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弾性変形モデルに対する頂点数を保存した切開方法
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� はじめに

メス等によって対象物を切り開く手技、いわゆる切

開手技は外科手術の基本であり、外科医が最初に身に

つけなければならない手技の一つである。医療手技の

中でも切開や剥離は、力の加減を誤ることで血管を傷

つけるなど重大な切創事故に繋がる可能性があり、切

開時の術具操作や物理現象の習熟は必要不可欠である。

また、体表や臓器に対する切開箇所や長さ、方向など

は手術全体の安全性、術後の回復などにも影響を与え

るため、綿密な計画が求められる。

これまでに手術シミュレーションに関する研究開発

!	"において、多くの医療手技がシミュレート対象と

され、臓器や術具の物理モデルが提案されてきた。例

えば、縫合 !
"、穿刺 !#"、触診 !�"などのシミュレータ

の開発例がある。切開のアプリケーションも多数報告

されており、外科手術計画支援 !$"!%"、トレーニング

のための血の流出などの表現 !�"、切開時の反力生成

!&"!'" などが試みられている。一方、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に関して

も 	�年に渡って様々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、部分的な切開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。

弾性変形のアニメーションのためのモデルには、ば

ね質点系 !	�"や有限要素法（(� ��� )���� � ������

()�）!
"!�"!		" に代表されるメッシュベースのアプ

ローチ、充填球モデル !	
"やその他のメッシュレスの
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アプローチ !	#"!	�"が知られる。各変形モデルの特徴

については !	$"に委ねる。弾性体に対する切開のモデ

リングに関する従来研究では、多くの弾性変形モデル

と同様に、主にばね質点系や有限要素法の定式化に基

づいて切開対象となる弾性体の力学特性がシミュレー

トされてきた。*� +������らはばね質点系における要

素分割、メッシュ修正のアプローチ !	%"!	�"を提案し

た。本アプローチは !	&"!	'"!
�"!
	"でも採用され、改

良がなされている。いずれも高速なシミュレーション

が達成されているが、一般に切開が進むにつれて頂点

数が増大し、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

となり、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がある。

有限要素モデルは連続体力学に基づいた高精度でか

つ安定なシミュレーションが可能であるが、一方で解

の導出に要する計算コストが問題である。特に切開に

関しては、大規模な剛性マトリクスの更新とその逆行

列の算出が必要となる。 �� ,-�.�� らにより切開前

のメッシュをそのまま用い、前処理や要素の削除によ

り切開をシミュレートする方法 !

"!
#"が提案されて

いるが、質量が保存されず、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。頂

点の再配置と生成によって滑らかな切断面を構成する

試み !
�"!
$"や、軟組織の破断をモデル化した例 !
%"

もあるが、剛性マトリクスの更新に要する計算コスト

の大きさから、簡単なモデルのみにシミュレーション

が限定されていた。

本論文では、弾性変形モデルに対する頂点数を変化

させない切開方法を提案する。従来方法とは異なり、
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図 � メスによる弾性体の切開とそのモデル化
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メッシュの頂点や要素を分割することなく、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・

力学的にモデル化する。頂点再配置によって切開前後

において質量を保存し、アーチファクトの少ない滑ら

かな切開創を構成する。また、計算時間の増加を抑制

するだけでなく、切開前後でモデル頂点数を変化させ

ないことを利用した剛性マトリクスの前処理と部分更

新により、有限要素モデルでも高速な切開表現を可能

とする。幾つかの検証を通して、提案方法が妥当な切

開創の形状を実時間でシミュレートできることを確認

したので報告する。

 提案方法の概要

本研究では、図 	 左に示すような外科用メスやナ

イフによる弾性体の切開を想定する。提案方法の目的

は、弾性体に対する切開の結果生じる切開創の幾何学

的、力学的振る舞いを実時間でシミュレートすること

である。

まず、切開創をモデル化するために、切開によって

弾性体内に生じる互いに向き合った二つの面に着目す

る。本論文では、これを切開面と呼ぶ。また切開創全

体はもともと接続されていた組織が切断されてできた

亀裂とみなし、切開面の間に生じた微小な空間をモデ

ル化する。

次に、メスの刃の部分を線分として、切開対象の弾

性体を四面体メッシュ（� �）としてモデル化する

ことで、��空間内における切開操作をシミュレート

する。（図 	右）。ここで、� / 0	��	�� ����	�1�	� /

0��� � ��� � ��� 1 は頂点群、�は四面体要素群を示す。線

分 23は刃の長さと方向を表現している。また、四面

体メッシュ形式は有限要素変形計算や切開領域の判定

に用いることができる。本モデルでは切開面を四面体

要素の分割や新たな頂点を追加することなしに、頂点

の再配置によって構成する。これにより、頂点数を変

化させずに切開をシミュレートし、計算時間の増加を

抑制する。

切開面の構成の流れを二次元の図で示したものを図


に示す。点線部分を切開するとき、点線と重なる三

角要素の頂点を点線の位置に再配置する。このことで

切開部分に構成される平行な二つの線（三次元の場合

は面）を切開面とする。頂点の再配置による特徴形状

のモデリングについては、!
	"!
�"など多数の方法が

知られるが、本論文では向かい合う二つの面を生成し、

メスの刃が要素内を部分的に通過している場合を扱う

必要があり、新たな記述が必要であった。切開面の生

成アルゴリズムの詳細は #章において述べる。

頂点の再配置後、切開面と交差する要素を削除する

ことによって、切開面間の微小空間をモデル化し、切

開創の物理的な振る舞いをシミュレートする。有限要

素法では、頂点の再配置や要素の削除によって剛性マ

トリクスの更新が必要となる。辺や要素を分割するこ

とにより切開を表現する方法 !	�"!
	"!
$"では、いず

れもこの剛性マトリクスのサイズが増加するが、本モ

デルでは一定である。

弾性体の変形や切開時の変形に伴う反力の計算には

剛性マトリクスの逆行列（逆剛性マトリクス）が必要

となり、この計算には一般に頂点数の #乗に比例した

計算時間が必要とされる。そこで、本モデルでは剛性

マトリクスのサイズが変化しないこと、切開による要

素削除が部分的であることを利用し、事前に計算可能

な項を前処理によって準備しておき、逆剛性マトリク

スを高速に部分更新する。これら一連のアルゴリズム

の詳細は �章において述べる。

! 切開面の構成方法

本章では、ユーザによる切開操作に対して、実時間

で切開面を幾何学的に構成するために 0	1 線分4四面

体交差判定、0
1 頂点の再配置による切開面生成の二

つのアルゴリズムを与える。

!"� 線分�四面体接交差判定

本方法では、線分がある四面体要素に交差した際に

その領域に切開が進んだと考え、頂点の再配置により

図 � 頂点再配置と要素削除による切開創のモデ
リング
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図  交差判定と頂点再配置 !�" 初期メッシュ
!�" 刃通過平面との交差 !�" 交差四面体頂
点の射影 !�" 刃通過領域境界への射影
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切開面を構成する。このために、まず線分と四面体と

の交差を判定する。図 #0�1 は弾性体を構成する全体

の四面体メッシュから #要素分のみに着目したイラス

トであり、線分 23を左に平行移動させている様子で

ある。

時刻 �4	 �における線分をそれぞれ 2���3��� 2�3�

とする。切開操作中において、この二つの線分がねじ

れの関係にならないと仮定すると、部分平面 ��を定義

することができる。本論文では時系列的に作られる部

分平面群 ��� ��� ���� �� を刃通過平面（����5 ���6�.�）

と呼ぶ。図 #071 に示すように、線分と四面体との交

差は四面体を構成するいずれかの辺が �� と交点を持

つかどうかで判定する。

!" 頂点再配置による切開面の生成

切開創を表現する際に、線分 23と交差した四面体

要素を削除するだけでは物体の質量が保存されず、ま

た視覚的にもメッシュの位相構造に依存する不自然な

切開面となってしまう !

"!
#"。本方法では頂点の追

加や要素分割を行わないという制約下で、頂点の再配

置のみによって切開面を構成する。具体的には、交差

が判定された四面体要素群の各頂点をそれぞれの刃通

過平面上に更新し、更新後の頂点によって切開面を構

成する。

接触が判定された四面体の各頂点を �� 上に射影す

る。このことによって、法線ベクトルが互いに逆方向

で距離が � の二つの平面を生成できる。例えば、図

#071では、時刻 �4	 �の間に三つの要素を通過してい

る場合であり、0.1 のように各要素の頂点をそれぞれ

�� に射影する。平面の正規化された法線ベクトルを

�、時刻 �における刃先の位置ベクトルを #� とする

と更新分 8	� は式 0	1で表すことができる。

8	� / �� � 0	� � #�1�� 0	1

ここで、射影後の座標が刃通過平面内に存在すると

は限らない。主に刃が部分的に通過した要素や刃が

通過中の要素の頂点を射影した場合にこの状況は生

じる。図 #0.1では 	� は刃通過平面外に射影されてい

る。切開面は刃通過平面内に構成されるべきである

ため、このような頂点に関しては図 #0�1に示すよう

に、さらに刃通過平面の境界上に射影する。刃通過平

面の境界は刃先 2の移動によって得られている線分群

�#��#����0� / 	� ���� �1 と 時刻 �での刃 23 �#��$��

によって構成されており、射影後の点との距離が最も

近いものを選択して射影する。例えば、線分 �#��$��

に射影する場合、追加の更新分 8	� は式 0
1で表す

ことができる。

8	� /
�0$� � #�1 � 0	� � #�1�0$� � #�1

��$� � #���
�

0
1

更新後の頂点によって形成される互いに向かい合う

面を切開面とし、交差が検出された四面体要素は削除

して可視化対象から除外する。以上の 0	1 線分－四面

体交差判定と 0
1 頂点再配置による切開面生成 を微

小時間ごとに繰り返すことで、刃通過平面上に更新さ

れる頂点群によってメッシュの位相構造の影響が少な

い連続的で滑らかな切開面を構成できる。

図 �は、直方体の形状を持つ四面体メッシュの一つ

の面を頂点を伴って描出した図であり、
通りの切開

操作に対して上記アルゴリズムに基づいて切開面を生

成した場合の頂点の再配置状況を示している。上段で

は縦に、下段では斜めに切り進むにつれて頂点が再配

置されて切開面が形成され、要素の削除によって切開

創が幾何学的に形成されている。

本方法では、刃通過平面の境界上に更新される頂点

群によって、刃が要素を部分的に通過中であっても刃

の位置に境界を持つ切開面が近似的に構成される。図

$0�1 は右から左へ先ほどと同じ直方体形状の四面体

メッシュを切り進んでいる様子であり、メスの刃を示

す線分上に頂点が配置されている。これによって、一

般に頂点再配置のアプローチ !
�"!
$"で生じていた切

開操作に対して切開創の形成が遅れる問題を改善する

ことができる。また、図 $071は切開の深さを変え、浅

くした場合に生成された切開面を示している。このよ

うに、移動する刃先の軌跡上に更新される頂点によっ

て、徐々に深く切開するといった表現にも対応可能で

ある。
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図 $ 頂点再配置による切開面の生成
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図 % 切開中及び異なる深さの切開面
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% 切開創の力学モデリング方法

接触が判定された四面体要素の頂点の再配置によ

り切開面を生成した後、その四面体を削除することに

よって切開面間の微小空間をモデリングし、切開創の

力学特性をシミュレートする。有限要素変形計算では、

頂点の再配置や要素の削除によって剛性マトリクスの

更新が必要となる。ここで、解の導出には逆剛性マト

リクスの逆行列が計算可能でなければならない。また、

実時間で切開に伴う変形などを描出するためには逆剛

性マトリクスを高速に更新する必要がある。本章では、

これらの要件を満たす剛性マトリクスの更新方法を与

える。

%"� 要素剛性マトリクスの更新

線形有限要素モデルでは、各頂点に生じる外力を �、

変位を �、剛性マトリクスを�としたとき、式 0#1に

示す大規模な連立一次方程式を解くことによって全体

の変形などを求める。メッシュの頂点数を � とする

と、剛性マトリクス�のサイズは #�� #� である。

� & ��� � & ���� 0#1

�は式 0�1に示すように、各要素ごとのヤング率、

ポワソン比などによって定義される要素剛性マトリク

ス��の重ね合わせによって作成される。要素剛性マ

トリクス��のサイズは四面体要素の場合 	
� 	
 で

ある。

� /
�
�

�� 0�1

ここで、要素を削除することは要素剛性マトリクス

のすべての成分を � にすることと等価である。した

がって、要素の削除によって全体の剛性マトリクス�

の逆行列が存在しなくなる可能性が生じる。このため、

要素剛性マトリクス更新による影響をでさらに詳しく

確認し、逆行列が存在するための条件を求める。

二次元の有限要素モデルを例として、その 	～	�の

	�頂点、&要素に着目し、要素剛性マトリクスの重ね

合わせによって全体の剛性マトリクスを構成する場合

を考える。（図 %）

図 %左のように、網掛け部分の �個の要素を削除し

た場合、頂点 # � %、頂点 # $ %、頂点 $ % &、頂

点 $ � & に対応する行列成分にこれまで重ね合わせ

によって足されていた数値が足されなくなる。この場

合、頂点 $ %を持つ要素が全く存在しなくなるため、

頂点 $ %に対応する�の行列成分はすべて �となり、

逆行列が存在しなくなる。

一方、図 %右のように、網掛け部分の 
個の要素の

みを削除した場合、頂点 # � %と頂点 # $ %に対応

する行列成分にこれまで重ね合わせによって足されて

いた数値が足されなくなる。しかし、頂点 # � に対

応する成分には左側に存在する要素の要素剛性マトリ

クスの成分が、頂点 $ % に対応する部分には右側に

存在する要素の要素剛性マトリクスの成分が重ね合わ

された数値が残る。したがって、この場合は要素の削

除しても全体の剛性マトリクスの逆行列は削除前と変

わらず存在する。

図 & 要素削除による剛性マトリクスの成分
���� & '��(	
 ������ �����	
	� �� 
�
�

�
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����	����	
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以上から、どの四面体にも共有されない頂点を発生

させないことが本モデルにおける要素削除の条件であ

る。#章で述べたように刃が通過した要素のみを削除

する方法では、一度削除した四面体に隣接する四面体

をすべて削除しない限りこのような頂点は発生しない。

一度切開した箇所のすぐ近くを再び切開することがな

いという仮定の下で、この条件を満たした上のシミュ

レーションは可能である。

%" 逆剛性マトリクスの高速更新方法

切開時の創の変形は剛性マトリクスの更新後、式 0#1

に示した式を解くことによって求めることができる。

ここで、新たな��� が必要となるが、逐次更新される

� から��� を逆行列計算によって準備していては、

変形結果を対話的に描出することは困難である !
%"。

本モデルでは、ある時刻において頂点の再配置の

影響を受ける要素は非常に少なく、また�のサイズ

は不変である。本研究ではこの点に着目し、前処理可

能な項を事前に求めておく。また、影響を受ける要素

剛性マトリクスだけを再計算し、������ 4������� 4

9���7��- 6������ !
&" を応用して逆剛性マトリクス

を直接的に更新する。

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。

8�� / ��

� ��� 0$1

��

� は更新後の要素剛性マトリクス、8 �� 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 0%1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、式 0�1のように定

義する。

�� / �:�8���
� 0%1

��� /

�
	 0� / ��1

� 0上記以外1
0�1

�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 0��1��は、������ 4

������� 49���7��- 6����� !
&" に基づいて式 0&1に

より求める。

0��1�� / 0�:�8���
�1�� / ��� �　　　　

����8��0':������8��1
������� 0&1

以上の計算によって逆剛性マトリクスを更新する際

の計算コストを考える。式 0&1において、右辺の���

は前もって計算しておくことが可能である。さらに 	

回の更新を 	 要素に限定することで各要素ごとの選

択マトリクス�を前もって準備しておくことができ

る。これによってシミュレーション時に最も計算負荷

が大きいのは後ろの項の #� � 	
 のサイズの行列と

	
 � #�のサイズの行列の乗算である。したがって、

一般に 
0��1 の計算コストを要する �� から 0��1��

を逐次計算する方法と比較して、
0��1へ計算量を抑

制できる。

従来の辺や要素の分割による切開モデリング方法で

はいずれも剛性マトリクスのサイズが変化するが、本

モデルでは不変であり、剛性マトリクスの高速な更新

が可能である。

( 評価実験と結果

提案方法によって弾性体に対する実時間切開シミ

ュレーションを実施可能かどうかを検証するために、

;::によって一連のアルゴリズムを実装し、幾つか

の評価実験を実施した。実験には、;2<= > ��� ?�� 

#��@AB、�����-= #��@+の汎用 2;を用い、行列演

算には > ��� ���� ��� �� C�7���- を用いた。実験を

通して、マニピュレータは �� �,7�� ��.� �������社

の 2A,���� D� �によって制御可能とした。スタ

イラス先端をメスの刃先の座標 2 に対応させ、スタ

イラスの姿勢から線分 23 を定義した。

("� 切開シミュレーション結果

提案方法の表現力を確認するために、三つのサンプ

ルの弾性モデルに対する切開と変形のシミュレーショ

ンを実施した。本実験には 
�����
�����	���

の薄い弾性体（2����）を模した四面体メッシュ、実測

;�ボリュームデータから作成した肝臓（C�E��）、腎

臓（��� �-）の四面体メッシュを用いることとした。

;�データからの臓器領域抽出、四面体メッシュの作

成には���.��-社,����#�	を使用した。各モデルの

頂点数、四面体数は表 	の通りとし、ヤング率、ポワ

ソン比はいずれも 	���2� ��� で一様とした。

2����モデルに対して幾つかの切開と変形をシミュ

レートした結果を図 �に示す。弾性体に対する固定条

件はモデルの下端に設定した。0�1 は弾性体の初期形

表 � 弾性モデルパラメータ
)���
 � *����� ���
� �����
�
�

モデル名 頂点数 四面体数

+���
 �,�  ,�

-��
� �.. �/�%

0��	
� $�$ �&&%
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図 1 弾性体モデルに対する切開と切開後の変形
���� 1 2
��������	 �
���
 �	� ���
� �����	�

�	 
����� ���
�

状であり、その右下に表示されている二つの球と線分

はメスの刃の部分をモデル化した線分23を示してい

る。071 から 0�1 はモデルを部分的に切開し、切開面

を生成した後でモデル上部を引っ張って全体を変形さ

せた結果である。切開面よりも下部はほとんど変形せ

ず、上部のみが大きく変形しているのが見て取れる。

0�1 はモデルを完全に切断した後に、残ったモデルの

下部を押し込んで変形させた結果である。上部は切り

離されており、変形の影響を全く受けていない。また、

061 は面の途中から斜めに切開後、上部を引っ張って切

開創を開いて変形させている様子である。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おり、

滑らかな切開面が形成されている。

弾性体を引っ張りつつ切開する状況を想定して、切

開をシミュレートした結果を図 &に示す。上部両端外

方向に #���の強制変位を与えている。切開が進む

につれて切開創が大きく変形している。メスによって

切り進められている最中の部分に関しても刃通過平面

の境界への頂点の更新によって尖った切開創が形成さ

れている。生体の皮膚には張力による張りが生じてお

り、切開によって自然に傷口が開く。本モデルではあ

らかじめ左右に強制変位を加えておくことによってこ

の状況をシミュレートすることが可能である。図 'は

それぞれ 	�� 	���の強制変位を左右に加えた状況

で切開を実施した結果であり、創の開き方が異なって

いるのが見てとれる。

図 . 外力を加えた状態で切開した結果
���� . �����	� �
��� ���� 
��
�	�� ����


図 , 皮膚の張りの表現
���� , 3
��

	�����	 �� ��� ���
 �
	��	

提案方法の手術シミュレーションへの適用を想定し

て、臓器モデルに対する切開を実施した。シミュレー

ション結果は ;�ボリュームデータを 
$%� のサイズ

にサンプリングしたものを #*テクスチャとして用い、

テクスチャベースボリュームレンダリング !
'"によっ

て可視化することとした。図 	�は C�E��モデルに対

して一定の外力をかけて引っ張りながら切開を加えた

結果を示している。071は奥行き方向に途中まで切り

進めた結果であり、0.1 0�1 はメスの方向を変えて下

向きに切り進めている様子である。切開面上に肝臓の

血管の一部が可視化されており、切開を進めるにつれ

て大きく変形している。図 		0�1 は ��� �-モデルの

レンダリング結果である。本モデルは C�E��モデルに

比べて頂点数が多く、外力をかけながら切開した場合

は切開創の形成に若干の遅れが生じたが、対話操作は

可能であった。071は切開時に外力を加えずに切開面

を定義した結果であり、この場合は頂点再配置のみで

良いため高速な切開創の描画が可能であった。0.1 0�1

は異なる切開創に対する変形結果であり、いずれも内

部の構造が確認できる。

(" シミュレーション形状の検証

切開シミュレーション結果の妥当性の検証を目的とし

て、実物のゴム試験片（株式会社アクシム製）を用いて

切開時のシミュレーション形状と実物体の形状の比較実

験を実施した。ゴム試験片は、����������	���
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図 �/ 肝臓変形モデルに対する切開
���� �/ �����	� �
�������
 ���
� ���
�

図 �� 腎臓変形モデルに対する切開
���� �� �����	� �
�������
 ���	
� ���
�

の形状を持ち、ヤング率：���&
��、密度：	��$�����

のものを用いた。

図 	
に示すようにゴム試験片の両端を C字型金属

に接着し、台座に固定した。本装置は一軸ネジを回す

ことによって C字型金属片の幅を変化させ、ゴム試験

片の左右両端に一様な強制変位を加えることができる。

ゴム試験片に 	��� 
��� の切り込みを入れ、左右

両端にそれぞれ $��の強制変位を加えて引っ張った

状態でデジタルカメラで上方より撮影した。

図 	#0�1はゴム試験片の変形結果であり、071は同等

の弾性モデルを作成し、切開・変形操作を実施した場

合のシミュレーション結果である。切開創の変形に関

する指標として図に示す切開創の角度を二次元画像上

で測った結果、それぞれの誤差が 	Æ、
Æ であった。局

所形状にも視覚的に良好な一致が見られ、実在する弾

性体の力学特性を反映し、視覚的に妥当な切開シミュ

レーションが可能であることが示唆された。

図 �� ゴム試験材料と実験装置
���� �� 3���
� ���
���� 
� �� ��
 �	����

�
	�

図 � 実物体とシミュレーション形状の比較
���� � ��������	 ��  2 ���
 �
��

	

��������	 �
��� �	� �
�� ���
��

("! 剛性マトリクス更新時間の検証

最後に、提案方法の実時間性の検証を目的として、

作成した三つのモデルに対して要素の削除を行った際

の逆剛性マトリクスの更新に要する計算時間を計測し

た。比較対象として、� から ��� を逆行列計算に

よって求めた場合を従来法とし、その計算時間も測定

した。

それぞれの計算時間を表 
に示す。提案方法は従来

法と比較して $ 倍程度高速であることが分かる。図

	�、		に示すように、これらの頂点数でもテクスチャ

マップやボリュームレンダリングを併用することで臓

器変形モデルに対する切開シミュレーションを表現す

ることができる。現状の実装ではまだ限定的な切開表

現ではあるが、提案方法が対話的な応答が求められる

手術シミュレーションにおいて利用可能であることが

示唆された。

) 考察

本研究では、軟組織に対する切開を対話的に試行で

きる��環境の実現を目指し、弾性変形モデルに対す

る頂点を保存した切開方法を開発した。実験を通して、
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表 � 逆剛性マトリクスの更新時間
)���
 � ����������	 ���
 �� �����
 �	�
�


��(	
 ������

モデル !頂点数" 従来法 !�
�" 提案方法 !�
�"

+���
!�,�" ����� ���%

-��
�!�.." �,��& $&��

0��	
�!$�$" 11 � ��1�.

　

提案方法が視覚的に妥当でかつ対話的な切開・変形シ

ミュレーションを可能とすることを確認した。一方、

提案方法を手術シミュレーションに応用する際には幾

つかの課題が考えられる。

まずモデルの表現力について、本研究では最初のス

テップとして簡単な形状の弾性体を直線状に切開する

場合を想定してアルゴリズムを実装、検証した。切開

手技には、曲線状に切開をしていく場合や内視鏡下手

術などで様々な方向に術具を動かし広範囲に剥離して

行くといった場合もある。複雑な術具操作に対応可能

かの検証が必要である。より複雑な形状を持つ弾性体

に対しても頂点再配置のアルゴリズムが有効かの検証

も必要である。また、破断モデル !
%"との連携による

組織の剥離や切離の表現の実現が望まれる。!
�"など

のメッシュ修正法を応用することで臓器の特徴形状の

効果的なモデリングに繋がることが期待される。

シミュレーション精度と高速化については一般には

トレードオフであり、それぞれについて求められる性

能はアプリケーションに依存する。例えば、弾性変形

を考慮した切開時の力覚提示の実現には 	��ABを超

えるリフレッシュレートが求められる。提案方法では

前処理と部分更新によって逆剛性マトリクスの導出の

高速化を図ったが、さらに外力 �と変位 �を含めた式

において、高速化を図れる可能性がある。他の連立一

次方程式の解法を採用することも考えられる。また、

本論文では汎用な計算方法として提案しているが、ア

プリケーションに特化した計算の省略も可能と考えら

れる。

以上を踏まえ、今後は提案モデルの適用範囲の拡大

を目指す一方で、特定部位の手術、術式を対象とした

手術シミュレーションのアプリケーションを開発し、

実測データを用いて検証を進める予定である。

* おわりに

本論文では、臓器変形モデルに対する新しい実時間

切開シミュレーション方法を提案した。提案方法は、

モデルの辺や要素を分割することなく、頂点の再配置

と要素の削除のみで切開創を幾何学的、力学的にモデ

ル化する。切開前後で頂点数を変化させないことで、

計算コストの増加を抑制しつつ、剛性マトリクスの高

速な部分更新を可能とする。

実験を通して、シミュレーション結果が実物の弾性

体の振る舞いと類似していることを確認した。また、

提案方法が従来の約 $倍程度の高速化を達成し、臓器

モデルにおいても対話的なシミュレーションが可能で

あった。提案アルゴリズムが手術シミュレーションを

含めた体感型の��シミュレーション開発に貢献する

ことを期待する。

謝辞

本研究は、文部科学省科学研究費補助金 基盤研究 0�1

「超高速体感型シミュレーションシステムの研究」0課

題番号：	%	����	1及び若手研究 0,1「高度治療計画

のための術前リハーサルシステムの開発」（課題番号：

	&%&���#1の助成による。

参考文献
4�5 6� -��7 �� )
	����7 0� ��
��� �	� �� 0�����		7

86 '���
� �� '������� '��������	9 6���������	7
)
��	�����7 �	� *�������	87 +3*'*:�*7 ;���
��7 #�
 &7 ��� %,,�&�$7 �// �

4�5 <� =
���
�7 >� )��������7 2� =
��7 �� >�	�
�7 '�
?
�����7 83
������
 ��	��
 *�
�
	� ���
��	� ���
'���
�� '��������	9 �	 6���������	 �� ;������ '��
����	�87 #*** )��	7 �	 ;�����@����	 �	� ����
���
� >������87 ;��� �/7 :��  7 ���  �$� �%7 �//$�

4 5 '� +� 2����� �	� '� *� '�����
�	7 8#	�
������

'��������	 �� :

��
 #	
����	 ���
�87 #***
)��	� �	 =���
����� *	��	

��	�7 ;��� %�7 :�� 17
��� ��&1���1,7 �//%�

4$5 �� :����7 )� 0�����7 �� 0�����7 A� B����7
0� ��	��� �	� )� )�������7 8)��	�
���	� =��
�
�������� 0	���
��
 ������� A����� #	�
������	87
#*** ������
���7 ;��� � 7 :��  7 ���%/�&/7 �//&�

4%5 =� +C

�7 3� -
��
�7 D� )�
�
� 0� A� A��	
7
8+��		�	� �	� 3
�
���� �� '������� #	�
��
	���	
�	 ��
 ;����
 ���
�87 +���7 �
����	
 �

� ;���
���� 3
�����7 ��� �%,��&$7 �///�

4&5 中尾恵7 黒田 知宏7 小山博史7 小森優7 松田哲也7 坂
口 元一7 米田 正始7 8組織切開・開創シミュレーショ
ンによる手術計画支援87 日本バーチャルリアリティ
学会論文誌7 ;��� .7 :�� �7 ��� �& ��1/7 �// �

415 E� =���	7 6� -�� �	� �� =���
�7 8'�������	�
'������� #	����	 ?������ +�����	 '��������	87
+���� �
����	
 �

� ;������ 3
�����7 ��� $ �$,7
�//%�

4.5 田中 厚子7 広田 光一7 金子 豊久7 力覚を伴う変形・
切断操作による造形作業7 日本バーチャルリアリティ
学会論文誌7 ;��� $7 :��  7 ��� %1 �%. 7 �,,,�

4,5 川口 泰弘7 中口 俊哉7 津村 徳道7 三宅 洋一7 8切
開手技トレーニングのための & 自由度反力生成モ
デル87 �
����� #����	� )
��	�����7 ;����$7 :��$7
��� �11��.$7 �//&�

4�/5 2� =��( �	� 6� ?����	7 8+�������� =�
� ���
��
�	�9 +��	����
 �	� +������
87 6�� '#>>36+A
����
 :��
7 �,,1�

4��5 �� =���:�
�
	 �	� '� ����	7 83
������
 ;����
�
���� 2
�������
 ���
� ��� '���
�� '��������	



中尾・河本・杉浦・湊 �弾性変形モデルに対する頂点数を保存した切開方法
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