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    講　座 

弾性体の物理モデリング（1）
Physics-based Modeling of Elastic Objects

中 尾 　　恵 *

Megumi NAKAO

　本稿では，医用バーチャルリアリティの基礎技術講座第 2 回目として生体・臓器のリアルタイム変形シ

ミュレーションのための弾性体の物理モデリングを取り上げる．有限要素法をベースとしつつ，高速な変形

の算出を可能とするモデルを紹介する．
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1．はじめに

医用画像ボリュームデータから三次元生体・

臓器モデルを構築し，手術シミュレーションや

生体力学解析などに応用する研究が盛んであ

る．生体・臓器のリアルタイムな変形表現のた

めに，ばね質点系，有限要素法，境界要素法な

どをベースとしたさまざまなモデルが知られ

る．近年では計算機の性能向上と新しいアルゴ

リズムの開発により，物理的に厳密だが他のモ

デルより計算コストが高いとされてきた有限要

素モデルも採用される機会が多くなっている．

本稿では，医用バーチャルリアリティの基礎

技術講座の第 2 回目として，今後さらなる研究

開発と医用アプリケーションにおける利用拡大

が予想される有限要素法の考え方と高速な変形

の算出を可能とするいくつかの計算モデルを取

り上げ，情報工学の立場から解説する．

2．有限要素モデリング

有限要素法（Finite Element Method）は弾性体を

有限の要素に分解し，物理的に厳密な支配方程

式を大規模な連立一次方程式に置き換えること

によって，安定した解の導出を可能とする〔1〕．
特徴としてヤング率やポアソン比といった物性

値を直接扱うことができ，精度の高い解が得ら

れる一方で，計算コストが高いことがあげられ

る．

本稿では，医用画像ボリュームデータから構

築される三次元生体弾性モデルに対して変形シ

ミュレーションを実施する場合を想定し，基本

となる有限要素法における定式化から説明す

る．

1）剛性マトリクス

弾性体が四面体メッシュによって構成されて

いると仮定する．有限要素法では，弾性体の連続

的な変位の分布をメッシュの頂点単位で定義さ

れる離散的な変位の集合に置きかえる．各四面

体内部で変位は線形に補間されると考える．こ

のとき，四面体要素の形状から，要素に生

じるひずみ と頂点の変位

に関して次の関係式が成り立つ．

                                                              (1)
はひずみ - 変位マトリクスと呼ばれ，6 × 12 の

サイズを持つ．次に，フックの法則により要素内

の応力 とひずみ の間に次の関係式が成り立

つ．

                                                (2)

D は応力 - ひずみマトリクスと呼ばれる．6 × 6
のサイズを持ち，ヤング率とポワソン比によっ

て定義される．これと仮想仕事の原理により，各
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頂点における力 と変位 に関

して次の要素剛性方程式が成り立つ．

                                                           (3)

ここで， は12×12 のマトリクスで，

要素剛性マトリクスと呼ばれる． は四面体要

素の体積である．この要素剛性マトリクスの重

ね合わせによって 3n × 3n（n: 頂点数）のサイズ

を持つ全体の剛性マトリクス が定義される．

2）動的変形

物体の動的な振る舞いをシミュレートするた

めには，頂点の座標 を時間の関数 として表

現し，前節で求めた剛性マトリクスを含む運動

方程式 (4) を解く．微分方程式の解法であるEuler
法，Runge-Kutta 法などにより頂点変位を算出す

る．

                          (4)

3．実時間変形のための有限要素モデル

1）線形・固定境界条件モデル

これまでに紹介した一般的な有限要素法の定

式化では大規模な連立一次方程式と微分方程式

を解く必要があるため，計算コストが大きい．近

年，弾性体に対する変形操作の力学的な特徴を

踏まえ，いくつかの仮定をおくことで，全体の

計算量を削減する方法が提案されている．

S. Cotin らは剛性マトリクスのサイズを縮小

する Condensation〔2〕 を提案し，計算量の削減

を図った．変形操作では，操作対象および変形

の描出が物体の表面で十分であることを利用

し，物体内部の振る舞いを表面頂点に帰着させ

ることによってマトリクスのサイズを縮小す

る．また，広田らは弾性体が線型で，かつ，変形

に伴って構造が変化しないという固定境界条件

の仮定の下で，逆行列をあらかじめ算出してお

き，力境界条件への変換によって操作時の反力

と変形を高速に求める方法を提案している〔3〕．
これらモデルをベースとした解法を説明す

る．弾性体に対する操作時に各時間でつりあい

を仮定すると各頂点に対する外力 と変位 と

の間に次の関係式が成り立つ．

                             (5)

次に，頂点を拘束がなく自由に移動が可能な自

由点と操作対象となる操作点に分類し，それぞ

れの添え字を o，c とすると，部分マトリクス表

記によって式 (5) は式 (6) のように表すことがで

きる．

                                   (6)

ここで， なので，次の式が成り立つ．

                                                         (7)

これを式 (5) に代入して，残りの頂点の変位を得

る．

                                     (8)

式(7)において， を求めるために逆行列計算が

必要となるが，指による弾性体の変形など点で

の操作を仮定できる場合は のサイズが非常

に小さく，高速な反力・変形計算が可能となる．

さらに弾性体を部分的に掴んだまま引っ張った

際の変形を求めるなど，操作中に操作点が変化

しない場合は を最初に一度だけ計算すれば

よい．この場合，逐次計算は乗算のみとなり，複

数点の拘束であっても高速に変形結果を算出で

きる．Fig. 1 はこの考え方に基づいて肝臓モデル

に対する術具による把持とその変形をリアルタ

イムにシミュレートしている様子である．

さらに血圧のように一定の外力を特定の場所

に定期的に受けることが仮定できる場合はその

影響を前処理によって求め，変位条件へと変換

しておくことが可能である〔4〕．一定の外力が作

用する頂点に対する添え字を i とすると式 (6) を
拡張して次のように書くことができる．

                       (9)

同様に， なので，次の式が成り立つ．

                                        (10)

ここで外力が時系列的に変化する場合 は t の
関数 と表せる． は と比較してサ

イズが大きく をなめらかな反力提示が

可能な時間内での計算が難しくなる．そこで，

ともに操作時は微小な変形であること

から不変と仮定し，すべての t に対して を

前処理によって求めておく．このように特定個

所に外力が働く場合に，変位条件へと変換して
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保持しておくことで高速化を達成することがで

きる．Fig. 2 は本方法に基づいて大動脈血管モデ

ルに対する触診をシミュレートしている様子で

あり，脈動を伴いつつ，力覚提示デバイス

PHANToM（SensAble Technologies. Inc.）を通し

て血管に触れた際の反力と変形をリアルタイム

に操作者に提示している．

2）大変形対応モデル

これまでに説明した線形有限要素モデルは

の前処理や線形の数値解析による高速な解の

導出を可能とするが，回転等を伴う大変形の場

合は体積が保存されず不自然な変形結果となっ

てしまう．一方，非線形なモデルの場合，剛性マ

トリクスを逐次更新しなければならず，さらに

変形の状態によっては剛性方程式が ill-condition
となる場合もある．

これに対し，M ller らは線形の剛性方程式を維

持しつつ，線形モデルが持つ体積増加のアーチ

ファクトを軽減する Stiffness Warping 法〔5〕を提

案している．本方法を簡単に紹介する．

まず要素剛性マトリクス を持つ四面体要素

に対し，四面体の回転項 が自明であると仮定

し，4 つの頂点 に作用する力 を次のように定

義する．

                             (11)

これを頂点単位で総和し，重ね合わせることに

よってメッシュ全体に対する次の式を得る．

                                                   (12)

については，重心座標系において四面体の

各頂点の変換行列を各時間において求める．そ

の変換行列から極分解（Polar Decomposition）に

よって回転に関する項を抽出し，それを対角要

素に並べて12×12のマトリクスとしたものを

としている．すなわち，要素に作用する力を弾

性に寄与する項と回転に寄与する項に分解する

ことによってアーチファクトの軽減が可能であ

る．

3）相互作用モデル

生体内部では多数の臓器が互いに接触し，相

互に作用している．臓器すべての力学状態を安

定的に求めることは容易ではないが，弾性体 - 剛
体あるいは弾性体-弾性体の一対一の相互作用と

して近似することでいくつかの臓器について変

ü 

Fig. 1 Surface constraint based manipulation of liver FEM  
           model.  Manipulation area and stress are visualized.

Fig. 2 Aorta FEM model with autonomous beating. 
           Deformation and reaction force are displayed
           in palpation.

(a)                          (b)

(c)                           (d)

Fig. 3 FEM-based deformation through Interaction 
           between an elastic object and a rigid wall.
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形などを精度よくシミュレートできる可能性が

ある．

たとえば，肺は胸郭，横隔膜で形成される胸腔

内に位置しており，それぞれに接した状態で伸

縮している．Fig. 3 (a) は説明のために，この状態

を簡単にモデル化したものである．肺を内部に 1
つの空孔を持ち，内圧を持つ単純な弾性体 と

し，胸郭・横隔膜を肺と比較して十分に硬い直

方体の剛体 と近似してその内部に配置してい

る． は内外の圧差（陰圧）により変形するが，

に支えられ，力学的な平衡状態を保っている．

横隔膜が下がるように の底面が移動すると

はさらに膨張し，次の平衡状態になるまで変

形する．

非常に単純なモデルであるが，この場合，平

衡状態において弾性体が受ける外力 や変位

は自明ではなく，初期条件として与えること

はできない．このような場合，次のアルゴリズ

ムに基づいて処理を実施する．

（0） の頂点が受ける からの反力 を 0 に
　  初期化する

（1） か ら 受 け る 現 状 の 反 力 と 他 に 直 接

　   受ける外力 から中 間の変 形 状 態 を求め

　   る
（2） と の 接 触 を検出し，接 触した頂点の

　   に の表面に垂直な微小反力 を加算

　  する

（3）す べ て の頂 点 について 接 触 が 検 出 されな

       くなるまで (1), (2) を繰り返す

以上によって力学的な平衡状態を求める．(b) ～
(d) はその計算結果であり，弾性体 - 剛体間の相

互作用を考慮して最終の変形状態が求められて

いる．

4．おわりに

本稿では，リアルタイム変形のための物理モ

デリングについて，いくつかのシミュレーショ

ン例をあげつつ解説した．変形モデルは，医用

画像の位置合わせなどにも有用と考えられ，さ

らなるアルゴリズム開発と臨床応用を期待す

る．
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