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4.3 時系列ボリュームデータのマイグレーションと

可視化への位相的アプローチ
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Rapid advance in high performance computing and measurement technologies has recently made it 

possible to produce a stupendous amount of time-varying volume datasets in various disciplin巴s.However， 
there exist a few known visual exploration tools which allow us to investigate the core of their complex 

behavior effectively. In this article， our previous approach to topological volume skeletonization is extended 
to capture the topological skeleton of a 4D volumetric field in terms of critical timing. A cyclic information 

drilldown scheme， termed T-map， is presented， where a wide choice of information visualization techniques 

are deployed so that the users are allowed to repeatedly squeeze partial spatiotemporal domains of interest 

until the size gets fitted into an available computing storage space， prior to topologically-accentuated visu-
alization of the pinpointed volumetric domains. A case study with datasets from atomic collision research 

is performed to illus七rateth巴feasibilityof the present method. 

Keywords: Volume visualization， volume data mining， time-varying data， information visu-
alization， topological analysis. 

1 背景と目的

ボリュームピジ‘ュアリゼーションは，測定やシミュレーションから得られる多変量の 3次元分布データである

ボリュームデータの複雑な内部構造や振舞いを可視化する技術として，現在多くの科学技術分野で利用されて

いる.ボリュームピジ、ュアリゼーションのための高速アルゴリズムや専用ハードウェアの開発による可視化環

境の向上はめざましく，最近ではそれらを利用して 5123のサイズのボリュームデータも実時間で可視化できる

ようになった.しかし，計測やシミュレーションで得られるデータは，時系列であることが多い上に，計算機

環境の発達に伴って，ますます多次元・多変量化してきている.このような大規模データを可視化アニメーショ

ンの作成を通じて解析することは，計算機環境の物理的な制約から困難である.また，部分的に可視化する手

法も解析者の経験によって選択するのでは，効果的な結果を得られる確率はきわめて低い.そこで本稿では，

解析者に代わって，与えられた大規模ボリュームデータの構造を調べ，解析者の専門的知識と併せることで特

徴的な変化をもっ部分を(半)自動的に特定するボリュームデータマイニング、 CVolumeData l'vIining: VDM) 

[IJの概念を拡張し，ボリューム位相構造解析を利用した新たな時系列 VDM環境である T(topological )-Map[2J 

を提案する.
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2 サーフェイス/ボリューム位相構造の表現

本節では， 3次元サーフェイスの位相解析ツールである R巴ebGraph (RG)と筆者らが提案した， RGの概念

を1次元拡張し，ボリュームデータの位相構造を表現する VolurneSkeleton Tree (VST)の概略を説明する.

2.1 RG 

一般に，地形の栂形は頂上，底点，そして峠によって認識でき，これ

らは臨界点 Ccriticalpoint)とよば、れる.この臨界点聞の関係を表現

する方法として RG[3]が知られている.高さ関数を与える軸にそって

物体表面を等高線群で表すと，等高線の生成，分岐，併合，消滅といっ

た位相変化から臨界点が抽出される.RGはその臨界点を表すノード

聞を，連続する位相的に同値な各等高線の連結成分を抽象化したエッ

ジで結ぶことによって得られた，物体表面の位相的「骨組み」を表現

するグラフである(図 1).地形データに仮想、の極ノj、点を導入すると球

面と同相な等値面を表すことができる事実を利用して，本研究では等

値面の位相構造表現として RGを用いる.

2.2 VST 

J:::::?1 
図 1: トーラス面に対応する Reeb

graph: (a)トーラス面とその臨界

点;(b)等高線群;(c)対応する Reeb

VST[4]は.RGをボリューム位相構造を表現できるように 1次元拡張したもので

あり，高さ関数としてスカラフィールドを指定したものである(図 2).ボリュー

ムデータは 3次元一価関数ω=j(x，y，z)の離散表現であり，互いに交差しない

等値面群に分解可能である.このボリュームデータから抽出される等値面の形状

をフィールド値にそって追いかけると，あるフィールド値で生成，分岐，併合，

消滅する点がある.このような等値面の位相が変化する点を(ボリュームの)臨

界点，そのフィールド値を臨界フィールド値とよぶことにする.VSTはこれら

の臨界点とそれらの接続関係から構成される.ただし.RGと同様に仮想、の極小

点を導入することに注意してほしい.VSTは，オイラーの公式を満たすように

簡単化を行うことができるため 数学的一貫性を保ちながらボリュームデータ

の大局的な構造を表現することができる.
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図 2: (a)水素密度の電荷

密度分布;(b) (a)のボリ

ュームの位相構造を表現す

るVST

3 T-Map 

時系列ボリュームデータは，各時刻におけるボリュームデータの列ととらえる

ことができる.各時刻におけるボリュームデータの位相構造が変化する時刻周辺は.一般に対象データの重要

な変化が見られる可能性が高いため，特に重要であると考えられる.そこで本研究では，位相構造情報を並置

化した結果を眺めることにより.位相が変化しているような重要な部分時空聞を特定する手法を提案する

まず，与えられた時系列データに対して前節で述べた位相構造解析を行うと.Cフィールド値のレベル数)x 
(時刻フレーム数)個の RGと(時刻フレーム数)個の VSTが得られる.しかし，抽出された多数の RGや

VSTをそのまま眺めるのでは，どの部分で位相が変化しているのか直感的に捉えることができない.そこで

RGやVSTの集合を視覚的にわかりやすい情報に変換し，描画することを提案する.そのためにまず，各グ

ラフにおけるノードの接続情報から求められる特性多項式と距離多項式の各係数の絶対値の和の組合わせ (Ic，
lD)に着目して定量化を行う.この 2つの特性量の組合せによって，ほぼすべてのグラフ構造を一意に識別

可能であることが知られている.さらに求めた特性量を，数値の大きいものほど明度を高く設定した色系列

(Ic:黒青.lD:黒ー赤)をもっグリフ(図 3)を用いて視覚的な情報に変換する.

そして VSTについては横軸右向きに時間軸をとり，グリフを並べたインデックス空 /1 

間 CIndexSpace: IS)とよばれる表現を提案する.また RGについては横軸右向きに時 IIc / I 
間，縦軸上向きにフィールド値のレベルをとる領域を定義し，グリフを並べた拡張イン / 

デックス空間 CExpandedlndex Space: E1S)とよば‘れる表現を提案する.このとき RG I / Tn. I 
については複数の連結成分が抽出される場合を考慮して図3のグリフを入れ子にするよ |/ JL~ I 
うに設計する.また， EIS上に各時刻におけるボリュームデータがもっ臨界フィールド

値も描画するために，その臨界点の種類、別に異なる色 (C3:赤.C2:黄， C1 :緑， Co: 図 3:ISのための

青)を与え，対応する仮想ピクセル上に専用のグリフそ配置する. グリフの定義
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18， E18では仮想ピクセルの明度の変化と，臨界フィールド値の分布に注目する.まず各仮想ピクセルの明

度は，対応する等値面の位相構造が複雑なほど高いため 明度の顕著な部分から等値面構造が最も複雑である

時区間，フィールド値区聞を特定できると考えられる.また臨界フィールド値の時間プロファイルカ、らは，ど

の時刻でボリュームの位相構造が変化しているかという臨界タイミングを得ることが可能である.

このようにして特に重要と考えられる時区聞を定めた後，それに対応するボリュームの部分列だけをマイグ

レートして可視化処理を行う.その際，文献 [4]で提案したボリュームの位相構造を強調するような可視化手

法を用いることで，内部構造をとらえたわかりやすい可視化結果を得ることができる.

4 実験

本手法の有効性を検証するために，水素を標的とし，陽子を中程度の速度

で衝突させる量子物理学的シミュレーションから得られた時系列ボリュー

ムデータ (613ボクセル x100フレーム)[1]を用いて実験を行った [2].図

4に水素原子と陽子の衝突シミュレーションデータから得られた 18，E18 

を示す.

衝突付近では，陽子は水素原子の中にとりこまれた形になるため，か

えって量子的に安定した状態になることが知られている.従って，明度が

相対的に低い仮想、ピクセルが並んでいる 50フレーム付近で衝突が生じて

いると推測できる.また，臨界フィールド値の変化の様子から特に 50フ

レームから 65フレームあたりまでのフィールド値の低い部分に臨界点が

集中していることがわかる.図 4から得られた特徴的な時区聞に照準を

合わせて伝達関数を再設計し，ボリュームレンダリングした結果が図5で
ある.このように，特徴的な部分時区聞に限定して可視化処理を行うこ

とで，より効率的に対象データに閲する知識や洞察を得ることができる.

また，もう一つの実験として，負の電荷をもっ陽子，すなわち反陽子

を断熱状態と動的状態という異なる 2つの条件下で、水素原子に衝突させ

たシミュレーションデータ (1293ボクセル x100フレーム)の比較を行っ

た.ここで， 2つのシミュレーションデータの遣いは，反陽子の速度にあ

る.断熱状態では，反陽子の速度は常に限りなく 0に近い状態であるた

め，反陽子と水素原子の核との距離だけが水素原子に影響を及ぼす要素

となる.そのため，衝突時を軸に対称性が見られるはずである.一方，動

的状態では，反陽子にある速度を与えて水素原子に衝突させるため，反

陽子はエネルギーをもっている.そのため，断熱状態よりも複雑な現象が

見られることが予想される.

2つのシミュレーシヨンデータから得られた 18，E18を図 6(a)，(b)に

示す.図 6(a)と(b)を比較すると，データの異質性を 18，E18上ではっ

きりと確認することができる.また， (b)の方が (a)

と比べてより複雑であることも見てとれる.図6(a)，

(b)ともに 50フレームあたりで衝突が起こっている

ことが推測できるが， (a)の断熱状態では予想どお

り，衝突時を軸に対称性がみられる.一方， (b)の

動的状態では衝突時付近の時区間でボリューム位相

の複雑な変化が見られる.また，極大のフィールド

値が衝突の前後で大きく変っているが，これは衝突

によって水素原子のもつ電荷がとばされ，そのエネ

ルギーが減少したためと考えられる.

以上より本手法は，シミュレーションデータのパ

ラメタスタディにも有効であることが確かめられた.

i.O 
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JDD 

図 4:陽子と水素原子の衝突シミュ
レーションデータのIS(上)と EIS(下)

図5:伝達関数を再設計しボリューム
レンダリングした結果
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図6:反陽子と水素原子の衝突シミュレーションデータ
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5 (拡張)インデックス空間の歪変換

現在の T-Mapは，時間ステップ数が多いデータを扱うと，ディスプレイの大きさの制約により，個々のグリ

フが横方向につぶれてしまう.したがって，全体の概要を把握することは容易にできるが，細部を認識するこ

とは難しい.そこで，インデックス空間の表現方法を拡張し， 3次元空聞にマッピングすることで，指定した

時区聞における詳細な情報を認識できるようにする.

具体的には，インデ、ツクス空聞を円柱の側面にマッピングし，注目する時刻

の位相解析結果を中央に表示する.図 7上部は，水素原子と陽子の衝突デー

タにおけるインデックス空聞を円柱にマッピングし，時五IJtニ 55を注目した

ものである.図 7より，画面の中央付近では，描画されているグリフのアス

ペクト比が変化せず，正方形状に描画されていることがわかる.

さらに，拡張インデ、ックス空間を 3次元空間上に表現する.具体的には守注

目したい一部分を切り出し，球面上にマッピングする.図 7下部は，水素原

子と陽子の衝突データにおける拡張インデックス空聞をマッピングし，時刻

t = 55，フィールド値 f= 16を中央に表示したものである.図 7より，球面

の中央付近では，グリフがほぼ正方形状に表示されているのがわかる.また，

グリフが小さすぎて見えにくかった入れ子構造が，球面付近では拡大されて

描画され，注目したい箇所の詳細情報を把握しやすくなった.

6 まとめと今後の課題

ボリュームの位相構造に基づく大規模時系列ボリュームデータのための VDM

環境として T-Map~提案した.T

図 7::水素原子と陽子の衝

突データのインデ、ックス空

間と拡張インデックス空間

(t = 55) 

る先行研究の成果Lにこ情報可視化技術を組み合わせたものであり，データマイニングを解析者が視覚的に行うこ

とで，セレンディピティ(データに隠された対象に関する重要な情報を発見する可能性)を高めることができ

る.また， 2種類の原子衝突シミュレーションデータへ適用し，その有効性を検証した.

今後は臨界タイミングを自動検出する機能を実装し，時系列ボリュームの特徴的な部分の発見をより容易

に行えるようにしたい，また， VSTの簡単化に伴う IS，E1Sの詳細度官理法を検討するとともに，時系列ボ

リュームの臨界点を直接特定する本質的拡張も検討していきたい.
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