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ボリュームMPu法による非正規格子構造データの補間と圧縮
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In reccnt years,volume graphics is important for inedical and sciencc technology.ミ、havc
come to treat large volume data by dcvelopmcnt of computer powcr and obieCt‐ measurement
technologies.Volume daa havc twO forlns,regular‐ grid data and irrcgular‐ grid data.Especially.

it is dimcult to interpolate irregular grid data and the data size of such data is very large.In

addition, available nlethOds to compress irrcgular‐ grid data are not suggested. This paper

expounds the volumic MPU mcthod to flt volume data to dcflne a higll‐ quality continuous

scalar fleld and a high‐ level data comprcsslon.This report attaches impOrtance to compression

advantage of Volumic MPU method.

1.序 論

近年,医療や科学技術の分野では 3次元物体の

表面形状だけでなく,その内部構造まで解析する需

要がある。このような内部構造を持つデータはボリュ

ームデータと呼ばれ,データ量が1彰 大で構造が複

雑になりやすい.ボリュームデータの代表例として医

療分野で使われるXttCTや MRIなどのように断層

撮影された画像を積み重ねたものなどがある これ

らを可視化する技術がボリュームグラフィックスであり,

物体の内部や高次元の動的振る舞いを視覚的に捉

えるために有効な洞察手段である 1)

ボリュームデータは通常,格 子構造上の交点に規

則正しくボクセルが配置された「正規格 子構造」を持

つものである。しかしこの正規格 子構造データを手

術シミュレーションなどで変形させたものや,構造解

析で得られる四面体格子のボリュームデータは,正

則にボクセルが並んでいるものではない。こうしたデ

ータは「非正規格子構造」と呼ばれる。

物体の内部構造も含むボリュームデータは大規

模なデータも多い 中でも非正規格 子構造データは

それぞれのボクセル位置を保存しなければならない

ため,データ量が大きくなりやすい。従ってこのよう

な非正規格子構造データを圧縮する手法が求めら

れている.しかしボリュームデータを圧縮する既存手

法の多くは,正規格 子構造のボリュームデータを対

象としているため,非正規格子構造データに適用す

ることは難しい

またボリュームデータは離散データであるため,そ

の可視化には補間が必要である 正規格子構造は

ボクセルが正則に並んでいるため,線形補間を行う
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ことが容易であるが,非正規格子構造は点群位置

が不規則なため,補間が難しい.特に上述のデー

タ圧縮と補間を両立させることは容易ではない

そこでこのような非正規格子構造データを補間し,

かつデータ圧縮を両立させた手法として 3次元形

状データを表す点群から陰関数曲面を再構成する

手法であるMu■ i‐Level Partition of Unity(MPU)

法 のを応用したボリューム MPu法が提案されてい

る 助0.この手法では格子構造を問わずにボリュー

ムデータを補間することができ,また全空間を局所

関数の集合で再構成することができるため,元 デ

ータのボクセルを破棄することによる圧縮効果も期

待できる.本論文では正規格子・非正規格子構造

の双方にボリューム MPu法を適用する.そしてそ

の可視化結果を提示するとともに,特 にデータ圧

縮率について詳細に報告する。

2.ボリューム DIPu法

本節では,格子構造を問わずボリュームデータの

補間と圧縮が可能であるボリュームMPu法につい

てまとめる.本手法への入カデータは各ボクセルの

座標位置情報と密度値ρである.

2.1アルゴリズム

ボリューム MPU法は再帰的な領域分割に基づ

いて,各局所領域に補間関数を決定していくことで

連続補間スカラー場 ,

スつ=Σ亀lo。)αO)   (1)

を生成する手法である 分害Jされた n個の局所領

域を十分に囲む楕円面領域をサポートと呼び,Ω ,

(■ 1,2,… ,″)とする。そしてこのサポートΩ′ごとに局

所関数 o(x)を決定し,それらをスプライン関数であ

る9(x)で 重み付け,滑らかにつなぎ合わせることで

スカラー場ズx)を 生成する そのため本手法は以下

のステップに分けることができる

1 空間分割 (セル分害1)

2 局所領域ごとに補間関数を定義

3.元データと関数の誤差比較による精度検証

ボリュームデータを 8分木に基づく空間分割によっ

て細分化していき,局所領域ごとに適切な関数の

適用を試みる そして全空間をあらかじめ設定した

閾値内に収まる関数群のみで再構成する.よつて

出カデータはスカラー場を構成する全関数の係数

情報,すべてのサポートの中心座標と楕円面の各

軸長のみである.したがって元のボクセルデータは

破棄できるため,データ圧縮効果が期待できる.

2.2補間関数

各サポートΩ,内 の補間を行う際,サポート内を低

次の補間関数から適用していき,許容誤差に収ま

れば,その関数を採用し,条件を満たさなければ ,

より自由度の高い高次補間関数の適用を行う

θ=プ』11し,レ
∈ブ)ρ%"|,象 0,Xブ ∈Q,

誤差評価については式(2)に従い,Ω,内 にある
“

.

個のボクセル値と補間関数の評価値との差を計算

し,すべて許容誤差 ε以内であれば,その補間関

数を採用する.誤差を超えていればより高次の補

間関数の適用を行う そしてこれらの関数は,
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の 0次式から3次式で定義する.ここで o(1メまΩ
,

に含まれるプ番 目の格子点の全格子点中における

番号を表す.各局所関数 o(x)を構成するのに必

要な係数情報は なめ(卜 1,2,… )であり,高次関数ほ

ど保存する係数の数は多くなる。また関数の適用

は最小二乗法を用いての近似であるため,各関数

を適用するサポートΩ,内にそれぞれの係数の数と

同数以上のボクセルが必要になる

一方,連続関数で補間できない領域は空間的

に不連続な構造を含むものと判断し,不連続関数

を用いる。この時,その局所領域を 2つの集合にク

ラスタリングし,それぞれの集合ごとに再び 0次から

3次式までの補間関数を適用する.

セル分割を進め,領域が非常に小さくなったとし

ても,ノイズなどの影響により,0～3次関数または,

不連続関数での補間が困難であるほど複雑なスカ
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ラー場が存在し得る。そのような領域に対しては例

外処理を施す。本報告では圧縮率を重視するため ,

例外処理としてその領域を囲むサポートΩ,内に 0

次式を適用する

3.検証実験

本節ではボリューム MPu法がボリュームデータ

の格子構造に依存せず適用でき,かつデータの圧

縮効果があることを検証する実験結果を示す ここ

では正規格 子構造りF正規格子構造データともに

理論式に基づき作成したサンプルデータを使用す

る ここで用いるのは図 1左の Hydrogenと 右の

Tomadoの データである

図 l Hydrogcnと TomadO

3.1正規格子構造データの可視化と圧縮率

Hydrogenと TomadOの 2種類のデータを正規格

子構造で構成し,それらに対して提案手法を適用

した結果を示す ここで使用するデータは,格 子サ

イズとデータ量が64× 64× 64,1,024[KB]か ら1024

×1024× 1024,4,194[MB]のものである 図 21ま

Hydrogenと TomadOの 可視化結果である。これは

補間スカラー場 ズx)をレイキャスティング法で可視

化した結果である 可視化結果から細部まで高精

細に可視化できていることがわかる.

図 2正規格子構造データの可視化結果

次に図 3はボリューム MPu法 により作成した

hydrogenの スカラー場と元データのデータサイズを

比較した結果である.ここから,格子サイズが大き

いデータほどデータ圧縮効果が高いことがわかる.

また Tomadoに対しても同様の実験を行つた結果

を図 4に示す Tomadoは Hydrogenに比べて複雑

なデータであり,不連続な構造も含むため,データ

圧縮効果は小さくなる。しかし格子サイズの大きい

データほど圧縮効果がある点は同様である。

図3 Hy“ Ogcnの 元データ100に対しての圧縮比率

図 4 Tomadoの 元データ 10oに対しての圧縮比率

3.2非正規格子構造データの可視化と圧縮率

非正規格子構造データとして,バ ゥンディィグボ

ックス内に一様乱数によってランダムに格子点を配

置したランダム分布データ,格 子点位置を交互に

配置し,四 面体格子構造に似せた三角格 子型デ

ータを用いる.ランダム分布と三角格子型データの

2次元イメージを図 5に示す .

図 5ランダム分布と三角格子型のイメージ

このとき,HydrOgenをランダム型,Tomadoを 三角

格子型とした ここで使用するデータは,バ ウンディ

ングボックスサイズとデータ量が 64× 64× 64,

8,192[KB]か ら 1024× 1024× 1024,33.6[GB]ま で

のものである.図 6にこれらのデータをボリューム

MPU法で補間し,可視化した結果を示す。どちら

の可視化結果も正規格子構造のものと,ヨゴ同等の

結果が得られ,本手法による補間は非正規格子構

口mまれ ● E%“rFed

64^3    128^3   256^3   512^3   1024^3

日∝ 帥 れ ● 口%施 r ndd
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造に対しても十分な効果があると判断できる

図 6非正規格子構造データの可視化結果

次に非正規格子構造データに対して提案手法

を適用した際のデータ圧縮についてまとめる 本手

法の非正規格子構造データヘの適用では,ボクセ

ルの密度値と空間位置情報をともに破棄するため ,

正規格子構造データヘの適用に比べ,より大きな

圧縮効果を得ることができる。図 7の hydrogen,図

8の Tomadoに 対して提案手法を適用した結果と図

3,図 4の結果を比較すると、非正規格子構造に対

して,より高い圧縮率を実現している.Hydrogenで

006%～ 13.6%,Tomadoで 09%～ 198%までデー

タ量を圧縮できる.

B Or帥 れ ● 口
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3.3四面体格子構造

本手法は格子構造によらない補間が可能である

ため,非正規格 子構造データのうち,点 間に接続

情報を持ち,複雑な形状を表現できる四面体格子

構造にも適用できる ここでは例として図 9の左に

示す原 子炉の構造を表す spxデータを用い,その

可視化結果を図 9の右図に示す .

図 9原子炉の構造データspxの 可視化結果

4.結 論

本提案手法であるボリューム MPu法は,ボリュ

ームデータの格子構造を問わずにアルゴリズムを

変えることなく適用でき,データ圧縮効果がある

実験から同じ構造であれば,格子サイズの大きな

データとなればなるほど,その圧縮率は大きくなる

また局所最適な関数を選択するという特徴から,滑

らかな構造を多くもつボリュームデータに適用する

場合に,よ り圧縮効果が大きくなる

今後の展望としては,微細構造の高精度な補間

とデータ圧縮を両立することで,手術シミュレーショ

ンや構造解析に使われる実データに対しての適用

をおこない,より実用的な分野への利用を目指す .
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図 7 Hydrogcn(ラ ンダム分布)の圧縮率
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図 8 Tomado(三角格子型)の圧縮率
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