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3.5 位相構造を利用した大規模ポリュームデータの可視化

Topologically-Based Visualization of Large-Scale Volume Data 
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Dueto也erecent progress也 theperformance of computing/measurement environments and the advent of 

ITBL environments， volume da飽setshave become larger and more complicated. Although computer 

visualization is one of the tools to analyze such datasets effectively， it is almost impossible to adjust the 

visualization par創netervalue by trial and error without taking the feature of a given volume dataset into 

consideration. In this article， we introduce a scheme of topologically-based volume visualization， which is 

intended to choose appropriate visualization p紅白netervalues automatically through topological volume 

skeletonization. 

区eywords : Topological analysis， isos阻nac恒g，vol園田ere園der恒 g，transfer function d田 ig圏.

1. はじめに

計算環境の向上および ITBL環境の充実に伴い、計測やシミュレーションで得られるデータは今後ま

すます大規模化・複雑化していくと考えられる。一方、データを効率的に解析する手段として、コンピュー

タ上で可視化する方法がさまざまな分野で採られてきている。このような大規模データの中からユーザ、が

本当に注意して観察しなければならない箇所はごく一部であるため、可視化を利用してデータ解析を行

うには、その特徴領域を可視化するための適切な可視化ノfラメタ値を設定する必要がある。しかし、従来

のような試行錯誤的な可視化ノfラメタ値設定法で、は特徴領域を見落としてしまう可能性もある上、データ

が大規模化するにつれ、事実上不可能となる。そこで、与えられた大規模データの構造を調べ、特徴領

域を半自動的に特定し、ユーザをより高度な価値判断に専念させられるようなメカニズムが必要となって

くる。

我々は、多変量の 3次元分布であるボリュームデータの大域的な特徴である位相構造に着目した、大

規模ボリュームデータマイニング、環境の開発を行っている。本稿では、ボリューム位相構造の抽出方法と

ともに、ボリュームビジュアリゼーションの代表的な手法で、ある、等値面化とボリュームレンダリングをとりあ

げ、ボリューム位相構造を用いて適切な可視化パラメタ値を半自動的に設定する方法を紹介する。
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2. ボリューム位相構造の抽出

ボリュームデータは 3次元一価関数の離散表現と

考えることができる。一般に、サンプル点以外のフィ

ーノレド、値の補間には線形補聞が用いられるため、異

なるフィールド値の等値面が交差することはありえな

い。ここで、等値面内部のフィールド値が等値面上の

フィールド値よりも大きい場合を中実(90且d)、小さい

場合を中空(hollow)とよぶことにする。上の事実から

フィールド値が小さくなるに従い、中実な等値面は膨

張し、中空な等値面は収縮することがわかる。以下、

フィールド値が小さくなるに従って、一番外側の中実

な等値面が膨張していくように、フィールド値の向き

はあらかじめ調整されているものとする。
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図 1:臨界点における等値面の援舞いの分類

およびその VST

等値面のフィーノレド値に関する変化を追うと、あるフィールド値で、等値面が分岐、併合する点がみられ

る。このような、等値面の位相が変化する点を臨界点(criticalpoint)、そのフィーノレド値を臨界フィーノレ

ドイ直(critical五eldvalue)とよぶ。ボリュームデータの臨界点は、極大(C3)、鞍点(C2)、鞍点(C，)、極小

(CO)の 4つに分類することができ、各々の点で等値面は生成、併合、分岐、消滅する。図 1中央に臨界

点における等値面の振舞いを示す。等値面の生成、消滅はそれぞれ図 l(a)の 1つ、併合、分岐にはそ

れぞれ図I(b)"-'(e)まで、の4つのタイプが存在する。ここで、黒矢印は中実な等値面の振舞いを、白矢印

は中空な等値面の振舞いを示している。 VSTは、これらの臨界点をノードとしてもち、等値面の連結成分

をリンクとして表すグラフである。図 1の両端にVSTで用しも臨界点周りの要素を示す。 C2、C，の臨界点

は、リンクの本数によって 2通りに分類される。

等値面の包含関係は、 VSTを走査することにより得ることができる。等値面で包含関係が生じるのは図

l(c)の場合に限られ、これは3・C2、3-C，のタイプに分類される。ここで、 3・C2、3・C1は図 l(b)、(c)の両方を

表すが、臨界点に接続するリンクが中実な等値面、あるいは中空な等値面のどちらを表しているかを同

定することによって、 (b)、(c)どちらのタイプの臨界点かを判別することができる。これにより、どの区間で同

一フィールド値の等値面で包含関係が生じているかを知ることができる。詳細なボリューム位相構造抽出

方法については、文献[1]を参照されたい。

3. ボリューム位相構造を用いた可視化

3.1.等値面化[2]

上記の方法によって抽出されたボリューム位相構造の変化を強調することによって、与えら

れたボリュームデータの内部構造をよりわかりやすく可視化することができると考えられる。

本稿では、ボリューム位相構造を表す特徴として、以下の 2つをとりあげる:

1. 臨界等値面:臨界フィールド値において抽出される等値面

2. 代表等値面:閉じボリューム位相構造をもっ領域の代表フィーノレド値にこで、は、中間値とする)

において抽出される等値面。

これらの等値面をそれぞれ複数枚同時に表示する。
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3.2.ボリュームレンダリング[1][3]

ボリュームデータ全体を半透明な画像として表示するボリュームレンダリングでは、与えら

れたデータがもっフィーノレド値を色や不透明度に変換する伝達関数(仕組sferfunction)が、生

成される画像に大きな影響を与える。そこで、前項で定義した等値面を強調するような伝達関

数を設計することによって、ボリューム位相構造を強調したボリュームレンダリングを実現す

る。具体的には、色相関数は基本的に線形に増加(減少)するが、強調するフィーノレド値にお

いてとびを与える(図 2(a))。一方、不透明度伝達関数は、強調するフィールド値付近で山形

の小さい突起を与えるが、隣接する強調するフィーノレド値聞は一定とする(図 2(b))。
opacity 
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図2:強調された伝達関数の設計原理

本研究では、フィーノレド値ごとの強調だけでなく幾何位置による強調も可能とするために、

重要度マップとよばれる参照ボリュームを利用する。たとえば、ある等値面を強調する場合、

強調する等値面に近い領域ほどフィーノレド値が高くなるような重要度マップを作成する。そし

てフィールド値が高いほど強調されるような伝達関数を用いることによって、特定の等値面を

強調した可視化結果を得ることができる。ここで、ボリューム特徴ごとに異なるフィーノレド区

間を対応させて重要度マップを作成することにより、それぞれの特徴ごとに色や不透明度の値

が独立に制御可能となる。すなわち、同一フィーノレド値の等値面で包含関係が生じる場合、重

要度マップで連結成分ごとに異なるフィールド区間を割り当てることによって、内部に含まれ

る等値面を強調して可視化することが可能となる。詳細は文献[3]を参照されたい。

適用結果

4.1. HIPIPデータ

4. 

(c)位相構造を強調した

ボリュームレンダリング

(b)位相構造を強調した

複数枚の等値面表示

図3: HIPIPデータの可視化結果
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(a)一般的な伝達関数による

ボリュームレンダリング
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HIPIP (Hi出 PotentialIron Protein) はもっともよく知られているテストデータの lつである。

図3にHIPIPデータをそれぞれの方法で可視化した結果を示す。図 3(a)は、色相が線形に変化

し、不透明が一定の一般的な伝達関数を用いてボリュームレンダリングした結果である。図 3(b)

は、代表等値面を強調して複数枚の等値面を表示、図 3(c)は臨界等値面を強調する伝達関数を

用いてボリュームレンダリングを行った結果である。同図から位相構造を強調して表示する本

手法を用いることにより、データの内部構造がより明確に表示されていることがわかる。

4.2. 2重球ボリュームデータ

同一フィールド値で包含関係をもっデータの例として、次式で定義される解析データを考え

る。

f(x，y，z) = (X2 + y2 + Z2)(X2 + y2 + Z2 -a) -bx (a>O，b>O，8α3 > 27b2
) (1) 

図4に2重球ボリュームデータを可視化した結果を示す。図 4(a)は、一般的な伝達関数を用

いた結果である図 4(b)は等値面の包含関係を考慮せずに位相構造を強調した結果で、図 4(c)は

包含関係を考慮して位相構造を強調した結果である。同図から包含関係を考慮した方がより明

確に内部構造をみることができることがわかる。

(a)一般的な伝達関数 (b)包含関係の考慮なし (c)包含関係、の考慮、あり

図4:2重球ボリュームデータの可視化結果

5. まとめと今後の課題

本稿では、ボリューム位相を用い、位相構造を強調する可視化パラメタ値設定法を紹介した。

現在、色や不透明度伝達関数のパラメタ値は試行錯誤的に決定しているが、等値面同士の包含関係

や強調する等値面が囲む領域の体積などの情報に基づいて、定量的に決定する方法を検討中である。
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