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バックドアやウイルスの 3-way handshake を即時に検知し，強制的に排除する実装技術
サイバーテロの時代を終わらせる基盤

特徴: 不正な通信コネクションの試みが成功する確率 = 0
メテオーラ・システム株式会社（神奈川県伊勢原市，代表渡邊栄治）は，1970 年代から情報理論の研究とその
実装技術の開発を進めてきました．当社知財のひとつ，「バックドアやウイルスの 3-way handshake を即時に，
強制的に排除する実装技術」について紹介します．この数学的な防衛技術により，バックドア（ウイルスを含む）
とDDoS 攻撃を無力化することができます．今後は，ゼロトラスト・ソリューションを開発されている企業様への
技術提供等を模索して参ります．協業，共創に関するお問合せをお待ちしております．
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1．はじめに
本リリースでは，以下のトピックスを含んでいます．
・本解決は，今の ”Internet Protocol Suit” のアップグレードに位置付けられる．
・本解決は，パッチ技術ではありません．当社知財から派生した普遍的な技術，すなわち，数学的防衛技術です．
・本解決はバックドア（ウイルスを含む）と DDoS 攻撃の自由を劇的に制限します．
・サイバー攻撃者がゲートウェイを通ってネットワークに侵入し，当該通信チャネルを自由に移動することは不可
能です．

2．Yahoo! 事件（2000 年）
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2000 年 2 月から 20 年以上も経った今もなお，サイバーテロは勢いを増す一方です．これは何故でしょうか?
その間，NIST をはじめ，様々な国際機関が標準化の取り組みを進めてきましたが，やはり，サイバーテロは勢い
を増す一方です．これは何故でしょうか?
世界は事件が起きる度に，ターゲット（攻撃対象）に「対策」を施してきました．たとえば，企業に対策製品の
導入を奨励したり，従業員の研修を行ったり，国際的包囲網の構築などを訴えています．これらはすべて「目に見
える」範囲を議論していると言えます．

3．U.S. CYBER COMMAND の指摘
2020年に U.S. CYBER COMMAND が作成したレポートには，以下の重要な指摘があります．
“Cyber intruders may gain access to a network through gateway nodes and subsequently move laterally through the network
over the course of many days, months, or even years.”
“サイバー侵入者は，ゲートウェイ・ノードを経由してネットワークにアクセスし，その後，何日も，何ヶ月も，あるいは，何
年もかけてネットワーク内を横方向に移動することがある．”

“Detecting intruders, tracking their movements, estimating risk throughout the network, applying defensive countermeasures,
and assessing damage and information exposure all present technical challenges.”
“侵入者を検知し，その動きを追跡し，ネットワーク全体のリスクを推定し，防御対策を施し，被害や情報公開を評価すること
は，すべて技術的な課題である．”

当社知財は，以上の課題を解決する実装技術です．「対策」を目的としたパッチ技術ではなく，また，NIST 標
準を組み合わせたシステムでもなく，C. E. SHANNON の数学に基づく防衛技術です．

4．バックドア問題を根本的に解決する ̲ 証明が無くてもバックドアは存在している ̲
- サイバーテロの特性
バックドアは Internet Protocol Suit（TCP/IP）を利用するため，どんなにセキュリテイ「対策」を強化したと
主張しても，それには何の効果もありません．たとえば，鍵管理やパスワード管理をいくら強化しても，バックド
アには何らの影響もありません．サイバーテロは，いつでも，自らの意思で作戦を開始することができます．つま
り，攻撃の予兆が無いと言うことです．バックドアは出荷時や保守時に仕掛けられることが多く，その存在を証明
した人は未だ居ません．何故でしょうか．その理由は単純です．Internet Protocol Suit（TCP/IP）そのものが
バックドアだからです．このことに気付き，当社は本 IP の発明に至りました．

- 本解決には比較対象が無い
Internet Protocol Suit（TCP/IP）は，IP 層に IP アドレスという識別子を持ち，TCP 層には PORT 番号とい
う識別子を持っています．識別子はこの二つだけです．OSI 参照モデルの第 5 層はポート間の仮想通信路です．
当社の技術はこの仮想通信路に第三の識別子を持たせる技術です．仮想通信路に識別子を持たせることで，バッ
クドアが通信路を確立しようとしても，当該識別子のシステムがバックドアの通信路を選択的に切断します．これ
により，バックドア問題が解決されます．同様の技術は無いため，比較対象も無いと言えます．
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5．Hyper- ne time stamp
新たな識別子のシステムはコンピュータの TOD（Time of Day）に同期する，256[bit] の乱数です．Hyperne time stamp の可視化（ログ）を以下に掲載します．

① の系列「Synch. Log」は，通信路ハイ
ジャックが無い時刻を表しています．
② の系列「Asynchronous Log」は，通
信路ハイジャックを切断した時刻を表して
います．

6．何故，バックドア通信路だけを切断できるのか?
バックドアのパラメータは出荷や保守の時に設定されます．これらパラメータ群はすべて過去の時制です．仮
に，Hyper- ne time stamp を盗んだとしても，潜伏している間に時が経過し，バックドアの時制はやはり過去
になります．こうして，バックドアがコネクションを確立しようとした時，一つの ID に二つの Hyper- ne time
stamp が存在する状況が生まれます．
これにより，バックドアは即座に検知され，その Hyper- ne time stamp が ②「Asynchronous Log」に分類
されてしまうのです．このようにシステムを設計することができます．

7．DoS 攻撃，DDoS 攻撃
サイバー攻撃，特に，DoS攻撃は TCP/IP を利用します．このため，どれほどセキュリテイ「対策」の強化を叫
んでも意味はありません．攻撃者は，いつでも，自らの意思で，作戦を開始することができます．宣戦布告をされ
ることなく，ネットの至る所が戦場になります．そして，攻撃ターゲットは魔法にかかったように「しびれる」と
表現できます．本解決はこの立場を逆転させます．Hyper- ne time stamp を備えた Internet Protocol Suit
（TCP/IP）を当社では Advanced TCP/IP と呼んでいます．
プロトコル・ロジックだけを開示すると，攻撃者がネットに [ACK] を投げても [SYN+ACK] が返って来ず，そ
の間，攻撃者のコンピュータ群は「待ち状態」を強いられる，つまり攻撃者のコンピュータが「しびれる」という
ことです．

8．概念実証は終えた
先のスクリーン画像 Hyper- ne time stamp は第 5 層の仮想通信路のログです．これが Advanced TCP/IP の
概念を実証しています．DoS 攻撃者がネットに投げた [ACK] は，②「Asynchronous Log」に分類されてしまい，
ネットは [SYN+ACK] を返さないので，たとえば，攻撃者が「誰も気づかないだろう」思っても，Hyper- ne
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time stamp は DoS 攻撃の [ACK] に返事を返しません．DoS 攻撃に対抗できるのは，今の TCP/IP ではなく，
Advanced TCP/IP であり，これがサイバーテロの時代を終わらせる基盤です．

9．特許情報
本稿は当社の特許明細より引用，編集した記述を用いて執筆されています．特許番号を含む，詳細情報の開示は，
NDAに基づき，具体的な協議の過程で開示します．

10．本リリースに関するお問合せ
METEORA SYSTEM Co., Ltd
https://www.meteora-system.com
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