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Abstract– In this paper, we describe an application example of an encrypted control to a force–feedback
type bilateral control for a pneumatic drive system. A master device and a slave device are pneumatic
cylinders of the same type, and we construct the force–feedback bilateral control system using wave variables.
In order to make ElGamal encryption applicable to the whole control system, we organize the input and
output relations and the wave variable transformation in each device as a matrix form. We confirmed the
applicability of the proposed method by simulation, and also verified the detection ability of the attack from
outside.
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1 はじめに
ネットワーク化制御系において，サイバー攻撃に対
するセキュリティの確保は重要な課題である．制御演算
部への悪意ある攻撃を看過すれば，制御器内部の情報
の窃盗や，制御系の不正な操作，制御対象の破壊などの
深刻な被害を受けるリスクがある 1)．サイバー攻撃か
ら制御系を保護するための方法として，制御器内部の
演算やパラメータ情報などを秘匿化することを目的と
した，暗号化制御が提案されている．このうち，Kogiso

らはElGamal暗号 2)の数理的性質である積に関する準
同型性にもとづき，制御器内部の情報を秘匿化し，暗
号文として制御入力を直接出力する暗号化制御則を提
案した 3)．従来研究では，一対の制御対象と制御器が
フィードバック制御系を構成する場合についての検証
が主に実施されている．
一方，人間の作業を遠隔地でロボットに代行させる
場合に有力なマスタ・スレーブ制御は，人間のオペレー
タが操作するマスタデバイスと，遠隔地に設置されタ
スクを行うスレーブデバイスの双方に個別の制御系が
存在する分散型制御系である．各デバイスの制御系が
互いの位置情報や力情報などをネットワークを介して
やり取りすることで，マスタデバイスとスレーブデバ
イスの動きが同期し，遠隔地のスレーブデバイスにオ
ペレータが直接触れているような直感的な操作感が得
られる．マスタ・スレーブ制御の代表的な事例の一つ
に遠隔ロボット手術に関する研究 4)があり，その実現
のためには手術中の患者の安全性を担保するためのセ
キュリティ対策が必須である．
そこで本研究では，暗号化制御の新たな適用事例と
して，マスタ・スレーブ制御系に暗号化制御を適用す
る方法を提案する．具体的には，マスタ・スレーブ制
御のうち，空気圧駆動系の力帰還型バイラテラル制御

に暗号化制御を適用する事例について議論する．この
事例は，著者の研究グループがこれまでに研究・開発
した空気圧駆動式手術支援ロボット 5, 6)のマスタ・ス
レーブ制御系を単純化したものを想定しており，本稿
ではマスタデバイスとスレーブデバイスを同型の空気
圧シリンダとする．力帰還型バイラテラル制御では，マ
スタデバイスの速度情報をスレーブデバイスの速度制
御系に入力し，スレーブデバイスの力情報をマスタデ
バイスの力制御系に入力する．これにより，スレーブ
デバイスの動きをマスタデバイスに追従させつつ，ス
レーブデバイスが受ける外力をマスタデバイスを操作
するオペレータの手元へ反力として返す．また，マス
タ・スレーブ制御系では，デバイス間のネットワーク通
信の時間遅れが制御系全体の安定性と追従性に影響を
与える．この課題に対し，制御系全体で安定性の十分
条件である受動性を保証する制御手法として，散乱理
論や波変数に基づいた制御手法 7, 8)が提案されている．
著者のグループでは，空気圧駆動系の力帰還型バイラ
テラル制御に波変数変換を実装する方法を提案した 9)．
本研究では，先行研究 9)で扱った制御対象に ElGamal

暗号を適用可能とするために，各デバイスの制御器と
波変数変換の入出力関係をベクトルの内積の形に整理
する．さらに，シミュレーションにより提案方法の適
用可能性を示し，また外部から攻撃を受けた場合の検
出能力についても検証する．

2 変数記号表
B 特性インピーダンス
F シリンダ出力 [N]

Kad シリンダ力制御の D ゲイン
[V·s/N]

Kai シリンダ力制御の I ゲイン
[V/N·s]
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Fig. 1: The block diagram of the force–feedback type

bilateral control using the wave variables.
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valve
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Fig. 2: The block diagram of the master device’s force

control.

Kap シリンダ力制御のPゲイン [V/N]

Kpd シリンダ速度制御の D ゲイン
[N·s2/m]

Kpi シリンダ速度制御の I ゲイン
[N/m]

Kpp シリンダ速度制御の P ゲイン
[N·s/m]

s ラプラス演算子
Se サーボバルブ開口部の有効断面積

[m2]

t 時間 [s]

T1 マスタデバイスからスレーブデバ
イスへの遅れ時間 [s]

T2 スレーブデバイスからマスタデバ
イスへの遅れ時間 [s]

u マスタデバイスからスレーブデバ
イスへ送信される波変数

v スレーブデバイスからマスタデバ
イスへ送信される波変数

V サーボバルブの制御電圧 [V]

ẋ シリンダ速度 [m/s]

ξ 状態ベクトル
Φ 係数ベクトル
（添え字など）

D デバイスへ入力される波変数変換
の出力変数

e 外乱の変数
E 暗号化された変数

h オペレータの変数

m マスタデバイスの変数

s スレーブデバイスの変数
太字変数 ベクトル

3 制御対象への暗号化制御実装
3.1 制御対象：空気圧駆動系のための波変数を用いた

力帰還型バイラテラル制御

本研究で暗号化制御を適用する制御対象である，空
気圧駆動系のための波変数を用いた力帰還型バイラテ
ラル制御系 9)について説明する．制御系全体のブロッ
ク線図を Fig. 1に示す．また，Fig. 1に含まれるマス
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Fig. 3: The block diagram of the slave device’s veloc-

ity control.
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Fig. 4: The master device and the slave device (the

same type of pneumatic cylinders).

タデバイスの力制御系とスレーブデバイスの速度制御
系のブロック線図をそれぞれ Fig. 2と Fig. 3に示す．
Fig. 2と Fig. 3の制御系では，微分先行型の D制御
を採用する．
今回，マスタデバイスおよびスレーブデバイスのハー
ドウェアは，Fig. 4に示すような同構造の両ロッド空
気圧シリンダとする．マスタデバイスはオペレータに
よる力入力 Fh とシリンダ発生力 Fm によって駆動さ
れ，スレーブデバイスはシリンダ発生力 Fs と外力 Fe

のもとで駆動される．各デバイスのシリンダ発生力は，
流量制御型サーボバルブの制御電圧を調整し，シリン
ダ内圧力を増減させることで制御される．力帰還型バ
イラテラル制御では，マスタデバイスのシリンダ速度
ẋmがスレーブデバイスの速度制御に利用され，またス
レーブデバイスのシリンダ発生力 Fsがマスタデバイス
の力制御に利用される．デバイス間で運動が追従する
条件は ẋm = ẋs，力の作用反作用の条件は Fm = −Fs

であり，これらを満たすように両方のデバイスのフィー
ドバック制御系に目標値を与える．これにより，マス
タデバイスの動作に追従するスレーブデバイスの動作
が生成され，同時にスレーブデバイスに加わる外力を
マスタデバイスのオペレータの手元へ反力として力覚
提示する制御が可能となる．
一方，デバイス間の通信には時間遅れが存在し，制
御系の安定性と追従性に影響を与える．このような時
間遅れが存在する遠隔制御系の安定性を保証する制御
手法として，波変数に基づいた制御方法が提案されて
おり，本研究でもこの方法を用いることとする．Fig. 1

に示すデバイス間の通信は，波変数変換と時間遅れの
ブロックで接続する．Fig. 1中，マスタデバイスには
力 FmD が入力され，シリンダ速度 ẋm が出力される．
一方，スレーブデバイスにはシリンダ速度 ẋsD が入力
され，シリンダ出力 Fsが出力される．波変数変換は以
下の式で表される．

um(t) = (Bẋm(t) + FmD(t)) /
√
2B

vs(t) = (Fs(t)−BẋsD(t)) /
√
2B

us(t) = (BẋsD(t) + Fs(t)) /
√
2B = um(t− T1)

vm(t) = (FmD(t)−Bẋm(t)) /
√
2B = vs(t− T2) (1)



片方のデバイスから送信された波変数 umまたは vsは，
もう片方のデバイスに時間遅れ T1，T2を伴って伝達さ
れる．マスタデバイスとスレーブデバイスは個別の制
御系をもち，これらが波変数を介した通信で制御信号
をやり取りすることで，分散型制御システムが構成さ
れる．

3.2 暗号化制御の実装

3.2.1 暗号化制御実装後の制御対象

Fig. 1の制御系に暗号化制御を実装したブロック線
図を Fig. 5に示す．暗号化制御を適用することで，マ
スタデバイスおよびスレーブデバイスの入力から出力
までの関数関係を秘匿化する．本論文で行う具体的な
作業は，Kogisoらの暗号化制御 3) で用いる ElGamal

暗号が適用可能な形となるように，各デバイスの制御
系と波変数変換の式を整理することである．Fig. 5中，
Enc.は暗号化，Dec.は復号を示し，破線で囲まれた部
分は平文での計算を含む領域である．上付き添え字 E

は，その変数が暗号化されていることを示す．この実
装により，制御系全体のフィードバックループのうち，
大部分の計算を暗号化されたまま実行できる．平文計
算の領域は，デバイスの状態変数の更新（Update ξm
or ξs）と，デバイスへの制御電圧入力・駆動の部分で
あり，従来の暗号化制御と同様である．
マスタデバイスを例として，暗号化された制御系と
波変数変換の説明をする．ΦE

m1は暗号化された係数ベ
クトルであり，暗号化状態ベクトル ξEm との内積によ
り暗号化制御電圧 V E

mを得る．これは，Fig. 2に示す
マスタデバイスの力制御系に含まれるコントローラの
計算をベクトルの内積計算に変換したものに相当する．
ただし，ElGamal暗号により暗号化した変数ベクトル
同士は乗算は可能だが加算はできず，内積計算のうち
項同士の加算は復号後に行う 3)ため，暗号化制御器の
出力はベクトルであり，復号後にスカラー値となる．ま
た，ΦE

m2 も同じく暗号化係数ベクトルであり，ξEm と
の乗算により暗号化波変数 uE

mを得る．これは，式 (1)

の um を求める計算を変換したものである．これらの
式変形により ElGamal暗号が実装可能となり，スレー
ブデバイスの計算についても同様の式変形を行う．暗
号化制御実装のための式変形について以下で詳述する．

3.2.2 マスタデバイスへの暗号化制御適用

マスタデバイスの制御系と波変数変換の計算へ El-

Gamal暗号を実装するための式変形について説明する．
力制御器の入力はシリンダ力 FmDであり，出力は制御
電圧 Vmである．制御系の秘匿化では制御器の出力まで
の計算を秘匿化することが目標となるため，制御電圧
Vmを出力とみなす．一方，波変数変換の計算は，Fig.

1に示すようにマスタデバイスの力制御系の入口と出
口両方に存在し，計算の順序は以下のようになる．ま
ず，スレーブデバイスから波変数 vmを受け取り，波変
数変換により vmは FmD に変換される．その後，マス
タデバイスが駆動されて状態が更新されたのちに，波
変数変換によりシリンダ速度 ẋm が波変数 um に変換
され，スレーブデバイスへ送信される．この一連の流

れから，波変数変換の計算における入力は vm，出力は
um とし，式変形を行うものとする．
マスタデバイスの力制御器の入出力関係は

Vm(t) =(Kap +Kai/s)(−FmD(t)− Fm(t))

−KadsFm(t) (2)

である．FmD は時間遅れを伴ったスレーブデバイスの
シリンダ力 Fs とみなすことができ，FmD の符号を反
転させて力制御の目標値とすることで，スレーブデバ
イスが受ける外力の反力をマスタデバイス操作者へ伝
える．式中，FmD(t)は，式 (1)より波変数 vmを用いて

FmD(t) = Bẋm(t) +
√
2Bvm(t) (3)

と表すことができ，これを式（2）に代入することで

Vm(t) =(Kap +Kai/s)(−Bẋm(t)−
√
2Bvm(t)− Fm(t))

−KadsFm(t) (4)

となる．この式を ElGamal暗号で秘匿化するために，
係数ベクトルと状態ベクトルの乗算の形に分割すると

Vm(t) = Φm1ξm(t)

Φm1 =

[ −BKap −BKai 0 · · ·
−
√
2BKap −

√
2BKai 0 · · ·

−Kap −Kai −Kad ]

ξm(t) =

[ ẋm(t) xm(t) ẍm(t) · · ·
vm(t)

∫ t

0
vm(t)dt v̇m(t) · · ·

Fm(t)
∫ t

0
Fm(t)dt Ḟm(t) ]T

(5)

のようになる．状態ベクトル ξm(t)には状態量 ẋm(t)

と Fm(t)に加えて波変数 vm(t)の 3変数の値とこれら
の微分値・積分値が含まれる．
さらに，波変数変換の出力 um(t)を秘匿化するため
の式は，式 (1)と (3)を用いて

um(t) =
√
2Bẋm(t) + vm(t) = Φm2ξm(t)

Φm2 =
[√

2B 0 0 1 0 0 0 0 0
]

(6)

のように得られる．式 (5)と (6)に ElGamal暗号を適
用することで，マスタデバイスの力制御系と波変数変
換の計算が秘匿化される．

3.2.3 スレーブデバイスへの暗号化制御適用

次に，スレーブデバイスの速度制御系と波変数変換
に暗号化制御を適用する場合について考える．速度制
御系の入力はシリンダ速度 ẋsD であり，出力は制御電
圧 Vsである．一方，スレーブデバイスの波変数変換は，
入力が us，出力が vsである．これら二つの出力 vsと
Vs を計算するための式を ElGamal暗号を用いて秘匿
化するために，以下のように式を展開する．
スレーブデバイスの速度制御器の入出力関係は

Vs(t) = (Kap +Kai/s)(F
ref
s (t)− Fs(t))−KadsFs(t)

(7)

F ref
s (t) = (Kpp +Kpi/s)(ẋsD(t)− ẋs(t))−Kpdsẋs(t)

(8)
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Fig. 5: The block diagram of the bilateral encrypted control system.

である．式中，ẋsD(t)は，式 (1)の入力 us を用いて

ẋsD(t) =

√
2

B
us(t)−

1

B
Fs(t) (9)

と表すことができる．式（7）に式（8）と (9)を代入し

Vs(t) =

√
2

B
(Kap +Kai/s)(Kpp +Kpi/s)us(t)

− (Kap +Kai/s)(Kpp +Kpi/s+Kpds)ẋs(t)

− {Kap +Kai/s+Kads

+
1

B
(Kap +Kai/s)(Kpp +Kpi/s)

}
Fs(t) (10)

となる．この式を ElGamal暗号で秘匿化するために，
係数ベクトルと状態ベクトルの乗算の形に分割すると

Vs(t) = Φs1ξs(t)

Φs1 =



−(KapKpp +KaiKpd)

−(KapKpi +KaiKpp)

−KapKpd

−KaiKpi

0√
2
BKapKpp√

2
B (KapKpi +KaiKpp)

0√
2
BKaiKpi

0

−Kap − 1
BKapKpp

−Kai − 1
B (KapKpi +KaiKpp)

−Kad

− 1
BKaiKpi

0



T

ξs(t) =

[ ẋs(t) xs(t) ẍs(t)
∫ t

0
xs(t)dt

...
x s(t) · · ·

us(t)
∫ t

0
us(t)dt u̇s(t)

∫ t

0

∫ t

0
us(t)dt

2 üs(t) · · ·
Fs(t)

∫ t

0
Fs(t)dt Ḟs(t)

∫ t

0

∫ t

0
Fs(t)dt

2 F̈s(t) ]T

(11)

のようになる．状態ベクトル ξs(t)には状態量 ẋs(t)と
Fs(t)に加えて波変数変換の入力 us(t)の 3変数の値と
これらの微分値・積分値が含まれる．

さらに，波変数変換の出力 vs(t)を秘匿化するための

式は，式 (1)と (9)を用いて

vs(t) = −us(t) +

√
2

B
Fs(t) = Φs2ξs(t)

Φs2 =

[ 0 0 0 0 0 · · ·
−1 0 0 0 0 · · ·√

2
B 0 0 0 0 ]

(12)

のように得られる．式 (11)と (12)に ElGamal暗号を
適用することで，スレーブデバイスの速度制御系と波
変数変換の計算が秘匿化される．

4 シミュレーション
4.1 シミュレーション条件

波変数を用いた力帰還型バイラテラル制御系への暗
号化制御実装の実現可能性を確認するために，シミュ
レーションによりデバイスモデルの挙動を確認する．シ
ミュレーションでは，Fig. 4に示す空気圧シリンダモ
デルをマスタデバイスとスレーブデバイスとして用い
る．空気圧シリンダモデルを駆動するためのサーボバ
ルブの制御特性モデル，空気配管の流入・流出特性モ
デルも先行研究 10) を参照し実装した．空気圧シリン
ダは SMC製のCJ2XB10-60Z，サーボ弁は FESTO製
のMPYE-5-M5-010-Bを想定し，これらのパラメータ
を与える．空気の状態は標準状態（ANR，絶対圧 100

kPa，293 K，相対湿度 65 %）とする．
シミュレーションで使用する主なパラメータの値を

Table 1に示す．3節で説明した制御対象をサンプリン
グ時間 0.002 s で離散化し，シミュレーションモデルの
状態を更新する．シミュレーションでは，マスタデバ
イスにオペレータが力 Fh [N] を与え，周期的な運動を
行う場合の周波数応答を計算する．マスタデバイスの
周期運動の振幅は 0.02 m，周波数は 0.1または 0.4 Hz

とし，これを位置目標値 xref
m [m] とする．このとき，

オペレータの力 Fh は

Fh = Khp(x
ref
m − xm) (13)

のような P制御器で与えるものとする．
シミュレーションにより，暗号化制御実装後のデバイ
スの挙動を観察する．また，暗号化されたパラメータ
が外部から攻撃される場合を想定し，仮の攻撃として
ダミーノイズを与えるケースを計算する．この計算事
例から，暗号化制御による攻撃の検出可能性を確認す
る．ダミーノイズを与える対象として，今回はスレー
ブデバイスの暗号化制御器出力である vE

s と V E
s を選



Table 1: Simulation parameters.

サンプリング時間 [s] 0.002

シミュレーション時間 [s] 10

位置目標値 xref
m の振幅 [m] 0.02

シリンダ質量m [kg] 0.2

シリンダダンパ係数 c [N · s/m] 1.0

シリンダストローク [m] 0.06

シリンダ受圧面積 [m2] 78.5 ×10−6

供給絶対圧力 [kPa] 600

力制御 Pゲイン Kap [V/N] 5.0

力制御 Iゲイン Kai [V/N·s] 0.0

力制御 Dゲイン Kad [V·s/N] 0.0

速度制御 Dゲイン Kpd [N·s2/m] 0.0

速度制御 Iゲイン Kpi [N/m] 50.0

速度制御 Pゲイン Kpp [N·s/m]

オペレータ力制御 Pゲイン Khp [N/m] 5.0

特性インピーダンス B 1.0

時間遅れ T1 [s] 0.1

時間遅れ T2 [s] 0.1

暗号鍵生成 bit数 64

ダミーノイズの間隔 [s] 2.0

択した．シミュレーション開始後 0.0 s から 2.0 s 間隔
で上記出力のいずれかにノイズを加えたときの挙動を
観察する．攻撃対象の変数はいずれもベクトルであり，
今回はベクトルのうち最初の要素のみにノイズとして
1を加えた．

4.2 シミュレーション結果

ダミーノイズの攻撃がない場合の暗号化制御実装後
のシミュレーション結果を Fig. 6に示す．青線はマス
タデバイス，赤線はスレーブデバイスの変位を示し，上
図は位置目標値 xref

m の周波数を 0.1 Hz，下図は 0.4 Hz

で与えた．変位 0.0 m はシリンダストロークの中央を
意味し，最大 ±0.03 m の変位が可能である．
次に，マスタデバイスの位置目標値 xref

m の周波数を
0.1 Hzとして，スレーブデバイスの暗号化制御器出力
である vE

s とV E
s にダミーノイズを加えたときのシミュ

レーション結果を示す．まず，V E
s にノイズを加えた

ときの結果を Fig. 7に示す．上図は各デバイスの変位，
下図は暗号化制御電圧 V E

s を復号した制御電圧 Vs で
ある．続いて，vE

s にノイズを加えたときの結果を Fig.

8に示す．上図は各デバイスの変位，下図は暗号化波変
数 vE

s を復号した波変数 vs である．

4.3 考察

得られた実験結果について考察する．Fig. 6 より，
10秒間のシミュレーションでマスタデバイスの変位に
スレーブデバイスが追従する結果となり，暗号化制御
実装後も実装前と同様の挙動となることを確認した．
次に，Fig. 7では，ダミーノイズの攻撃タイミング
で Vs が瞬間的に巨大な値へ変化していることがわか
る．実際の駆動では制御電圧に上限下限のリミットを
設けることを想定し，本シミュレーションでも同様の

Fig. 6: Displacements of the master and slave devices

(upper figure : 0.1 Hz , lower figure : 0.4 Hz).

Fig. 7: Simulation results under the dummy noise at-

tack to V E
s (upper figure: displacements of the mas-

ter and slave devices with the motion frequency of

0.1 Hz, lower figure: decrypted control voltage of the

slave device).



Fig. 8: Simulation results under the dummy noise at-

tack to vE
s (upper figure: displacements of the master

and slave devices with the motion frequency of 0.1 Hz,

lower figure: decrypted wave variable vs).

制限を設定しているため，デバイス変位の軌道には大
きな影響は見られない．暗号化制御を実装することで，
制御信号に外部から攻撃が加えられたときの検出性能
が向上すると考える．今回与えたダミーノイズは，暗
号化制御電圧 V E

s のベクトル第一項（1017以上の大き
なオーダーの整数）に 1を加算するものだが，きわめ
て小さな SN比にも関わらず，復号した制御電圧 Vs上
では大きなノイズとして検出可能である．

最後に，Fig. 8の結果では，0.0 s に暗号化波変数
vE
s へ攻撃が加わった直後から復号した波変数 vs の値
が振動的になり，またデバイス変位にも大きな挙動の
乱れが見られた．変数に依らず暗号化された信号を外
部から書きかえようとすると，復号時にインパルス関
数的な大きな変化が現れる．この現象を利用し，実際
の駆動では復号後の信号が異常な変化を示した瞬間に
制御を中断するなどの対策を行うことで，制御対象を
攻撃から守ることが可能と考える．

5 おわりに

本研究では，暗号化制御の新たな適用事例として，空
気圧駆動系のための波変数を用いた力帰還型バイラテ
ラル制御に暗号化制御を適用する方法を提案した．具
体的には，先行研究 9) で扱った制御対象に ElGamal

暗号を適用可能とするために，各デバイスの制御器と
波変数変換の入出力関係をベクトルの内積計算の形に
整理した．シミュレーションの結果，提案方法による
暗号化制御の実装後も実装前と同様の挙動となること

を示し，空気圧駆動系への適用可能性を確認した．ま
た，外部から攻撃を受けた場合の検出能力についても
ダミーノイズを与えて検証した．その結果，攻撃され
た暗号化変数を復号した後にインパルス関数的な大き
な変化が見られることを確認し，暗号化制御の実装に
より攻撃検出性能が向上する可能性が示唆された．今
後の作業として，実際のデバイスを用いた実験検証，攻
撃検出性能の定量的評価指標の検討などを予定してい
る．また，今回はプリミティブな暗号化制御を実装し
たが，改良の方向性として，セキュリティを強化する
動的鍵暗号（暗号鍵の更新）や，量子化誤差の影響を
排除する仕組み（動的量子化器）を取り入れる課題な
ども考えられる．
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