daclen（最大 24 バイト）のデータ認証コードを生成する 192
ビットの Rijndael192 暗号文に変換する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsLengthErr

エラー。daclen がゼロ以下または 25 以上。

DAARijndael192MessageDigest
Rijndael ラウンド鍵のセットを計算し、
Rijndael192 スキームを適用して入力メッセージ
をデータ認証コードに変換する。

IppStatus ippsDAARijndael192MessageDigest (const Ipp8u *pSrcMesg, int
mesglen, const Ipp8u *pKey, IppsRijndaelKeyLength keylen, Ipp8u
*pDAC, int daclen);
引数
pSrcMesg

入力メッセージ・ストリーム。

mesglen

メッセージの長さ（バイト単位）。

keylen
pKey

入力 Rijndael192 鍵。

pDAC

データ認証コード。

daclen

指定されたデータ認証コードの長さ。
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説明
関数 ippsDAARijndael192MessageDigest は、ippcp.h ファイルで宣言され
る。この関数は、指定された長さ keylen の入力 Rijndael192 鍵 *pKey から 得られ
る Rijndael192 ラウンド鍵のセットを計算し、DAARijndael192 スキームを使用して
mesglen で指定されたバイト長の入力メッセージ *pSrcMesg を指定された長さ
daclen（最大 24 バイト）のデータ認証コード *pDAC に変換する。
この関数を表す擬似コード :
pDAC = Rijndael192EncryptpKey-CBC([pSrcMesg||IppsCPPaddingZEROS], pIV)
pIV がゼロの場合、Rijndael192EncryptpKey-CBC は、CBC モードで Rijndael192
暗号化アルゴリズムを使用して入力鍵 pKey から最後の暗号文ブロックを計算する
関数、|| は 2 つのビット・ストリームを連結する操作。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsLengthErr

エラー。mesglen がゼロ未満、keylen が
IppsRijndaelKey128、IppsRijndaelKey192 ま
たは IppsRijndaelKey256 にセットされていない、
または daclen がゼロ以下または 25 以上。

DAARijndael256BufferSize
DAA（Rijndael256）状態のサイズを返す。

ippsDAARijndael256BufferSize (int *pSize);
引数
pSize
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説明
関数 ippsDAARijndael256BufferSize は、ippcp.h ファイルで宣言される。こ
の関数は、256 ビットまでの入力メッセージのデータ認証コードを生成する情報を処
理するシンボリック・データ構造体 IppsDAARijndael256 の作業バッファの定義
に必要なバッファのサイズをバイト単位で指定する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。pSize が NULL。

DAARijndael256Init
シンボリック・データ構造体を初期化し、
初期連鎖状態をセットして、Rijndael256
ラウンド鍵のセットを計算する。

IppStatus ippsRijndael256Init (const Ipp8u *pKey,
IppsDAARijndaelKeyLength keylen, IppsRijndael256 *pState);
引数
pKey

入力 Rijndael256 鍵。

keylen
pState

入力の際は、指定されたバッファへのポインタ。出力
の際は、初期化されたシンボリック・データ構造体
IppsDAARijndael256。

説明
関数 ippsRijndael256Init は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、
指 定 さ れ た バ ッ フ ァ 空 間 を 使 用 し て シ ン ボ リ ッ ク・デ ー タ 構 造 体
I p p s D A A R i j n d a e l 2 5 6 * p S t a t e を 初 期 化 す る。さ ら に、入 力 連 鎖 状 態
IppsDAARijndael256 *pState を設定して、提供された鍵 *pKey から得られ
る Rijndael256 ラウンド鍵のセットを計算する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。
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ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsLengthErr

エラー。keylen が IppsRijndaelKey128、
IppsRijndaelKey256 または IppsRijndaelKey256
にセットされていない。

DAARijndael256Update
現在の入力メッセージ・ストリームの
ダイジェストを生成する。

IppStatus ippsDAARijndael256Update(const Ipp8u *pSrcMesg, int mesglen,
IppsDAARijndael256 *pState);
引数
pSrcMesg

入力メッセージ・ストリーム。

mesglen

メッセージの長さ（バイト単位）。

pState

入力連鎖状態および更新された出力連鎖状態。

説明
関数 ippsDAARijndael256Update は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関
数は、DAA-Rijndael256 スキームを使用して、入力 mesglen で指定されたバイト長
で現在の入力メッセージ・ストリーム *pSrcMesg のダイジェストを生成する。
この関数は、最初に、入力状態変数 IppsDAARijndael256 *pState で示された
前 の 不 完 全 な Rijndael256 デ ー タ・ブ ロ ッ ク と 入 力 メ ッ セ ー ジ・ス ト リ ー ム
*pSrcMesg を統合して、複数の 256 ビットの Rijndael256 データ・ブロックに分割
する。分割したブロックに追加の不完全なブロックが含まれる場合がある。
次に、*pState で示された連鎖状態値を初期化ベクトルとして使用して、CBC モード
で Rijndael256 暗号化スキームを使用して各 Rijndael256 データ・ブロックを変換する。
最 後 に、新 し い 連 鎖 状 態 値 お よ び 後 で パ デ ィ ン グ ま た は 統 合 す る 不 完 全 な
Rijndael256 データ・ブロックで状態変数 IppsDAARijndael256 *pState を更新
する。
戻り値
ippStsNoErr
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DAARijndael256Final
最終的な連鎖状態を 256 ビットの
Rijndael 暗号文に変換する。

IppStatus ippsDAARijndael256Final (Ipp8u *pDAC, int daclen,
IppsDAARijndael256 *pState);
引数
pDAC

データ認証コード。

daclen

指定されたデータ認証コードの長さ。

pState

入力連鎖状態。

説明
関数 ippsDAARijndael256Final は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関
数は、DAA-Rijndael256 スキームを使用して、入力 IppsDAARijndael256 *pState
で示された最終的な連鎖状態と残りの不完全な Rijndael256 データ・ブロックを指定
された長さ daclen（最大 32 バイト）のデータ認証コードを生成する 256 ビットの
Rijndael256 暗号文に変換する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsLengthErr

エラー。daclen がゼロ以下または 33 以上。
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DAARijndael256MessageDigest
Rijndael ラウンド鍵のセットを計算し、
Rijndael256 スキームを適用して入力メッセージ
をデータ認証コードに変換する。

IppStatus ippsDAARijndael256MessageDigest (const Ipp8u *pSrcMesg, int
mesglen, const Ipp8u *pKey, IppsRijndaelKeyLength keylen, Ipp8u
*pDAC, int daclen);
引数
pSrcMesg

入力メッセージ・ストリーム。

mesglen

メッセージの長さ（バイト単位）。

keylen
pKey

入力 Rijndael256 鍵。

pDAC

データ認証コード。

daclen

指定されたデータ認証コードの長さ。

説明
関数 ippsDAARijndael256MessageDigest は、ippcp.h ファイルで宣言され
る。この関数は、指定された長さ keylen の入力 Rijndael256 鍵 *pKey から 得られ
る Rijndael256 ラウンド鍵のセットを計算し、DAARijndael256 スキームを使用して
mesglen で指定されたバイト長の入力メッセージ *pSrcMesg を指定された長さ
daclen（最大 32 バイト）のデータ認証コード *pDAC に変換する。
この関数を表す擬似コード :
pDAC = Rijndael256EncryptpKey-CBC([pSrcMesg||IppsCPPaddingZEROS], pIV)
pIV がゼロの場合、Rijndael256EncryptpKey-CBC は、CBC モードで Rijndael256
暗号化アルゴリズムを使用して入力鍵 pKey から最後の暗号文ブロックを計算する
関数、|| は 2 つのビット・ストリームを連結する操作。
戻り値
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ハッシュ関数およびデータ認証アルゴリズム関数

ippStsLengthErr

3

エラー。mesglen がゼロ未満、keylen が
lppsRijndaelKey128、IppsRijndaelKey192 ま
たは IppsRijndaelKey256 にセットされていない、
または daclen がゼロ以下または 33 以上。

DAA Blowfish
DAA-Blowfish は、データ認証アルゴリズムに基づく Blowfish ブロック暗号である。
Blowfish 対称暗号化関数は、第 2 章の「対称暗号化アルゴリズム関数」を参照のこと。
DAA-Blowfish は、暗号化鍵を使用して任意の長さの入力メッセージを指定された長
さ（最大 8 バイト）のデータ認証コードに変換する。
この項では、DAA-Blowfish を使用してデータ認証コードを生成する関数のセットに
ついて説明する。この項で説明する関数はすべて、FIPS 113 および FIPS 81 に準拠す
るように実装されている。
DAA-Blowfish を使用してデータ認証コードを生成するには、アプリケーションで 5
つの DAA-Blowfish 関数のセットを使用する。関数 DAABlowfishInit は、初期連
鎖状態を設定して、提供された鍵から得られる Blowfish ラウンド鍵のセットを計算
する。初期状態が設定されたら、関数 DAABlowfishUpdate は、すべての Blowfish
データ・ブロックを使い切るまで CBC モードで Blowfish 暗号化スキームを使用し
て 入 力 メ ッ セ ー ジ・ス ト リ ー ム を 変 換 す る。関 数 D A A B l o w f i s h F i n a l は、
IppCPPaddingZEROS で指定されたパディング・スキームを使用して最終的に不完
全な Blowfish データ・ブロックを埋める。次に、CBC モードで Blowfish 暗号化ス
キームを使用して、最終的な Blowfish データ・ブロックを指定された長さ daclen
（最 大 8 バ イ ト）の デ ー タ 認 証 コ ー ド Ipp8u *pDAC を 生 成 す る 64 ビ ッ ト の
Blowfish 暗号文に変換する。
関数 DAABlowfishMessageDigest は、非ストリーム・データの入力メッセージに
関してデータ認証コードを生成する呼び出し規約が単純化されている。この関数は、
提供された Blowfish 鍵を使用して DAA-Blowfish スキームで入力メッセージを指定
された長さ daclen（最大 8 バイト）のデータ認証コード Ipp8u *pDAC に変換する。
この項で説明している関数はすべて、シンボリック・データ構造体 IppsDAABlowfish
を使用して、入力鍵から得られるラウンド鍵のセット、不完全なメッセージ・ブロッ
ク、および中間ハッシュ状態値などの操作に必要な情報を処理する。
DAA-Blowfish を使用して入力メッセージをデータ認証コードに変換するアプリケー
ション・コードは、次の順序で実行する。
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1.

関数 DAABlowfishBufferSize を呼び出してシンボリック・データ構造
体 IppsDAABlowfish の設定に必要なバッファ・サイズを取得する。

2.

バッファの割り当てが適切に行われ、そのサイズが関数
DAABlowfishBufferSize で計算されたサイズ以上であることを確認す
る。割り当てられたバッファで、関数 DAABlowfishInit を呼び出して初
期連鎖状態を設定し、Blowfish ラウンド鍵のセットを得る。

3.

キューが完了するまで、関数 DAABlowfishUpdate の呼び出しを続けて入
力メッセージ・ストリームのダイジェストを生成する。

4.

関数 DAABlowfishFinal を呼び出し、データ認証コードを計算する。

5.

必要な場合、オペレーティング・システムのメモリ解放サービス関数を呼び
出して、シンボリック・データ構造体 IppsDAABlowfish に割り当てられ
たバッファをリリースする。

DAABlowfishBufferSize
DAA Blowfish 状態のサイズを返す。

ippsDAABlowfishBufferSize (int *pSize);
引数
pSize

シンボリック・データ構造体 IppsDAABlowfish の初
期化に必要なバッファのサイズ（バイト単位）。

説明
関数 ippsDAABlowfishBufferSize は、ippcp.h ファイルで宣言される。この
関数は、64 ビットまでの入力メッセージのデータ認証コードを生成する情報を処理
するシンボリック・データ構造体 IppsDAABlowfish の作業バッファの定義に必要
なバッファのサイズをバイト単位で指定する。
戻り値
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DAABlowfishInit
シンボリック・データ構造体を初期化し、
初期連鎖状態をセットして、Blowfish
ラウンド鍵のセットを計算する。

IppStatus ippsDAABlowfishInit (const Ipp8u *pKey, int keylen,
IppsDAABlowfish *pState);
引数
pKey

入力 Blowfish 鍵。

keylen

鍵の長さ（バイト単位）。

pState

入力の際は、指定されたバッファへのポインタ。出力
の際は、初期化されたシンボリック・データ構造体
IppsDAABlowfish。

説明
関数 ippsDAABlowfishInit は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、指
定されたバッファ空間を使用してシンボリック・データ構造体 IppsDAABlowfish
を初期化する。さらに、入力連鎖状態 *pState を設定して、提供された鍵から得ら
れる Blowfish ラウンド鍵のセットを計算する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。pSize が NULL。

ippStsLengthErr

エラー。keylen がゼロ未満または 57 以上。

DAABlowfishUpdate
現在の入力メッセージ・ストリームの
ダイジェストを生成する。

IppStatus ippsDAABlowfishUpdate (const Ipp8u *pSrcMesg, int mesglen,
IppsDAABlowfish *pState);
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引数
pSrcMesg

入力メッセージ・ストリーム。

mesglen

メッセージの長さ（バイト単位）。

pState

入力連鎖状態。

説明
関数 ippsDAABlowfishUpdate は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数
は、DAA-Blowfish スキームを使用して、入力 mesglen で指定されたバイト長で現
在の入力メッセージ・ストリーム *pSrcMesg のダイジェストを生成する。
この関数は、最初に、入力状態変数 IppsDAABlowfish *pState で示された前の
不完全な Blowfish データ・ブロックと入力メッセージ・ストリーム *pSrcMesg を
統合して、複数の 64 ビットの Blowfish データ・ブロックに分割する。分割したブ
ロックに追加の不完全なブロックが含まれる場合がある。次に、*pState で示され
た連鎖状態値を初期化ベクトルとして使用して、CBC モードで Blowfish 暗号化ス
キームを使用して各 Blowfish データ・ブロックを変換する。
最後に、新しい連鎖状態値および後でパディングまたは統合する不完全な Blowfish
データ・ブロックで状態変数 IppsDAABlowfish *pState を更新する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。pSize が NULL。

ippStsLengthErr

エラー。mesglen がゼロ未満。

DAABlowfishFinal
最終的な連鎖状態を 64 ビットの
Blowfish 暗号文に変換する。

IppStatus ippsDAABlowfishFinal (Ipp8u *pDAC, int daclen,
IppsDAABlowfish *pState);
引数
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入力連鎖状態。

説明
関数 ippsDAABlowfishFinal は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、
DAA-Blowfish スキームを使用して、入力 IppsDAABlowfish *pState で示された
最終的な連鎖状態と残りの不完全な Blowfish データ・ブロックを指定された長さ
daclen（最大 8 バイト）のデータ認証コードを生成する 64 ビットの Blowfish 暗号
文に変換する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。pSize が NULL。

ippStsLengthErr

エラー。daclen がゼロ以下または 9 以上。

DAABlowfishMessageDigest
Blowfish ラウンド鍵のセットを計算し、
DAA-Blowfish スキームを適用して入力
メッセージをデータ認証コードに変換する。

IppStatus, ippsDAABlowfishMessageDigest, (const Ipp8u *pSrcMesg, int
mesglen, const Ipp8u *pKey, int keylen, Ipp8u *pDAC, int daclen);
引数
pSrcMesg

入力メッセージ・ストリーム。

mesglen

メッセージの長さ（バイト単位）。

pKey

入力 Blowfish 鍵。

keylen
pDAC

データ認証コード。

daclen

指定されたデータ認証コードの長さ。
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説明
関数 ippsDAABlowfishMessageDigest は、ippcp.h ファイルで宣言される。こ
の関数は、入力 Blowfish 鍵から得られる Blowfish ラウンド鍵のセットを計算し、
DAA-Blowfish スキームを使用して mesglen で指定されたバイト長の入力メッセー
ジ *pSrcMesg を指定された長さ daclen（最大 8 バイト）のデータ認証コード
*pDAC に変換する。
この関数を表す擬似コード :
pDAC = BlowfishEncryptpKey- CBC ([pSrcMesg || IppsCPPaddingZEROS],pIV)
pIV がゼロの場合、BlowfishEncryptpKey-CBC は、CBC モードで Blowfish 暗号化
アルゴリズムを使用して入力鍵 pKey から最後の暗号文ブロックを計算する関数、
|| は 2 つのビット・ストリームを連結する操作。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。pSize が NULL。

ippStsLengthErr

エラー。mesglen がゼロ未満、keylen がゼロ未満ま
たは 57 以上、または daclen がゼロ以下または 9 以
上。

DAA Twofish
DAA-Twofish は、データ認証アルゴリズムに基づく Twofish ブロック暗号である。
Twofish 対称暗号化関数は、第 2 章の「対称暗号化アルゴリズム関数」を参照のこと。
DAA-Twofish は、暗号化鍵を使用して任意の長さの入力メッセージを指定された長
さ（最大 16 バイト）のデータ認証コードに変換する。
この項では、DAA-Twofish を使用してデータ認証コードを生成する関数のセットに
ついて説明する。この項で説明する関数はすべて、FIPS 113 および FIPS 81 に準拠す
るように実装されている。
DAA-Twofish を使用してデータ認証コードを生成するには、アプリケーションで 5 つ
の DAA-Twofish 関数のセットを使用する。関数 DAATwofishInit は、初期連鎖状態
を設定して、提供された鍵から得られる Twofish ラウンド鍵のセットを計算する。初
期状態が設定されたら、関数 DAATwofishUpdate は、すべての Twofish データ・ブ
ロックを使い切るまで CBC モードで Twofish 暗号化スキームを使用して入力メッ
セージ・ストリームを変換する。関数 DAATwofishFinal は、IppCPPaddingZEROS
で指定されたパディング・スキームを使用して最終的に不完全な Twofish データ・ブ
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ロックを埋める。次に、CBC モードで Twofish 暗号化スキームを使用して、最終的な
Twofish データ・ブロックを指定された長さ daclen（最大 16 バイト）のデータ認証
コード Ipp8u *pDAC を生成する 64 ビットの Twofish 暗号文に変換する。
関数 DAATwofishMessageDigest は、非ストリーム・データの入力メッセージに
関してデータ認証コードを生成する呼び出し規約が単純化されている。この関数は、
提供された Twofish 鍵を使用して DAA-Twofish スキームで入力メッセージを指定さ
れた長さ daclen（最大 16 バイト）のデータ認証コード Ipp8u *pDAC に変換する。
この項の関数はすべて、シンボリック・データ構造体 IppsDAATwofish を使用し
て、入力鍵から得られるラウンド鍵のセット、不完全なメッセージ・ブロック、お
よび中間ハッシュ状態値などの操作に必要な情報を処理する。
DAA-Twofish を使用して入力メッセージをデータ認証コードに変換するアプリケー
ション・コードは、次の順序で実行する。
1.

関数 DAATwofishBufferSize を呼び出してシンボリック・データ構造体
IppsDAATwofish の設定に必要なバッファ・サイズを取得する。

2.

バ ッ フ ァ の 割 り 当 て が 適 切 に 行 わ れ、そ の サ イ ズ が 関 数
DAATwofishBufferSize で計算されたサイズ以上であることを確認す
る。割り当てられたバッファで、関数 DAATwofishInit を呼び出して初期
連鎖状態を設定し、Twofish ラウンド鍵のセットを得る。

3.

キューが完了するまで、関数 DAATwofishUpdate の呼び出しを続けて入
力メッセージ・ストリームのダイジェストを生成する。

4.

関数 DAATwofishFinal を呼び出し、データ認証コードを計算する。

5.

必要な場合、オペレーティング・システムのメモリ解放サービス関数を呼び
出して、シンボリック・データ構造体 IppsDAATwofish に割り当てられた
バッファをリリースする。

DAATwofishBufferSize
DAA Twofish 状態のサイズを返す。

ippsDAATwofishBufferSize (int *pSize);
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引数
pSize

シンボリック・データ構造体 IppsDAATwofish の初
期化に必要なバッファのサイズ（バイト単位）。

説明
関数 ippsDAATwofishBufferSize は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関
数は、128 ビットまでの入力メッセージのデータ認証コードを生成する情報を処理す
るシンボリック・データ構造体 IppsDAATwofish の作業バッファの定義に必要な
バッファのサイズをバイト単位で指定する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。pSize が NULL。

DAATwofishInit
シンボリック・データ構造体を初期化し、
初期連鎖状態をセットして、Twofish ラウンド
鍵のセットを計算する。

IppStatus ippsDAATwofishInit (const Ipp8u *pKey, int keylen,
IppsDAATwofish *pState);
引数
pKey

入力 Twofish 鍵。

keylen

鍵の長さ（バイト単位）。

pState

入力の際は、指定されたバッファへのポインタ。出力
の際は、初期化されたシンボリック・データ構造体
IppsDAATwofish。

説明
関数 ippsDAATwofishInit は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、指
定されたバッファ空間を使用してシンボリック・データ構造体 IppsDAATwofish を
初期化する。さらに、入力連鎖状態 *pState を設定して、提供された鍵から得られ
る Twofish ラウンド鍵のセットを計算する。
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戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。pSize が NULL。

ippStsLengthErr

エラー。keylen がゼロ未満または 33 以上。

DAATwofishUpdate
現在の入力メッセージ・ストリームの
ダイジェストを生成する。

IppStatus ippsDAATwofishUpdate (const Ipp8u *pSrcMesg, int mesglen,
IppsDAATwofish *pState);
引数
pSrcMesg

入力メッセージ・ストリーム。

mesglen

メッセージの長さ（バイト単位）。

pState

入力連鎖状態。

説明
関数 ippsDAATwofishUpdate は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、
DAA-Twofish スキームを使用して、入力 mesglen で指定されたバイト長で現在の入
力メッセージ・ストリーム *pSrcMesg のダイジェストを生成する。
この関数は、最初に、入力状態変数 IppsDAATwofish *pState で示された前の不
完全な Twofish データ・ブロックと入力メッセージ・ストリーム *pSrcMesg を統合
して、複数の 128 ビットの Twofish データ・ブロックに分割する。分割したブロック
に追加の不完全なブロックが含まれる場合がある。次に、*pState で示された連鎖
状態値を初期化ベクトルとして使用して、CBC モードで Twofish 暗号化スキームを
使用して各 Twofish データ・ブロックを変換する。
最後に、新しい連鎖状態値および後でパディングまたは統合する不完全な Twofish
データ・ブロックで状態変数 IppsDAATwofish *pState を更新する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。pSize が NULL。
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ippStsLengthErr

エラー。mesglen がゼロ未満。

DAATwofishFinal
最終的な連鎖状態を 128 ビットの
Twofish 暗号文に変換する。

IppStatus ippsDAATwofishFinal (Ipp8u *pDAC, int daclen, IppsDAATwofish
*pState);
引数
pDAC

データ認証コード。

daclen

指定されたデータ認証コードの長さ。

pState

入力連鎖状態。

説明
関数 ippsDAATwofishFinal は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、
DAA-Twofish スキームを使用して、入力 IppsDAATwofish *pState で示された最
終的 な連 鎖状 態と 残り の不 完全 な Twofish デー タ・ブ ロ ック を指 定さ れた 長さ
daclen（最大 16 バイト）のデータ認証コードを生成する 128 ビットの Twofish 暗号
文に変換する。
戻り値
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DAATwofishMessageDigest
Twofish ラウンド鍵のセットを計算し、
DAA-Twofish スキームを適用して入力
メッセージをデータ認証コードに変換する。

IppStatus, ippsDAATwofishMessageDigest, (const Ipp8u *pSrcMesg, int
mesglen, const Ipp8u *pKey, int keylen, Ipp8u *pDAC, int daclen);
引数
pSrcMesg

入力メッセージ・ストリーム。

mesglen

メッセージの長さ（バイト単位）。

pKey

入力 Twofish 鍵。

keylen
pDAC

データ認証コード。

daclen

指定されたデータ認証コードの長さ。

説明
関数 ippsDAATwofishMessageDigest は、ippcp.h ファイルで宣言される。こ
の関 数 は、入 力 Twofish 鍵 から 得 られ る Twofish ラ ウン ド 鍵の セ ット を 計算 し、
DAA-Twofish スキームを使用して mesglen で指定されたバイト長の入力メッセー
ジ *pSrcMesg を指定された長さ daclen（最大 8 バイト）のデータ認証コード
*pDAC に変換する。
この関数を表す擬似コード :
pDAC = TwofishEncryptpKey- CBC ([pSrcMesg || IppsCPPaddingZEROS],pIV)
pIV がゼロの場合、TwofishEncryptpKey-CBC は、CBC モードで Twofish 暗号化ア
ルゴリズムを使用して入力鍵 pKey から最後の暗号文ブロックを計算する関数、||
は 2 つのビット・ストリームを連結する操作。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。pSize が NULL。

ippStsLengthErr

エラー。mesglen がゼロ未満、keylen がゼロ未満また
は 33 以上、または daclen がゼロ以下または 17 以上。
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本章は、多倍長算術、モンゴメリ乗算スキーム、擬似乱数生成、素数生成、RSA ア
ルゴリズムおよび DSA アルゴリズム関数用のインテル ® インテグレーテッド・パ
フォーマンス・ライブラリ（インテル® IPP）関数について説明する。
このグループのすべての関数を表 4-1 に示す。

表 4-1

公開鍵暗号化用インテル® IPP

関数の基本名

操作

多倍長算術関数

Add_BNU

同じ長さの 2 つの符号なしの多倍長整数を足す。

Sub_BNU

多倍長整数から同じ長さの別の多倍長整数を引く。

MulOne_BNU

符号なしの多倍長整数に 32 ビットの符号なし整数を掛ける。

MACOne_BNU_I

符号なしの多倍長整数に 32 ビットの整数を掛けて、その結果に別の多倍長整数を
足す。

Mul_BNU4

4*32 ビットの 2 つの符号なし整数を掛ける。

Mul_BNU8

8*32 ビットの 2 つの符号なし整数を掛ける。

Div_64u32u

64 ビットの符号なし整数を 32 ビットの符号なし整数で割る。

Sqr_32u64u

入力配列内の 32 ビット・ワードの 2 乗を計算する。

Sqr_BNU4

4*32 ビットの符号なしの多倍長整数の 2 乗を計算する。

Sqr_BNU8

8*32 ビットの符号なしの多倍長整数の 2 乗を計算する。

BigNumBufferSiz
e

バッファのサイズをバイト単位で指定する。

BigNumInit

シンボリック・データ構造体を初期化してバッファを分割する。

CmpZero_BN

入力データ・フィールドの値を確認する。

GetSize_BN

構造体に格納可能な多倍長整数の最大長を返す。

Set_BN

シンボリック・データ構造体の符号と値を定義する。

Get_BN

入力構造体から多倍長整数の符号と値を抽出する。

Add_BN

2 つの多倍長整数を足す。

Sub_BN

多倍長整数から別の多倍長整数を引く。

Mul_BN

2 つの多倍長整数を掛ける。

MAC_BN_I

2 つの多倍長整数を掛けて、その結果に別の多倍長整数を足す。

Div_BN

多倍長整数を別の多倍長整数で割る。
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表 4-1

公開鍵暗号化用インテル® IPP

関数の基本名

操作

Mod_BN

指定された係数に対する入力多倍長整数の剰余乗算を計算する。

Gcd_BN

最大公約数を計算する。

ModInv_BN

指定された係数に対する正の多倍長整数の逆数を計算する。

モンゴメリ乗算スキーム関数

MontBufferSize

バッファのサイズをバイト単位で指定する。

MontInit

シンボリック・データ構造体を初期化してバッファを分割する。

MontSet

入力多倍長整数を値に設定してモンゴメリ乗算指数を計算する。

MontGet

多倍長係数を抽出する。

MontForm

正の多倍長整数をモンゴメリ形式に変換する。

MontMul

モンゴメリ形式の正の多倍長整数のモンゴメリ剰余乗算を計算する。

MontExp

モンゴメリべき乗を計算する。

擬似乱数生成関数

PRNGBufferSize

バッファのサイズを指定する。

PRNGInit

シンボリック・データ構造体を初期化してバッファを分割する。

PRNGSetSeed

入力シードで擬似乱数生成の初期状態を設定する。

PRNGSetPrimeQ

擬似乱数生成用の確率的素数 q を設定する。

PRNGAdd

指定されたビット長を追加した擬似乱数ビットを生成する。

PRNGGen

指定されたビット長の擬似乱数ビット・シーケンスを生成する。

PRNGGetRand

現在のビット長と擬似乱数ビット・ストリームを抽出する。

素数生成関数

PrimeBufferSize

確率的素数を生成して格納するバッファのサイズを指定する。

PrimeInit

シンボリック・データ構造体を初期化してバッファを分割する。

PrimeGen

指定されたビット長のランダムな確率的素数を生成する。

PrimeTest

その整数が確率的素数であるかどうかを判定する。

PrimeSet

確率的素数とそのビット長を設定する。

PrimeGet

ビット長と確率的素数を抽出する。

RSA アルゴリズム関数

RSABufferSizes

バッファのサイズを指定する。

RSAInit

シンボリック・データ構造体を初期化する。

RSAKeySet

シンボリック・データ構造体の指定されたコンポーネントにデータ配列を設定す
る。

RSAKeyGet

IppsRSA *key から flag で指定されたコンポーネントを抽出する。

RSAKeyCheck

RSA 鍵構造体が RSA 復号化用に初期化されている場合、入力 IppsRSA *key の
すべてのコンポーネントを検証する。

RSAKeyGen

RSA 暗号化方式を設定する RSA 鍵構造体を生成する。

RSAEncrypt

RSA 暗号化演算を実行する。

RSADecrypt

RSA 復号化演算を実行する。
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公開鍵暗号化用インテル® IPP

関数の基本名

操作

DSA アルゴリズム関数

DSABufferSizes

作業バッファの定義に必要なさまざまなバッファのサイズをバイト単位で指定す
る。

DSAInit

複数のバッファを使用してシンボリック・データ構造体 IppsDSA *pCtx を初期化
する。

DSAKeySet

IppsDSA *pCtx の flag で指定されたコンポーネントに値を設定する。

DSAKeyGet

入力 DSA 鍵構造体から flag で指定されたコンポーネントを抽出する。

DSAKeyGen

DSA 暗号化方式を設定する DSA 鍵構造体を生成する。

DSAKeyCheck

入力 IppsDSA *pCtx のすべてのコンポーネントを検証する。

DSASign

DSA デジタル署名の署名処理を実行する。

DSAVerify

入力 DSA デジタル署名を検証する。

多倍長算術
この項では、可変長の多倍長整数を使用した算術演算を実行する関数について説明
する。多倍長整数の大きさは、符号なし整数データ型 Ipp32u rp[length] の配列
32i
rp [ i ] × 2
によって指定され、数学的な値 r =
に相当する。
∑
0 ≤ i < length

この項では、次の定義を使用して多倍長整数の符号を定義する。
typedef enum {
IppsBigNumNEG=0,
IppsBigNumPOS=1
} IppsBigNumSGN;
この項で説明している関数は、シンボリック・データ構造体 IppsBigNum を使用し
て、データの符号と値、さまざまな算術演算用に予約された作業バッファを処理す
る。シンボリック・データ構造体 IppsBigNum の長さは構造体で処理されるデータ
の長さとして定義されるため、シンボリック・データ構造体 IppsBigNum のサイズ
は構造体で処理可能なデータの最大長として定義される。

4-3

インテル® インテグレーテッド・パフォーマンス・プリミティブ リファレンス・マニュアル：第 4 巻

Add_BNU
同じ長さの 2 つの符号なしの多倍長整数を足す。

IppStatus ippsAdd_BNU (const Ipp32u *a, const Ipp32u *b, Ipp32u *r, int
n, Ipp32u *carry);
引数
a

n*32 ビットの 1 つ目の符号なし多倍長整数。

b

n*32 ビットの 2 つ目の符号なし多倍長整数。

n

入力パラメータ a と b および結果パラメータ r のサイズ。サイ
ズは 32 ビット・ワードの数で表現される。

r

足し算の結果。

carry

足し算の桁上げ数。値は 0 または 1。

説明
関数 ippsAdd_BNU は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、同じ長さの
2 つの符号なしの多倍長整数を足して、演算の結果を返す。結果は桁上げされる場合
がある。
この関数を表す擬似コード :
*

*

*

( carry ( r ) ) ← ( a ) + ( b )

戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。少なくとも 1 つのポインタが NULL。

ippStsLengthErr

エラー。n がゼロ以下。

注： a、b、および r が指す整数はすべて (n*32) ビット。
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Sub_BNU
多倍長整数から同じ長さの別の多倍長整数を引く。

IppStatus ippsSub_BNU (const Ipp32u *a, const Ipp32u *b, Ipp32u *r, int
n, Ipp32u *carry);
引数
a

n*32 ビットの 1 つ目の符号なし多倍長整数。

b

n*32 ビットの 2 つ目の符号なし多倍長整数。

n

入力パラメータ a と b および結果パラメータ r のサイズ。サイ
ズは 32 ビット・ワードの数で表現される。

r

引き算の結果。

carry

引き算の借り（桁下げ数）。値は 0 または 1。

説明
関数 ippsSub_BNU は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、多倍長整数
から同じ長さの別の多倍長整数を引いて、演算の結果を返す。結果は桁下げされる
場合がある。
この関数を表す擬似コード :
*

*

*

( r) ← ( a) – ( b) ;
*

*

carry = ( ( a ) < ( b ) )

戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。少なくとも 1 つのポインタが NULL。

ippStsLengthErr

エラー。n がゼロ以下。

注： a、b、および r が指す整数はすべて (n*32) ビット。
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MulOne_BNU
符号なしの多倍長整数に 32 ビットの
符号なし整数を掛ける。

IppStatus ippsMulOne_BNU (const Ipp32u *a, Ipp32u *r, int n, Ipp32u w,
Ipp32u *carry);
引数
a

n*32 ビットの符号なし多倍長整数（被乗数）。

w

32 ビットの符号なし整数（乗数）。

n

入力パラメータ a および結果パラメータ r のサイズ。サイズは
32 ビット・ワードの数で表現される。

r

掛け算の結果。

carry

掛け算の桁上げ数。

説明
関数 ippsMulOne_BNU は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、符号な
し多倍長整数 a に 32 ビットの符号なし整数 w を掛ける。掛け算の結果は r に、掛け
算の桁上げ数は carry に返す。
この関数を表す擬似コード :
*

*

( c arry ( r ) ) ← ( a )w

戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。少なくとも 1 つのポインタが NULL。

ippStsLengthErr

エラー。n がゼロ以下。

注： a および r が指す整数はすべて (n*32) ビット。
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MACOne_BNU_I
符号なしの多倍長整数に 32 ビットの整数を
掛けて、その結果に別の多倍長整数を足す。

IppStatus ippsMACOne_BNU_I (const Ipp32u *a, Ipp32u *r, int n, Ipp32u
w, Ipp32u *carry);
引数
a

符号なし多倍長整数（被乗数）。

w

32 ビットの符号なし整数（乗数）。

n

入力パラメータ a および結果パラメータ r のサイズ。サイズは
32 ビット・ワードの数で表現される。

r

符号なし多倍長整数（累算器）。

carry

掛け算の桁上げ数。

説明
関数 ippsMACOne_BNU_I は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、符号
なし多倍長整数 a に 32 ビットの符号なし整数 w を掛けて、その結果に同じ長さの別
の多倍長整数 r を足す。演算の結果は r に、演算の桁上げ数は carry に返す。
この関数を表す擬似コード :
*

*

*

( carry ( r ) ) ← ( r ) + ( a )w

戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。少なくとも 1 つのポインタが NULL。

ippStsLengthErr

エラー。n がゼロ以下。

注： a および r が指す整数はすべて (n*32) ビット。
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Mul_BNU4
4*32 ビットの 2 つの符号なし整数を掛ける。

IppStatus ippsMul_BNU4 (const Ipp32u *a, const Ipp32u *b, Ipp32u *r);
引数
a

4*32 ビットの多倍長整数（被乗数）。

w

4*32 ビットの多倍長整数（乗数）。

r

8*32 ビットの掛け算の結果。

説明
関数 ippsMul_BNU4 は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、4*32 ビッ
トの 2 つの符号なし整数を掛けて、8*32 ビットの結果を返す。
この関数を表す擬似コード :
*

*

*

( r ) ← ( a )( b )

注： r バッファは 8*32 ビットの結果が格納可能であること。

戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。少なくとも 1 つのポインタが NULL。

Mul_BNU8
8*32 ビットの 2 つの符号なし整数を掛ける。

IppStatus ippsMul_BNU8 (const Ipp32u *a, const Ipp32u *b, Ipp32u *r);
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引数
a

8*32 ビットの多倍長整数（被乗数）。

b

8*32 ビットの多倍長整数（乗数）。

r

16*32 ビットの掛け算の結果。

説明
関数 ippsMul_BNU8 は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、8*32 ビッ
トの 2 つの符号なし整数を掛けて、16*32 ビットの結果を返す。
この関数を表す擬似コード :
*

*

*

( r ) ← ( a )( b )

注： r バッファは 16*32 ビットの結果が格納可能であること。

戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。少なくとも 1 つのポインタが NULL。

Div_64u32u
64 ビットの符号なし整数を 32 ビットの
符号なし整数で割る。

IppStatus ippsDiv_64u32u (Ipp64u a, Ipp32u b, Ipp32u *q, Ipp32u *r);
引数
a

64 ビットの被除数。

b

32 ビットの除数。

q

32 ビットの商。

r

32 ビットの剰余。

4-9

インテル® インテグレーテッド・パフォーマンス・プリミティブ リファレンス・マニュアル：第 4 巻

説明
関数 ippsDiv_64u32u は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、64 ビッ
トの符号なし整数を 32 ビットの符号なし整数で割り、商と剰余を返す。
この関数を表す擬似コード :
a = b*q + r
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。少なくとも 1 つのポインタが NULL。

ippStsOutOfRangeErr

エラー。商が 32 ビットでない。この場合、結果は不
確定。

ippStsDivByZeroErr

エラー。除数がゼロ。

注： この関数は、商が 32 ビット・データであるという条件下で
のみ実行される。

Sqr_32u64u
入力配列内の 32 ビット・ワードの
2 乗を計算する。

IppStatus ippsSqr_32u64u (const Ipp32u *src, int n, Ipp64u *dst);
引数
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n
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説明
関数 ippsSqr_32u64u は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、入力配
列内の符号なし 32 ビット・ワードの 2 乗を計算する。演算の結果は 64 ビットの符
号なし整数の配列に格納される。
この関数を表す擬似コード :
dst [ i ] ← src [ i ]∗ src [ i ] , ここで i = 0, 1, 2, ..., n-1

戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。少なくとも 1 つのポインタが NULL。

ippStsLengthErr

エラー。n がゼロ以下。

注： ポインタ src は n*32 ビットの配列を指し、ポインタ dst
は n*64 ビットの配列を指す。

Sqr_BNU4
4*32 ビットの符号なしの多倍長整数の
2 乗を計算する。

IppStatus ippsSqr_BNU4 (const Ipp32u *a, Ipp32u *r);
引数
a

4*32 ビットの被乗数。

r

8*32 ビットの 2 乗計算の結果。

説明
関数 ippsSqr_BNU4 は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、4*32 ビッ
トの符号なし整数の 2 乗を計算し、結果をメモリに格納する。
この関数を表す擬似コード :

4-11

インテル® インテグレーテッド・パフォーマンス・プリミティブ リファレンス・マニュアル：第 4 巻
*

*

*

( r ) ← ( a )( a )

戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

注： r バッファは 8*32 ビットの結果が格納可能であること。

Sqr_BNU8
8*32 ビットの符号なしの多倍長整数の
2 乗を計算する。

IppStatus ippsSqr_BNU8 (const Ipp32u *a, Ipp32u *r);
引数
a

8*32 ビットの被乗数。

r

16*32 ビットの 2 乗計算の結果。

説明
関数 ippsSqr_BNU8 は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、8*32 ビッ
トの符号なし整数の 2 乗を計算し、結果をメモリに格納する。
この関数を表す擬似コード :
(*r) <- (*a) (*a)
戻り値
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注： r バッファは 16*32 ビットの結果が格納可能であること。

BigNumBufferSize
バッファのサイズをバイト単位で指定する。

IppStatus ippsBigNumBufferSize (int length, int *size);
引数
length

Ipp32u 中の多倍長整数の長さ。

size

初期化に必要なバッファのサイズ（バイト単位）。

説明
関数 ippsBigNumBufferSize は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、
多倍長整数を格納するシンボリック・データ構造体 IppsBigNum の構造化作業バッ
ファの定義に必要なバッファのサイズをバイト単位で指定する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsLengthErr

エラー。length がゼロ以下。

BigNumInit
シンボリック・データ構造体を初期化して
バッファを分割する。

IppStatus ippsBigNumInit(int length, IppsBigNum *b);
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引数
length

シンボリック・データ構造体の初期化用多倍長整数のサイズ。

b

初期化されたシンボリック・データ構造体 IppsBigNum の格納
に使用するバッファへのポインタ。

説明
関数 ippsBigNumInit は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、指定さ
れたバッファ空間を使用してシンボリック・データ構造体 IppsBigNum を初期化し、
length サイズの多倍長整数の算術演算を格納および実行するバッファに分割する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsLengthErr

エラー。length がゼロ以下。

CmpZero_BN
入力データ・フィールドの値を確認する。

IppStatus ippsCmpZero_BN (const IppsBigNum *b, Ipp32u *result);
引数
b

データ型 IppsBigNum の多倍長整数。

result

入力多倍長整数が正、負、またはゼロのいずれかを示す。

説明
関数 ippsCmpZero_BN は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、入力
const IppsBigNum *b のデータ・フィールドをスキャンして、次の結果を返す :

•
•
•

IS_ZERO、IppsBigNum *b の値がゼロの場合。
GREATER_THAN_ZERO、入力が正の場合。
LESS_THAN_ZERO、入力が負の場合。

戻り値
ippStsNoErr
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エラー。ポインタが NULL。

GetSize_BN
構造体に格納可能な多倍長整数の
最大長を返す。

IppStatus ippsGetSize_BN(const IppsBigNum *b, int *size);
引数
b

データ型 IppsBigNum の多倍長整数。

size

多倍長整数の最大長。

説明
関数 ippsGetSize_BN は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、シンボ
リック・データ構造体 IppsBigNum に割り当てられている作業バッファを評価して、
構造体が格納可能な多倍長整数の最大長を示す構造体のサイズを返す。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

Set_BN
シンボリック・データ構造体の符号と
値を定義する。

IppStatus ippsSet_BN (IppsBigNumSGN sgn, int length, const Ipp32u
*data, IppsBigNum *x);
引数
sgn

IppsBigNum *x の符号。

length

入力データの配列の長さ。

data

データ配列。
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x

入力データで更新されたシンボリック・データ構造体
IppsBigNum。

説明
関数 ippsSet_BN は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、指定された入
力 IppsBigNumSGN sgn および const Ipp32u *data で IppsBigNum *x の符
号と値を定義する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsLengthErr

エラー。length がゼロ以下。

ippStsOutOfRangeErr

エラー。length が IppsBigNum *x のサイズより大
きい。

ippStsBadArgErr

エラー。多倍長整数がマイナス符号付きのゼロにセッ
トされた。

Get_BN
入力構造体から多倍長整数の符号と
値を抽出する。

IppStatus ippsGet_BN(IppsBigNumSGN *sgn, int *length, Ipp32u *data,
const IppsBigNum *x);
引数
sgn

IppsBigNum *x の符号。

length

入力データの配列の長さ。

data

データ配列。

x

シンボリック・データ構造体 IppsBigNum の多倍長整数。

説明
関数 ippsGet_BN は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、入力構造体
から多倍長整数の符号と値を抽出する。
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戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

Add_BN
2 つの多倍長整数を足す。

IppStatus ippsAdd_BN (IppsBigNum *a, IppsBigNum *b, IppsBigNum *r);
引数
a

データ型 IppsBigNum の 1 つ目の符号なし多倍長整数。

b

データ型 IppsBigNum の 2 つ目の符号なし多倍長整数。

r

足し算の結果。

説明
関数 ippsAdd_BN は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、符号とサイ
ズに関係なく 2 つの多倍長整数を足して、演算の結果を返す。
この関数を表す擬似コード :
( *r ) ← ( *a ) + ( *b )

戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsOutOfRangeErr

エラー。r のサイズが結果のデータ長未満。

注： この関数は、IppsBigNum *r のサイズが IppsBigNum *a
または IppsBigNum *b の長さ未満でないという条件下でのみ
実行される。
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Sub_BN
多倍長整数から別の多倍長整数を引く。

IppStatus ippsSub_BN(IppsBigNum *a, IppsBigNum *b, IppsBigNum *r);
引数
a

データ型 IppsBigNum の 1 つ目の符号なし多倍長整数。

b

データ型 IppsBigNum の 2 つ目の符号なし多倍長整数。

r

引き算の結果。

説明
関数 ippsSub_BN は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、符号とサイ
ズに関係なく多倍長整数から別の多倍長整数を引いて、演算の結果を返す。
この関数を表す擬似コード :
( *r ) ← ( *a ) – ( *b )

戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsOutOfRangeErr

エラー。IppsBigNum *r が結果のデータ長未満。

注： この関数は、IppsBigNum *r のサイズが IppsBigNum *a
または IppsBigNum *b の長さ未満でないという条件下でのみ
実行される。
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Mul_BN
2 つの多倍長整数を掛ける。

IppStatus ippsMul_BN (IppsBigNum *a, IppsBigNum *b, IppsBigNum *r);
引数
a

IppsBigNum の被乗数。

b

IppsBigNum の乗数。

r

掛け算の結果。

説明
関数 ippsMul_BN は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、符号とサイ
ズに関係なく多倍長整数に別の多倍長整数を掛けて、演算の結果を返す。
この関数を表す擬似コード :
r ← a∗ b

戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsOutOfRangeErr

エラー。IppsBigNum *r が結果のデータ長未満。

注： この関数は、IppsBigNum *r のサイズが IppsBigNum *a
の長さの合計または IppsBigNum *b の長さマイナス 1 未満で
ないという条件下でのみ実行される。
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MAC_BN_I
2 つの多倍長整数を掛けて、その結果に
別の多倍長整数を足す。

IppStatus ippsMAC_BN_I (IppsBigNum *a, IppsBigNum *b, IppsBigNum *r);
引数
a

IppsBigNum の被乗数。

b

IppsBigNum の乗数。

r

掛け算の結果。

説明
関数 ippsMAC_BN_I は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、符号とサ
イズに関係なく多倍長整数に別の多倍長整数を掛けて、その結果にさらに別の多倍
長整数を足し、演算の結果を返す。
この関数を表す擬似コード :
r ← r + a∗ b

戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsOutOfRangeErr

エラー。IppsBigNum *r が結果のデータ長未満。

注： この関数は、IppsBigNum *r のサイズが IppsBigNum *a
の長さの合計または IppsBigNum *b の長さマイナス 1 未満で
ないという条件下でのみ実行される。
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Div_BN
多倍長整数を別の多倍長整数で割る。

IppStatus ippsDiv_BN (IppsBigNum *a, IppsBigNum *b, IppsBigNum *q,
IppsBigNum *r);
引数
a

IppsBigNum の被除数。

b

IppsBigNum の除数。

q

IppsBigNum の商。

r

IppsBigNum の剰余。

説明
関数 ippsDiv_BN は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、符号とサイ
ズに関係なく多倍長整数を別の多倍長整数で割り、商と剰余を返す。
この関数を表す擬似コード :
q←a⁄b
r ← a – b∗ q

戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsOutOfRangeErr

エラー。IppsBigNum *r が IppsBigNum *b の長さ未
満、または IppsBigNum *q のサイズが商の長さ未満。

ippStsDivByZeroErr

エラー。除数がゼロ。

注： IppsBigNum

*q の サ イ ズ は (length of *a) (length of *b) + 1 以 上、IppsBigNum *r の サ イ ズ は
IppsBigNum *b の長さ以上でなければならない。
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Mod_BN
指定された係数に対する入力多倍長整数の
剰余乗算を計算する。

IppStatus ippsMod_BN (IppsBigNum *a, IppsBigNum *m, IppsBigNum *r);
引数
a

IppsBigNum の多倍長整数。

m

IppsBigNum の係数整数。

r

剰余簡約の結果。

説明
関数 ippsMod_BN は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、正の多倍長
整数で指定された係数に対する入力多倍長整数の剰余乗算を計算して、[0, (m-1)]
の範囲中の剰余乗算の結果を返す。
この関数を表す擬似コード :
r ← a modm

戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsOutOfRangeErr

エラー。IppsBigNum *r が IppsBigNum *m の長さ
未満。

ippStsBadModulusErr

エラー。係数 IppsBigNum *m が正の整数でない。

注： IppsBigNum *r のサイズは IppsBigNum *m の長さ以上
でなければならない。
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Gcd_BN
最大公約数を計算する。

IppStatus ippsGcd_BN (IppsBigNum *a, IppsBigNum *b, IppsBigNum *g);
引数
a

IppsBigNum の 1 つ目の多倍長整数。

b

IppsBigNum の 2 つ目の多倍長整数。

g

a および b の最大公約数。

説明
関数 ippsGcd_BN は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、2 つの正の
多倍長整数の最大公約数（GCD）を計算する。
この関数を表す擬似コード :
g ← gcd ( a, b )

戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsOutOfRangeErr

エラー。IppsBigNum *g が IppsBigNum *a または
IppsBigNum *b の長さ未満。

注： IppsBigNum *g の サ イ ズ は IppsBigNum *a お よ び
IppsBigNum *b の長さ以上でなければならない。
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ModInv_BN
指定された係数に対する正の多倍長整数の
逆数を計算する。

IppStatus ippsModInv_BN(IppsBigNum *e, IppsBigNum *m, IppsBigNum *d);
引数
a

IppsBigNum の多倍長整数。

m

IppsBigNum の係数整数。

d

逆数。

説明
関数 ippsModInv_BN は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、拡張さ
れたユークリッドの互除法を使用して、正の多倍長整数 m により指定された係数に
対する正の多倍長整数 e の逆数を計算する（ここで、gcd(e, m) = 1）。
この関数を表す擬似コード :
d*e = 1 mod m である d を計算
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsBadArgErr

エラー。e がゼロ以下。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsBadModulusErr

エラー。係数 e が m より大きい、または gcd (e,m) が
1 より大きい、または m がゼロ以下。

ippStsOutOfRangeErr

エラー。IppsBigNum *d が IppsBigNum *m の長さ
未満。

注： IppsBigNum *d のサイズは IppsBigNum *m の長さ以上
でなければならない。
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モンゴメリ乗算スキーム関数
モンゴメリ乗算は、従来の剰余減算段階を明示的に行うことなく、剰余乗算を効率
的に行うアルゴリズムである。
この項では、モンゴメリ剰余減算、モンゴメリ剰余乗算およびモンゴメリべき乗剰
余計算用の関数について説明する。
n が正の整数で、R および T が R > n、gcd (n, R)= 1、および 0 < T < nR のよ
うな整数であるとする。
R に対する T モジュロ n のモンゴメリ乗算は、TR - 1 mod n
として定義される。
より良い結果が得られるように、暗号化パッケージに含まれている関数は R = bk を
使用する（ここで b = 232 および k は、32 以上の整数 n のビット長の切り上げ関数
によって計算されたモンゴメリ指数整数）。
この項で説明している関数はすべて、シンボリック・データ構造体 IppsMont を使
用して、モンゴメリ乗算指数 k、多倍長整数係数 n、モンゴメリ乗算因数 R に対する
係数 n の逆数の最下位ワード n0、およびさまざまなモンゴメリ剰余演算用に予約さ
れた作業バッファを処理する。
さらに、この項では次の 2 つの新しい用語を使用している。

•

シンボリック・データ構造体 IppsMont の長さは、構造体で処理される係数 n
のデータの長さとして定義される。

•

シンボリック・データ構造体 IppsMont のサイズは、構造体で処理可能な整数
の係数 n のデータの最大長として定義される。

次の例では、この項で説明している関数を使用して従来のべき乗剰余 T = xe mod
n を計算する方法について示す。0 < x < n のいくつかの整数 x について、T = x4
mod n の計算を考える。
最初に、関数 MontBufferSize を呼び出してシンボリック・データ構造体 IppsMont
の設定に必要なバッファのサイズを取得し、OS のサービス関数を使用して作業バッ
ファを割り当て、割り当てられたバッファで関数 MontInit を呼び出してシンボリッ
ク・データ構造体 IppsMont を初期化する。
次に、関数 MontSet を呼び出して係数 n を設定し、関数 MontForm を呼び出して（つ
x = xR mod n を計算して）x をモンゴメリ形式に変換する。
まり、
次に、
関数 MontMul
–1
を使用して xx のモンゴメリ乗算を計算し、
T = xxR mod n を生成する。R に対する
2 –1
2 –1 2 –1
4
T*T mod n のモンゴメリ乗算はT R mod n = ( x R ) R mod n = x R mod nであ
る。
さらに、この値と 1 の値に MontMul を適用すると、結果 T = x4 mod n が得られる。
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従来のべき乗剰余は、次の順序で実行して計算する。
1.

関数
MontBufferSize
を呼び出して、シンボリック・データ構造体
IppsMont の設定に必要なバッファのサイズを取得する。メモリに制限がある
場合はバイナリ法を、制限がない場合はスライディング・ウィンドウ法を選択
する。バイナリ法を使用すると必要なバッファのサイズが大幅に減り、スライ
ディング・ウィンドウ法を使用するとパフォーマンスが向上する。

2.

オペレーティング・システムのメモリ割り当てサービス関数を呼び出して作
業バッファを割り当て、割り当てられたバッファと関数 MontBufferSize
の起動時に選択されたべき乗剰余法で関数 MontInit を呼び出してシンボ
リック・データ構造体 IppsMont を設定する。

3.

関数 MontSet を呼び出し、ippsMont の多倍長整数の剰余を設定する。

4.

関数 MontForm を呼び出し、整数 x をモンゴメリ形式に変換する。

5.

関数 MontExp を呼び出し、モンゴメリ法を用いてべき乗剰余を計算する。

6.

関数 MontMul を呼び出し、整数 1 で上記の結果のモンゴメリ剰余乗算を
計算して、上記の結果を従来のべき乗剰余結果に変換しなおす。

7.

必要な場合、オペレーティング・システムのメモリ解放サービス関数を呼
び出してメモリを解放する。

MontBufferSize
バッファのサイズをバイト単位で指定する。

IppStatus ippsMontBufferSize (IppsExpMethod method, int length, int
*size);
引数
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説明
関数 ippsMontBufferSize は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、係
数を格納してさまざまなモンゴメリ係数スキームを使用して演算を実行するため、
シンボリック・データ構造体 IppsMont の構造化作業バッファの定義に必要なバッ
ファのサイズを指定する。
また、選択されたべき乗法に基づいて必要なバッファのサイズを返す。バイナリ法
を使用すると必要なバッファのサイズが大幅に減り、スライディング・ウィンドウ
法を使用するとパフォーマンスが向上する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsLengthErr

エラー。length がゼロ以下。

MontInit
シンボリック・データ構造体を初期化して
バッファを分割する。

IppStatus ippsMontInit (IppsExpMethod method, int length, IppsMont *m);
引数
method

選択されたべき乗法。

buffer

m 初期化用バッファ。

length

係数のデータ・フィールド長。

m

シンボリック・データ構造体 IppsMont へのポインタ。

説明
関数 ippsMontInit は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、指定され
た バ ッ フ ァ 空 間 を 使 用 し て シ ン ボ リ ッ ク・デ ー タ 構 造 体 を 初 期 化 す る。次 に、
length*sizeof(Ipp32u) ビットまでの多倍長係数を処理し、さまざまなモンゴメ
リ係数演算を実行する方法として選択されたべき乗剰余法を使用してバッファを分
割する。

4-27

インテル® インテグレーテッド・パフォーマンス・プリミティブ リファレンス・マニュアル：第 4 巻

戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsLengthErr

エラー。length がゼロ以下。

MontSet
入力多倍長整数を値に設定してモンゴメリ
乗算指数を計算する。

IppStatus ippsMontSet (const Ipp32u *n, int length, IppsMont *m);
引数
n

入力多倍長係数。

m

逆数 Ni の係数および最下位ワードを処理するシンボリック・
データ構造体 IppsMont へのポインタ。

説明
関数 ippsMontSet は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、正の多倍長
整数 n がシンボリック・データ構造体 IppsMont *m の係数になるように設定して、
R*R-1-n*Ni = 1 を満たすように、入力多倍長係数 n に対するモンゴメリ乗算指数
k および係数 R に対する逆数 Ni の最下位 32 ビット・ワードを計算する。
戻り値
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ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsBadModulusErr

エラー。係数が正の奇数の整数でない。

ippStsLengthErr

エラー。length がゼロ以下。

ippStsOutOfRangeErr

エラー。length が IppsMont *m より大きい。
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MontGet
多倍長係数を抽出する。

IppStatus ippsMontGet (Ipp32u *n, int *length, const IppsMont *m);
引数
m

シンボリック・データ構造体 IppsMont。

n

係数データ・フィールド。

length

係数データ長。

説明
関 数 ippsMontGet は、ippcp.h フ ァ イ ル で 宣 言 さ れ る。こ の 関 数 は、入 力
IppsMont *m から多倍長係数を抽出する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

MontForm
正の多倍長整数をモンゴメリ形式に変換する。

IppStatus ippsMontForm (IppsBigNum *a, IppsMont *m, IppsBigNum *r);
引数
a

範囲 [0, m - 1] 内の入力多倍長整数。

m

IppsBigNum の入力多倍長係数。

r

変換後のモンゴメリ形式 r = a*R mod m。

説明
関数 ippsMontForm は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、正の多倍
長整数を多倍長係数に対するモンゴメリ形式に変換して、変換結果を格納する。
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この関数を表す擬似コード :
r <- a*R mod m
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsBadArgErr

エラー。a が負の整数。

ippStsScaleRangeErr

エラー。a が m より大きい。

ippStsOutOfRangeErr

エラー。IppsBigNum *r が IppsMont *m より大きい。

注： IppsBigNum *r のサイズは係数 m のデータ長以上でなけれ
ばならない。

MontMul
モンゴメリ形式の正の多倍長整数の
モンゴメリ剰余乗算を計算する。

IppStatus ippsMontMul (IppsBigNum *a, IppsBigNum *b, IppsMont *m,
IppsBigNum *r);
引数
a

範囲 [0, m - 1] 内の被乗数。

b

範囲 [0, m - 1] 内の乗数。

m

係数。

r

モンゴメリ乗算の結果。

説明
関 数 ippsMontMul は、ippcp.h フ ァ イ ル で 宣 言 さ れ る。こ の 関 数 は、係 数
ippsMont *m に対するモンゴメリ形式の正の多倍長整数のモンゴメリ剰余乗算を
計算する。その結果、IppsBigNum *r は積を保持する。
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この関数を表す擬似コード :
r <- a*b*R-1 mod m
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsBadArgErr

エラー。a または b が負の整数。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsScaleRangeErr

エラー。a または b が m より大きい。

ippStsOutOfRangeErr

エラー。IppsBigNum *r が IppsMont *m より大きい。

注： IppsBigNum *r のサイズは係数 m のデータ長以上でなければ
ならない。

MontExp
モンゴメリべき乗を計算する。

IppStatus ippsMontExp (IppsBigNum *a, IppsBigNum *e, IppsMont *m,
IppsBigNum *r);
引数
a

範囲 [0, m - 1] 内の多倍長モンゴメリ整数。

e

多倍長指数。

m

係数。

r

モンゴメリべき乗の結果。

説明
関数 ippsMontExp は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、正の多倍
長整数で指定された指数から係数 m に対するモンゴメリ形式の正の多倍長整数のモ
ンゴメリべき乗を計算する。
この関数を表す擬似コード :
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r <- aeR-(e-1) mod m
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsBadArgErr

エラー。a または e が負の整数。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsScaleRangeErr

エラー。a または e が m より大きい。

ippStsOutOfRangeErr

エラー。IppsBigNum *r が IppsMont *m より大きい。

注： IppsBigNum *r のサイズは係数 m のデータ長以上でなければ
ならない。

擬似乱数生成関数
多くの暗号化方式は、設計上、疑似乱数生成関数に依存している。これらの関数は、
オープンなチャネルでの通信の安全性と仮想敵国からの保護を保証するため、擬似
乱数ジェネレータより継承された予測不能な性質をセキュリティの基盤とする。
この項では、FIPS で承認された方法で実装され、FIPS 186-2、付録 3 で指定されてい
る SHA-1 一方向ハッシュ関数に基づく擬似乱数ビット・シーケンス・ジェネレータ
を含む関数について説明する。
リアル・タイムのランダム・シードに基づく生成状態を選択して、ランダム・ビッ
ト・シーケンスのサンプリング方法を決定する。隠しパラメータ b は、シードの長
さを定義し、現在は 512 ビットに設定されている。擬似乱数ビット・シーケンス・
ジェネレータは、乱数エントロピのコンテキスト・ビット文字列入力も処理する。暗
号化用インテル® IPP 関数は、初期化された擬似乱数ジェネレータの実装および擬似
乱数ジェネレータの直接実装をサポートする。直接実装の場合、目的のトップおよ
びボトム・パターンの擬似乱数ビット・シーケンスを取得する関数 PRNGGen への単
一呼び出しのみを行う。
初期化実装の場合、提供されたシードで目的の擬似乱数生成プロセスの初期状態を
セットアップする初期化関数 PRNGInit への呼び出しを行う。この呼び出しの後、
独自に選択したコンテキスト・ビット・パターンを使用してエントロピ拡張を実行
できる。
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この項で説明している関数は、シンボリック・データ構造体 IppsPRNG を使用して、
擬似乱数ビット・シーケンスのターゲット・ビット長、生成された擬似乱数ビット・
シーケンスの現在のビット長、生成状態、および擬似乱数ビット・シーケンス・コ
ンテナを処理する。
擬似乱数ビットのシーケンスを生成するアプリケーション・コードは、次の順序で
実行する。
1.

関数 PRNGBufferSize を呼び出して、シンボリック・データ構造体
IppsPRNG の設定に必要なバッファのサイズを取得する。

2.

オペレーティング・システムのメモリ割り当てサービス関数を呼び出して
作業バッファを割り当て、割り当てられたバッファで関数 PRNGInit を
呼び出してシンボリック・データ構造体 IppsPRNG を設定する。

3.

関数 PRNGSetSeed を呼び出して初期状態を設定する。

4.

IppsPRNG *r に目的のビット長で生成された擬似乱数ビット・シーケンス
が保持されるまで関数 PRNGAdd の呼び出しを続けて、コンテキスト・
ビット文字列 c のエントロピ・ビットを追加する。

5.

関数 PRNGGetRand を呼び出して生成された擬似乱数ビット・シーケンス
を抽出する。

6.

必要な場合、オペレーティング・システムのメモリ解放サービス関数を呼
び出して、シンボリック・データ構造体 IppsPRNG に割り当てられたメモ
リを解放する。

PRNGBufferSize
バッファのサイズを指定する。

IppStatus ippsPRNGBufferSize (int bitlength, int *size);
引数
bitlength

擬似乱数ビット・シーケンスのターゲット・ビット長。

size

シンボリック・データ構造体 IppsPRNG の初期化に必要なバッファ
のサイズ。
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説明
関数 ippsPRNGBufferSize は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、指
定されたビット長の擬似乱数ビット・シーケンスを生成して格納するため、シンボ
リック・データ構造体 IppsPRNG の構造化作業バッファの定義に必要なバッファの
サイズをバイト単位で指定する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsLengthErr

エラー。bitlength がゼロ以下。

ippStsContextMatchErr

エラー。コンテキスト・パラメータが操作と
一致しない。

ippStsErr

未知 / 未指定のエラー。

PRNGInit
シンボリック・データ構造体を初期化して
バッファを分割する。

IppStatus ippsPRNGInit (int bitlength, IppsPRNG *r);
引数
bitlength

擬似乱数ビット・シーケンスのターゲット・ビット長。

r

初期化されたシンボリック・データ構造体 IppsPRNG。

説明
関数 ippsPRNGInit は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、提供され
たバッファ空間を構成して指定されたビット長の擬似乱数ビット・シーケンスを生
成して格納するため、バッファに分割するシンボリック・データ構造体 IppsPRNG
*r を定義する。
戻り値
ippStsNoErr
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ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsLengthErr

エラー。bitlength がゼロ以下。

ippStsContextMatchErr

エラー。コンテキスト・パラメータが操作と
一致しない。

ippStsErr

未知 / 未指定のエラー。

PRNGSetSeed
入力シードで擬似乱数生成の初期状態を
設定する。

IppStatus ippsPRNGSetSeed (Ipp32u *seed, IppsPRNG *r);
引数
seed

ジェネレータを既知の状態にする 160 ビットのシード値。

r

初期化されたシンボリック・データ構造体 IppsPRNG。

説明
関数 ippsPRNGSetSeed は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、提供さ
れた 160 ビットのシード値でシード鍵 XKEY をリセットし、FIPS 186-2 で承認された
擬似乱数生成処理の初期状態をリセットする。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsContextMatchErr エラー。コンテキスト・パラメータが操作と一致しない。

注： この関数は、指示乱数生成プロセスをやり直すため、既に生
成された擬似乱数は失われる。
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PRNGSetPrimeQ
擬似乱数生成用の確率的素数 q を設定する。

IppStatus ippsPRNGSetPrimeQ (Ipp32u *q, IppsPRNG *r);
引数
q

16 ビットの確率的素数。

r

出力の際に提供されたシードで状態がリセットされるシンボ
リック・データ構造体 IppsPRNG。

説明
関数 ippsPRNGSetPrimeQ は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、提
供された確率的素数が最小素数判定をパスする条件下で提供された確率的素数
Ipp32u *q を使用し、FIPS 186-2 に従って、
擬似乱数生成の確率的素数 q を設定する。
戻り値
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ippStsNoErr

エラーなし。入力素数 q が最小素数判定にパ
スしたことを示す。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsBadArgErr

エラー。q がフルまたは正確な 160 ビット値
でない、または q が最小素数判定をパスしな
かった。

ippStsContextMatchErr

エラー。コンテキスト・パラメータが操作と
一致しない。

ippStsErr

未知 / 未指定のエラー。
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PRNGAdd
指定されたビット長を追加した擬似乱数
ビットを生成する。

IppStatus ippsPRNGAdd (IppsBigNum *c, int bitlength, IppsPRNG *r);
引数
c

b ビットの文字列（ 160 ≤ b ≤ 512 ）。

bitlength

既存の擬似乱数ビット・シーケンス r に追加するビット長。

r

入力の際は、既存の擬似乱数ビット・シーケンスを含むシンボ
リック・データ構造体 IppsPRNG。出力の際は、拡張された擬
似乱数ビット・シーケンスを含むシンボリック・データ構造体
IppsPRNG。

説明
関数 ippsPRNGAdd は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、シンボリッ
ク・データ構造体 IppsPRNG *r で示された状態の生成プロセスの現在のビット長
に、指定されたビット長を追加して拡張された擬似乱数ビットを生成する。
FIPS 186-2、付録 3 で定義されているプロセスを IppsBigNum *c で保持されている
入力コンテキスト・ビット文字列を使用して実行する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsBadArgErr

エラー。b が 160 未満。

ippStsLengthErr

エラー。bitlength がゼロ以下。

ippStsContextMatchErr

エラー。コンテキスト・パラメータが操作と
一致しない。

ippStsErr

未知 / 未指定のエラー。
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PRNGGen
指定されたビット長の擬似乱数ビット・
シーケンスを生成する。

IppStatus ippsPRNGGen (Ipp32u *seed, IppsBigNum *c, int bitlength,
Ipp32u top, Ipp32u bottom, IppsPRNG *r);
引数
seed

ジェネレータを既知の状態にする 160 ビットのシード値。

c

b ビットの文字列（ 160 ≤ b ≤ 512 ）。

bitlength

擬似乱数ビット・シーケンスのターゲット・ビット長。

top

トップ・ビット・パターン設定。

bottom

ボトム・ビット・パターン設定。

r

初期化されたシンボリック・データ構造体 IppsPRNG。

説明
関数 ippsPRNGGen は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、160 ビット
の *seed を使用して擬似乱数生成プロセスを初期化し、シンボリック・データ構造
体 IppsPRNG *r を使用して指定されたビット長の擬似乱数ビット・シーケンスを
生成する。
FIPS 186-2 で定義されているプロセスを IppsBigNum *c で保持されている入力コ
ンテキスト・ビット文字列を使用して実行し、擬似乱数ビット・シーケンスを生成
する。ビット・シーケンスが生成されたら、トップ・ビット・パターンとボトム・
ビット・パターンを設定する。
しかし、top == 0 の場合トップ 32 ビットは設定されず、bottom == 0 の場合ボ
トム 32 ビットは設定されない。
戻り値
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エラーなし。

ippStsBadArgErr

エラー。引数が無効。

ippStsLengthErr

エラー。bitlength がゼロ以下。
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ippStsNullPtrErr

エラー。XKey == NULL または c== NULL
または r == NULL。

ippStsContextMatchErr

エラー。コンテキスト・パラメータが操作と
一致しない。

ippStsErr

未知 / 未指定のエラー。

PRNGGetRand
現在のビット長と擬似乱数ビット・
ストリームを抽出する。

IppStatus ippsPRNGGetRand (int *curbitlength, Ipp32u *rseq, const
IppsPRNG *r);
引数
curbitlength

生成された擬似乱数ビット・ストリームの現在のビット長。

rseq

擬似乱数ビット・シーケンス。

r

シンボリック・データ構造体 IppsPRNG。

説明
関 数 ippsPRNGGetRand は、ippcp.h フ ァ イ ル で 宣 言 さ れ る。こ の 関 数 は、
IppsPRNG *r から現在のビット長と擬似乱数ビット・ストリームを抽出する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。r == NULL または OutRand ==
NULL または CurBitLength == NULL。

ippStsContextMatchErr

エラー。コンテキスト・パラメータが操作と
一致しない。

ippStsErr

未知 / 未指定のエラー。
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素数生成関数
この項では、可変長の確率的素数を生成する関数および使用している暗号化用の確
率的判定を行って確率的素数を検証する関数について説明する。確率的素数は、
Miller-Rabin の確率的判定法をパスした整数として定義される。
確率的素数生成に採用されたスキームは、有名な素数定理に基づいている。研究に
より、大きな整数 x 以下の素数の数は式で表現できることが判明している。x 以下の
素数の数を求めるには、次の式を使用する。
π(x) - = 1
lim ---------------------⁄ ( ln x )

x → ∞x

さらなる研究により、X が判定済みの k ビットの整数 n は合成数であることを示し、
Yt がセキュリティ・パラメータ t を使用した Miller-Rabin の判定法で n が素数であ
2⁄3 t–1⁄2
2 – tk
ることを示す場合、判定の誤差の上限は P k, t ≤ k 2
（t = 2, k ≥ 88 ,
t4
または 3 ≤ t ≤ k ⁄ 9 , k ≥ 21 ）であることが示されている。
現時点で、ランダムな k ビットの確率的素数を生成するための現実的な方法は、確
率的素数として確率的素数の判定法をパスする整数が見つかるまで k ビットのラン
ダムな奇数の整数を繰り返し選ぶ方法である。アプリケーションの暗号化に対応す
る確率的素数生成関数を使用することで、Miller-Rabin 素数判定法で使用されるセ
キュリティ・パラメータ t の値を適切に指定することができる。
素数生成用のインテル® IPP 関数はすべて、シンボリック・データ構造体 IppsPrime
を使用して、ターゲットの確率的素数のビット長、擬似乱数生成の状態、Miller-Rabin
の素数判定法でモンゴメリ剰余計算に使用される構造化作業バッファ、および生成
された確率的素数を格納するバッファを処理する。
指定されたビット長の確率的素数を生成する処理は、次の順序で実行する。
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1.

関数 PrimeBufferSize を呼び出して、シンボリック・データ構造体
IppsPrime の設定に必要なバッファのサイズを取得する。メモリに制限
がある場合はバイナリ法を、制限がない場合はスライディング・ウィンド
ウ法を選択する。

2.

オペレーティング・システムのメモリ割り当てサービス関数を呼び出して作
業バッファを割り当て、割り当てられたバッファと関数 PRNGBufferSize
の起動時に選択されたべき乗剰余法で関数 PrimeInit を呼び出してシン
ボリック・データ構造体 IppsPrime を設定する。
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3.

320 ビットのシードと 1024 ビットまでのコンテキスト・ビット文字列を使
用して関数 PrimeGen を呼び出し、指定されたビット長の確率的素数を
生成する。返された IppStatus が ippStsInsufficientEntropy の場
合、新しいセットのシードとコンテキスト・ビット文字列を使用して関数
PrimeGen を再度呼び出す。

4.

関数 PrimeGet および Get_BN を呼び出して生成された確率的素数を取
得する。

5.

必要な場合、オペレーティング・システムのメモリ解放サービス関数を呼
び出して、シンボリック・データ構造体 IppsPrime に割り当てられたメ
モリを解放する。

PrimeBufferSize
確率的素数を生成して格納するバッファの
サイズを指定する。

IppStatus ippsPrimeBufferSize (IppsExpMethod method, int bitlength, int
*size);
引数
method

選択されたべき乗法。

bitlength

確率的素数のビット長。

size

シンボリック・データ構造体 IppsPrime の初期化に必要なバッ
ファのサイズ。

説明
関数 ippsPrimeBufferSize は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、
指定されたビット長の確率的素数を生成して格納するため、シンボリック・データ
構造体 IppsPrime の構造化作業バッファの定義に必要なバッファのサイズをバイ
ト単位で指定する。
また、確率的素数の生成に使用されたべき乗法に基づいて必要なバッファのサイズ
を返す。
バイナリ法を使用すると必要なバッファのサイズが大幅に減り、スライディング・
ウィンドウ法を使用するとパフォーマンスが向上する。
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戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsLengthErr

エラー。bitlength がゼロ以下。

ippStsContextMatchErr

エラー。コンテキスト・パラメータが操作と
一致しない。

ippStsErr

未知 / 未指定のエラー。

PrimeInit
シンボリック・データ構造体を
初期化してバッファを分割する。

IppStatus ippsPrimeInit (IppsExpMethod method, int bitlength, IppsPrime
*p);
引数
method

選択されたべき乗法。

bitlength

目的の確率的素数のビット長。

p

シンボリック・データ構造体 IppsPrime へのポインタ。

説明
この関数は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、指定されたバッファ空
間を使用してシンボリック・データ構造体を初期化し、選択されたべき乗法を使用
して指定されたビット数までの確率的素数を生成、判定、格納するバッファに分割
する。
戻り値
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エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsLengthErr

エラー。bitlength がゼロ以下。
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ippStsContextMatchErr

エラー。コンテキスト・パラメータが操作と
一致しない。

ippStsErr

未知 / 未指定のエラー。

PrimeGen
指定されたビット長のランダムな
確率的素数を生成する。

IppStatus ippsPrimeGen (IppsBigNum *c, Ipp32u *seed, int bitlength, int
t, IppsPrime *p);
引数
c

b ビットの文字列（ 320 ≤ b ≤ 1024 ）。

seed

320 ビットのシード値。

bitlength

目的の確率的素数のターゲット・ビット長。

t

Miller-Rabin の判定法用のセキュリティ・パラメータ。

p

生成された確率的素数。

説明
関数 ippsPrimeGen は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、320 ビッ
トのシードと 1024 ビットまでのコンテキスト・ビット文字列を使用して、指定され
たビット長のランダムな確率的素数を生成する。生成された確率的素数は、指定さ
れたセキュリティ・パラメータ t を使用して Miller-Rabin の素数判定法により検証さ
れる。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsBadArgErr

エラー。b が 320 未満または t がゼロ以下。

ippStsInsufficientEntropy

エラー。シード / コンテキスト・ビット・ス
トリームの組み合わせが適切でないため素数
生成に失敗した。
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ippStsContextMatchErr

エラー。コンテキスト・パラメータが操作と
一致しない。

ippStsErr

未知 / 未指定のエラー。

ippStsLengthErr

エラー。bitlength がゼロ以下。

ippStsOutOfRangeErr

エラー。bitlength >
(int)(p->prime->buffer_size<<5)。

注： この関数は、乱数生成により多くのエントロピ・シードが
必要な場合、エラーを返す。この場合、IppsBigNum *c および
Ipp32u *seed を更新して関数を再度呼び出す必要がある。

PrimeTest
その整数が確率的素数であるかどうかを判定する。

IppStatus ippsPrimeTest (IppsPrime *p, IppsBigNum *c, Ipp32u *seed, int
t, Ipp32u *result);
引数
c

b ビットの文字列（ 160 ≤ b ≤ 512 ）。

seed

160 ビットのシード値。

t

判定回数。

result

判定結果。

説明
関数 ippsPrimeTest は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、指定さ
れたセキュリティ・パラメータで Miller-Rabin の確率的素数判定法を使用して、指定
された整数が確率的素数かどうかを判定する。Miller-Rabin の判定法で使用される擬
似乱数は、この項で説明している乱数生成関数で 512 ビットまでの入力コンテキス
ト・ビット文字列と 160 ビットの Ipp32u *seed を使用して生成される。
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この関数は、結果として IS_PRIME または IS_COMPOSITE を返し、入力の確率的
素数が Miller-Rabin の判定法をパスしたかどうかを示す。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsBadArgErr

エラー。b が 320 未満または t がゼロ以下。

ippStsContextMatchErr

エラー。コンテキスト・パラメータが操作と
一致しない。

ippStsErr

未知 / 未指定のエラー。

PrimeSet
確率的素数とそのビット長を設定する。

IppStatus ippsPrimeSet (const Ipp32u *prime, int bitlength, IppsPrime
*p);
引数
prime

入力素数。

bitlength

入力素数のビット長。

p

素数値を含むシンボリック・データ構造体 IppsPrime。

説明
関数 ippsPrimeSet は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、IppsPrime
*p の確率的素数とそのビット長を設定する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsLengthErr

エラー。bitlength がゼロ以下。
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ippStsOutOfRangeErr

エラー。bitlength が IppsPrime *p よ
り大きい。

ippStsContextMatchErr

エラー。コンテキスト・パラメータが操作と
一致しない。

ippStsErr

未知 / 未指定のエラー。

PrimeGet
ビット長と確率的素数を抽出する。

IppStatus ippsPrimeGet (Ipp32u *prime, int *bitlength, const IppsPrime
*p);
引数
bitlength

生成された素数のビット長。

prime

確率的素数。

p

シンボリック・データ構造体 IppsPrime。

説明
関数 ippsPrimeGet は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、IppsPrime
*p からビット長と確率的素数を抽出する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsContextMatchErr

エラー。コンテキスト・パラメータが操作と
一致しない。

ippStsErr

未知 / 未指定のエラー。

RSA アルゴリズム関数
この項では、RSA 暗号化方式に必要な演算を実行する関数のセットについて説明す
る。この関数のセットは、4096 ビットまでの RSA 暗号鍵サイズを設定できる、柔軟
なユーザ・インターフェイスを提供する。これらの関数を使用して、提供されたラ
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ンダム・シードとスティミュラスで RSA 暗号化方式を構築できる。関数 RSAKeyGen
は、RSA システム確率的素数 p と q、合成数 n、および鍵のペア（RSA 公開鍵 e と
秘密鍵 d）を生成する。関数 RSAEncrypt および RSADecrypt は RSA 暗号化関数
である。
この項で説明している関数はすべて、シンボリック・データ構造体 IppsRSA を使用
して、RSA システム合成数、RSA 確率的素数のペア、RSA 鍵のペア、そして CRT に
より RSA 復号用にあらかじめ計算されたコンポーネントを含む作業バッファを処理
する。シンボリック・データ構造体 IppsRSA は、構造体用に確立された RSA シス
テム設定ステータスを反映する、IppsRSAType で定義される内部フラグも含む。
typedef enum
{
IppsRSAPublic,
IppsRSAPrivate,
IppsRSAInvalid,
IppsRSAKeyN,
IppsRSAKeyP,
IppsRSAKeyQ,
IppsRSAKeyE,
IppsRSAKeyD,
} IppsRSAType;
flag の値 IppsRSAPublic は、RSA 暗号化用の IppsRSA のセットアップが正しく、
合成数 n および公開鍵 e 用の RSA システム・コンポーネントのセットアップが完全
であることを示す。
flag の値 IppsRSAPrivate は、RSA 復号化用の IppsRSA のセットアップが正し
く、RSA 暗号化方式のセットアップ、および RSA 暗号化用の鍵のペアが有効である
ことを示す。しかし、flag の値が IppsRSAInvalid である場合、RSA 鍵構造体は
アプリケーションによって無効な鍵のペアが設定されたか、または鍵のペアが正し
くセットアップされていないことを示す。鍵のペアが無効とされる主な理由の 1 つ
に、関数 RSAKeyCheck による RSA 鍵の検証にパスしなかったことがあげられる。
IppsRSAType の別の値を使用して、アプリケーション・コードで関数 RSAKeySet
を使用し、システムで保護された既存のデータで各 RSA システム・コンポーネント
を設定できる。
この項では次の 2 つの新しい用語を使用している。
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1.

シンボリック・データ構造体 IppsRSA のビット長は、構造体で処理され
る RSA システム合成数 n のビット長として定義される。

2.

シンボリック・データ構造体 IppsRSA のサイズは、構造体で処理可能な
合成数 n の最大ビット長として定義される。

RSA 暗号化関数が指定されたメモリ・セグメントで排他的に演算を実行するように、
関数 RSAInit を呼び出して提供されたメモリ・セグメントをシンボリック・データ
構造体 IppsRSA 用に正しく構成する。この機能を使用して、鍵のセットアップ、秘
密鍵の生成、暗号化、および復号化の処理中、鍵データの保護を柔軟に行うことが
できる。
RSA 暗号化を実行するには、2 つの秘密 RSA セキュア確率的素数 p および q を生成
する必要がある。この 2 つの素数は、n = p*q の素因数分解が事実上不可能となる
方法で選択する。
関数 RSAKeyGen は、指定された公開鍵 e の初期状態に基づいて、n = p*q が、指定
されたビット長、gcd(e, p-1)=1、および gcd(e, q-1)=1 となるような、確率
的素数 p と q のペアを生成するソリューションを提供する。
差 p-q は小さな整数ではなく、p-1 および q-1 はどちらも大きな素因数を持つ。関
数 RSAKeyGen は、生成された公開鍵 e に対する秘密鍵 d、および CRT を適用する
他のコンポーネントの計算も行う。
関数 RSAEncrypt は、入力鍵の内部フラグが IppsRSAPublic である場合、暗号化
用のべき乗剰余 y = xemod n を計算する。
関数 RSADecrypt は、入力鍵の内部フラグが IppsRSAPrivate である場合、復号
化用の y = xdmod n を計算する。
関 数 R S A E n c r y p t お よ び R S A D e c r y p t は、無 効 な 鍵 が 指 定 さ れ た 場 合、
ippStsInvalidCryptoKeyErr を返す。
関数 RSADecrypt はパフォーマンスを向上するために計算上の利点を利用する点に
注意すること。この関数は、CRT を適用してべき乗剰余の計算で係数のサイズを減
らし、Garner のアルゴリズムを使用して結果を統合する。
暗号化と復号化のパフォーマンスの均衡を保つために RSA 暗号化の処理時間を短く
するには、鍵の長さが短い公開鍵 e を選択するか、または、バイナリ（2 進法）表
記で少数の 1 を使用して公開鍵 e を選択する。
典型的な RSA 暗号化 / 復号化を行うアプリケーション・コードは、次の順序で実行
する。
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1.

RSA 復号化 :

‐

関数 RSABufferSizes を呼び出して、シンボリック・データ構造体 IppsRSA
の設定に必要なバッファのサイズを取得する。メモリに制限がある場合はバイ
ナリ法を、制限がない場合はスライディング・ウィンドウ法を選択する。バイ
ナリ法を使用すると必要なバッファのサイズが大幅に減り、スライディング・
ウィンドウ法を使用するとパフォーマンスが向上する。

‐

Ipp32u *buffer0、*buffer1、*buffer2、および *key が指すメモリ・セ
グメントが適切に割り当てられ、それらのサイズが関数 RSABuffersizes で
計算されたサイズ以上であることを確認する。すべての割り当てられたメモ
リ・セグメント、入力 flag = IppsRSAPrivate、およびべき乗法指数を使
用して関数 RSAInit を呼び出し、これらのメモリ・セグメントを統合してシ
ンボリック・データ構造体 IppsRSA を設定する。

‐

鍵生成関数 RSAKeyGen または鍵セットアップ関数 RSAKeySet のいずれ
かを使用して RSA 暗号化方式を確立する。

2.

RSA 鍵の生成 :

‐

RSA セッションを更新するには、アプリケーション・コードで RSA システ
ム合成数 n および確率的素数 p の両方のビット長を指定し、RSA 公開鍵検
索の初期値 *e、ランダム・シードとスティミュラス、またはコンテキスト・
ビット文字列 IppsBigNum *c を指定して関数 RSAKeyGen を呼び出す。

3.

RSA 鍵のセットアップ :

‐

RSA セッションを再開するには、アプリケーション・コードで次の操作を
実行して、すべての既存の RSA コンポーネントがシステム・メモリ中で保
護されるように RSA 鍵構造体を正しくセットアップする。

•

合成数 Ipps32u *n のサイズと値を flag = IppsRSAKeyN
で関数 RSAKeySet に渡す。

•

確率的素数 Ipps32u *p のサイズと値を flag = IppsRSAKeyP
で関数 RSAKeySet に渡す。

•

確率的素数 Ipps32u *q のサイズと値を flag = IppsRSAKeyQ
で関数 RSAKeySet に渡す。

•

公開鍵 Ipps32u *e のサイズと値を flag = IppsRSAKeyE で
関数 RSAKeySet に渡す。

•

秘密鍵 Ipps32u *d のサイズと値を flag = IppsRSAKeyD で
関数 RSAKeySet に渡す。
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•

戻り値 IppStatus をチェックして、得られた RSA システ
ム・コンポーネントと RSA 鍵のペアの妥当性を確認する。

•

新しく確立された RSA 鍵構造体 IppsRSA *key および暗
号文 IppsBigNum *x で関数 RSADecrypt を呼び出して、
得られた結果 IppsBigNum *y がそれぞれの平文である。

‐

確立された RSA 鍵構造体をセキュアにするため、関数 RSAKeyGet を呼び
出して RSA システム・コンポーネントを抽出する、抽出された脆弱なコン
ポーネントをセキュアな領域に移動する、また必要に応じてオペレーティン
グ・システムのメモリ解放サービス関数を呼び出してバッファを解放するな
ど、適切なセキュリティ対策を講じる。

4.

RSA 暗号化 :

‐

関数 RSABufferSizes を呼び出して、シンボリック・データ構造体 IppsRSA
の設定に必要なバッファのサイズを取得する。メモリに制限がある場合はバイ
ナリ法を、制限がない場合はスライディング・ウィンドウ法を選択する。バイ
ナリ法を使用すると必要なバッファのサイズが大幅に減り、スライディング・
ウィンドウ法を使用するとパフォーマンスが向上する。

‐

Ipp32u *buffer0、*buffer1、*buffer2、および *key が指すメモリ・
セグメントが適切に割り当てられ、それらのサイズが関数 RSABuffersizes
で計算されたサイズ以上であることを確認する。すべての割り当てられたメ
モリ・セグメント、入力 flag = IppsRSAPrivate、およびべき乗法指数を
使用して関数 RSAInit を呼び出し、これらのメモリ・セグメントを統合して
シンボリック・データ構造体 IppsRSA を設定する。

‐

相手の RSA システム合成数コンポーネント n および RSA 公開鍵コンポーネ
ント d を入手してから、次の順序で RSA 暗号化方式をセットアップする。

•

合成数 Ipp32u *n のサイズと値を flag = IppsRSAKeyN
で関数 ippsRSAKeySet に渡す。

•

公開鍵 Ipp32u *e のサイズと値を flag = IppsRSAKeyE
で関数 RSAKeySet に渡す。

‐

新しく確立された RSA 鍵構造体 IppsRSA *key および平文 IppsBigNum
*x で関数 RSAEncrypt を呼び出して、得られた結果 IppsBigNum *y が
それぞれの暗号文である。

‐

必要な場合、オペレーティング・システムのメモリ解放サービス関数を呼
び出して、割り当てられたバッファを解放する。

公開鍵暗号化関数
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RSABufferSizes
バッファのサイズを指定する。

IppStatus ippsRSABufferSizes (IppsExpMethod method, int k, int kp,
IppsRSAType flag, int *buffer0_size, int *buffer1_size, int
*buffer2_size, int *size);
引数
method

選択されたべき乗法。

k

RSA システムの長さ（ビット単位）、または合成数 n の
長さ（ビット単位）。

kp

RSA システム素数 p の長さ（ビット単位）。

flag

RSA 暗号化の場合は IppsRSAPublic、RSA 復号化の
場合は IppsRSAPrivate。

buffer0_size

buffer_n に必要なバッファのサイズ。

buffer1_size

buffer_prime に必要なバッファのサイズ。

buffer2_size

buffer_keyset に必要なバッファのサイズ。

size

buffer_op に必要なバッファのサイズ。

説明
関数 ippsRSABufferSizes は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、次
の RSA システム・パラメータの生成および格納用のシンボリック・データ構造体
IppsRSA の構造化作業バッファの定義に必要な各種バッファのサイズを指定する。

•
•
•

k ビットの合成数 n
kp ビットの確率的素数 p
(k - kp) ビットの確率的素数 q

この構造化作業バッファは、RSA 鍵のペアの生成と格納、RSA 暗号化、および RSA
復号化にも使用される。
関数で指定されたすべてのバッファ・サイズは、RSA 鍵の生成および暗号化スキー
ムで使用された、選択されたべき乗法に基づいている。バイナリ法を使用すると必
要なバッファのサイズが大幅に減り、スライディング・ウィンドウ法を使用すると
パフォーマンスが向上する。
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戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsBadArgErr

エラー :

•

flag の値が ippsRSAPublic または
IppsRSAPrivate でない

•

flag の値が IppsRSAPrivate で kp <
2k または kp ≥ k 。

ippStsNotSupportedModeErr

エラー。k < 32 または k > 4096。

ippStsErr

未知 / 未指定のエラー。

RSAInit
シンボリック・データ構造体を初期化する。

IppStatus ippsRSAInit(IppsExpMethod method, int k, int kp, IppsRSAType
flag, Ipp32u *buffer0, Ipp32u *buffer1, Ipp32u *buffer2, IppsRSA
**key);
引数
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method

選択されたべき乗法。

k

RSA システムの長さ（ビット単位）、または合成数 n の
長さ（ビット単位）。

kp

RSA システム素数 p の長さ（ビット単位）。

flag

RSA 暗号化の場合は IppsRSAPublic、RSA 復号化の
場合は IppsRSAPrivate。

buffer0

IppsRSA の確立に必要な 1 つ目のバッファへのポインタ。

buffer1

IppsRSA の確立に必要な 2 つ目のバッファへのポインタ。

buffer2

IppsRSA の確立に必要な 3 つ目のバッファへのポインタ。

key

シンボリック・データ構造体 IppsRSA へのポインタ。

公開鍵暗号化関数
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説明
関数 ippsRSAInit は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、指定された
複数のバッファを使用してシンボリック・データ構造体 IppsRSA *pState を初期
化する。
ま た、入 力 I p p s E x p M e t h o d m e t h o d で 指 定 さ れ た べ き 乗 法 お よ び 入 力
IppsRSAType flag で指定された RSA システムの使用法に基づいて、次のパラ
メータを含む、すべての RSA システム・パラメータを生成、検証、格納するバッ
ファを統合する。

•
•
•
•

k ビットの合成数 n
kp ビットの確率的素数 p
(k - kp) ビットの確率的素数 q
RSA 鍵のペア

この関数は、RSA 暗号化および複合化にも使用される。
シンボリック・データ構造体を初期化する処理は、RSA 暗号化と複合化で異なる点
に注意すること。(flag == IppsRSAPublic) の場合、関数は RSA 暗号化用に
IppsRSA *key をセットアップし、(flag == IppsRSAPrivate) の場合、関数
は RSA 複合化用に IppsRSA *key をセットアップする。他の flag 値の場合はエ
ラーを返す。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsBadArgErr

エラー。kp が k\2 未満、または kp が k 以
上、またはパラメータ flag の値が無効。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsNotSUpportedModeErr

エラー。k が 32 未満または 4097 以上。

ippStsErr

未知 / 未指定のエラー。
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RSAKeySet
シンボリック・データ構造体の指定された
コンポーネントにデータ配列を設定する。

IppStatus ippsRSAKeySet (const Ipp32u *value, int length, IppsRSAType
flag, IppsRSA *key);
引数
length

入力配列の長さ（32 ビット・ワードの数）。

value

指定された鍵コンポーネントのデータ配列。

flag

RSA 暗号化の場合は IppsRSAPublic、RSA 復号化の
場合は IppsRSAPrivate。

key

シンボリック・データ構造体 IppsRSA。

説明
関数 ippsRSAKeySet は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、データ
配列 value をシンボリック・データ構造体 IppsRSA の flag で指定されたコン
ポーネントに設定する。
(flag == IppsRSAKeyN) の場合、関数は RSA システム合成数 n とその長さを入
力値に設定する。
(flag == IppsRSAKeyP) の場合、関数は RSA システム確率的素数 p とその長さ
を入力値に設定する。
(flag == IppsRSAKeyQ) の場合、関数は RSA システム確率的素数 q とその長さ
を入力値に設定する。
(flag == IppsRSAKeyE) の場合、関数は RSA 公開鍵 e とその長さを入力値に設
定する。
(flag == IppsRSAKeyD) の場合、関数は RSA 秘密鍵 d とその長さを入力値に設
定する。
すべての RSA 秘密鍵が確立されたことが検出されたら、関数は RSAKeyCheck を呼
び出して RSA 鍵構造体を検証した後、有効な RSA 鍵入力について CRT に関連する
他のすべての RSA コンポーネントを検証する。
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戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsBadArgErr

エラー。引数が無効。

ippStsNullPtrErr

エラー。value または key が NULL。

ippStsLengthErr

エラー。length がゼロ以下。

ippStsInvalidCryptoKeyErr

エラー。無効な鍵が指定された。

ippStsContextMatchErr

エラー。コンテキスト・パラメータが操作と
一致しない。

ippStsErr

未知 / 未指定のエラー。

注： 関数 RSAKeySet は、入力 RSA 鍵構造体 const IppsRSA
*key が RSA 暗号化用に初期化されている場合、RSA システム素
数および RSA 秘密鍵を設定しようとすると ippStsBadArgErr
を返す。

RSAKeyGet
IppsRSA *key から flag で指定された
コンポーネントを抽出する。

IppStatus ippsRSAKeyGet (Ipp32u *value, int *length, IppsRSAType flag,
const IppsRSA *key);
引数
length

入力配列の長さ（32 ビット・ワードの数）。

value

指定された鍵コンポーネントのデータ配列。

flag

RSA 暗号化の場合は IppsRSAPublic、RSA 復号化の
場合は IppsRSAPrivate。

key

シンボリック・データ構造体 IppsRSA。
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説明
関数 ippsRSAKeyGet は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、IppsRSA
*key から flag で指定されたコンポーネントを抽出する。
(flag == IppsRSAKeyN) の場合、関数は RSA システム合成数 n とその長さを抽
出する。
(flag == IppsRSAKeyP) の場合、関数は RSA システム確率的素数 n とその長さを
抽出する。
(flag == IppsRSAKeyQ) の場合、関数は RSA システム確率的素数 q とその長さを
抽出する。
(flag == IppsRSAKeyE) の場合、関数は RSA 公開鍵 e とその長さを抽出する。
(flag == IppsRSAKeyD) の場合、関数は RSA 秘密鍵 d とその長さを抽出する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsBadArgErr

エラー。flag の値が無効、または入力構造
体 key が RSA 暗号化用に設定されている場
合に RSA システム素数または秘密鍵を抽出
しようとした。

ippStsInvalidCryptoKeyErr

エラー。無効な鍵が指定された。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsContextMatchErr

エラー。コンテキスト・パラメータが操作と
一致しない。

ippStsErr

未知 / 未指定のエラー。

注： 関数 RSAKeyGet は、入力 RSA 鍵構造体 const IppsRSA
*key が RSA 暗号化用に初期化されている場合、RSA システム素
数および RSA 秘密鍵を抽出しようとすると ippStsBadArgErr
を返す。
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RSAKeyCheck
RSA 鍵構造体が RSA 復号化用に初期化
されている場合、入力 IppsRSA *key の
すべてのコンポーネントを検証する。

IppStatus ippsRSAKeyCheck(IppsBigNum *c, Ipp32u *seed, int t, IppsRSA
*key, Ipp32u *result);
引数
c

b ビットの文字列（b は 160 以上、512 以下）。

seed

160 ビットのシード値。

t

セキュリティ・パラメータ。

result

検証結果。

key

システム・パラメータと鍵のペアを含む RSA 鍵構造体。

説明
関数 ippsRSAKeyCheck は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、RSA
鍵構造体が RSA 復号化用に初期化されている場合、入力 IppsRSA *key のすべて
のコンポーネントを検証する。
最初に、入力 Ipp32u *seed および IppsBigNum *c で素数関数 PrimeTest を呼
び出し、RSA システム確率的素数コンポーネント p および q の両方が使用方法に一
致しているかどうかを検証する。
次に、2 つの RSA システム要件をチェックする。
1.

RSA システム合成数コンポーネント n が 2 つの RSA システム確率的素数
コンポーネントの積 p*q になること。

2.

RSA システム鍵のペア、公開鍵 e および秘密鍵 d が RSA システム合成
数 n のオイラーの phi 関数で定義された係数と逆数の関係にあること。
または e∗ d = 1 mod φ ( n ) （ここで φ ( n ) = ( p – 1 )∗ ( q – 1 ) ）のようになっ
ていること。

こ の 関 数 は、入 力 IppsRSA *key が 上 記 の テ ス ト を す べ て パ ス し た 場 合、
IS_VALID_KEY を返す。
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いずれかのテストにパスしなかった場合、関数は IS_INVALID_KEY を返し、入力
RSA 鍵構造体 IppsRSA *key を無効にする。RSA 鍵構造体 IppsRSA *key のコンポー
ネントが不足していることが判明した場合、出力結果を IS_INCOMPLETED_KEY に
設定する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsBadArgErr

エラー。b が 160 未満または t がゼロ以下。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsContextMatchErr

エラー。コンテキスト・パラメータが操作と
一致しない。

ippStsErr

未知 / 未指定のエラー。

RSAKeyGen
RSA 暗号化方式を設定する
RSA 鍵構造体を生成する。

IppStatus ippsRSAKeyGen (IppsBigNum *e, IppsBigNum *c, Ipp32u *seed,
int t, int k, int kp, IppsRSA *key);
引数
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c

擬似乱数ビット・シーケンスを生成する b ビットの文
字列。

t

Miller-Rabin の判定法用のセキュリティ・パラメータ。

kp

確率的素数 p のビット長。kp は k/2 以上でなければな
らない。

e

新しく生成された RSA 公開鍵のコピー。

key

RSA 鍵構造体の結果。
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説明
関数 ippsRSAKeyGen は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、RSA 公
開鍵検索の初期値を指定する入力 IppsBigNum *e、RSA 合成数 n および大きな
RSA 確率的素数 p のビット長を指定する入力パラメータ k および kp に基づいて、
RSA 暗号化方式をセットアップする RSA 鍵構造体を生成する。
FIPS で承認されている確率的素数生成スキームで、シードおよびスティミュラスの
両方、またはコンテキスト・ビット文字列 IppsBigNum *c として、指定されたリ
アルタイム・システム・パラメータを使用する。
これらのパラメータは、素数生成中の擬似乱数ビット・シーケンスの生成およびそ
の素数判定にも使用される。RSA システム素数は、確率的素数 p および q がランダ
ムに生成され、それらの差 (p - q) が小さな整数でない条件を満たすように生成さ
れる。
関数 RSAKeyGen は、入力 IppsBigNum *e を ( p – 1 )∗ ( q – 1 ) の共通の素数である
RSA 公開鍵 e の検索で、エントロピ保存の反復スキーム中の初期値として扱う点に
注意すること。
次に、RSA 合成数 n = (p*q) および RSA 秘密鍵コンポーネント d を計算し、最後
に他のすべての CRT 関連 RSA コンポーネントを計算する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsBadArgErr

エラー。key が RSA 暗号化用に初期化され
た、またはセキュリティ・パラメータ t がゼ
ロ以下、またはランダム・コンテキスト・
ビット文字列のビット長 b が 320 未満、また
は RSA システム素数のビット長 kp が k/2 未
満または kp が k 以上。

ippStsInsufficientEntropy

エラー。シード / コンテキスト・ビット・ス
トリームの組み合わせが適切でないため素数
生成に失敗した。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsOutOfRangeErr

エラー。k が入力構造体 key のサイズより大
きい、または kp が構造体 key の RSA システ
ム素数コンポーネントのサイズより大きい。

ippStsNotSupportedModeErr

エラー。k < 32 または k > 4096。
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ippStsInsufficientEntropy

エラー。ランダム・シードおよびスティミュ
ラス・ビット文字列中のエントロピが不足し
ていたため、RSA 鍵生成に失敗した。

ippStsContextMatchErr

エラー。コンテキスト・パラメータが操作と
一致しない。

ippStsErr

未知 / 未指定のエラー。

RSAEncrypt
RSA 暗号化演算を実行する。

IppStatus ippsRSAEncrypt (IppsBigNum *x, IppsBigNum *y, IppsRSA *key);
引数
x

条件を満たす平文の値。

y

暗号文の結果。

key

RSA 鍵構造体。

説明
関数 ippsRSAEncrypt は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、入力
RSA 鍵構造体が RSA 暗号化用にセットアップされているという条件下で RSA 暗号
化演算を実行する。
RSA システム合成数 n の係数に対する RSA 公開鍵 e で指定された指数と平文
IppsBigNum *x のべき乗剰余、(y = xe mod n) を計算して暗号化する。
戻り値
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ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsBadArgErr

エラー。引数が無効。

ippStsScaleRangeErr

エラー。x > n。

ippStsContextMatchErr

エラー。コンテキスト・パラメータが操作と
一致しない。

ippStsErr

未知 / 未指定のエラー。
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RSADecrypt
RSA 復号化演算を実行する。

IppStatus ippsRSADecrypt(IppsBigNum *x, IppsBigNum *y, IppsRSA *key);
引数
x

条件を満たす暗号文の値。

y

平文の結果。

key

RSA 鍵構造体。

説明
関数 ippsRSADecrypt は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、入力
RSA 鍵構造体が RSA 復号化用にセットアップされているという条件下で RSA 復号
化演算を実行する。
RSA システム合成数 n の係数に対する RSA 秘密鍵 d で指定された指数と暗号文
IppsBigNum *x のべき乗剰余、(y = xd mod n) を計算して復号化する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsBadArgErr

エラー。引数が無効。

ippStsScaleRangeErr

エラー。x > n。

ippStsContextMatchErr エラー。コンテキスト・パラメータが操作と一致しない。
ippStsErr

未知 / 未指定のエラー。

DSA プリミティブ関数
この項では、デジタル署名アルゴリズム（DSA）用の関数について説明する。関数
DSAKeyGen、DSAKeySet、および DSAKeyCheck は、DSA デジタル署名生成およ
び検証に必要な鍵コンポーネントの作成、設定、確認を含む、DSA 鍵構造体の管理
を行う。
関数 DSASign および DSAVerify は、それぞれの SHA-1 ダイジェスト値で表された
下線付きのメッセージ・コンテンツに対する DSA デジタル署名の署名および検証を
行う。この項で説明する関数はすべて、FIPS 186-2 に準拠するように実装されている。
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この項で説明している関数はすべて、シンボリック・データ構造体 IppsDSA を使用
して、DSA システム素数 p および q のペア、DSA システム・コンポーネント g、DSA
署名鍵 x、および DSA 検証鍵 y を処理する。このシンボリック・データ構造体は、
素数生成で使用されるシードおよびループ・カウント、(p - 1)/q として定義され
るコンポーネント J、さまざまな DSA 暗号化演算用に予約された作業バッファも処
理する。シンボリック・データ構造体 IppsDSA は、構造体用に確立された DSA シ
ステム設定ステータスを反映する、IppsDSAType で定義される内部フラグも含む。
typedef enum
{
IppsDSASign,
IppsDSAVerify,
IppsDSAInvalid,
IppsDSAKeyCount,
IppsDSAKeeSeed,
IppsDSAKeyP,
IppsDSAKeyQ,
IppsDSAKeyG,
IppsDSAKeyX,
IppsDSAKeyY,
IppsDSAKeyJ,
} IppsDSAType;
flag の値が IppsDSASign の場合、構造体 IppsDSA は DSA デジタル署名生成用に
正しくセットアップされていることを示す。
flag の値が IppsDSAVerify の場合、構造体 IppsDSA は DSA デジタル署名検証
用に正しく初期化されていることを示す。
しかし、flag の値が IppsRSAInvalid の場合、DSA 鍵構造体はアプリケーション
によって無効な鍵が設定されたか、鍵のペアが正しくセットアップされていないこ
とを示す。多くの場合、この値は関数 DSAKeyCheck による DSA 鍵の検証にパスし
なかったことを示す。
IppsRSAType の別の値を使用して、アプリケーション・コードで関数 DSAKeySet
を使用し、システムで保護された既存のデータで各 DSA システム・コンポーネント
を設定できる。
この項では次の 2 つの新しい用語を使用している。
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1.

シンボリック・データ構造体 IppsDSA のビット長は、構造体で処理され
る DSA 素数係数 p のビット長として定義される。

2.

シンボリック・データ構造体 IppsDSA のサイズは、構造体で処理可能な
素数係数 p の最大ビット長として定義される。

これらの関数が指定されたメモリ・セグメントで排他的に対応する DSA 暗号化演算
を実行するように、関数 DSAInit を呼び出して提供されたメモリ・セグメントをシ
ンボリック・データ構造体 IppsDSA 用に正しく構成する。この機能を使用して、鍵
のセットアップ、鍵の生成、DSA デジタル署名の署名および検証の処理中、鍵デー
タの保護を柔軟に行うことができる。
DSA デジタル署名 / 検証を行う典型的なアプリケーション・コードは、次の順序で
実行する。

DSA デジタル署名の署名
1.

関数
DSABufferSizes
を呼び出して、シンボリック・データ構造体
IppsDSA の設定に必要なバッファのサイズを取得する。メモリに制限がある
場合はバイナリ法を、制限がない場合はスライディング・ウィンドウ法を選
択する。バイナリ法を使用すると必要なバッファのサイズが大幅に減り、ス
ライディング・ウィンドウ法を使用するとパフォーマンスが向上する。

2.

Ipp32u *buffer0、*buffer1、*buffer2、および *key が指すメモリ・
セ グ メ ン ト が 適 切 に 割 り 当 て ら れ、そ れ ら の サ イ ズ が 関 数
DSABufferSizes で計算されたサイズ以上であることを確認する。

3.

すべての割り当てられたメモリ・セグメント、入力 flag = IppsDSASign、
およびべき乗法指数を使用して関数 DSAInit を呼び出し、これらのメモリ・
セグメントを統合してシンボリック・データ構造体 IppsDSA を設定する。

4.

鍵生成関数 DSAKeyGen または鍵セットアップ関数 DSAKeySet のいずれ
かを使用して DSA 暗号化方式を確立する。

DSA 鍵の生成
DSA セッションを更新するには、アプリケーション・コードで DSA システム素数係
数 p のビット長を指定し、FIPS 186-2 で採用された DSA 鍵コンポーネントのセット
を検索するエントロピ入力 *seed およびスティミュラス・ビット・ストリーム *c
を関数 DSAKeyGen に渡す。
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DSA 鍵のセットアップ
DSA セッションを再開するには、アプリケーション・コードで次の操作を実行して、
すべての既存の DSA システム・コンポーネントがシステム・メモリ中で保護される
ように DSA 鍵構造体を正しくセットアップする。
1.

DSA ループ・カウント Ipps32u count のサイズと値を flag =
IppsDSAKeyCount で関数 DSAKeySet に渡す。

2.

DSA シード・コンポーネント Ipps32u *seed のサイズと値を flag
= IppsDSAKeySeed で関数 DSAKeySet に渡す。

3.

確率的素数 Ipps32u *p のサイズと値を flag = IppsDSAKeyP で
関数 DSAKeySet に渡す。

4.

確率的素数 Ipps32u *q のサイズと値を flag = IppsDSAKeyQ で
関数 DSAKeySet に渡す。

5.

DSA システム・コンポーネント Ipps32u *g のサイズと値を flag
= IppsDSAKeyG で関数 DSAKeySet に渡す。

6.

DSA デジタル署名の署名鍵 Ipps32u *x のサイズと値を flag =
IppsDSAKeyX で関数 DSAKeySet に渡す。

7.

DSA デジタル署名の検証鍵 Ipps32u *y のサイズと値を flag =
IppsDSAKeyY で関数 DSAKeySet に渡す。

8.

DSA システム J コンポーネント Ipps32u *J のサイズと値を flag
= IppsDSAKeyJ で関数 DSAKeySet に渡す。

9.

戻り値 IppStatus をチェックして、得られた DSA システム・コン
ポーネントと DSA 鍵のペアの妥当性を確認する。

10. 新しく確立された DSA 鍵構造体 IppsDSA *pCtx および下線付きの
メッセージ・コンテンツの SHA-1 メッセージ・ダイジェスト値で関数
DSASign を呼び出して、得られた結果 (*r, *s) がそれぞれの DSA デ
ジタル署名である。
11. 確立された DSA 鍵構造体をセキュアにするため、関数 DSAKeyGet の
呼び出しによる DSA システム・コンポーネントの抽出、抽出された
コンポーネントのセキュアな領域への移動、および、必要な場合はオ
ペレーティング・システムのメモリ解放サービス関数の呼び出しによ
るバッファの解放など、適切なセキュリティ対策を行うこと。

4-64

公開鍵暗号化関数

4

DSA デジタル署名の検証
1.

関数
DSABufferSizes
を呼び出して、シンボリック・データ構造体
IppsDSA の設定に必要なバッファのサイズを取得する。メモリに制限がある
場合はバイナリ法を、制限がない場合はスライディング・ウィンドウ法を選
択する。バイナリ法を使用すると必要なバッファのサイズが大幅に減り、ス
ライディング・ウィンドウ法を使用するとパフォーマンスが向上する。

2.

Ipp32u *buffer0、*buffer1、*buffer2、および *key が指すメモリ・
セ グ メ ン ト が 適 切 に 割 り 当 て ら れ、そ れ ら の サ イ ズ が 関 数
DSABufferSizes で計算されたサイズ以上であることを確認する。

3.

すべての割り当てられたメモリ・セグメント、入力 flag = IppsDSAVerify、
およびべき乗法指数を使用して関数 DSAInit を呼び出し、これらのメモリ・
セグメントを統合してシンボリック・データ構造体 IppsDSA を設定する。

4.

相手の DSA システム素数のペア p および q、DSA システム・コンポーネン
ト g、および DSA デジタル署名検証鍵 y を入手してから、次の順序で DSA
暗号化方式をセットアップする。

•

確率的素数 Ipps32u *p のサイズと値を flag = IppsDSAKeyP
で関数 DSAKeySet に渡す。

•

確率的素数 Ipps32u *q のサイズと値を flag = IppsDSAKeyQ
で関数 DSAKeySet に渡す。

•

DSA システム・コンポーネント Ipps32u *g のサイズと値
を flag = IppsDSAKeyG で関数 DSAKeySet に渡す。

•

DSA デジタル署名の検証鍵 Ipps32u *y のサイズと値を
flag = IppsDSAKeyY で関数 DSAKeySet に渡す。

5.

新しく確立された DSA 鍵構造体 IppsDSA *pCtx、DSA デジタル署名
(*r,*s)、および下線付きのメッセージ・コンテンツ Ipp8u *mdsha1 の
SHA-1 メッセージ・ダイジェスト値で関数 DSAVerify を呼び出して、示
された DSA デジタル署名を検証する。

6.

必要な場合、オペレーティング・システムのメモリ解放サービス関数を呼び
出して、割り当てられたバッファを解放する。
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DSABufferSizes
作業バッファの定義に必要なさまざまな
バッファのサイズをバイト単位で指定する。

IppStatus ippsDSABufferSizes (IppsExpMethod method, int L, IppsDSAType
flag, int *buffer0_size, int *buffer1_size, int *buffer2_size, int
*size);
引数
method

選択されたべき乗法。

L

DSA 素数係数 p のビット長。

buffer0_size

buffer0 に必要なバッファのサイズ。

buffer1_size

buffer1 に必要なバッファのサイズ。

buffer2_size

buffer2 に必要なバッファのサイズ。

flag

DSA デジタル署名の署名の場合は IppsDSASign、DSA デジタ
ル署名の検証の場合は IppsDSAVerify。

pSize

ポインタで指されたバッファの必要なサイズ。

説明
関数 ippsDSABufferSizes は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、
DSA デジタル署名の署名および検証用のシンボリック・データ構造体 IppsDSA の構
造化作業バッファの定義に必要な各種バッファのサイズを指定する。
DSA デジタル署名の署名 (flag == ippsDSASign) の場合、この関数は、L ビット
の DSA 素数係数 p、160 ビットの DSA 素数係数 q、DSA システム・コンポーネント
g、DSA 署名鍵 x、および DSA デジタル署名の署名に関連するその他の DSA コン
ポーネントと作業バッファの処理に必要な IppsDSA のさまざまなバッファのサイ
ズを計算する。
戻り値
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ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsBadArgErr

エラー。flag の値が不正。

ippStsNullPtrErr

エラー。少なくとも 1 つのポインタが NULL。

ippStsErr

未知 / 未指定のエラー。
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DSAInit
複数のバッファを使用してシンボリック・データ
構造体 IppsDSA *pCtx を初期化する。

IppStatus ippsDSAInit (IppsExpMethod method, int L, IppsDSAType flag,
Ipp32u *buffer0, Ipp32u *buffer1, Ipp32u *buffer2, IppsDSA *pCtx);
引数
method

選択されたべき乗法。

L

DSA 素数係数 p のビット長。

flag

DSA デジタル署名の署名の場合は IppsDSASign、DSA デジタ
ル署名の検証の場合は IppsDSAVerify。

buffer0

IppsDSA の確立に必要な 1 つ目のバッファへのポインタ。

buffer1

IppsDSA の確立に必要な 2 つ目のバッファへのポインタ。

buffer2

IppsDSA の確立に必要な 3 つ目のバッファへのポインタ。

pCtx

入力の際は、構造体 IppsDSA を作成する最後のバッファへのポイ
ンタ。出力の際は、初期化された構造体 IppsDSA へのポインタ。

説明
関数 ippsDSAInit は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、ポインタ
*buffer0、*buffer1、*buffer2、および *pCtx で指された複数のバッファを使
用してシンボリック・データ構造体 IppsDSA *pCtx を初期化する。
入力 IppsExpMethod method で指定されたべき乗法および入力 IppsDSAType
flag で指定された DSA システムの使用法に基づいて、それぞれの DSA システム・
コンポーネントを生成、検証、格納するプロセス、および DSA デジタル署名処理を
行うプロセスで、この項のすべての DSA 関数のバッファ要件を満たす方法で、バッ
ファを統合する。
シンボリック・データ構造体を初期化する処理は、DSA デジタル署名の署名と検証で
異なる点に注意すること。(flag == IppsDSASign) の場合、関数は DSA デジタル
署名の署名用に IppsRSA *pCtx をセットアップし、(flag == IppsDSAVerify)
の場合、関数は DSA デジタル署名の検証用に IppsDSA *pCtx をセットアップする。
他のすべての値は不正な入力引数として扱われ、無効な入力が検出されたことを表す
結果が IppStatus に返される。
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戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsBadArgErr

エラー。L ≠ 512 + 64 × m; ( 0 ≤ m ≤ 8 ) または flag の値が
不正。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsErr

未知 / 未指定のエラー。

DSAKeySet
IppsDSA *pCtx の flag で指定された
コンポーネントに値を設定する。

IppStatus ippsDSAKeySet (const Ipp32u *value, int length, IppsDSAType
flag, IppsDSA *pCtx);
引数
value

pCtx の指定されたコンポーネントの Ipp32u データの配列。

length

入力配列の長さ（32 ビット・ワードの数）。

flag

lppsDSA *pCtx の指定されたターゲット・コンポーネント。

pCtx

入力の際は、DSA デジタル署名用のシンボリック・データ構造
体。出力の際は、DSA 鍵構造体の結果。

説明
関数 ippsDSAKeySet は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、IppsDSA
*pCtx の flag で指定されたコンポーネントに値を設定する。
flag が IppsDSAKeyCount に設定されている場合、関数は DSA 素数係数 p を生成
するカウンタとその長さを入力値に設定する。
flag が IppsDSAKeySeed に設定されている場合、関数は DSA 素数係数 p を生成
するシード値とその長さを入力値に設定する。
flag が IppsDSAKeyP に設定されている場合、関数は DSA 素数係数 p とその長さ
を入力値に設定する。
flag が IppsDSAKeyQ に設定されている場合、関数は DSA 素数係数 q とその長さ
を入力値に設定する。
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flag が IppsDSAKeyG に設定されている場合、関数は DSA システム・コンポーネ
ント g とその長さを入力値に設定する。
flag が IppsDSAKeyX に設定されている場合、関数は DSA デジタル署名の署名鍵
x とその長さを入力値に設定する。
flag が IppsDSAKeyY に設定されている場合、関数は DSA デジタル署名の検証鍵
y とその長さを入力値に設定する。
flag が IppsDSAKeyJ に設定されている場合、関数は DSA J コンポーネントとそ
の長さを入力値に設定する。
すべての DSA デジタル署名の署名鍵コンポーネントが確立されたことが検出され
たら、関数は DSAKeyCheck を呼び出して DSA 鍵構造体を検証した後、有効な DSA
デジタル署名の署名鍵入力について、素数 q に対する K の逆数を計算する。
flag が IppsDSAInvalid に設定されている場合、関数 DSAKeySet は DSA 鍵
を 無 効 に す る。他 の flag 値 は 不 正 な 入 力 引 数 と し て 扱 わ れ、エ ラ ー・コ ー ド
ippStsBadArgErr が返される。
関数 DSAKeySet は、入力 RSA 鍵構造体 const IppsDSA *pCtx が DSA デ
ジタル署名の検証用に初期化されている場合、DSA デジタル署名の署名鍵コン
ポーネント K および x を設定しようとすると、ippStsBadArgErr を返す点に
注意すること。この関数は、DSA 鍵のコンポーネントが DSA 鍵の判定にパスし
なかったことを検出した場合、ippStsInvalidCryptoKeyErr も返す。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsBadArgErr

エラー。flag が IppsDSASign または
IppsDSAVerify にセットされた。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsLengthErr

エラー。length がゼロ以下。

ippStsOutOfRangeErr

エラー。length が入力構造体 IppsDSA
*pCtx のコンポーネントのサイズより大き
い。

ippStsInvalidCryptoKeyErr

エラー。無効な鍵が生成された。

ippStsContextMatchErr

エラー。コンテキスト・パラメータが操作と
一致しない。
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未知 / 未指定のエラー。

ippStsErr

DSAKeyGet
入力 DSA 鍵構造体から flag で指定された
コンポーネントを抽出する。

IppStatus ippsDSAKeyGet (Ipp32u *value, int *length, IppsDSAType flag,
const IppsDSA *pCtx))
引数
value

pCtx の指定されたコンポーネントの Ipp32u データの配列。

length

入力配列の長さ（32 ビット・ワードの数）。

flag

lppsDSA *pCtx の指定されたターゲット・コンポーネント。

pCtx

DSA 暗号化方式のシンボリック・データ構造体。

説明
関数 ippsDSAKeyGet は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、入力 DSA
鍵構造体 IppsDSA *pCtx から flag で指定されたコンポーネントを抽出する。
flag が IppsDSAKeyCount に設定されている場合、関数は DSA 素数係数 p を生成
するカウント数とその長さを抽出する。
flag が IppsDSAKeySeed に設定されている場合、関数は DSA 素数係数 p を生成
するシードとその長さを抽出する。
flag が IppsDSAKeyP に設定されている場合、関数は DSA 素数係数 p を抽出する。
flag が IppsDSAKeyQ に設定されている場合、関数は DSA 素数係数 q を抽出する。
flag が IppsDSAKeyG に設定されている場合、関数は DSA システム・コンポーネ
ント g を抽出する。
flag が IppsDSAKeyX に設定されている場合、関数は DSA デジタル署名の署名鍵 x を
抽出する。
flag が IppsDSAKeyY に設定されている場合、関数は DSA デジタル署名の検証鍵 y を
抽出する。
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flag が IppsDSAKeyJ に設定されている場合、関数は DSA システムの J コンポー
ネントとその長さを抽出し、flag が IppsDSAKeyK に設定されている場合、関数は
DSA デジタル署名の署名ランダム・シーケンス K とその長さを抽出する。
関数 RSAKeyGet は、入力 RSA 鍵構造体 const IppsDSA *pCtx が DSA デジタル
署名の検証用に初期化されている場合、または入力 flag の値が IppsDSASign ある
いは IppsDSAVerify のいずれかである場合、DSA デジタル署名の署名鍵コンポー
ネント K および x を設定しようとすると、ippStsBadArgErr を返す点に注意する
こと。
この関数は、DSA 鍵が無効な場合、ippStsInvalidCryptoKeyErr も返す。どち
らの場合も、アプリケーションは *value とその長さを無視すること。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsBadArgErr

エラー。flag の値が無効または DSA デジタ
ル署名の署名鍵コンポーネント K および x を
抽出しようとした。または入力構造体 pCtx
が DSA デジタル署名の検証用に設定されて
いる。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsInvalidCryptoKeyErr

エラー。無効な鍵が生成された。

ippStsContextMatchErr

エラー。コンテキスト・パラメータが操作と
一致しない。

ippStsErr

未知 / 未指定のエラー。

DSAKeyGen
DSA 暗号化方式を設定する
DSA 鍵構造体を生成する。

IppStatus ippsDSAKeyGen (IppsBigNum *c, const Ipp32u *seed, int t, int
L, IppsDSA *pCtx)
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引数
c

擬似乱数ビット・シーケンスを生成する b ビットの文字列、
（ 320 ≤ b ≤ 1024 ）。

seed

擬似乱数ビット・シーケンスを生成する 320 ビットのシード値。

t

判定回数。DSA 鍵構造体の生成では 50 以上の値が適切。

L

DSA 素数係数 p のビット長。

pCtx

生成された DSA 鍵コンポーネントを含む DSA 鍵構造体。

説明
関数 ippsDSAKeyGen は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、入力
IppsBigNum *c および Ipp32u *seed に基づいて DSA 暗号化方式を設定する
DSA 鍵構造体を生成する。
FIPS 186-2 で定義されている手順を使用して、入力 *seed に基づいて 160 ビットの
ランダム素数 q および L ビットの素数 p を生成する。
生成された素数 q および p は、シードおよびスティミュラス・コンテキスト・ビッ
ト文字列 IppsBigNum *c として提供されたリアル・タイム・パラメータを使用し
て t ラウンドの Miller-Rabin の素数判定テストを行って検証される。
DSA 素数 p を生成する内部ループ・カウントは、DSA 鍵構造体 IppsDSA *pCtx から取
得される。素数 p 生成のループ・カウントが 4096 を超えた場合、または素数 q 生成の
ループ・カウントが 100 を超えた場合、関数は ippStsInSufficientEntropy を返す。
関数 DSAKeyGen は、DSA 鍵コンポーネント g、署名鍵 x、および検証鍵 y の生
成について FIPS 186-2 に完全に準拠している。ループ・プロセスは、DSA 鍵のペ
ア x および y が FIPS 186-2 で指定されている DSA 要件を満たすまで、検索を続
行する。DSA 鍵のペア検索のループ・カウントが 100 を超えた場合、検索は中止
され、ステータス・コード ippStsInSufficientEntropy が返される。
戻り値
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ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsBadArgErr

エラー。pCtx が DSA デジタル署名の検証用
に初期化されている。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsOutOfRangeErr

エラー。L が初期化の際に設定された鍵のサ
イズより大きい。
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ippStsInvalidCryptoKeyErr

エラー。無効な鍵が生成された。

ippStsContextMatchErr

エラー。コンテキスト・パラメータが操作と
一致しない。

ippStsErr

未知 / 未指定のエラー。

DSAKeyCheck
入力 IppsDSA *pCtx のすべての
コンポーネントを検証する。

IppStatus ippsDSAKeyCheck (IppsBigNum *c, const Ipp32u *seed, int t,
IppsDSA *pCtx, Ipp32u *result);
引数
c

b ビットの文字列（ 160 ≤ b ≤ 512 ）。

seed

160 ビットのシード値。

t

テスト回数。

pCtx

システム・パラメータと鍵のペアを含む DSA 鍵構造体。

result

検証結果。

説明
関数 ippsDSAKeyCheck は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、DSA
鍵構造体が DSA デジタル署名の署名用に初期化されている場合、入力 IppsDSA
*pCtx のすべてのコンポーネントを検証する。
最初に、入力 Ipp32u *seed および IppsBigNum *c で関数 PrimeTest を使用
して t ラウンド（t > 50）の Miller-Rabin の素数判定テストを行い、DSA システム素
数コンポーネント p および q が FIPS 186-2 で指定されている DSA 要件を満たすか
どうかを検証する。次に、2 つの DSA システム要件を検証する。

•
•

DSA システム素数 p および q のペアが q |(p-1) になっていること。
x

DSA システム鍵のペア、署名鍵 x と検証鍵 y が y = g modp になっていること。
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この関数は、入力 IppsDSA *pCtx がすべてのテストをパスした場合は出力結果に
IS_VALID_KEY を設定し、いずれかのテストにパスしなかった場合は出力結果に
IS_INVALID_KEY を設定して入力 DSA 鍵構造体 IppsDSA *pCtx を無効にする。
入力 DSA 鍵構造体 IppsDSA *pCtx のコンポーネントが不足していることを検出
した場合、関数は出力結果に IS_INCOMPLETED_KEY を設定する。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsBadArgErr

エラー。b が 160 未満または t が 50 未満。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsContextMatchErr

エラー。コンテキスト・パラメータが操作と
一致しない。

ippStsErr

未知 / 未指定のエラー。

DSASign
DSA デジタル署名の署名処理を実行する。

IppStatus ippsDSASign (IppsBigNum *c, Ipp32u *seed, const Ipp8u
*mdsha1, Ipp32u *r, Ipp32u *s, IppsDSA *pCtx);
引数
c
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擬似乱数ビット・シーケンスを生成する b ビットの文字列、
（ 160 ≤ b ≤ 512 ）。

seed

擬似乱数ビット・シーケンスを生成する 160 ビットのシード値。

mdsha1

下線付きメッセージ・コンテンツの 160 ビットの SHA-1 メッ
セージ・ダイジェスト値。

r

DSA デジタル署名。

s

DSA デジタル署名。

pCtx

DSA 署名鍵を含む DSA 鍵構造体。

公開鍵暗号化関数

4

説明
関数 ippsDSASign は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、入力 DSA
鍵構造体 IppsDSA *pCtx が IppsDSASign でセットアップされているという条件
下で DSA デジタル署名の署名演算を実行する。
FIPS 186-2 の定義に従って、DSA 鍵構造体 IppsDSA *pCtx に埋め込まれている入力
署名鍵を使用して、Ipp8u *mdsha1 のように表される入力メッセージの DSA デジタ
ル署名を生成する。
DSA デジタル署名を生成するため、関数はエントロピ入力 *seed およびスティミュ
ラス・コンテキスト・ビット・ストリーム *c に基づいて、DSA デジタル署名のペ
ア Ipp8u *r および Ipp8u *s を生成するまで、署名ランダム・シーケンス K を検
索するループ・プロセスを実行する。ループ・カウントが 100 を超えた場合、検索
は中止され、ステータス・コード ippStsInSufficientEntropy が返される。
戻り値
ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsBadArgErr

エラー。b が 160 未満。

ippStsNullPtrErr

エラー。ポインタが NULL。

ippStsInvalidCryptoKeyErr

エラー。入力 DSA 鍵 *pCtx が IppsDSASign
でセットアップされていない。

ippStsContextMatchErr

エラー。コンテキスト・パラメータが操作と
一致しない。

ippStsErr

未知 / 未指定のエラー。

DSAVerify
入力 DSA デジタル署名を検証する。

IppStatus ippsDSAVerify (const Ipp8u *mdsha1, const Ipp32u *r, const
Ipp32u *s, IppsDSA *pCtx, Ipp32u *result);
引数
mdsha1

下線付きメッセージ・コンテンツの 160 ビットの SHA-1 メッセー
ジ・ダイジェスト値。
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r

DSA デジタル署名。

s

DSA デジタル署名。

pCtx

DSA 鍵構造体。

result

検証結果。

説明
関数 ippsDSAVerify は、ippcp.h ファイルで宣言される。この関数は、提供さ
れ た DSA 検 証 鍵 IppsDSA *pCtx お よ び SHA-1 メ ッ セ ー ジ・ダ イ ジ ェ ス ト 値
Ipp8u *mdsha1 で入力 DSA デジタル署名 (Ipp8u *r, Ipp8u *s) を検証する。
入力 DSA デジタル署名が検証された場合は *result に IS_VALID_DS を設定し、
デジタル署名の検証に失敗した場合は IS_INVALID_DS を設定する。
戻り値
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ippStsNoErr

エラーなし。

ippStsNullPtrErr

エラー。mdsha1、r、s、pCtx、または result
が NULL。

ippStsBadArgErr

エラー。*r または s がゼロ。

ippStsInvalidCryptoKeyErr

エラー。入力 DSA 鍵 *pCtx が IppsDSAVerify
でセットアップされていない、または鍵が無効。

ippStsContextMatchErr

エラー。コンテキスト・パラメータが操作と
一致しない。

ippStsErr

未知 / 未指定のエラー。
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