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弾性体の局所的な変位観測に基づく外力の推定 
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あらまし  手術時に得られる視覚的な情報のみから，臓器の力学的な状態を定量的かつ客観的に理解できれば，

手術の安全性の向上に繋がるものと考えられる．本研究では，弾性体の局所的な変位観測に基づいて外力を推定す

る方法を提案する．提案方法によって，鉗子によって与えられた外力に加え，癒着や脈管との接合によって視認で

きない部分に生じる外力の位置や大きさが推定可能となる．シミュレーション実験によって提案法の有効性を確認

したので報告する． 
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Estimation of External Forces Using Local Displacement of Elastic Body 
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Abstract  If intraoperative measurement and physical estimation of the deformed organs are possible during surgery, the 

conditions of organs will be recognized physically and quantitatively, which will make the recent surgery more safe and 

reliable. This study proposes a new method for estimating external forces based on local displacement observation of elastic 

bodies. By our method, we can estimate the magnitude and position of forces not only on the forceps but also in invisible field. 

Some simulation studies are planned to confirm the effectiveness of the method. The experiments showed that the external 

forces are successfully estimated by partial observation of the deformed shape. 
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1. はじめに  

近年，内視鏡を用いた外科手術が盛んに行われてい

る．内視鏡下手術は従来の開腹手術とは異なり，直径

5～10mm の小切開を 2～3 箇所に加え，内視鏡を通し

て体腔内を観察しながら鉗子や電気メスで施術する．

また，外科手術支援ロボットの研究 [1]が進み，実際の

外科手術にも取り入れられるようになってきている．   

一方で，内視鏡下手術では術野が狭く，臓器の視認

も局所に限定された状態で，術具を介した間接的な操

作が要求される．また，現状のロボット手術において

は術者への反力提示は実現されておらず，術者は局所

的にしか視認できない臓器の変形に基づいて，臓器の

どの部分にどの程度の力が加わっているのかを想像し

て手術している．手術が円滑に進められるか否かは，

術者の経験や手技によって異なったものとなり，鉗子

を通して過剰な力を加えてしまうことによる臓器の損

傷，あるいは想定していない血管の剥離等の手術ミス

に繋がってしまう可能性がある．これに対し，術中に

臓器の形状やその変化を計測する試み [2-8]がなされ

てきている．臓器などの弾性組織は手術中，術者が鉗

子を通して引張力を加えることに加え，切開の進行や

腹腔内に空間を作るための気腹の状態，あるいは，患

者の呼吸の影響を受けて変形する．このような臓器変

形の計測は，例えば 3D 内視鏡を用いた特徴点追跡に

代表される画像処理分野での研究 [2-6]で試みられて

いる．また，おもに病巣位置の特定に用いられるが臓

器変形の計測も可能な超音波診断 [7]がある．さらに，

術中計測にオープン MRI が利用される手術 [8]も行わ

れている．  

手術時に得られる視覚的な情報のみから，術者が臓

器の力学的な状態を定量的かつ客観的に理解できれば，

手術の安全性の向上に繋がるものと考えられる．現在，

外力の推定を行っている研究としては，例えば鉗子に

加わる力を計測・分析する研究 [9]があるが、鉗子で力

を与えている箇所以外の部位が力学的にどのような状

態かは把握できず，手術中の臓器の力学的な理解は困

難とされている．  

本研究では，弾性体の局所的な変位観測に基づいて

外力を推定する方法を提案する．臓器は他の組織と部

分的に接合しているだけであり，また，手術時は臓器
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を鉗子で引っ張るため，臓器に及ぼされる外力につい

てスパース性を仮定できると考えられる．ここで，ス

パース性とは，外力が及ぼされている領域の合計体積

が，臓器全体の体積に比べ十分小さい状態と定義する．

そして，数理モデリングの分野で研究が進められてい

る圧縮センシング [10]において用いられている考え方

に着目した．本方法を用いることで，例えば，術中に

視認可能な臓器の局所変位から，鉗子によって与えら

れた外力に加え，癒着や脈管との接合によって視認で

きない部分に生じる外力が，どの部分にどの程度の大

きさで加わっているかについても推定可能となる．  

提案手法の有効性を確認する最初の試みとして，局

所的に観測したメッシュモデルの変位によって，観測

していない部分を含めた各点に加わる外力を推定する

シミュレーション実験を実施する．また，提案手法の

性能を統計的に確認したので報告する．   

 

2. 提案手法  

2.1. 局所変位観測に基づく外力の推定  

本節では，提案手法の概要について述べる．本研究

の狙いは，弾性体へ外力を加えたとき，観測できる部

分の形状変化のみを既知として，観測できる部分のみ

ならず観測できない部分のどの部分にどの程度の外力

が加わっているのかを推定することである．その具体

例を図 1 に示す．例えば，図 1(a)のように，弾性体に

観測できる部分と観測できない部分があるとする．こ

の弾性体に対し，図 1(b)のように観測できる部分に対

して引張力を加える．このとき，図 1 の観測できる部

分の形状変化のみを既知として，観測できる部分のみ

ならず，観測できない部分に加えられた外力を推定す

ることが本研究の問題設定である．  

現状の内視鏡下手術やロボット手術で困難とされ

ている課題は，術野が狭いために手術対象となる臓器  

の全体像が視認できず，臓器の力学的な状態は想像す

るしかないこと，また，術者へ反力が提示されず，臓

器にどの程度の負荷が与えられているのかを具体的に

知ることが困難であるということであった．本研究が

提案する手法を用いることで，このような課題を次に

示すように解決できる．  

・臓器の変形を局所的に観測することで，どの部分

に外力が働いているか，また臓器がほかの組織と接合

しているか等を知ることができる．  

・鉗子で過剰に力を加えたと推定された場合に警告

を与える．  

以降，2.2 節では提案手法が対象とする問題設定を

数学的記述とともに具体的に説明する．また， 2.3 節

では提案する推定手法の詳細を述べる．  

 

2.2. 問題の定式化  

問題設定を定式化するにあたり，図 1 をメッシュモ

デルで表した図 2 を考える．このとき，提案手法では

図 2(b)における観測できる頂点の変位を入力として，

推定対象となる矢印で表される外力が及ぼされた位置

と，外力の大きさ・方向を推定することを目的とする．

メッシュモデル各頂点に加わる力を𝒇，各頂点の変位を

𝒖，剛性マトリクスを𝐾として，線形有限要素解析にお

いて用いられる式  

𝒇 = 𝐾𝒖 ⇔ 𝒖 = 𝐾−1𝒇 = 𝐿𝒇                  (1) 

にしたがって既知条件と推定対象を整理すると，次の

ようになる．ここで，弾性体メッシュモデルの頂点の

うち，観測できる頂点を𝑜，観測できない頂点を 𝑖のよ

うに分類する．  

・既知条件  

i) 弾性体メッシュモデルの観測できる頂点の変位ベ

クトル𝒖𝒐 

術中に形状変化を計測する手法は幾つかの報告例があ

るため，一部の変位が自明という前提を置く．具体的

には，カメラ画像に基づく弾性体表面の形状変化を追

う研究 [2-6]や弾性体内部の形状を含めて計測する超

音波診断 [7]が挙げられるが，本研究ではメッシュモデ

    

図 1 局所変位観測に基づく外力の推定       図 2 問題設定のメッシュモデルによる表現  
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ル内部の頂点を含めて変位を既知とした場合を考える． 

ii) 弾性体メッシュモデルの剛性マトリクス𝐾 

ヤング率，ポアソン比，固定領域を自明とする．  

・推定対象  

弾性体メッシュモデルの全頂点に加わる，スパース性

のある外力ベクトル𝒇 

 

2.3. 𝒍𝟏再構成による外力の推定方法  

本節では弾性体メッシュモデルの観測できる頂点

の変位ベクトル𝒖𝒐および，弾性体メッシュモデルの剛

性マトリクス𝐾を既知として，弾性体メッシュモデル

の全頂点に加わるスパース性のある外力ベクトル 𝒇を

推定するための方法について説明する．ただし，𝑀は

観測頂点数，𝑁は固定頂点を除いたモデル頂点数であ

る．  

はじめに圧縮センシング [10]の問題設定と 𝑙1再構成

について触れる．𝑀次元ベクトル𝒚，𝑁次元ベクトル𝒙，

および𝑀 ×𝑁観測行列𝐴を用いた連立一次方程式  

𝒚 = 𝐴𝒙                                (2) 

において，𝒚および𝐴を既知として𝒙を求める問題を考

える．連立一次方程式の式と元の関係から，𝑀 < 𝑁で

あれば何らかの拘束条件なしには解を一意に得ること

はできない．ここで，𝒙が多くのゼロ成分を持つスパ

ースなベクトルであったと仮定すると，実質的に非ゼ

ロ成分数だけ観測値𝒚があれば𝒙を推定できる．例えば

𝑁 = 7，𝑀 = 3として具体的に考える．𝑥1から𝑥7のうち，

𝑥2 = 𝑥3 = 𝑥4 = 𝑥6 = 𝑥7 = 0であったとすると，式 (2)は以

下のように書ける．  

(

𝑦1
𝑦2
𝑦3
) = (

𝑎11 𝑎21 𝑎13 𝑎14 𝑎15 𝑎16 𝑎17
𝑎21 𝑎22 𝑎23 𝑎24 𝑎25 𝑎26 𝑎27
𝑎31 𝑎32 𝑎33 𝑎34 𝑎35 𝑎36 𝑎37

)

(

 
 
 
 

𝑥1
0
0
0
𝑥5
0
0 )

 
 
 
 

 

= (

𝑎11 𝑎15
𝑎21 𝑎25
𝑎31 𝑎35

) (
𝑥1
𝑥5
)                    (3) 

この例では，𝒙の非ゼロ成分数 2だけ観測値 (例えば𝑦1，

𝑦2)があれば𝒙を推定できる．つまり測定情報𝒚は 3 成分

であったが𝒙の非ゼロ成分の数，すなわち 2 成分にま

で圧縮して観測すればよい．式 (2)を満たす𝒙を求める

ような問題において，𝒙のスパース性を仮定できると

き，復元に際して測定値数𝑀(< 𝑁)をどれだけ小さくで

きるかが圧縮センシングの基本的な問題設定となる．

この 𝒙を求める方法として一般的に用いられるのが 𝑙1

再構成である．まずベクトル𝒙の 1-ノルムを以下の式

で定義する．  

||𝒙||1 ≡ |𝑥1| + |𝑥2| + ⋯+ |𝑥𝑁|               (4) 

これを線形制約𝒚 = 𝐴𝒙のもとで最小化する以下の最適

化問題が 𝑙1再構成と呼ばれる．  

�̂�(1) = argmin
𝒙

||𝒙||1    such that    𝒚 = 𝐴𝒙        (5) 

𝑙1再構成は線形計画問題として定式化でき，シンプレ

ックス法や内点法などの良く知られた解法を用いて解

くことができる．  

弾性体メッシュモデルの頂点を，観測できる頂点𝑜と

観測できない頂点 𝑖に分類し，これに基づいて，マトリ

クス𝐿をブロック分割することにより，式 (1)は以下の

ように表すことができる．  

(
𝒖𝒐
𝒖𝒊
) = (

𝐿𝑜𝑜 𝐿𝑜𝑖
𝐿𝑖𝑜 𝐿𝑖𝑖

) (
𝒇𝒐
𝒇𝒊
)                    (6) 

ここで，境界条件として与えた各頂点の力𝒇から算出さ

れた各頂点の変位𝒖のうち，𝒖𝒐 ∈ ℝ
𝑀を既知量，𝒖𝒊を未

知量として各頂点の力𝒇 ∈ ℝ𝑁を求めるような問題を考

える．すなわち式 (6)のうち，  

𝒖𝒐 = (𝐿𝑜𝑜 𝐿𝑜𝑖) (
𝒇𝒐
𝒇𝒊
)  

       = 𝐿𝑜𝒇                               (7) 

のみを用いて𝒇を求める．ただし，𝐿𝑜 ∈ ℝ
𝑀×𝑁は𝐿の部分

マトリクスである．この式 (7)のような連立一次方程式

も，元の数 (𝒇の成分数 )  𝑁よりも式の数 (𝒖𝒐の成分数 )  𝑀

の方が少なく，何らかの拘束条件なしには解を一意に

得ることができない不良設定問題となる．本研究では，

この式 (7)に対して 𝑙1再構成を適用し，外力ベクトル𝒇を

推定する．さらに，外力推定が正しく行われれば，有

限要素法の式 (1)に対して𝒇の推定値を代入することで，

メッシュモデルの観測できない頂点変位𝒖𝒊を含めた変

位𝒖を二次的に得ることができる．したがって，弾性

体メッシュモデルの局所的な頂点の変位だけを用いて，

全頂点の移動，すなわち全体の形状変化の推定も行え

る．  

 

3. 評価実験  

3.1. シミュレーション実験による検証  

提案手法を用い，弾性体メッシュモデルの変位の局

所的な観測に基づいて外力が推定可能か否かをシミュ

レーション実験により検証する．本実験の目的は，𝑀個

の観測値𝒖𝒐から，𝑁個のうち 0 である成分が未知であ

るような𝑘 −スパースな解𝒇を求める問題において，観

測する頂点の数 (既知とする𝒖𝒐の成分数𝑀)が推定精度

に与える影響を調査することである．ここで，𝑘 −スパ

ースとは，𝒇の成分のうち，0 ではない値となるものが

高々𝑘個である状態を指し， 𝑘が大きいほど𝒇はスパー

スではなくなる．本実験における 𝑘は，弾性体メッシ

ュモデルの，外力が加えられた頂点の数である．  

提案手法を Visual C/C++，および 𝑙1再構成のオープ

ンソースライブラリである KL1p を用いて実装し，汎
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用 計 算 機 (OS ： Windows 7 Professional, CPU ：

IntelCorei7-3770, メモリ：16GB)上で実験を行った．  

 

3.2. 推定結果の例  

ここでは，臓器の観測できる部分 (領域 1)へ鉗子で引

張力を加えた場合を想定した実験，および観測できな

い部分 (領域 2)で外力が及ぼされている場合を想定し

た実験について説明する．使用するデータは三次元 CT

画像より生成した，図 3(a)に示す肝臓の四面体メッシ

ュモデルである．ただし，下大静脈を想定した箇所に

25 点の固定点を設定し，それ以外の頂点は自由点 (263

点 )としている．   

実際の推定結果の例を挙げる．まず臓器の観測でき

る部分へ鉗子で引張力を加えた場合を想定した実験に

ついて，観測できる領域を図 3(b)に示した．また，図

4(a)のように−𝑧方向に5𝑁を想定した外力を 9 頂点に与

える．固定頂点を除いた肝臓メッシュモデルの 263 頂

点のうち，𝑧座標の小さい頂点から順に内部の頂点を含

めて全体の 10%にあたる 26 点を観測した場合につい

て考える．この場合における外力の推定結果を図 4(b)

に示す．外力を与えた 9 点における推定外力の大きさ

は，それぞれ 4.9~5.1𝑁の間であった．これら以外の頂

点における推定外力は，0.009𝑁以下となった．図 4(b)

では，原信号である外力を与えなかった点はおよそ0𝑁

と推定できており，外力を与えた部分にのみ5𝑁近い値

が現れていることが示され，外力を加えた場所と外力

の大きさを誤らずに推定できたといえる．  

次に，観測できない部分で外力が及ぼされている場

合を想定した実験を行った．観測できる領域を図 3(c)

に示した．また，図 4(c)のように y方向に5𝑁を想定し

た外力を 7 頂点に与える．固定頂点を除いた肝臓メッ

シュモデルの 263 頂点のうち，𝑦座標の小さい頂点か

ら順に内部の頂点を含めて全体の 7%にあたる 19 点を

観測した場合について考える．この場合における外力

の推定結果を図 4(d)に示す．外力を与えた 7 点におけ

る推定外力の大きさは，それぞれ 4.2~5.5𝑁の間であっ

た．これら以外の頂点における推定外力は， 0.6𝑁以下

の間となった．   

 

3.3. 評価実験  

本節では，提案手法の性能を統計的に評価する．使

用するデータは図 5(a)で示すような頂点配置が一様な

直方体メッシュモデル (5 × 5 × 10頂点 )である．また，

図 5(b)のように−𝑧方向に5𝑁を想定した外力を 10 頂点

に与える．この直方体メッシュモデルの頂点をランダ

ムに 𝑛点 (1 ≤ 𝑛 ≤ 225)観測して外力を推定する試行を

50 回繰り返した．推定精度の評価指標には，外力のあ

る場所，ない場所を推定できているかを判断する指標

                 

   図 3 (a)肝臓メッシュモデル      (b)領域 1 を含めた頂点の観測      (c)領域 2 を含めない頂点の観測  

 

 

図 4 (a)領域 1 へ加えた原信号  (b)領域 1 の推定結果  (c)領域 2 へ加えた原信号  (d)領域 2 の推定結果  

- 46 -



 

  
 

 

として，感度・特異度を用い，外力の大きさを推定で

きているかを判断する指標として，二乗平均平方根

(Root Mean Square，RMS)を用いた．外力が加えられた

と判断するための閾値を2.5𝑁と定義し，表 1 のように

混同行列を定義した．このとき感度・特異度は以下の

式のように書ける．  

感度 =
TP

TP+FN
，特異度 =

TN

TN+FP
             (8) 

感度・特異度は0~1の値をとり，1に近いほど推定精度

が良いことを表す．例えば，肝臓メッシュモデルの 263

頂点のうち 9 点に外力が与えられている場合，推定結

果として，実際に外力を与えた点を 1 点見逃し，それ

以外は原信号の通り推定できたとすると，TP=8，FN=1，

FP=0，TN=254 であるので，感度は 0.88，特異度は 1

となる．今回の実験では，外力のない場所を適中する

のは容易であり，特異度はすべて 0.98 以上の値となっ

た．感度について，図 6(a)に観測頂点数を 5 点刻みで

増加させるごとに値をプロットした箱ひげ図を示す．

ひげの上端・下端はそれぞれ最大値・最小値を表し，

箱の上端・下端はそれぞれ第三四分位点・第一四分位

点を表す．また，丸印は中央値である．図 6(a)から，

観測頂点数が増加すると感度が 1 に近づいていること

が確認できる．  

次に RMS について，実際に加えた外力𝒇と推定した

外力𝒇′の誤差として，以下の式により算出した．  

 

RMS = √
1

𝑁
∑ {(𝑓𝑥𝑖 − 𝑓

′
𝑥𝑖
)
2
+ (𝑓𝑦𝑖 − 𝑓

′
𝑦𝑖
)
2
+ (𝑓𝑧𝑖 − 𝑓

′
𝑧𝑖
)
2
}

𝑁−1

𝑖=0

 

{

𝑁 ;固定頂点を除くモデル頂点数

𝑓𝑥𝑖，𝑓𝑦𝑖，𝑓𝑧𝑖  ; 𝑓𝑖の𝑥𝑦𝑧成分

𝑓′𝑥𝑖，𝑓′𝑦𝑖，𝑓′𝑧𝑖  ; 𝑓′𝑖の𝑥𝑦𝑧成分

             (9) 

与えた𝒇と推定した𝒇′の大きさの差が小さいほど RMS

は小さくなるため，正しく推定されると RMS が 0 に

近づく．例えば，肝臓メッシュモデルの 263 頂点のう

ち 9 点に5𝑁の外力が与えられている場合，推定結果と

して，実際に外力を与えた 9 点で4𝑁と推定し，それ以

外の 254 点で1𝑁と推定したとすると，RMS=1 となる．

RMS についても，図 6(b)に観測頂点数を 5 点刻みで増

加させるごとに値をプロットした箱ひげ図を示す．図

6(b)から，観測頂点数が増加するほど RMS が減少して

いることが確認できる．以上から，観測できる頂点数

が多くなるにしたがって，  𝑙1再構成の確度が高くなっ

表 1 外力推定における混同行列  

 外力あり5𝑁 外力なし0𝑁 

外力が2.5𝑁 

以上と推定  

TP FP 

外力が2.5𝑁 

未満と推定  

FN TN 

 

      

図 5 外力を与えた直方体メッシュモデル  

 

図 6 提案手法の推定性能 (a)感度 (b)RMS 
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たと考えられる．  

 

4. おわりに  

本研究では，弾性体の局所的な変位を観測すること

により，弾性体に及ぼされる外力を推定することを目

指した．提案手法の有効性を確認する最初の試みとし

て，肝臓メッシュモデルの変位を局所的に観測するこ

とによって，観測できる部分のみならず観測していな

い部分を含めた各点に加わる外力を推定するシミュレ

ーション実験を実施した．また，提案手法の性能を統

計的に示すために，直方体メッシュモデルに与えた外

力を，頂点をランダムに観測して推定する実験を行っ

た．その結果，観測できる部分だけでなく，観測でき

ない部分の外力も推定できることを確認した．今後，

推定精度に影響を与える原因や，統計データの外れ値

について，その原因を調査する予定である．また，実

際の手術の状況を想定した，実物体を用いた実験を検

討している．  
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