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要旨 
本研究は，人体有限要素モデルに対し，変形前のメッシュ品質を維持したまま高速にモデルの姿勢を変更する手法の開発

を目的とする．本報では，各種メッシュ変形手法を組み合わせた高速な姿勢変更手法を提案するとともに，提案手法による
手の有限要素モデルの姿勢変更結果について報告する． 

1. はじめに
 近年のコンピュータの性能向上に伴い，車両衝突実験や
工業製品のエルゴノミック評価においては，シミュレーシ
ョンの利用が一般的となっている．そのため，解析に用い
られる身体の有限要素モデル(FE モデル)[1]の開発が盛んに
行われている．しかし，現在提供されている FE モデルの姿
勢については，立位および座位の 2 種類のみであり，FE モ
デルの姿勢を製品利用時のものにするためには，関節角度
を境界条件とする有限要素解析(FEA)が行われている[2]．
FEA による姿勢変更では，多大な計算時間がかかってしま
うこと，および，大変形時のメッシュ品質の低下が問題視
されている．例えば，節点数約 1.7 万，要素数約 9 万の示指
有限要素モデルの第一関節のみを 80 deg 屈曲する解析では，
計算時間は約 900 sec となっている．この例からも，全身に
展開した際に膨大な計算時間がかかることが予想される．
本研究では，各種メッシュ変形手法とメッシュスムージ

ング手法を組み合わせることで，基準の有限要素モデルの
メッシュ品質を維持しつつ，より高速にモデルの姿勢変更
が可能な手法の開発を目的とする．本報告では，提案手法[3]

による手の有限要素モデルの姿勢変更の結果を報告する．
2. モデル変形手法
2.1 入力データ 

提案手法の概要図を図 1 に，IDEF0 を図 2 に示す．また，
本報では実装が完了している図 2 中の A4 までを報告する． 

本報において，提案手法の適用対象は手（指先から手首
まで）の有限要素モデル（図 3）とする．このモデルは四面
体要素である軟部組織と骨組織，指骨間の関節包を表す空
洞，および，骨組織に紐づくリンク構造から構成される．ま
た，軟部組織要素の表面三角形は表皮組織を表現している． 
2.2 骨の剛体変換 (図 2 A1) 
 骨組織の節点には剛体変換を適用する．リンク構造の動
作により，各リンクと同様の剛体変換行列を対応する骨組
織の節点に適用する．節点𝑖𝑖の移動先𝐩𝐩𝑖𝑖′は式(1)で表される． 

𝐩𝐩𝑖𝑖′ = �𝐌𝐌𝑗𝑗𝐩𝐩𝑖𝑖
𝑗𝑗∈𝐿𝐿

 (1) 

ここで，𝐩𝐩𝑖𝑖は節点𝑖𝑖の移動前の位置，𝐿𝐿は𝐩𝐩𝑖𝑖が対応するリン
クが従うリンクの集合，𝐌𝐌𝑗𝑗はリンク𝑗𝑗の根本のジョイントの
局所空間上での剛体変換行列である．
2.3 表皮の SSD (図 2 A2) 

表皮節点にはスキニング手法の一つである Skeletal 
Subspace deformation (SSD)[4]を適用する．スキニングはリン
ク構造の動きに応じてモデルの表面メッシュを滑らかに変
形させる手法である．中でも SSD はその計算コストが非常
に低いため，本手法で採用した．SSD による変形後の表皮
節点位置𝐩𝐩𝑖𝑖′は式(2)で表され，𝑛𝑛個のリンクの剛体変換行列の
加重和を変形前の節点位置𝐩𝐩𝑖𝑖に適用することで求められる． 

𝐩𝐩𝑖𝑖′ = �𝜔𝜔𝑖𝑖𝑗𝑗

𝑛𝑛

𝑗𝑗=1

𝐌𝐌𝑗𝑗𝐩𝐩𝑖𝑖 (2) 

図 1 提案手法概要 

図 2 提案手法の IDEF0 

図 3 対象とした手の有限要素モデル 
ここで， 𝜔𝜔𝑖𝑖𝑗𝑗は節点𝑖𝑖に対するリンク𝑗𝑗の重み，𝐌𝐌𝑗𝑗はリンク

𝑗𝑗の座標変換行列である． 
2.4 関節包の追従変形 (図 2 A3)
軟部組織要素の節点のなかで関節包内面の節点である関

節包節点には，増田らの変形手法[5]を適用した．まず，変形
前のモデルにおける関節包節点𝑖𝑖について，離散平均曲率法
線ベクトル𝜹𝜹𝑖𝑖を式(3)により計算する． 

𝜹𝜹𝑖𝑖 =
1

4𝐴𝐴 � (𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝛼𝛼𝑖𝑖𝑗𝑗 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝛽𝛽𝑖𝑖𝑗𝑗)
𝑗𝑗∈𝑁𝑁(𝑖𝑖)

�𝐩𝐩𝑖𝑖 − 𝐩𝐩𝑗𝑗� (3) 

ここで， 𝐴𝐴はボロノイ面積，𝑁𝑁(𝑖𝑖)は節点𝑖𝑖の隣接節点集合，
𝛼𝛼𝑖𝑖𝑗𝑗，𝛽𝛽𝑖𝑖𝑗𝑗は稜線𝐩𝐩𝑖𝑖𝐩𝐩𝑗𝑗の対角，𝐩𝐩は節点位置である．さらに，移
動後の骨組織節点位置を用いて，式(4)により変形後モデル
の関節包節点𝑖𝑖の離散平均曲率法線ベクトル𝜹𝜹𝑖𝑖′を計算する． 

𝜹𝜹𝑖𝑖′ =
1

4𝐴𝐴′ � (𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝛼𝛼𝑖𝑖𝑗𝑗′ + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝛽𝛽𝑖𝑖𝑗𝑗′)
𝑗𝑗∈𝑁𝑁(𝑖𝑖)

�𝐩𝐩𝑖𝑖′ − 𝐩𝐩𝑗𝑗′� = 𝜹𝜹𝑖𝑖 (4) 

リンク構造 

軟部組織（四面体要素） 

骨組織（四面体要素） 

関節包（空洞） 
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ここで，関節包節点の内，一部の節点は骨組織の節点で
もあるため，その値は既知である．つまり，変数𝐩𝐩𝑖𝑖′は得ら
れる方程式の数と等しく，その連立方程式の解は一意に定
まる．離散平均曲率法線は，節点の平均曲率を大きさとし
て持つ法線ベクトルであり，この離散平均曲率法線ベクト
ルを変形前後で維持するように変形することで，局所形状
を保存する変形が可能である． 
2.5 軟部組織の MVC を用いた追従変形 (図 2 A4) 
 軟部組織の内部節点（上記までに使用していない全節点）
には平均値座標(Mean Value Coordinate, MVC)[6]を用いた追
従変形を適用した．平均値座標を用いることで，着目節点
の位置は一近傍節点位置の加重和により表現可能となる． 
 変形前のメッシュモデルについて，節点𝑖𝑖の位置𝐩𝐩𝒊𝒊(𝑖𝑖 ∈ 𝑁𝑁)
は𝐩𝐩𝒋𝒋�𝑗𝑗 ∈ 𝑁𝑁(𝑖𝑖)�に対する平均値座標𝜔𝜔𝑖𝑖𝑗𝑗を用いることで，式
(5)のように表すことができる．ここで，𝑁𝑁は軟部組織内部節
点の集合，𝑁𝑁(𝑖𝑖)は節点𝑖𝑖の隣接節点集合である． 

𝐩𝐩𝑖𝑖 = � 𝜔𝜔𝑖𝑖𝑗𝑗
𝑗𝑗∈𝑁𝑁(𝑖𝑖)

𝐩𝐩𝑗𝑗  (5) 

 この時点までに，骨組織節点，表皮節点，および，関節包
節点の位置移動を終えているため，その節点については，
移動先が既知であるといえる．よって，𝑁𝑁(𝑖𝑖)は，移動先が既
知である節点の集合𝑁𝑁𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘(𝑖𝑖)と移動先が未知である節点の集
合𝑁𝑁𝑢𝑢𝑛𝑛𝑘𝑘(𝑖𝑖)に分けることができ，式(5)から式(6)が導出できる． 

𝐩𝐩𝑖𝑖 − � 𝜔𝜔𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖∈𝑁𝑁𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢(𝑖𝑖)

𝐩𝐩𝑖𝑖 = � 𝜔𝜔𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖∈𝑁𝑁𝑢𝑢𝑢𝑢𝑘𝑘(𝑖𝑖)

𝐩𝐩𝑖𝑖 (6) 

 式(6)を|𝑁𝑁|個全ての頂点𝐩𝐩𝒊𝒊に対して解くことで，変形後の
軟部組織の内部節点位置を求めることができる．ここで，
未知数と式の本数はともに軟部組織の内部節点の数だけあ
るため，連立方程式の解は一意に決まる． 

3. 提案手法の適用結果 
3.1 対象とする解析 
 本報告では手の円筒把握の運動解析を対象とする．この
解析は以下の二つのステップに分けて考えることができる． 
( Ⅰ ) 有限要素解析による接触直前姿勢への姿勢変更 
( Ⅱ ) 有限要素解析による円筒との接触応力解析 
 これらの解析にはそれぞれ約 2h，約 13.5hであり，計 15.5h
ほどの計算時間が必要であった． 
3.2 提案手法を用いた手の姿勢変更 
上述の変形手法を用いて，手 FE モデルの姿勢変更を行っ

た．まず，例として，図 4(a) に示す手の FE モデルに対し
て，示指，中指，薬指，小指について，遠位指節間関節，近
位指節間関節，および，中手指節関節を 30 deg，母指の指
節間関節を 30 deg だけ屈曲した姿勢変更（変形形状 1）の
結果を図 4(b) に示す．ここで，各図中左はモデルの表皮形
状，右は骨と関節包の表面形状を示している．図 4(b) から，
提案手法により各部位のメッシュの変形が可能であること
が確認できた．しかし，一部の関節包について，その屈曲角
が大きい際に骨との干渉が確認された．また，提案手法を
用いて，手 FE モデルの円筒接触直前の姿勢（変形形状 2）
を生成した．図 4(c)はこの時の変形モデルの表皮形状，およ
び，骨と関節包の表面形状を示している．変形形状 2 は変
形形状 1 と比較して，関節包がモデル化されている関節の
屈曲角が小さいため，この姿勢変更による関節包の干渉は
確認されていない． 
 提案手法を用いた場合の計算時間は，変形姿勢によらず，
およそ 30 sec であった．比較対象の解析では，姿勢変更の
ためだけに有限要素解析を行っており，これにかかる計算
時間約 2h と比較して，提案手法は非常に高速であり，提案
手法の時間短縮の点における有用性が確認できた． 
 

  

(a) 変形前形状 

 
 

(b) 変形形状 1 
  

(c) 変形形状 2 
図 4 手 FE モデルの提案手法適用結果 

（左：表皮形状，右：骨・関節包の表面形状） 
3.3 変形モデルの形状品質評価 
 本研究では，モデルの形状品質評価指標として，四面体
のストレッチを導入する．四面体𝜏𝜏のストレッチ𝑆𝑆𝑐𝑐(𝜏𝜏)は，そ
の体積𝑉𝑉(𝜏𝜏)と表面積𝑆𝑆(𝜏𝜏)の比を正規化したものであり，正
四面体では 1，扁平な要素では 0，裏返った要素では負の値
を示す．ストレッチは式(7)で計算される． 

𝑆𝑆𝑐𝑐(𝜏𝜏) =
6√6𝑉𝑉(𝜏𝜏)

(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝐿𝐿(𝑒𝑒))𝑆𝑆(𝜏𝜏) (7) 

 ここで，𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝐿𝐿(𝑒𝑒)は四面体𝜏𝜏のエッジ中で最長のエッジ長
である．表 1 は変形前，変形形状 1，および，変形形状 2 の
モデルについて，内部要素四面体のストレッチ平均値をま
とめたものである． 
表 1 から，いずれの変形についても，変形前モデルのス

トレッチ平均値からの値の減少が確認でき，スムージング
機能の開発は不可欠であることを確認した． 

表 1 各モデルにおける内部要素四面体のストレッチ平均値 
 ストレッチ平均値 

変形前 0.673366 
変形形状 1 0.666363 
変形形状 2 0.667210 

4. おわりに 
 本報告では，各種メッシュ変形手法を組み合わせること
で高速な変形を可能とした提案手法を用いることで，手の
FE モデルの姿勢変更を行い，提案手法の有用性を検証した．
今後の予定として，メッシュ品質を維持するためのスムー
ジング機能の実装，および，その評価を行う．また，別の人
体部位に対する提案手法の適用を検討している． 
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