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IP 2: 暗号学的な鍵（x1）の知識分割および二重制御の実装技術の紹介
ポスト量子暗号「非可換アルゴリズム」PCI DSS v1.2.1 が要求した技術

特徴: 不正なユーザ権限の乗っ取りが成功する確率 = 1/2256
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．同社知財のひとつ，非可換アルゴリズムについて紹介します．この技術によっ
て，ウイルス（ランサムウエア）を無力化するネットや，支払いの署名チェーンとブロックの署名チェーンを創る
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
非可換アルゴリズムは我々を必然的に 1976 年に戻します．なぜなら，その前後に重要な事件が続いて起き，
RSA 暗号が可換アルゴリズムとして誕生したからです．ポスト量子暗号は，結局，可換アルゴリズムから抜け出す
方法論に関するもの，と当社は理解しています．可換アルゴリズムから抜け出すものだから，非可換アルゴリズム
は RSA 公開鍵と互換にならないし，適用業務と独立ではありません．その方法論には二通りのイニシアティブが
有ります: 一つは，NIST が始めた標準化ラウンドです．もう一つは，当社が発見した「非可換アルゴリズムに内
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在する一方向関数の存在」です．逆に言うと，ポスト量子暗号の一方向関数の存在形式は非可換アルゴリズムで
す．本稿では以降，この検証を行います．

2．1970 年代に戻って
1976 年は Di e-Hellman-Marcle が鍵配送問題に解答を与えた年です．実際，多くの人々がこの問題はもう解
決済みであると考えています．しかし，量子コンピュータの時代を前にして NIST イニシアティブは RSA 型の公
開鍵から脱却しようとしている現実があります．これは，なおも鍵配送は悩ましい問題であることの表れです．
1976 年とその前後には，暗号技術に関連する以下のできごとがありました．
・1969
・1975
・1976
・1977
・1982

年: ARPANet の誕生．その後，DES が 標準になりました．これに伴い鍵配送問題が浮上します．
年の夏: Di e は非対称鍵の構想を発表しました．
年: Di e- Hellman-Marcle のプロトコルが確立しました．
年 4 月: 非対称鍵の構想を実現したのは RSA（リヴエスト，シャミア，アルドマン）でした．
年: INTERNet が誕生しました．

3．鍵配送のジレンマ
1970 年代，銀行は特別な配達人を使って鍵を配送していました．鍵配達人はブリーフケースを抱えて世界中を
駆け巡り，メッセージを受け取る予定の人に直接鍵を配送していました．DES の鍵の候補数は十分に確保されて
いました．ただ，その配送費用は膨れ上がり，銀行には経営上の悪夢になったと言います．関係者は鍵配送のジレ
ンマに直面しました: 暗号を使えるようにするためには鍵を安全に配達すれば良い．鍵が他の人に見られないよう
にするのは簡単だ: Alice（送信者）は鍵を暗号文にしてネットワーク経由で Bob（受信者）に配送する，それだ
けの事だ．では，その暗号のための鍵はどうやって配達するのか? これが鍵配送のジレンマです．
1976 年以前，鍵配送問題は論理的に解けないように見えていましたが，Di e は次のような現実のシナリオに
勇気づけられ，非対称鍵を構想しました（1975 年の夏）: 鍵の受け渡しをしなくても，秘密をカバンに入れて，
二重に鍵を掛ければ，秘密を安全に配送できる，というシナリオでした．

4．鍵配送の現実的なシナリオ
錠前が二つ付いているカバンを用意します．錠前を関数形式 K() と表すと，錠前は K1() と K2() です: それぞれ
の 鍵 K1 をアリスが持ち，鍵 K2 はボブが持ちます．どちらの鍵も共通鍵ではないことに注意してください．カバ
ンに入れるのは秘密 x1 です．

Fig. 1: 錠前が 2 つ付いているカバン
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上図 a) ~ e) を読むと，Alice は秘密 x1 を人に見られることなくボブに送達していることが判ります．この二重
に鍵の掛かった暗号文を P と表すと，P = K2(K1(x1)．
一方，逆方向に，Bob から Alice へ秘密 x1 を送ることもできます: その暗号文を Q と表すと，Q =
K1(K2(x1)．この P と Q の差分を作ります:
K2(K1(x1)) - K1(K2(x1)) = x1 - x1= 0 → P - Q=0 ------------(1)
差分がゼロになります: 形式論ですが，(1) の関数 K1() と K2() は可換です: カバンの錠前二つは互いに可換です．
カバ ンの錠前が可換ですから秘密 x1 の配送が可能になったとも言えます．

5．もうひとつの可換シナリオ
1976 年 Hellman は別のシナリオを発見しました: QX(mod P) という一方向関数の外政変数 Q と P の値を
Alice と Bob が合意すれば（大声で会話しても問題ない），Alice から始めても Bob から始めても秘密を共有し
ます: X は鍵素材です．

Fig. 2: Di e-Hellman-Marcle

Fig. 2 のスキームは，交換される乱数 α と β が QX(mod P) 型の乱数である場合に s2 - s1= 0 になることを
表します．
s2 = Q(X2)X1 (mod P):

Q(X1) Q(X2)
s2 - s1= 0

s1= Q(X2)X2 (mod P):

Q(X2) Q(X1)

上記は秘密 X の配送を行っている訳ではありません: QX1(mod P) と QX2(mod P) という一方向関数が可換にな
るように演算式が工夫されたものです．

6．非可換アルゴリズムの原型
- DES を二個装備したカバン
現実的なシナリオ (1) が有るから，錠前を DES にして同じ手順を踏めば，鍵配送問題はケリが付く話になるの
ではないかと思われました．しかし，そうは行かない理由が有りました．靴下を履いてから靴を履く，靴を脱いで
から靴下を脱ぐ．これが「逆順のルール」です: 靴下を脱ごうとしたら，まず，靴を脱ぐことから始めねばなりま
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せん，DES を二つ装備した「カバン」に二重に鍵を掛けた場合も「逆順のルール」 に従って鍵を外す．そうしな
ければ，鍵は外れません．
- 逆順のルールに関する検証
今，DES を二つ装備した「カバン」に鍵 K1 と K2 を二重に掛ける場合を考えます．鍵の掛け方には二通りあ
ります．まず， Alice が「カバン」に秘密 x1 を入れて，K1 で鍵を掛けます:

Fig. 3: Alice が最初に鍵 K1 をかける

このやり方は，Alice が送信者になり，秘密 x1 を「カバン」 に入れて鍵 K1 を掛けて Bob に送り，受信者
Bob が鍵 K2 を掛けて Alice に返送します．二重に鍵の掛かった暗号を確率変数 P で表すと:
P = K2(K1(x1)) -----------(2)
しかし，「逆順のルール」に邪魔されて，Alice は鍵 K1 を外せません．注意: 鞄に秘密 x1 を入れるから，秘密
x1 は Alice の手元には無い．もう一つのやり方は，Bob が最初に秘密 x1 に鍵 K2 を掛けて Alice に送り，受信
者 Alice がその暗号に鍵 K1 をかけて下記 (3) を Bob に返送します．

Fig. 4: Bob が最初に鍵 K2 をかける
二重に鍵の掛かった暗号を確率変数 Q で表すと:
Q = K1(K2(x1)) -----------(3)
この場合も「逆順のルール」に邪魔されて，Bob は鍵 K2 を外せません．注意: 鞄に秘密 x1 を入れるから，秘
密 x1 は Bob の手元にはありません．
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7．エントロピー常数
式 (2) と式 (3) のどちらにも復号鍵が存在しない，つまり，逆順のルールに邪魔されて，秘密 x1 は再現されま
せん．この状況は P と Q の差分がゼロにならないことに現れています:
K2(K1(x1)) - K1(K2(x1))

0→P-Q

0 -------(4)

もし，鍵 K1 と鍵 K2 が RSA の非対称鍵だとしたら，
K2(K1(x1)) - K1(K2(x1)) = x1- x1 = 0 → P - Q = 0----(5)
この結果は (1) と同じになり，こちらは秘密 x1 を再現しています．(4) と (5) は互いに排他的です．
P と Q の差分を「エントロピー常数」と呼びます．エントロピー常数
zero が非可換アルゴリズムの原型で
す．非可換アルゴリズムの鍵システムと言われてもイメージし難いかも知れませんが，適用業務と切り離せない非
対称鍵を想定してみてください．実際，NIST の標準化ラウンドは PQC 標準候補を適用業務から切り離してはい
ません: 適用業務 The KEMs 又は The Signatures 毎に PQC を議論しています．
このような背景から RSA 鍵システムを見ると，可換であるところが美しいと言えます: 鍵システムが適用業務
と独立しています．実際，RSA 社は鍵の長さを数万ビットにする提案を NIST にしていました．そうすると可換ア
ルゴリズムでありながら量子耐性を期待できます（これ以上ここでは深入りしない）．

8．バックドアを持った一方向関数
- Random walk
確率変数 P(2) は DES/AES の鍵が二重に掛かった暗号を表します: 確率変数 Q(3) も同様です．その差分 {P ‒
Q}(4) も確率変数であり，これも暗号を表します．今，AES 鍵空間の一点を確率変数 Y で表すと: AES はブロック
暗号だから:
P - Q = Y(x1)

0 ------------(6)

と書ける Y の値が鍵空間のどこかに存在します．ここで，Y は AES の鍵を表し，その Y(x1) は秘密 x1 に鍵 Y を
掛けた暗号を表します．この鍵 Y のデータは存在しません．鍵 Y は鍵空間の中を “a random walk” するから，こ
の点を丁寧に見て行きます: 確率変数 P(2) について:
P = K2(K1(x1)) = Y1(x1) -----------(2)”
と書ける Y1 の値が鍵空間のどこかに在ります．この鍵 Y1 のデータも存在しないから復号鍵がありません．確率変
数 Q(3) についても:
Q = K1(K2(x1)) = Y2(x1) -----------(3)”
と書ける Y2 の値が鍵空間のどこかにあります．この鍵 Y2 のデ ータも存在しないから復号鍵がありません．
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結局，鍵空間のどこかに存在する鍵 Y1，Y2 及び Y は DES/AES の鍵空間を “a random walk” します．従って，
鍵 Y1， Y2 及び Y のデータを決定することが不可能です．この限りにおいて Y1() と Y2() は一方向関数です．ただ
し， 逆順のルールに邪魔されて秘密 x1 は再現されない一方，Fig. 3 と Fig. 4 の矢印を逆にすれば，秘密 x1 が
送信者のところで再現します．この点を考慮すると，Y1() と Y2() はバックドアを持った一方向関数です．
- Rivest の思考回路を合意プロセスへ
1977 年 4 月，Rivest は，それまで数週間考え続けてきた設問に，流石に戸惑いを感じていたようです:「非対
称鍵は実際，創れるだろうか? 受信者 Bob が特別な情報を持っている時に限り一方向関数のバックドアを利用で
きる，そういうバックドアを持った一方向関数が有るだろうか，見つかるのだろうか?」．
Rivest の思考回路は受信者を出発点にしています．この視点で，非可換アルゴリズムの原型 (4) を見ると，逆順
のル ールに邪魔されて秘密 x1 の再現には成功していません．原型 (4) には受信者が Bob になる場合も Alice に
なる場合も有ることに注目します．どちらの受信者も受け取るのは秘密 x1 ではなく，確率変数 P(2) 又は確率変
数 Q(3) です．この限りにおいては Y1() と Y2() は一方向関数です．そういう意味で (2)” と (3)” の関数 Y1() と
Y2() は一方向関数の候補です．他方，(2)” と (3)” の逆順のルート（Fig. 2 と Fig. 3 の矢印を逆向きにする）につ
いても関数形 Y1-1() と Y2-1() で表現します．コード P と Q 各々を Y1-1() と Y2-1() に入力し，出力側に秘密 x1 の
再現を見ます:
x1 = Y1-1(P)
------------(7)
x1 = Y2-1(Q)
Rivest は受信者が特別な情報を持っている時に限り，と言うから，コード P と Q が特別な情報になるでしょ
う: Alice がコード P を持ち Bob がコード Q を持つようにすれば，各々が特別の情報を持ちます．そして，二人
が合意すれば，一方向関数のバックドアを利用できるし，Alice と Bob 以外の人はそのバックドアを利用できま
せん．このプロトコルなら健全な「安全地帯」を構成するに違いありません．

9．非可換アルゴリズムの完全性と健全性
ポスト量子暗号を主語にした結果，1976 年の前後，RSA が誕生した頃に戻る必要がありました．可換アルゴリ
ズムと非可換アルゴリズムを導くためです．その頃の話題が鍵配送のシナリオでした．本章からは一方向関数の候
補 Y1() と Y2() を実装する話に入ります．
- 全単射（bijective）一方向関数
まず，全単射（bijective），一方向関数 <Y1, Y2 > と逆関数 <Y1-1, Y2-1> を，先行技術（附録 1）の記法に従
い，次のように定義します．
[数 4]
P = Y1(x1)
Q = Y2(x1)
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[数 4] を <Y1, Y2> と表現します．[数 4] は (2)” と (3)” と同じです．知識分割プログラムと言う場合があります
（付録 2）．その逆計算を Y1-1() と Y2-1() と表現します．一方， 計算値 Y1-1(P) と Y2-1(Q) が鍵データ x1 に衝突
するプログラムを [数 5] で表します:
[数 5]
= Y2-1(Q)

Y1-1(P)

[数 5] は秘密 x1 において衝突するプログラムを表します: 受信者が特別な情報 <P, Q> を持っている時に限り，
一方向関数 <Y1, Y2> のバックドアを利用できる，そういう一方向関数を表現しようとしている式です．この [数
5] の入力コード <P, Q> の代わりに任意の乱数 p と q を用い，Y1-1(p) と Y2-1(q) の衝突を探索するプログラムを
[数 6] で表します:
[数 6]
= Y2-1(q)

Y1-1(p)

[数 6] は [数 5] の衝突を探索するプログラムを表します: ここで，乱数 p を固定し乱数 q を振り出します．こ
うして衝突探索式 [数 6] にはハッシュ関数に対する第二原像攻撃と同じ議論を適用します．このような衝突探索プ
ログラムを <Y1-1, Y2-1> と表現します．人の現実時間においては，衝突探索プログラム [数 6] は，下記 [数 6]* を
満足します:
[数 6]*
Y2-1(q)

Y1-1(p)

[数 6] は秘密 x1 の探索，又は，攻撃を困難にします．乱数 p と q 各々が 256bit の場合，関数値が衝突する確
率 = 1/2256 です．全単射（bijective）ですから，衝突探索の結果は無視できる確率 = 1/2256 になります．これは
[数 4] が一方向関数になることを保証します．注意: ここで関数 Y1() と Y2() の一つ一つが一方向関数である必要
はありません．[数 4] のコード <P, Q> については，圧倒的な確率 = 1 で [数 7] になります:

Y1-1(P)

[数 7]
= Y2-1(Q) = x1

[数 7] は Rivest の思考に応えています．先行技術（附録 1）は [数 5] から [数 7] を確率計算式と名付けていま
す．
- 図解

Fig. 5: 非可換アルゴリズム由来の一方向関数
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Fig. 5 は，一方向関数をサーバに閉じ込めて利用します．当社はこれをすでにデモとして完成させ，実演や貸し
出しを受付けています．実装上の特色が有ります: 無記憶装置である（stateless）点です．これは他の製品の追従
を許しません．下記に，使用例を 2 つ示します．

10．使用例 1
[数 4] と [数 5] を基礎にするログイン技術です．これには次の特色が有ります: 1）個人情報の登録を求めない．
2）パスワードファイルがネットに無い．3）コード <P, Q> は，互いに独立なコードだから，現実の職務分離を保
証するネットを創れる．4）ウイルス（ランサムウエア）はユーザの権限を奪えない: ランサムウエアは無力化され
る．以上の 4 点です．

11．使用例 2
送信者が持っていた秘密 x1 を消去する一方，二人が合意すれば秘密 x1 が再現するので，鍵管理を行えます．
たとえば，公開鍵の秘密鍵データを職務分離コード <P, Q> に変換し，鍵データを実装しないネットワークを実現
することができます．又，デジタル通貨を「ウォレット・ネットワークサービス」として実現（金融商品ではない）
します．オリジナルブロックチェーンはその Scalability と決済の Finality を提供できませんが，この障害が取り
除かれます．

12．当該一方向関数の使い方
- 使用例 1 について
Fig. 4，非可換アルゴリズム由来の一方向関数をサーバ機能の中に置きます．鍵配送シナリオ（Fig. 3，Fig. 4）
との関係を説明すると，秘密 x1 と職務分離コード <P, Q> と関数 <Y1, Y2> と <Y1-1, Y2-1> が一つのサーバに実装
されます．

Fig. 6: アカウントの知識分割（分権型アカウント）
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Fig.6 は使用例 1 のネットワークのハイライトです．両サイドから乱数 r1 と r2 がサーバに投げ込まれます: (1)
→ (2) → (3)．秘密 x1 が [数 4] <Y1, Y2> に入り，アカウント <P, Q> を生成します．アカウント <P, Q> を両サイ
ドに分散して配置します．プロトコル (1) から (5) はどこにもパスワードファイルがありません．それに代って，
アカウントがコード <P, Q> として生成され，両サイドに分散されます．如何なるウイルスもユーザ権限を奪えま
せん．このデモを読者は，専用アプリがインストールされたスマートフォンと，今使用中の PC で確認できます．
ログインの際には [数 4] に代わって [数 5] が働きます．詳細はデモを見れば一目で判るので割愛します．
- 使用例 2 について
Satoshi Nakamoto のブロックチェーンは Scalability と決済の Finality の両方を満足できません．プルーフ・
オブ・ワーク（Adam Back の Hashcah 由来の PoW）が邪魔をしているからです．PoW は，目的ではなく，
Satoshi が定義する「分散型タイムスタンプサーバ」を実装する手段です．その代替え手段は，情報理論ベースの
アルゴリズムでなければなりません（他の代替え手段は色々有りますが，どれもビジネスモデルに過ぎません）．
分散型タイムスタンプサーバを実現する情報理論ベースのアルゴリズムが有ります．それが [数 4] から [数 7]
の， 知識分割プログラムと衝突探索プログラムです．[数 7] と職務分離コード <P, Q> によって秘密鍵 x1 を再現
しブロックの署名を行うことを次の通り想定してみます: 職務分離コード <P, Q> が署名の鍵に相当します．これを
多変数の署名法と名付けたことが有ります．これに対比して NIST 標準の署名を 1 変数の署名法と言います．この
多変数の署名法を偽造するには，合意プロセスを乗っ取る必要があります．極めて困難です: 成功確率は [数 7] の
衝突確率 = 1/2256 です．これでブロックの署名を行い，「分散型タイムスタンプサーバ」が下記に実現します．

確率計算 = 1/2256，これが Hash に代わる情報エントロピーの源です．この情報エントロピーは多変数の署名法
を乗っ取る確率を表します．“Sign” の矢印はブロック全体の署名データを表現します．上記に伴い，Adam Back
の Hashcah 由来の PoW に代わる情報理論スキームは下記の通りです:

上記に公開鍵が埋め込まれているが，これに該当する秘密鍵データはどこにも実装されないことに注意します．
この「分散型タイムスタンプサーバ」，および，当社が構想する「多変数デジタル通貨」に関する詳細は，HP
（https://www.meteora.co.jp/index.html）に詳述しています．
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13．おわりに
今日のインターネットは，OS と共に，1974 年の “Internetwork Transmission Control Program” に端を発す
る TCP/IP に支えられています．この “internetwork RFC 675” が公開されて以来，インターネットの仕組みは何
も変わっていません．2000 年 2 月 21 日に起きた大規模なサイバーテロ事件（Yahoo! 事件）はテロリスト達を
勇気づけました．つまり，同じ手口を繰り返し使える，と言うことです．何ら宣戦布告することなく，サイバーテ
ロ事件は増大の一途を辿っています．本稿はインターネットの仕組みを変えるものではなく，ネットが ZERO
TRUST であることに変わりはありません．が，ウイルスの構内での活動を無力化する，少なくもランサムウエア
は儲からない，というメッセージをテロリスト達に与え，「サイバーテロの時代を終わらせる」ことに貢献しま
す．

14．附録
- 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．
- 知識分割プログラム
通常ランサムウエアは LAN に侵入した後，パスワードファイルを奪い，登録ユーザの職務権限を乗っ取り，
DB に アクセスします．この動作が Fig. 5「アカウントの知識分割」によって無力化されます: このアカウントの
知識分割は当社代表らの発明です．発明には先行技術が有り，それが附録 1 に記載された特許です，知識分割とい
う概念は PCI DSS v1.2.1 が求めた知識分割と二重制御の要件 3.6.6 のことです．業界団体 PCI SSC（Payment
Card Industry Security Standards Council）は，運用中の鍵を二つの鍵に知識分割し，その二つが揃えば，鍵の
働きが復活する，そういうリスク管理を求めました．2009 年 6 月のことです．以下の通りです;
・PCI DSS v1.2.1 Requirements 3.6.6 “Split knowledge and establishment of dual control of cryptographic
keys”
・Testing Procedures v1.2.1 “ Verify that key management procedures are implemented to require split
knowledge and dual control of keys”
しかし，IT 業界はその実装方法を知らなかったので PCI SSC は妥協を図りました: 要件に記載されている通り
ではなくても，リスク分析を行い対策が施されている，と判断した場合には「代替コントロール “Compensating
Controls”」を持って PCI DSS に対応したと見なす，という配慮です．が，結局，v1.2.1 要件 3.6.6 の実装を断
念して v2.0 に改定されました（2010 年 10 月）．

15．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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