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1.序論

医療分野や科学技術分野などにおいて,半透明描画を

用いて内部構造を可視化することが求められる。しかし,

従来のポリゴン 0グ ラフィックスに基づく半透明可視化

では,視線方向でのポリゴン群の並べ替え (ソー ト)が
必要なため,計算コス トが高く,大規模データヘの適用

が難しい。また,複雑曲面や交差のある曲面群に対して

は,ソー トされたポリゴンの順序が不定になることがあ

り,こ れが不正確な半透明画像の原因になる。

ボリュームレンダリングの分野では,最近, レイキャ

スティングに比べて計算コス トが少なく,大規模データ

に適用可能な粒子ベース・ボリューム 0レ ンダリング 1)

が提案された。本研究では,これを曲面にも適用できる

ように拡張し,視線方向へのソー トを必要としない,大
規模データに適用可能な手法を提案する。

本手法では,大規模データに対 して半透明曲面を精密

に可視化できるだけでなく,曲面‐曲面および曲面‐ボ リ

ュームの半透明融合可視化が容易かつ高速に行える。

2.粒子ベースロサーフェス ロレンダリングの概要

本研究で提案する粒子ベース・サーフェス 0レ ンダリ
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ングは,「不透明な発光粒子」描像に基づくポイン トレン

ダリングである。まず,可視化する曲面上に,不透明な

発光粒子群を確率的に一様生成する。次に,粒子を画像

平面上に投影する。その際,粒子の不透明性を反映させ

るために,ピクセル単位で Zバ ッファ法による隠点処理

を行 う。この粒子生成・投影を複数回繰 り返 し,得 られ

た輝度値をピクセルごとに平均 (ア ンサンブル平均)す
ることで,最終的なピクセル輝度値を定める。粒子生成・

投影の回数をリピー トレベル ιRと 呼ぶ .

3.確 率的粒子生成

粒子ベース・サーフェス・ レンダリングを行 うために
は,曲 面上で一様分布する粒子を生成する必要がある。

本研究では主に陰関数曲面を対象とし,粒子群生成の手
法 と して ,確 率過 程 サ ンプ リン グ法 (Stochastic
Sampling Method:SSM)2)を 用いる。SSMは ,陰関数
曲面上の曲がった空間内に一様なブラウン運動を生成 し,

その軌跡を利用して,高速かつ一様にサンプリング点群
を生成する手法である。

4.粒 子数密度による不透明度の制御

曲面の不透明度αは,曲 面上の粒子による「被覆率」

で定義する。これにより,不透明度を曲面上の粒子数密

-221-



度を通 じて制御できる。具体的には,曲面上の適当な位

置を中心とし,大円がほぼ曲面上にあると見なせる大き

さの仮想的な球 (計数球)を考え,大円上での粒子数を

数える。また,粒子の断面積を画像平面上の 1ピ クセル

に対応する 3次元的な大きさとする。そして,次式のよ

うな被覆率として不透明度αを定める :

S4
α =″ 2Lぉ

ここで, sは粒子断面積, 4は計数球内に生成 される

粒子数,7は計数球の半径である。リピー トレベル LRで

割つているのは,粒子数
“

を 1つのアンサンブルあたり

の数に換算するためである。式(1)の αが要求された値に

達 したところでサンプリングを終了させる.統計的な精

度を向上させるには複数の計数球を利用する。

5。 実験

本手法の結果を Fig。 1に示す。生成 した粒子数は,約
74万点である。図から半透明可視化が行えていることが

分かる。エッジ部分の輝度値が高いのは,エ ッジ部分で

は視線上の粒子数が多くなるためである。これには立体

感を増す効果がある。

Fig.l Rendered」 ack With α=o。 l and ljR=looO.

本手法では,個 々に生成 した粒子群を単純に統合する

だけで,半透明曲面の融合可視化や,ボ リュームデータ

と曲面を融合 した半透明可視化を,容易かつ高速に行え

る。多重等値面の可視化結果を Fig.2に 示す。視線上で

複数の等値面が重なつている場所では,重なっていない

部分よりも輝度値が高く,複数の曲面を同時に半透明可

視化できていることが分かる。また,生成 した粒子数は ,

約 2000万点であり,本手法ではこのような大量な粒子

群も容易に可視化が行える。同様に XYZ座標平面とボ

リュームデータ skullを 同時可視化 した結果を Fig。 3

に示す。生成 した粒子数は、約 1900万 点である。座標

平面を通 して skullの可視化結果を見ることができ,半
透明可視化を行えていることが分かる。

Rendered multiple isosurfaces of genus

with α=o。 1, LR=1000。

Fig.3 Rendered skull(volume data)together with

plane of coordinates (LR=100).

5。 結論

本研究では,粒子ベース・サーフェス 0レ ンダリング

を提案した。本手法により,ポ リゴン等のソー トの必要

無しに,大規模な曲面データの精密な半透明可視化が可

能になる。また,サ ンプリングした点群を統合すること

で曲面と曲面,曲面とボリュームを容易に融合して可視

化できる。
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