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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
～可解性向上のための制約条件の検討～
坂田良平†

中尾恵† 松田哲也†

概要：部分変位観測に基づく外力推定問題は， 有限要素法における剛性方程式において，既知である変位ベクトルの
成分数が未知である外力ベクトルの成分数よりも少ない劣決定系の問題として記述される．本研究では，外力にスパ
ース性を仮定し，L1 ノルム最小化問題によって外力推定を可能とする手法を提案する．さらに，劣決定系の剛性方程
式の可解性を向上させる制約の加え方について議論する．シミュレーション実験により本手法の有効性を確認したの
で報告する．
キーワード：スパース推定，L1 ノルム最小化，有限要素法，外力推定，制約条件

Estimation of External Forces on the Basis of Local Displacement
Observations of an Elastic Body
~Study of Constraint Conditions for Improving the Solvability~
RYOHEI SAKATA† MEGUMI NAKAO†
TETSUYA MATSUDA†
Abstract: A subject of force estimation based on local displacement observations is formulated as an underdetermined stiffness
equation where the number of components of a given displacement vector is less than the number of components of an unknown
force vector. This study proposes a novel method of estimating external forces employing L1-norm minimization under the
assumption that forces applied to an elastic body are sparse. Moreover, we discuss the way to add constraint conditions that
improves the solvability of an underdetermined stiffness equation. The experimental results showed that a partial observation of
the deformed shape achieved successful estimation of the external forces.
Keywords: Sparse estimation, L1-norm minimization, Finite element method, Force estimation, Constraint condition

1. はじめに

部分変位観測に基づく外力推定問題は，有限要素法にお
ける剛性方程式において，既知である変位ベクトルの成分

人間は部分的にしか視認できない弾性体の変形を観測す

数が未知である外力ベクトルの成分数よりも少ない劣決定

ることで，弾性体のどこに外力が加えられているかを推測

系の問題として記述される[3]．我々は，上記の劣決定系の

することができる．人間が部分変位観測に基づく外力の推

連立一次方程式に対し，外力のスパース性を仮定すること

定を応用している例として，例えば内視鏡手術下における

で，圧縮センシング[4]の分野でよく知られた L1 ノルム最

臓器の局所的な変位観測に基づき，不可視領域を含む外力

小化問題[5, 6]により解くことを可能にしている．従来の圧

を推定していることが挙げられる．あるいは，建造物や地

縮センシングの分野では，ランダム行列による再構成理論

盤の微小な変形を観測することにより，応力の集中部を特

が確立されているが，本研究ではランダム行列を用いない

定できるといった応用も考えられる．

場合のスパース推定ならびにその可解性の向上を目指して

外力推定に関する研究としては，例えばロボティクス分

いる．

野において，低侵襲手術での触診を対象とした力センサの

本研究では，弾性体の局所的な変位観測に基づく外力の

開発[1]や，力センサを用いず，空気圧駆動マニピュレータ

推定精度を，制約条件を追加することにより向上させる方

の圧力値から外力を検出できる腹腔鏡手術用ロボットシス

法を提案する．ただし，制約条件は弾性体の力学解析の文

テム[2]が挙げられる．これらの研究では，力を作用させて

脈においては弾性体の固定領域を指し，メッシュモデルに

いる箇所の外力推定を目的としているが，本研究では，弾

おいては頂点に対して固定条件を与えることに等しい．本

性体の部分変位観測に基づき，観測できる領域の外力だけ

手法を用いることで，例えば，部分的にしか視認できない

でなく，観測できない領域の外力も推定することが目的で

弾性体の変形を観測したときに，その変形を生じ得る外力

ある．

の候補が制約条件の追加前に比べて減少するため，真の外
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図2

問題設定のメッシュモデルによる表現．

解性向上のための制約条件の追加．
力を推定結果として選択しやすくなる．

𝒇 = 𝐾𝒖 ⇔ 𝒖 = 𝐾 −1 𝒇 = 𝐿𝒇

(1)

提案手法の有効性を確認するため，局所的に観測したメ

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

ッシュモデルの変位によって，観測できる部分のみならず，

になる．ここで，弾性体メッシュモデルの頂点のうち，観

観測できない部分を含めた各点に加わる外力を推定するシ

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．

ミュレーション実験を実施し，従来手法[3]との比較を行っ

・既知条件

た．また，より恣意性を廃した実験を実施し，提案手法の

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

性能を従来手法と比較したので報告する．

ル𝒖𝒐
弾性体の形状変化を計測する手法は幾つかの報告例がある

2. 提案手法
2.1 提案手法の概要
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
かを推定する際に，制約条件の追加が推定精度の向上にど
の程度寄与するかを調査することである．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
という問題設定において，制約条件の追加により，推定精
度がどの程度向上するかを調査する．
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

ため，一部の変位が自明という前提を置く．具体的には，
カメラ画像に基づいて弾性体の特徴点追跡や変形推定を目
指した研究[7-10]や弾性体の内部を含めて形状変化を観測
する超音波計測[11]が挙げられるが，本研究ではメッシュ
モデ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（1kPa），ポアソン比（0.4），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 ノルム最小化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[4]の問題設定と L1 ノルム最小
化[5, 6]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
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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
のとき，式(2)は劣決定系の連立一次方程式と呼ばれる．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．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 ノルム最小化である．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 |

(3)

図3

肝臓メッシュモデル．25 点の制約条件を持つ．

それ以外の 263 点の青色の頂点は自由点である．

これを線形制約𝒚 = 𝐴𝒙のもとで最小化する以下の最適化

列𝑨 ∈ ℝ𝑀×𝑁 の2 −ノルムを用いた条件数𝜅(𝐴)は以下のよう

問題が L1 ノルム最小化と呼ばれる．

に定義される．

𝑥̂

(1)

= argmin ||𝒙||1 such that 𝒚 = 𝐴𝒙
𝒙

L1 ノルム最小化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
𝐿
( 𝒖 ) = ( 𝑜𝑜
𝐿𝑖𝑜
𝒊

𝐿𝑜𝑖 𝒇𝒐
)( )
𝐿𝑖𝑖 𝒇𝒊

た各頂点の変位𝒖のうち，𝒖𝒐 ∈ ℝ𝑀 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(5)のうち，
𝒇
𝐿𝑜𝑖 ) ( 𝒐 ) = 𝐿𝑜 𝒇
𝒇𝒊

のみを用いて𝒇を求める．ただし，𝐿𝑜 ∈

(7)

ただし，𝐴−𝟏 には擬似逆行列が含まれる．剛性マトリクス𝐾
の条件数，すなわち𝐾 −1 = 𝐿の条件数が小さければ，観測行
列𝐿𝑜 の条件数も小さくなり，L1 ノルム最小化の精度が向上
することが期待できる．
メッシュモデルの制約条件は，モデルが剛体変位および
剛体回転しないように加えれば解析可能であるが，ある変
位を表す外力が複数存在すると，最適化問題を解く上での
局所解として、あるいは変位の計測誤差に対して誤った外

(5)

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

𝒖𝒐 = (𝐿𝑜𝑜

𝜅(𝐴) = ‖𝐴‖𝟐 ‖𝐴−𝟏 ‖𝟐

(4)

(6)

ℝ𝑀×𝑁 は𝐿の部分マト

力を推定してしまうことが考えられる．そこで，制約条件
を追加することにより，剛性マトリクスの条件数を減少さ
せることとした．本研究では，剛性マトリクスの条件数が
相対的に減少し，結果的に外力の推定精度が向上するよう
な制約条件の加え方を検討する．

3. 評価実験
3.1 シミュレーション実験による検証

リクスである．この式(6)のような連立一次方程式も，元の

提案手法を用い，従来手法[3]に比べて弾性体メッシュモ

数（𝒇の成分数） 𝑁よりも式の数（𝒖𝒐 の成分数） 𝑀の方が少

デルの変位の局所的な観測に基づく外力の推定精度が向上

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

したか否かをシミュレーション実験により検証する．本実

きない劣決定系の方程式となる．本研究では，この式(6)に

験の目的は，𝑀個の観測値𝒖𝒐 から，𝑁個のうち 0 である成

対して L1 ノルム最小化を適用し，外力ベクトル𝒇を推定す

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

る．さらに，外力推定が正しく行われれば，有限要素法の

おいて，剛性マトリクスの条件数が減少するようなメッシ

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

ュモデルへの制約条件の追加が推定精度に及ぼす影響を調

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

査することである．ここで，𝑘 −スパースとは，𝒇の成分の

ることができる．したがって，弾性体メッシュモデルの局

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，

所的な頂点の変位だけを用いて，全頂点の移動，すなわち

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

全体の形状変化の推定も行える．

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

2.4 可解性向上のための制約条件の検討

である．

弾性体メッシュモデルのある変形を表す外力がただ一通

提案手法を Visual C/C++，および L1 ノルム最小化のオー

りに近いほど，局所変位観測による外力推定の精度も向上

プンソースライブラリである KL1p[12]を用いて実装し，汎

することが期待できる．すなわち式(1)において𝒖と𝒇が一対

用計算機（OS: Windows 7 Professional, CPU: Intel Core i7-

一対応に近いと好ましい．そこで連立一次方程式の解の一

3770, memory: 16 GB）上で実験を行った．

意性を評価する指標として，行列の条件数を導入する．行
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肝臓メッシュモデルにおける，新たに追加する制約条件と剛性マトリクスの条件数の空間的関係性および，条件

数が相対的に最小となるように追加した制約．
3.2 推定結果の例
剛性マトリクスの条件数が減少するように制約条件を追
加することで推定精度が改善することを，例を用いて示す．
使用するデータは三次元 CT 画像より生成した，図 3 に示
す肝臓の四面体メッシュモデルである．このモデルは，線
形で均質な，等方性の弾性体モデルである．初期の制約条
件として，図の位置に 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．ここでは，弾性体の観

図5

領域 1 のみを含む観測頂点．66 頂点を観測．

測できる部分（領域 1）および観測できない部分（領域 2）
の両方で外力が及ぼされている場合を想定した実験につい

新たな制約として初期の位置から放射状に離れた点を選択

て説明する．

すると，剛性マトリクスの条件数を小さくでき，また，大

初期の制約条件における肝臓メッシュモデルの条件数は，

きな変形が起こりうる位置を選択するのが好ましいと考え

104 であった．これに対し，初期の制約条件から，制

られる．これら 3 種のモデルを用いて，領域 1 および 2 の

約を 1 点追加した場合の剛性マトリクスの条件数をすべて

外力を，自由点の 263 点のうち，z 座標の小さい順に全体

2.7 ×

の自由点について 263 通り算出し，その中から最小のもの

の 25%にあたる 66 点観測して（図 5）推定した場合の精度

を選択して追加の制約条件とした．どの頂点を新たな制約

の違いを比較する．原信号としての外力は，図 6(a)のよう

として追加すれば条件数が小さくなるかの空間的な傾向を

に領域 1 には−𝑧方向に5𝑁を想定した外力を 9 頂点に与え

調べるため，算出した条件数を各自由点に保持させ，その

る．また領域 2 には，+y方向に5𝑁を想定した外力を 7 頂点

値を頂点間で補間し，メッシュ表面に描画したものが図

に与える．

4(a)および(c)である．ただし，初期の制約条件は考慮しな

まず，初期の制約条件のまま推定した場合の結果は図

いので，これらの頂点には赤色を保持させている．条件数

6(b)である．領域 1 の 9 点における推定外力の大きさは

が相対的に最小となるように制約条件を 1 点追加すると

4.0~6.0𝑁の間であった．また，領域 2 の 7 点における推定

（図 4(b)），メッシュモデルの条件数は8.5 × 103 に減少した．

外力の大きさは0~19𝑁の間であった．これら以外の頂点に

さらにもう 1 点制約条件を追加する際に算出した条件数の

おける推定外力は0~3.4𝑁の間であったが，そのほとんどが

カラーマップは図 4(c)である．条件数が相対的に最小とな

0に近い値であった．図 6(b)では原信号である外力を与えな

るように制約条件を 1 点追加すると（図 4(d)），メッシュモ

かった点はおよそ0𝑁と推定できており，領域 1 についても

103に減少した．これらの結果から，

5𝑁近い値が現れていることが示されている．しかし，領域

デルの条件数は3.3 ×
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図 6(b)

初期の制約条件のままで外力を推定した結果．

図 6(d)

制約を 1 点追加してから，さらに剛性マトリク

力．黄色の矢印の長さは外力の大きさを示し、それぞれ
5𝑁を想定している．右側の図は左側の図を+𝑥方向から
見たものである．

図 6(c)

初期の制約条件から，剛性マトリクスの条件数

が相対的に最小となるように制約条件を 1 点追加して外

スの条件数が相対的に最小となるように制約条件をもう

力を推定した結果．

1 点追加して外力を推定した結果．

2 については外力の推定に失敗しており，観測できる部分

存在することを 7 頂点すべてで推定できた．すなわち，観

の外力のみしか推定できていない．

測できる部分のみならず，観測できない部分の外力につい

次に，初期の制約条件から条件数が相対的に最小となる
ように制約条件を 1 点追加して推定した場合の結果は図

ても同時に推定することができた．
3.3 評価実験

6(c)である．領域 1 の 9 点における推定外力の大きさは

ここでは，剛性マトリクスの条件数が減少するように制

4.9~5.2𝑁の間であった．また，領域 2 の 7 点における推定

約条件を追加することで推定精度が向上することを，より

外力の大きさは 1 点のみ22𝑁で，それ以外の 6 点では0𝑁に

恣意性を廃した実験により示す．使用するデータは図 7(a)

近かった．これら以外の頂点における推定外力は0~4.4𝑁の

で示すような左端の 25 点を制約条件とした，頂点配置が

間であったが，そのほとんどが0に近い値であった．図 6(c)

一様な直方体メッシュモデル（5 × 5 × 10頂点）である．ま

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

た，図 7(b)のように−𝑧方向に5𝑁を想定した外力を 10 頂点

定できており，領域 1 についても5𝑁近い値が現れているこ

に与えた．初期の制約条件における直方体メッシュモデル

とが示されている．しかし，領域 2 については外力の推定

の条件数は，8.8 × 103であった．これに対し，初期の制約

に失敗しており，観測できる部分の外力のみしか推定でき

条件から，制約を 1 点追加した場合の剛性マトリクスの条

ていない．

件数をすべての自由点について 225 通り算出し，その中か

最後に，さらに制約条件を 1 点追加して推定した場合の

ら最小のものを選択して追加の制約条件とした．どの頂点

結果は図 6(d)である．領域 1 の 9 点における推定外力の大

を新たな制約として追加すれば条件数が小さくなるかの空

きさは 5.0𝑁であった．また，領域 2 の 7 点における推定外

間的な傾向を調べるため，算出した条件数を各自由点に保

力の大きさは2.4~7.0𝑁の間であった．これら以外の頂点に

持させ，その値を頂点間で補間し，メッシュ表面に描画し

おける推定外力は0に近い値であった．図 6(d)では原信号で

たものが図 8(a)および(c)である．ただし，初期の制約条件

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，

は考慮しないので，これらの頂点には赤色を保持させてい

領域 1 についても5𝑁近い値が現れていることが示されて

る．条件数が相対的に最小となるように制約条件を 1 点追

いる．また，領域 2 については，誤差はあるものの外力が
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図7

図8
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直方体メッシュモデル．(a)

25 点の制約条件．(b)

外力を与えた 10 点．

直方体メッシュモデルにおける，新たに追加する制約条件と剛性マトリクスの条件数の空間的関係性および，条

件数が相対的に最小となるように追加した制約．
加すると（図 8(b)），メッシュモデルの条件数は2.9 × 103に

さくなるため，正しく推定されると RMS が 0 に近づく．

減少した．さらにもう 1 点条件数が相対的に最小となるよ

図 9 に初期の制約条件における推定結果と，条件数を小さ

うに制約条件を追加すると（図 8(d)），メッシュモデルの条

くするように制約条件を 1 点および 2 点追加した場合にお

件数は1.7 × 103 に減少した．これら 3 種のモデルに対し，

ける推定結果の RMS の箱ひげ図を並べて示す．図 9 から，

頂点をランダムに𝑛点（𝑛 = 45, 90）観測して外力を推定す

制約条件を追加した場合のほうが，推定精度が向上してい

る試行を 1000 回繰り返し，その精度を Root Mean Square

ることがわかる．

（RMS） error を用いて比較した．RMS は，実際に加えた

3.4 考察

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

𝑁−1

2
1
2
2
RMS = √ ∑ {(𝑓𝑥𝑖 − 𝑓 ′ 𝑥𝑖 ) + (𝑓𝑦𝑖 − 𝑓 ′ 𝑦𝑖 ) + (𝑓𝑧𝑖 − 𝑓 ′ 𝑧𝑖 ) }
𝑁
𝑖=0

𝑁 ; 固定頂点を除くモデル頂点数
{

メッシュモデルの剛性マトリクスが減少するように制約
条件を追加することで，部分変位観測に基づく外力の推定

した．

𝑓𝑥𝑖 ，𝑓𝑦𝑖 ，𝑓𝑧𝑖 ; 𝑓𝑖 の𝑥𝑦𝑧成分

り，メッシュモデルのある変位を表現できる外力の総数が
減少し，真の外力を推定しやすくなったためと考えられる．
数学的には，制約条件の追加による剛性マトリクスの条件

(8)

𝑓′𝑥𝑖 ，𝑓′𝑦𝑖 ，𝑓′𝑧𝑖 ; 𝑓′𝑖 の𝑥𝑦𝑧成分
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
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精度を高めることができた．これは，制約条件の追加によ

数の低下により，連立一次方程式の可解性が向上したため
と考えられる．また，追加の制約は，初期の制約条件から
放射状に離れた位置で，かつ弾性体の大きい動きを妨げる
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図9

提案手法による外力の推定性能．(a)
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45 点観測．(b)

90 点観測．ひげの上端および下端はそれぞれ最大値，最

小値．箱の上端および下端はそれぞれ第 3，第 1 四分位点．点は中央値を示す．
ような頂点を選択すると条件数がより減少しやすくなる傾
向が見られ，そうした頂点の固定が推定精度の向上に貢献

4. おわりに

することが示唆された．圧縮センシングの分野で任意の

本研究では，部分変位観測に基づく外力推定問題を，有

𝑘 −スパースな原信号の再構成の成否を議論する際に，制

限要素法の剛性方程式において劣決定系の連立一次方程式

限等長性という観測行列がもつ性質が引き合いに出される．

として記述し，L1 ノルム最小化を適用する際に，メッシュ

しかし，一般に観測行列の制限等長性を調べるのは困難で

モデルへ制約条件を追加し，剛性マトリクスの条件数を低

あり，本研究ではその代わりとなる指標として剛性マトリ

下させることで，従来手法に比べて外力の推定精度が向上

クスの条件数を用いた．

することが示された．また，肝臓メッシュモデルに対して

今後検討すべき事項として，L1 ノルム最小化以外の手法

制約条件を，剛性マトリクスの条件数が減少するように追

との比較をする必要がある．また，観測行列𝐿𝑜 の性質，メ

加することで，外力の推定精度が向上した．また，より恣

ッシュモデルの幾何学的構造，および観測領域の関係を調

意性を廃した実験を行うため，直方体メッシュモデルに制

査したいと考えている．外力がスパースであると仮定する

約条件を追加し，剛性マトリクスの条件数を低下させ，与

ことが妥当かどうかを実物体により検証しなければならな

えた外力を，頂点をランダムに観測することで推定し，そ

い．今回は座標軸に平行な外力しか扱っていないが，軸か

の結果を比較することで提案手法の外力推定性能を評価し

ら少し傾いた外力は，L1 ノルム最小化の性質上推定しづら

た．その結果，制約条件を追加した場合の方が外力の推定

いため，こうした外力を用いた実験も行いたい．剛性マト

精度が向上した．

リクスを既知とすることは，3D CT データ等から形状を得
[13]，力学特性を MR/超音波エラストグラフィで取得でき
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