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    講　座 

可視化と画像解析　第 3 回：

画像再構成と 3D プリンタによるラピッドプロトタイピング

土 井　章 男 *1

　本稿では，医療分野で使用される 3 次元画像から 3 次元形状への変換（再構成），および 3D プリンタを

用いた造形技術について概説する．さらに，X 線 CT 装置や MRI 装置から得られた医用 3 次元画像から，大

脳，皮質，筋肉，骨の 3 次元形状モデルを作成し，3D プリンタで造形した事例を紹介する．

キーワード：可視化，3 次元画像処理，コンピュータグラフィックス，ラピッドプロトタイピング

1．はじめに

製造業やデザイン分野において，3 次元曲面を

含む複雑な形状や試作段階の製品を迅速に作成

するために，ラピッドプロトタイピング（Rapid
Prototyping, RP）と呼ばれる成型技法が広く利用

されている．造形物は，モニタ上での表示や 3 次

元立体視に比べて，完全な 3 次元立体表現のた

め，デザインの最終確認や試作品の詳細な

チェックが容易になる．RP を行う装置は 3D プ

リンタが主流となっており，低価格化している．

その材料には，ABS 樹脂，石膏，ゴムなどが使

用可能である．RP 技術は，主に製造業を中心に

発展してきたが，診断や治療の支援のために医

療分野でも RP 技術が注目されている．たとえ

ば，CT（Computed Tomography）や MRI（Magnetic
Resonance Imaging）によって得られた断面画像群

（2 次元スライス画像）から 3 次元形状モデルを

生成し，診断支援，術前計画策定，手術シミュ

レーション，医療教育，患者部位の解析などに

利用されている．この背景には，CT や MRI など

の計測装置と 3D プリンタの普及，各装置の高性

能化・低価格化，などの環境要因，診断精度・診

断効率・患者の QOL（Quality of Life）向上に対

する医師や患者側の要望がある．

CAD（Computer Aided Design）による部品や製

品は，3 次元形状情報（点，線，面の幾何情報や

連結情報）を正確に保持しているため，3D プリ

ンタで実物モデルを容易に生成できる．しかし

ながら，断層画像群は 3 次元形状情報を明示的

に保持していないため，3 次元領域（たとえば，

骨，皮膚，臓器，血管など）を抽出し，抽出結

果（ボクセルモデル）から，3D プリンタで処理

可能な 3 角形モデル（ポリゴンモデル）に変換

する必要がある．その際には，以下に示すよう

な処理が必要である［1］． 
Step 1: 3 次元画像化：断面画像群から 3 次元画像

を生成する．

Step 2: 特定部位抽出：3 次元画像から指定された

領域（たとえば，骨，臓器，血管など）を

特定する．

Step 3: 幾何形状への変換：特定された画素領域

（ボクセル領域）から，ポリゴン形状に変

換する．

Step 4: 形状補正：精度を保ちながら，変換され

たポリゴン形状をデータ削減し，その整

合性をチェックする．

Fig. 1 は，脳の MRI で取得した断面画像群か

ら 3 次元画像を作成し，ボリュームレンダリン

グ法を用いて，表皮部分を表示した例である．3
次元画像として，直接取り扱うためには，断面

画像間の枚数が十分に密である必要がある．

Fig. 2 はその 3 次元画像から表皮領域を等値面

処理でポリゴン形状で抽出した例である．3D プ
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リンタや光造形装置では，Fig. 2 のポリゴン形状

の情報を用いて，造形を行う．Fig. 2 のポリゴン

形状は，表皮のみのポリゴンモデルのため，Fig.
3 に示すように内部には情報を含んでいない．

2．3D プリンタによるラピッドプロトタイピ
ング

1）3D プリンタの造形原理

3D プリンタの造形原理は，任意の 3 次元形状

を高さ方向に一定間隔でスライスして得られる

2 次元輪郭（断面）を，順次，接合することで，

3 次元形状を復元する．この造形方式は「積層造

形法」と呼ばれる．さらに，使用する材料によ

り大別すると，加熱して溶かした樹脂を積層す

る熱溶解積層方式，光に当たると硬化する樹脂

を使用する光造形方式，粉末樹脂を積み重ね焼

結させる粉末造形方式などがある．

熱溶解積層方式では，加熱して，溶かした樹

脂を微細なノズルから出しながら，積層するこ

とで 3 次元形状を造形する．本方式では，造形

と同時にサポート材を作成することで，積層途

中の造形物をサポートする．造形終了後，サポー

ト材を手動で，あるいは，特殊な溶剤を用いて，

除去する．一般に複雑な造形物になるほど，サ

ポート材の除去は手間がかかる．

光造形方式は，光に当たると硬化する特殊な

樹脂（たとえば，アクリル系紫外線硬化型樹脂）

に紫外線などのレーザーを照射して造形を行

う．光造形方式は，光造形機として早い段階か

ら製品化されたが，造形部分以外の付属設備が

大がかりになるため，現状の 3D プリンタに比較

して高価格である．

粉末造形方式は，粉末樹脂を積み重ね，燃焼

させながら造形する方式（粉末焼結法）と，樹脂

粉末を使用して，ノズルからの接着剤により固

めて積層する方式（粉末接着法）があり，樹脂

粉末のテーブルを下降させながら，次のスライ

ス面と接合させる．粉末造形方式では，粉末が

サポート材の役割を果たすため，サポート材を

必要としない．振るい落とされた粉末は，再度，

造形に使用されるため経済的である．粉末焼結

法は，樹脂粉末をレーザーにより溶融焼結させ

ながら造形するため，多種の材料を使うことが

可能となっている．

また，樹脂の代わりに金属粉末を溶融焼結す

ることで，金属製のモデルも作成できる．ス

ウェーデンの Arcam 社が提唱・販売している電

子ビーム溶解方式（Electron Beam Metlting
［EBM］）の装置構成は，電子ビームガン，チャ

ンバー（造形室），金属パウダータンクなどから

なる［2］．電子ビームガンから放射される電子

ビームにより，チャンバー内の金属パウダーが，

 

Fig. 2 Iso-surface display (polygon display).

Fig. 1 Volume rendering (voxel display).

Fig. 3 Iso-surface display (cross-section display).
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一層ごとに溶解され，各層が積層されて金属部

品が造形される．溶解と積層は，真空中で行わ

れるため，不純物の混入がなく，高品質で優れ

た特例を持つ高密度な金属部品を作れる特徴が

ある．また，チャンバー内で溶解されなかった

金属パウダーは，再利用されるため，材料のリ

サイクリング率も高い．金属パウダーは，ステ

ンレス鋼（Steel Use Stainless, SUS），チタン合金

（titanium 合金），コバルトクロム合金（Co-Cr-Mo
合金）など，多様な合金を利用可能であるため，

用途に応じた製品の開発が可能である．従来の

鋳造やプレス加工とは異なり，直接，金属部品

を作成するため，金型が不要であり，造形後の

ひずみ除去のための熱処理なども不要である．

現在，この EBM 方式は，非常に高価格であるが，

医療分野における人工関節の製造に広く導入さ

れている．それ以外にも軍事産業，航空産業，宇

宙産業などで利用されている［3］．

3．3D プリンタによる造形と 3 次元形状再構
成

コンピュータ断層撮影（computed tomography,
CT），核磁気共鳴画像法（magnetic resonance imag-
ing, MRI），ポジトロン断層法（positron emission
tomography, PET），光干渉断層計（optical coher-
ence tomograhy, OCT）などの計測結果は，断層単

位の 2 次元スライス画像群であり，各画像間の

幅を密にとることで，精度の高い 3 次元画像と

して扱える．しかしながら，そのデータ構造は

直方格子分割であるため，各画素情報を用いて，

必要な 3 次元形状モデルを再構成する必要があ

る．この作業は，「3 次元形状再構成」と呼ばれ

る．ユーザが任意に指定した輝度値に対して，そ

の輝度値に等しい面を取り出して，その隣接す

る要素をつなぐ操作は「等値面生成」と呼ばれ

ており，作成した面はポリゴンデータとなる．等

値面生成手法には，マーチング・キューブ法［4］，
4 面体分割法［5, 6］などのアルゴリズムが使用

される．また，エネルギー最小化原理を用いた

変形モデル［7~10］が利用できる場合もある．さ

らに等値面生成で生成された頂点情報は，法線

情報を保持した点群データであるため，大規模

な点群データに適した可視化手法，たとえば，ポ

アソン分布関数の格子空間を利用した表示手法

［11, 12］が適用可能である．

抽出したい領域が，他の領域と比較して，明

確な輝度値の差がある場合，2 値化処理だけで分

離が可能である．抽出する領域の輝度値が他の

領域の輝度地と類似している場合（表面形状が

明確でない場合，より高度な対象領域の抽出作

業（「セグメンテーション」と呼ばれる）が必要

となる．とくに，1) 対象とする領域の輝度値が

他の領域の輝度値と類似している，2) 対象とす

る領域の輝度値が徐々に変化する，3) 使用する

3 次元画像にノイズや誤差が含まれている場合，

一般にセグメンテーションは困難で時間を要す

る作業となる．セグメンテーション手法には，対

話形式，画像処理フィルタ，変形モデル，統計

的手法など多くのアプローチ，また，これらの

手法を組み合わせた方式などが提案されている

が，その詳細は参考文献（たとえば，［13, 14］）

を参照していただきたい．

高解像度（たとえば，1024 の 3 乗程度）の 3 次

元医用画像から生成された等値面データは，そ

のままでは膨大なデータ量であり，RP に使用す

る場合，形状特徴を保持しながら，3 角形データ

を削減する必要がある．そのため，3 次元画像か

ら再構成された形状データを削減する多くの手

法が提案されている．たとえば，削減する前の

形状との平均二乗偏差（root mean square, RMS）
を最小にすることで，全体の特徴を崩さずに 3 角

形データを削減するデータ削減方式が利用され

ている［15］．
さらに積層方式で造形するため，3 次元形状モ

デルのポリゴンデータを任意の水平面で切断し

た際，その切断線が重複せず，かつ，その方向

が同一であることが必要である．医用画像から

単純に等値面生成したポリゴンデータでは，上

記の必要条件を満たしていない場合が多く，3D
プリンタで，造形できないケースが生じる．こ

の問題を解決するためには，前工程でゴミ除去，

平滑化処理，画像編集などを行い，上記の必要

条件を満たす矛盾のない（整合性のとれた）ポ

リゴンデータを生成する必要がある．また，従

来の光造形機と比較すると，色・テクスチャ・材

質を指定することが可能になった機種もあり，

その場合，抽出された形状モデルの各ポリゴン

に対して，適切な属性情報を付加する必要があ

る．3 次元画像に含まれている画素値は，CT 値

などのスカラ値（測定値）であるため，現状では，
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属性データを対話的に付与するツールが，各

メーカから提供されている．

3D プリンタへの入力となる 3 次元形状の記述

フォーマットは，業界標準である STL(stere-
olithography), VRML(virtual reality modeling lan-
guage), PLY(stanford triangle format) などが使用さ

れている．とくに STL ファイルフォーマットは，

単純な 3 角形集合の記述であり，ASCII 型（文字

型）とバイナリー型の 2 通りのフォーマットが

存在している．

4．3D プリンタによる造形例

今回，使用した 3D プリンタは，Stratsys 社，Z
社，Objet 社の 3D プリンタである．

Stratsys 社の 3D プリンタは，熱溶解積層方式

を採用しており，ノズルは XYZ 軸で駆動制御す

ることで，3 次元構造物を形成する［16］．Z 社

の Zprinter 250， 350， 450， 650 は，粉末造形方式

を採用している．本装置は，他の方式に比べて，

造形時間が速い特徴があり，積み重ねた領域に

対する色づけやテクスチャマッピングが可能で

ある［17］．Objet 社の Connex，Eden シリーズで

は，マルチマテリアル対応（たとえば，2 種類の

物性の異なる樹脂を同時造形）やシースルーモ

デルが造形可能である．また，UV 硬化性樹脂を

吹き付けながら，積層するため，非常に精細な

造形（たとえば，積層ピッチ（Z 軸）を 16 ミク

ロンや 30 ミクロン）が可能となっている［18］．
Fig. 4 は，脳の MRI 画像（T2 強調画像）から，

大脳部分と表皮を個別に作成し，両モデルを重

ね合わせて作成したモデルである．大脳部分は，

領域拡張法により抽出し，表皮部分は，しきい

値による 2 値化処理で抽出している．Fig. 5 は，

大脳部分をわかりやすく色分けしたコンピュー

タ上の仮想造形モデルと実際に造形したモデル

である．表皮部分は，白色，大脳部分は薄い茶

色を指定している．Fig. 5 の色づけ作業は，Z 社

が提供している 3D プリンタ専用の加工・編集

ツール ZEdit Pro を使用した．Fig. 6 は，同モデ

ルに対して，2 種類の材質を用いたモデルであ

る．Fig. 7 の切断面への断面画像（テクスチャ）

貼り付け作業は，Z 社が提供しているツールであ

る ZEdit Pro を使用した．Fig. 8 は，歯科用 CT 画

像から等値面生成を行い，右側の図の下顎の矩

形のくり抜きは 3 次元画像に対して，行ってい

る．

Fig. 4 ～ Fig. 8 の造形モデル作成には，3 次元

画像から STL ファイルへの変換には，（株）アイ

プランツ・システムズの Volume Extractor［19］
を使用した．造形に用いた 3D プリンタは，Fig.
4 が Stratasys 社の Dimension，Fig. 5，Fig. 7，Fig.
8 が Z 社の Zprinter 450，Fig. 6 が Objet 社の Eden
である．

  
Fig. 4 An example of  3D printer  results by hot-melt
　　   lamination approach −Modeling in ABS resin.

Fig. 5 An example of 3D printer results by powder lamination
approach −Changing colors for brain and skin parts.

Fig. 6  Modeling with two materials −The muscular part and the
bone of the knee are modeling in soft rubber, and rigid
plastic, respectively. The brain part and the skin are
modeling in soft rubber, and rigid plastic, respectively.
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5．おわりに

本稿では，3 次元形状再構成技術とラピッドプ

ロトタイピング技術について述べた．最新の高

性能な 3D プリンタでは，より短時間で，精密か

つ大型の複製モデルが造形可能になっている．

実際に造形された実体モデルは，視覚や触覚で

確認でき，同時に空間的な位置関係もわかりや

すくなる．そのため，今後は，診断支援，術前

計画支援，手術シミュレーション，医療教育，患

者へのインフォームドコンセントなどの医療分

野に加えて，より臨床に近い範囲でも活用され

るであろう．

直接 3D プリンタを臨床応用する例としては，

骨折した部位に対して，計測した CT 画像から欠

損部分を設計し，3D プリンタで造形した骨形状

を取り付ける試みがなされている．3D プリンタ

の材料には，リン酸カルシウムを使用するため，

取り付けられた造形物は最終的には人体内部で

骨と同化する．従来，セラミックなどが使用さ

れていたが，骨の成長とともにサイズが合わな

くなる問題があり，今後，カスタムフィットな

治療法として，確立すると思われる［20］．
小動物用カスタムフィットプレートの設計と

精密鋳造でも 3D プリンタの利用が可能である．

小動物の骨折には，あらかじめ用意された平板

のプレートを切断・湾曲させて使用するケース

が多い．その際，骨の大きさが小さいため，プ

レート形状に加えてネジ穴やネジの向きも重要

である．しかしながら，手術中に獣医が平板の

プレートを切断・湾曲させる負担は非常に大き

く，同時に切断・湾曲したプレートの使用は，強

度や正確な装着の点でも問題がある．そこで，取

得した CT 画像に対して，骨折した形状を整形し

て，その骨折部分に合わせたカスタムフィット

プレートを CAD システムで設計する．次に，3D
プリンタで造形したプラスチック・プレートか

ら金属プレートを精密鋳造し，骨折治療に用い

る試みを行われている．骨折した小動物ごとに

カスタムフィットプレートを作成するために，

獣医は術中プレート装着のみに集中でき，かつ，

プレート在庫も減少させることができる［21］．
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 (3) Image reconstruction and rapid prototyping by 3D printer
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In this paper, we describe 3D shape construction, and rapid prototyping techniques using 3D printer. We
also generate 3D surface models of brain, skin, muscle, and bone from the segmented 3D image obtained by
X-ray CT and MRI devices, and show several replica models by 3D printer.
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