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    講　座 

弾性体の物理モデリング（2）
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 3 回目として，構造の変化を伴う切開や剥離を

表現する弾性体の物理モデリング方法を紹介する．切開や剥離をシミュレートするためには，弾性体の幾

何学的な変化に加えて，その物理的振る舞いを同時に記述する必要がある．さらに実時間計算が求められ

る難しい問題である．前回に引き続き有限要素法をベースとしたいくつかのモデル，リアルタイムな表現

を達成する数値計算方法について述べる．
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1．はじめに

医療手技のなかでも軟組織の切開や剥離は重

要であり，手術シミュレーションにおいてその

表現は必要不可欠である．切開時の臓器や軟組

織の物理的振る舞いのシミュレーションは 10 年
にわたって，さまざまなアルゴリズムが提案さ

れているが，物理現象の複雑さとその計算コス

トの大きさから，部分的な表現に留まっており，

今も実用的なモデルの確立を目指して研究が進

められている．

手術時の切開や剥離による軟組織の振る舞い

をシミュレートするためには，弾性体の幾何学

的な変化と物理特性の両方を扱うモデルが必要

である．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 3 回目として，構造の変化

を伴う切開や剥離を表現する弾性体の物理モデ

リング方法を紹介する．

2．組織切開・剥離の物理モデリング

前回の講座と同様に，弾性体が四面体メッ

シュによって表現されていると仮定する．メッ

シュ上で切開・剥離を表現する簡単な方法とし

て，初期メッシュの四面体要素をそのまま削除

し，作成された空間を切開創とすること〔1〕 が
考えられる．しかし，この方法では全体の質量

が保存されず，また切開創部分にメッシュ構造

に依存した視覚的なアーチファクトが発生す

る．現状でリアルタイムな変形計算が可能な数

百から数千要素のモデルで，切開・剥離を高精

細に表現するためには，メッシュの修正によっ

て切開創を幾何学的に構成する必要がある．

1）要素分割によるアプローチ

D. Bielser らは，汎用 PC 上でのリアルタイム

切開シミュレーションを目指して，四面体要素

の分割によるメッシュ修正のアプローチ〔2〕 を
提案した．Fig. 1 はいくつかのモデルによるメッ

シュ修正の様子を二次元のイラストで簡単に説

明している．本アプローチでは，Fig. 1 (b) に示

すように，切開対象となる要素のみを分割し，新

たに作成された微小要素の表面によって切開創

を表現する．また，ばね質点モデルに基づいて

高速に切開時の変形をシミュレートしている．

一方で，切開が進むにつれて頂点数が増加し，力

学計算に要するコストが急増する．また，要素

分割により，系の動的なパラメータ調整が必要

となる．新たに生成される微小要素が系の安定

性，解の精度に悪影響を及ぼしやすいという特

徴も報告されている〔3〕．
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2）頂点再配置によるアプローチ

メッシュの頂点と辺に分割を固定し，刃の軌

跡上に頂点を再配置することで，新たな形状を

定義するメッシュ修正方法〔4〕 が提案されてい

る．Fig. 1 (c) のように，この方法では新しい要

素は生成されず，頂点のみが分割されるため，計

算量の増加は軽減される．近年では，要素分割

と頂点再配置の両方を組み合わせたハイブリッ

ド法〔3〕も提案されている．一方で，いずれも

頂点数が変化するため，有限要素計算では剛性

マトリクスの更新，全体の変位の算出になお時

間を要する．

多くの方法が切開面を構成するために，頂点

あるいは要素を増加させるのに対し，われわれ

は頂点数を保存した切開シミュレーション方法

〔5〕を提案した．本方法は，Fig. 1(d) に示すよう

に，初期メッシュから定義されるいくつかの制

約を利用して特徴形状を保存しつつ，頂点の再

配置と要素の削除のみによって，切開創を幾何

学的に記述する．本アプローチでは，剛性マト

リクスのサイズが変化しない．シミュレーショ

ン中に計算量が増加せず，剛性マトリクスの更

新，変位の算出に効率的な解法が存在する．一

方で，初期頂点のみで切開を表現するため，求

められる切開創をなめらかに構成するための頂

点再配置方法が必要となる．自由度が高く，頑

健な切開創の構成方法の確立を目指して研究開

発を進めている．

3．時間変化する剛性方程式の解法

次に，切開・剥離シミュレーションにおける

物理計算について説明する．線形有限要素モデ

ルでは，各頂点に生じる外力を ，，剛性マトリ

クスを としたとき，大規模な連立一次方程式

を解くことによって反力や全体の変形を

求めることは前回の講座において述べた．ここ

で，切開・剥離シミュレーションにおいては，頂

点の再配置や要素の削除によって剛性マトリク

スを更新する必要が生じる．すなわち，係数行

列が時間変化する大規模な連立一次方程式をシ

ミュレーションステップごとに高速に解く必要

がある．

線型方程式の数値解法としては，逆行列の算

出などによって解を求める直接法と，反復計算

によって近似解を得る反復法が知られる．本稿

ではこの両者を切開剥離の物理モデリングの観

点から紹介し，高速計算のための方法について

も触れる．

1）直接法 
剛性方程式から全体の変位を求めるために，

剛性マトリクスのLU分解などによって直接解を

導出することが考えられるが，過去の剛性マト

リクスを扱えず，計算コストも大きい．シミュ

レーションステップごとの剛性マトリクスの変

化は小さいため，部分的に剛性マトリクスを更

新し，その逆行列をより高速に求めること考え

る． 
ある要素の頂点が再配置されるか，要素が削

除対象となった場合，次式に基づいて現状の要

素剛性マトリクスからの差分を求める．

                     　　　(1)

は更新後の要素剛性マトリクス， は更新

前後の要素剛性マトリクスの差分を表す．この

とき，更新後の全体の剛性マトリクス は式 (2)
のように表すことができる． は から要素剛

性マトリクスに対応する成分を選択する

のサイズ（ ：頂点数）の選択マトリクス

であり，次式のように定義する．

                       　                (2)

Fig. 1 Topology   update   methods    for    cutting    tetrahedral 
           meshes. (a) initial mesh and blade path, (b) element 
           subdivision, (c) vertex snapping and (d) vertex pre-
           serving approach.
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                                           (3)

は要素剛性マトリクスに対応する成分の行

を示すインデックスリストであり， はリスト

の 番目を表す．更新後の逆剛性マトリクス

は Sherman-Morrison-Woodbury(SMW) の公

式〔6〕 に基づいて式 (4) のように求められる．こ

こで， はあらかじめ計算しておくことができ

るため，加算と積算によって，より少ない計算

時間で逆行列の算出が可能である．

                                                                                  (4)

2）共役勾配法

共役勾配法（Conjugate Gradient method, CG 法）

〔6〕は対称疎行列を係数行列とする連立一次方

程式の解法として知られる．係数行列から定め

られる特定の汎関数の値が小さくなるように解

を反復修正し，残差が一定の閾値以下になった

ときに終了する．一般に剛性マトリクスは正値

対称であり，疎行列であるため剛性方程式の解

法に共役勾配法を用いることは有効である．

剛性方程式 に対して，次の手順に従っ

て計算すると最大でも 回の反復によって解が

収束する．

反復回数は行列の形に依存するが，係数行列

が単位行列に近ければ少なくなる．このために

反復計算の前段階において の両辺に特

定の行列を積算して同値で性質のよい方程式に

変換するとよい．これは前処理付き共役勾配法

（Preconditioned Conjugate Gradient method）と呼ば

れる．

切開・剥離シミュレーションでは，剛性マト

リクスが時間変化するが，シミュレーションス

テップごとに時間をかけて前処理を実施するこ

とは実用的ではない．そこで，前もって準備可

能な初期の逆剛性マトリクス を用いて前処

理を行うことが考えられる．切開が進むにつれ

て係数行列は単位行列から徐々に崩れるが，切

開や剥離では更新対象となる要素数が全体の要

素数に対して多くないため有効である．

また，対話型の手術シミュレーションでは，操

作者の連続的な操作に伴って弾性体モデルに変

形や構造変化が加えられる．すなわち，求める

変位 のシミュレーションステップごとの変化

は小さい．この性質を利用し，過去のシミュレー

ション結果を反復計算の際の初期解として用い

ることによって，誤差の小さい初期解から反復

計算を開始することが可能である．

4．切開シミュレーション 

切開創の構成に頂点数を保存したメッシュ修

正のアプローチを用い膜組織を模した薄い弾性

体モデル（頂点数：464, 四面体数：1256）と腎臓

モデル（頂点数： 424, 四面体数：1665）に対して

いくつかの切開と変形をシミュレートした結果

を Fig. 2, 3 に示す．いずれもヤング率は 1.0MPa,
ポワソンは 0.4 で一様とした．腎臓モデルは 2563

のサイズの腹部 CT ボリュームデータを 3D テク

スチャとして使用し，第 1 回目の講座で触れた

アルゴリズムに基づいてモデルの変形結果をボ

Fig. 2 FEM-based cutting and deformation of incision by
           different external force.
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リューム可視化している．いずれも切開結果が

反映された変形がシミュレートされている．Fig.
4 は剛性方程式の解法に LU 分解，SMW の公式，

CG法を用いた場合の剛性マトリクスの更新と変

位の導出に要する計算時間である．計算時間の

測定には CPU: Core2Duo 2.93 GHz，Memory: 2048
Mbytes の汎用 PC を用いた．CG 法の収束条件は

残差比の閾値を 0.01 とした．SMW の公式により

若干計算時間が減少しているが，変位の導出に

は CG 法が有利であった．1800 要素程度のモデ

ルで 10Hz の更新レートが得られており，対話操

作が可能であった． 

5．おわりに 

本稿では，構造の変化を伴う切開や剥離を表

現する弾性体の物理モデリング方法を紹介し

た．本講座で扱った方法，アルゴリズムが今後

の医用画像に関する研究生体組織の物理シミュ

レーションを伴う医用システム開発の一助とな

ることを期待する．
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Fig. 3 FEM-based   cutting   of   a   kidney   volume   object, 
          (a) initial kidney, (b) partical cut, (c) deformation
          of incision and (d) another cut with deformation.

Fig. 4 Computation time for solving linear equation with
           update of stiffness matrix. 


