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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
物品のソリッドモデルおよび解析条件を取り込み、少なくとも設定要素サイズに基づい
て前記解析条件が設定された要素に識別符号を付して高密度の四面体メッシュを生成する
四面体メッシュ生成部と、
前記四面体メッシュ生成部により生成されかつ前記識別符号が付された高密度の四面体
メッシュと、設定された性質制御パラメータとを取り込み、前記解析条件が設定された要
素を保存しながらエッジコラプス処理を適用してメッシュの数を減らして解析用の低密度
の四面体メッシュを生成する多重解像度四面体メッシュ生成部とを、コンピュータを用い
て構成してなる解析用四面体メッシュ生成装置であって、
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前記多重解像度四面体メッシュ生成部は、高密度の四面体メッシュを構成する稜線の両
端の頂点を１つに統合するための新頂点の位置を算出し、算出された前記新頂点により変
更された稜線を含む全ての稜線に対して前記エッジコラプス処理の適用可能性を評価し、
前記エッジコラプス処理が適用可能と評価された稜線を有効稜線として前記エッジコラプ
ス処理を実行し、
前記エッジコラプス処理の適用可能性の評価は、前記新頂点により変更された稜線を含
む全ての稜線に対して、四面体メッシュの性質を制御するパラメータとして予め設定され
た要素形状品質の下限値τＳＴ、メッシュサイズの上限値τＳＺ、メッシュ形状近似誤差
の上限値τＴＬ、頂点評価の上限値τＶＬを満たすことで評価する解析用四面体メッシュ
生成装置。
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【請求項２】
前記多重解像度四面体メッシュ生成部は、前記エッジコラプス処理が適用可能と評価さ
れた稜線を有効稜線として、前記エッジコラプス処理を適用した場合のメッシュの品質保
存度を評価し、前記品質保存度の評価が最大の稜線と前記新頂点の位置とに基づいて前記
エッジコラプス処理を実行し、
前記四面体メッシュの品質保存度は、前記エッジコラプス処理を適用して得られる四面
体メッシュの要素形状の下記式で示すストレッチＳｔ（ｈ）が０．０５以上であることを
基準に評価することを特徴とする請求項1に記載の解析用四面体メッシュ生成装置。
Ｓｔ（ｈ）＝６√６Ｖｈ／（ｍａｘｅ∈ｈ×Ｓｈ）
ここで、Ｖｈ：四面体メッシュの体積
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Ｓｈ：四面体メッシュの表面積
【請求項３】
さらに、前記四面体メッシュの性質制御パラメータを変更するパラメータ変更部を備え
、
前記パラメータ変更部は、前記多重解像度四面体メッシュ生成部により生成された解像
度制御が可能な多重解像度の四面体メッシュと前記解析条件を用いて有限要素解析を実施
する有限要素解析部の解析結果に基づいて、前記性質制御パラメータを変更することを特
徴とする請求項１又は２に記載の解析用四面体メッシュ生成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
本発明は、有限要素解析用の四面体メッシュの生成装置に係り、具体的には、コンピュ
ータを用いて高密度四面体メッシュから解析に適した性質を持つ解析用多重解像度メッシ
ュを自動生成する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
製品などの物品の強度や熱変形等の物理的な性質を有限要素法（ＦＥＭ）により解析す
る際、その物品を例えばコンピュータグラフィックス（ＣＧ）化したソリッドモデルを、
細かい面分要素（メッシュ）の集合として表現したメッシュモデルが用いられる。
【０００３】
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従来、ソリッドモデルからメッシュを自動生成する方法として、高密度の四面体メッシ
ュを生成できるＦＥＭメッシャが代表的である。
【０００４】
また、従来のメッシュモデルの生成法としては、例えば、非特許文献１〜２に開示され
たものが知られている。
【０００５】
【非特許文献１】Oliver G. Staadt and Markus H. Gross: Progressive Tetra‑ hedrali
zations, proc. of IEEE Visualization 98, 397‑402, 1998.
【非特許文献２】M. Garland and Paul. S. Heckbert: Surface Simplification Using Q
uadric Error Metrics, proc. of SIGRAPH 97, pp. 209‑216, 1997
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
ところで、製品開発のできるだけ早い段階において、有限要素解析（ＦＥＡ：Finite E
lement Analysis）を実施して製品形状を確定することが要望されている。このような要
望を満たすためには、高品質のメッシュ生成がコンピュータ援用工学（ＣＡＥ）や有限要
素解析（ＦＥＡ）の効率化に要求され、より頑強で、かつ性質制御性の高い解析用メッシ
ュを自動生成することが望まれている。
【０００７】
しかし、有限要素解析用メッシュの自動生成おいては、複雑なソリッド形状に対する頑
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強で安定した低解像度メッシュの自動生成、および柔軟なメッシュの性質制御に関して、
未だ改良すべき余地がある。ここで、高品質なメッシュとは、メッシュの歪が小さく、か
つメッシュサイズの均一度が高いものをいう。また、頑強な解析用メッシュ生成法とは、
メッシュ生成処理が安定なことをいい、所望の品質を有するメッシュを短時間で得る処理
が望まれる。さらに、性質制御性が高いとは、解析に適した品質を有するメッシュを自由
に操作できることをいう。
【０００８】
本発明は、高密度四面体メッシュから解析に適した性質を持つ解析用四面体メッシュを
自動生成する手法を確立することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００９】
上記課題を解決するため、本発明は、ＦＥＭメッシャで安定に生成可能な高密度四面体
メッシュから、簡略化手法と多重解像度表現（ＭＲＲ：Multi‑resolution Representatio
n）を利用して、解析に適した性質を持つ解析用メッシュを自動生成することを基本とす
る。ここで、多重解像度表現とは、メッシュ簡略化の際に失われた情報を保持しておき、
それらの情報と最も粗いメッシュとを保持しておく表現法である。特に、有限要素解析用
メッシュに要求される性質（品質）をパラメータ等により制御可能で、かつ、メッシュを
簡略化しても解析条件設定に関係する要素が簡略化後のメッシュに保存されることを特徴
とする。
【００１０】
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具体的には、本発明の解析用四面体メッシュ生成装置は、物品のソリッドモデルおよび
解析条件を取り込み、少なくとも設定要素サイズに基づいて前記解析条件が設定された要
素に識別符号を付して高密度の四面体メッシュを生成する四面体メッシュ生成部と、前記
四面体メッシュ生成部により生成されかつ前記識別符号が付された高密度の四面体メッシ
ュと、設定された性質制御パラメータとを取り込み、前記解析条件が設定された要素を保
存しながらエッジコラプス処理を適用してメッシュの数を減らして解析用の低密度の四面
体メッシュを生成する多重解像度四面体メッシュ生成部とを、コンピュータを用いて構成
してなる解析用四面体メッシュ生成装置であって、前記多重解像度四面体メッシュ生成部
は、高密度の四面体メッシュを構成する稜線の両端の頂点を１つに統合するための新頂点
の位置を算出し、算出された前記新頂点により変更された稜線を含む全ての稜線に対して
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前記エッジコラプス処理の適用可能性を評価し、前記エッジコラプス処理が適用可能と評
価された稜線を有効稜線として前記エッジコラプス処理を実行し、前記エッジコラプス処
理の適用可能性の評価は、前記新頂点により変更された稜線を含む全ての稜線に対して、
四面体メッシュの性質を制御するパラメータとして予め設定された要素形状品質の下限値
τＳＴ、メッシュサイズの上限値τＳＺ、メッシュ形状近似誤差の上限値τＴＬ、頂点評
価の上限値τＶＬを満たすことで評価することを特徴とする。
【００１１】
この場合において、前記多重解像度四面体メッシュ生成部で生成された有限要素解析用
の四面体メッシュと設定された前記解析条件に基づいて有限要素解析を実行する有限要素
解析部を有して構成することができる。また、前記多重解像度四面体メッシュ生成部は、
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四面体メッシュを構成する稜線の両端の頂点を１つに統合するための新頂点を算出し、算
出された前記新頂点に基づいて前記簡略化処理を実行することができる。また、新頂点を
算出する処理は、解析条件が設定されたメッシュ要素を保存しながら処理を実行する。例
えば、稜線が解析条件が設定された稜線、または稜線の端点が解析条件が設定された頂点
又は端点のとき、簡略化処理をしないことにより、解析条件が設定されたメッシュ要素を
保存しながら簡略化処理をする。
【００１２】
また、前記多重解像度四面体メッシュ生成部は、高密度の四面体メッシュを構成する稜
線の両端の頂点を１つに統合するための新頂点の位置を算出し、算出された前記新頂点に
より変更された稜線を含む全ての稜線に対して前記エッジコラプス処理の適用可能性を評
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価し、前記エッジコラプス処理が適用可能と評価された稜線を有効稜線として前記エッジ
コラプス処理を実行し、前記エッジコラプス処理の適用可能性の評価は、前記新頂点によ
り変更された稜線を含む全ての稜線に対して、四面体メッシュの性質を制御するパラメー
タとして予め設定された要素形状品質の下限値τＳＴ、メッシュサイズの上限値τＳＺ、
メッシュ形状近似誤差の上限値τＴＬ、頂点評価の上限値τＶＬを満たすことで評価する
ことができる。
【００１３】
さらに、前記多重解像度四面体メッシュ生成部は、前記エッジコラプス処理が適用可能
と評価された稜線を有効稜線として、前記エッジコラプス処理を適用した場合のメッシュ
の品質保存度を評価し、前記品質保存度の評価が最大の稜線と前記新頂点の位置とに基づ
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いて前記エッジコラプス処理を実行し、前記四面体メッシュの品質保存度は、前記エッジ
コラプス処理を適用して得られる四面体メッシュの要素形状の後述する式（３）で示すス
トレッチＳｔ（ｈ）が０．０５以上であることを基準に評価することができる。
【００１４】
この場合、有限要素解析部の解析結果に基づいて、メッシュの性質制御パラメータを変
更するパラメータ変更部を有する構成とすることができる。
【発明の効果】
【００１５】
本発明によれば、高密度四面体メッシュから解析に適した性質を持つ解析用四面体メッ
シュを自動生成することができる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
以下、本発明を実施形態に基づいて説明する。図１に、本発明の一実施の形態の有限要
素解析用の四面体メッシュの生成方法を適用した有限要素解析システム（ＣＡＥシステム
）の構成図を示す。図示のように、本実施形態のシステムは、解析条件設定部１と、高密
度四面体メッシュ生成部２と、多重解像度四面体メッシュ生成部３と、有限要素解析部４
とを含んで構成されている。これらの各部は、コンピュータおよびコンピュータプログラ
ムにより実現することができる。
【００１７】
解析条件設定部１は、コンピュータ援用設計（ＣＡＤ）によって形成された製品のソリ
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ッドモデルのデータを取り込み、入力される材質、荷重、拘束条件および境界条件などの
解析条件をソリッドモデルに設定する。
【００１８】
高密度四面体メッシュ生成部２は、例えば公知のＦＥＭメッシャを用いて構成され、ソ
リッドモデルのデータおよび解析条件を取り込むとともに、入力設定される要素サイズお
よびトレランス（形状近似の誤差の上限）に基づいて、高密度の四面体メッシュを生成す
る。このとき、解析条件設定に利用された要素(以下、解析条件設定要素という。)に識別
符号のラベルを付した四面体メッシュを生成する。
【００１９】
多重解像度四面体メッシュ生成部３は、本発明の特徴部であり、高密度四面体メッシュ
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生成部２により生成された高密度の四面体メッシュのデータと、解析条件設定要素および
入力設定されるメッシュの性質制御パラメータとを取り込み、解析用メッシュを自動生成
する。本実施形態では、メッシュの数を減らしてメッシュを簡略化する処理と、多重解像
度表現（ＭＲＲ）を利用して解析に適した性質を有する解析用メッシュを生成する。この
多重解像度四面体メッシュ生成部３によれば、後述するように、複雑な形状でも確実な、
さらに解析条件生成に必要な解析条件設定要素を保存しながら、メッシュの性質を柔軟に
制御できる。
【００２０】
有限要素解析部４は、多重解像度四面体メッシュ生成部３により生成された解像度制御
が可能な多重解像度の四面体メッシュを取り込むとともに、解析条件設定部１で設定され
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た解析条件を用いて有限要素解析を実施し、製品の設計形状の評価を行う。
【００２１】
以下に、本発明の特徴部である多重解像度四面体メッシュ生成部３を詳細に説明する。
［１］メッシュの性質制御
まず、有限要素解析においては、解析時間短縮および精度向上の観点からメッシュの性
質が適切であることが要求される。本実施形態では、メッシュの性質のうち、要素形状品
質、サイズ、形状近似誤差、頂点（節点）価数を考慮している。つまり、ユーザが指定す
るメッシュの性質制御パラメータとして、要素形状品質の下限値τＳＴ、サイズの上限値
τＳＺ、形状近似誤差の上限値τＴＬ、頂点評価の上限値τＶＬを入力設定することによ
り、メッシュ性質を制御可能にしている。
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【００２２】
さらに、図示していないが、有限要素解析の結果に基づいて、必要に応じて、メッシュ
の性質制御パラメータを変更し、多重解像度四面体メッシュ生成部３にフィードバックし
て繰返しメッシュ簡略化処理を行うことにより、解析に適した性質を有する解析用メッシ
ュを生成するようにすることが好ましい。
［２］解析条件設定要素の保存
解析条件設定部１でソリッドモデルの形状表面に解析条件が設定されたソリッド要素（
図２（ａ））に対応するメッシュ要素は、解析用メッシュ上になければならない。本実施
形態では、高密度四面体メッシュ生成部２で、解析条件設定要素にラベル付して四面体メ
ッシュを生成する。すなわち、メッシュに解析条件設定（ＡＣＳ）要素を定め、多重解像
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度四面体メッシュ生成部３におけるメッシュ簡略化の過程で、ＡＣＳ要素を保存すること
により、解析条件設定に必要な要素を簡略化された低解像度メッシュ上に残すようにする
。例えば、解析条件ソリッド頂点に対してはＡＣＳ頂点、稜線および面分に対してはＡＣ
Ｓ稜線を図２（ｂ）のように定める。
［３］四面体メッシュ簡略化
ＦＥＭメッシャなどにより高密度四面体メッシュ生成部２において生成された四面体メ
ッシュは高密度であるから、メッシュ操作の自由度が高いことが知られている。この自由
度の高さを利用して、四面体メッシュ簡略化処理により品質を考慮しながら高密度の四面
体メッシュを簡略化して、解析に適した四面体メッシュを生成することが本発明の特徴で
ある。
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【００２３】
四面体メッシュ簡略化処理は、図３に示すように、各四面体メッシュを構成する稜線の
両端の頂点ｉ，ｊを１つの新頂点ｋに統合することにより簡略化する処理であり、いわゆ
るＥＣ（Edge Collapse）処理として知られている手法である（非特許文献１参照）。こ
のメッシュ簡略化処理は、図４に示すように、ステップＳ１〜Ｓ３の処理を繰り返す処理
である。
【００２４】
（Ｓ１：新頂点算出）
ステップＳ１においては、高密度四面体メッシュ生成部２から高解像度メッシュのデー
タおよびＡＣＳ要素のデータを取り込み、全ての稜線に対してＥＣ適用後の頂点位置を算
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出する。この処理は、ステップＳ３のＥＣ適用により変更された稜線に対しても行われる
。すなわち、稜線を構成する２頂点（ｉ，ｊ）を、新たな１つの頂点ｋに統合する。この
ＥＣ法は、例えば、Oliver G. Staadt and Markus H. Gross: Progressive Tetrahedrali
zations, proc. Of IEEE Visualization 98, 379‑402, 1998 に開示されている。
【００２５】
（Ｓ２：ＥＣ適用稜線決定）
ステップＳ２においては、ステップＳ１で算出された新頂点位置と、高密度四面体メッ
シュ生成部２で生成された高解像度メッシュおよびＡＣＳ要素と、性質制御パラメータτ
ＳＴ、τＳＺ、τＴＬ、τＶＬをそれぞれ取り込み、ＥＣ適用により変更された稜線を含

む全ての稜線に対してＥＣ適用可能性を評価する。そして、ＥＣ適用可能と判定された稜
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線を有効稜線とする。さらに、有効稜線に対してＥＣ適用による品質保存度の評価値を定
める。なお、有効稜線がなければ、処理を終了する。
【００２６】
（Ｓ３：ＥＣ適用）
ステップＳ３においては、ステップＳ２において求められた評価値が最大の稜線（ｉ、
ｊ）と、高密度四面体メッシュ生成部２で生成された高解像度メッシュ、およびステップ
Ｓ１で定めた新頂点位置ｐｋを用い、ＥＣを適用してメッシュの簡略化処理を実行して、
ステップＳ１に戻る。このようにして、ステップＳ１〜Ｓ３を繰り返すことにより、高解
像度メッシュを簡略化処理して、解析に適した低解像度のメッシュを生成して有限要素解
析部４に出力する。
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［４］メッシュ評価法
ここで、ステップＳ２におけるＥＣ適用による品質保存度のメッシュ評価法を詳細に説
明する。本実施形態では、形状近似誤差、要素サイズおよび要素形状に基づいてメッシュ
を評価する。
［４．１］形状近似誤差
２つの頂点ｉ,ｊを１つの新頂点ｋに統合するＥＣ（ｉ，ｊ）→ｋ処理により生ずる誤
差ｄｉｊ(ｋ)を、形状近似誤差に対しては頂点ｋと形状表面面分間の自乗距離により評価
する（非特許文献２参照)。また、ＡＣＳ稜線に対しては、それを構成する稜線と頂点ｋ
間の自乗距離により評価する。
【００２７】
誤差ｄｉｊ(ｋ)は、次式（１）で定義するものである。
【００２８】
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【数１】

10

20

30
［４．２］要素サイズ
要素のサイズは、ｌｅを稜線ｅの長さとして式（２）で表される四面体要素ｈの最長辺
長さＳｚ(ｈ)として定義する。
【００２９】
【数２】
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［４．３］要素形状
要素形状の品質は、有限要素解析の分野で多く利用されている式（３）のストレッチＳ
ｔ(ｈ)で評価する。
【００３０】
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【数３】

ここで、Ｖｈ、Ｓｈは、四面体要素ｈの体積と表面積である。Ｓｔ(ｈ)の値は、正四面体
で１、要素形状が歪むにつれて０に近づき、０．０５以上のメッシュが解析において推奨
10

されている。
［５］ＥＣ適用後の新頂点算出
図５に、頂点および稜線に付するＡＣＳ要素を識別するラベルの一例を示す。同図の上
欄は形状表面稜線を、下欄は内部稜線を示している。また、左欄（ａ）はＨａｌｆ−ＥＣ
適用稜線を、右欄（ｂ）は非有効稜線を示している。図中に示すように、上欄の形状表面
稜線には、各稜線（ｉ、ｊ）にラベル（ａ、ｂ，ｃ）が付されている。ａ，ｂ＝１は、ｉ
，ｊがＡＣＳ稜線上にあることを表し、ａ，ｂ＝２はｉ，ｊはＡＣＳ頂点又はＡＣＳ稜線
端点を表す。また、ａ，ｂ＝３はｉ，ｊは普通の頂点を表す。ｃ＝１は稜線（ｉ，ｊ）が
ＡＣＳ稜線上にあり、ｃ＝２は稜線（ｉ，ｊ）が普通の稜線であることを表す。一方、下
欄の内部稜線には、ラベル（ａ，ｂ）が付され、ａ，ｂ＝１はｉ，ｊが形状表面上にある
ことを表し、ａ，ｂ＝２はｉ，ｊが形状内部にあることを表している。なお、図５中の＊
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は、１または２のどちらでもよいことを意味する。
【００３１】
稜線ｅ＝(ｉ，ｊ)に対するＥＣ適用後の新頂点ｋの位置ｐｋは、形状およびＡＣＳ要素
保存のために、図５（ａ）に示す特定の稜線に対してｐｋ＝ｐｉを適用する。つまり、頂
点対を１つに統合する際に、頂点対の一方の頂点を新たな頂点位置として利用するＨａｌ
ｆ―ＥＣ(Edge Collapse)法を適用する。また、非有効稜線の場合は、ＥＣを適用しない
と判断する。その他は、ＥＣ適用後の部分メッシュで品質を高く保つことが可能な頂点ｉ
と頂点ｊの１近傍の、つまり隣接する頂点集合の重心とする。ここで、１近傍の頂点集合
において、形状表面上の稜線に対しては、表面上の頂点のみの集合とする。さらに、形状
表面上の稜線は、稜線(ｉ，ｊ)に接する面分、並びに、ＡＣＳ稜線との自乗距離を最小化
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−１

する頂点位置ｐｋ＝−(Ａｉ＋Ａｊ)

(Ｂｉ＋Ｂｊ)を第二候補とし、以下に述べる評価

結果に応じて順次利用する。
［６］ＥＣ適用稜線の決定
［６．１］有効稜線の抽出
本実施形態では、メッシュ品質を保証するため、次の条件を満たす稜線をＥＣ適用可能
な有効稜線として抽出する。
【００３２】
条件Ａ：形状・ＡＣＳ稜線近似誤差の上限値保証：ｄｉｊ(ｋ)≦τＴＬ
条件Ｂ：要素形状品質保証：∀ｈ∈ｈ＊(ｋ)；Ｓｔ(ｈ)≧τＳＴ
条件Ｃ：要素サイズ上限値保証：∀ｈ∈ｈ＊(ｋ)；Ｓｚ(ｈ) ≦τＳＺ
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条件Ｄ：価数上限値保証：
│ν*(ｉ)│＋│ν*(ｊ)│−│ｆ*(ｉ)∩ｆ*(ｊ)│−２≦τＶＬ
ここで、ｈ＊(ｉ)は頂点ｉに接続する四面体要素集合、ｆ*(ｉ)は頂点ｉに接続する面分
集合、ν*(ｉ) は頂点ｉに接続する頂点集合である。また、条件Ａ〜Ｄは形状表面上の稜
線に対し評価し、条件Ｂ〜Ｄは形状内部の稜線に対し評価する。さらに、ＡＣＳ要素保存
と非多様体生成回避のため、図５の(ｂ)に示すタイプの稜線を非有効稜線と判定する。こ
の非有効稜線については、ＥＣ適用の対象としない。
［６．２］稜線評価値計算
ＥＣ処理を適用しても高い要素形状品質を保存でき、並びに要素サイズの均一化を図る
ことが重要である。そこで、ＥＣ処理が適用可能な有効稜線と判定された稜線のうち、簡
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略化による統合後の近傍メッシュにおけるストレッチが大きく、その近傍の要素辺の長さ
が短いものから優先的にＥＣ処理を適用すると決定する。このための稜線(ｉ，ｊ)に対す
る評価値εｉｊを次式(４)で定める。そして、評価値εｉｊの大きい稜線からＥＣを適用
すると決定する。
【００３３】
【数４】

10
【実施例】
【００３４】
上述した実施形態を具体的な物品に適用した実施例のメッシュの変化を図６に示す。図
６（ａ）に示す高密度四面体メッシュ（要素数１５７，０８３）に対して本実施形態を適
用した結果、同図（ｂ）、（ｃ）に要素数の異なる低解像度メッシュ１、２が得られた。
各メッシュの評価結果を図７に示す。図７に示すように、本実施形態によれば、性質制御
パラメータを満足するメッシュを生成でき、それらの性質制御パラメータの変更により、
メッシュの性質制御が容易に行えることが確認された。
【００３５】
図８に、上述した実施形態を具体的な物品に適用した他の実施例のメッシュの変化を示
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す。同図（ａ）に示す解析条件設定に必要な要素を含む高密度メッシュに対し、本実施形
態を適用した結果、同図（ｂ）に示すように、解析条件設定に必要な頂点、稜線および面
分形状が低解像度メッシュ上で保存されていることが確認できる。
【００３６】
これらの実施例により、本発明の手法により、解析条件設定に必要な要素を保存でき、
高いメッシュ性質制御特性を持つ解析用四面体メッシュを生成できることが確認された。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明の一実施の形態の有限要素解析用の四面体メッシュの生成方法を適用した
ＣＡＥシステムの構成図である。
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【図２】解析条件が設定されたソリッド要素に対応するメッシュ上のＡＣＳ要素を保存し
て四面体メッシュを生成することを説明する概念図である。
【図３】四面体メッシュを簡略化するＥＣ処理の一例を説明する概念図である。
【図４】四面体メッシュ簡略化処理の処理手順を示すブロック図である。
【図５】四面体メッシュ簡略化処理における稜線の種類に対するＥＣ適用の考え方を示す
図である
【図６】高密度四面体メッシュに対して本実施形態を適用して得られる要素数の異なる低
解像度メッシュの実施例を示す図である。
【図７】図６の各メッシュの評価結果を示す図である。
【図８】本実施形態を適用して得られる低解像度メッシュ上に、解析条件設定に必要な頂
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点、稜線および面分形状が保存されていることを示す図である。
【符号の説明】
【００３８】
１

解析条件設定部

２

高密度四面体メッシュ生成部

３

多重解像度四面体メッシュ生成部

４

有限要素解析部

Ｓ１

新頂点算出

Ｓ２

ＥＣ適用稜線決定

Ｓ３

ＥＣ適用
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【図１】

【図３】

【図４】
【図２】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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