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    講　座 

リアルタイムボリュームグラフィクス
Real-time Volume Graphics

中 尾 　　恵 *

Megumi NAKAO

　本稿では，医用バーチャルリアリティの基礎技術講座第1回目としてリアルタイムボリュームグラフィク

ス技術を取り上げ紹介する．ボリュームレンダリングの代表的なアルゴリズムを紹介し，ボリューム操作

の結果を高速に可視化するための方法について触れる．
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1．はじめに

CT や MRI などの撮像機器の普及により，臨床

現場では膨大な医用画像が蓄積されている．大

規模な症例ボリュームデータから診断や手術の

計画に有益な情報を生成することが望まれてい

る．このような背景の下，バーチャル内視鏡や

手術計画システムのアプリケーションなど，

バーチャルリアリティ（VR）技術に基づく，対話

的で，かつ，三次元情報の直感的な理解を可能と

する医用システムが注目されている．

本稿では，医用バーチャルリアリティの基礎

技術講座の第 1 回目として，リアルタイムボ

リュームグラフィクス技術を取り上げて紹介す

る．とくに，医用 VR システムに必要となる実時

間性，対話性を達成するアルゴリズムに着目す

る．

2. ボリュームレンダリング

ボリュームレンダリングは光と微粒子群との

干渉を考慮したレンダリング方法であり，煙や

炎のような明確な形状を持たない対象に加え，

医用画像集合のような内部構造を持つボリュー

ムデータの可視化にも用いられてきた．1980 年

代後半よりさまざまなアルゴリズム〔1, 2〕が開

発されてきたが，主にボリュームデータを六面

体（とくに立方体）のボクセルに分割し，ボク

セル単位で光の輝度を算出してスクリーン上の

ピクセルに割り当てる考え方が基本である．ピ

クセルごとの輝度値 Iは，各点において放出され

る光の強さを c とし，光の減衰率を表す関数を

τ とすると式 (1) のように表される．

                     (1)

レイキャスティング法〔2〕では，Fig. 1 のよ

うに視点からの光線に沿ってボリュームの輝度

をサンプリングする．式 (1) を離散化して得られ

る式 (2)を用いてサンプリングされた点ごとの輝

度を累積計算することによって，最終的に視点

に到達する輝度を求める．

                                    (2)
ここで， , はそれぞれ位置 i における不透明

度，輝度であり， が無限遠方から位置 iまでの

累積輝度である． として， を求める．CT
データの場合，輝度は CT 値が対応するが，可視

化対象を限定し，輪郭などを認識しやくするた

めに RGBA 値に変換した後に積算する方法が取

られる．変換関数を変更することにより，1 つの

ボリュームデータから見た目に全く異なる像を

生成することができる（Fig. 2）．
一方，レイキャスティングにおける累積輝度

の算出に要する計算量は大きく，CPU のみの逐
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次処理ではリアルタイムなアニメーションに求

められる数十Hz以上の高速な描画の達成が難し

い．また，ボリューム操作を想定する場合，ボ

クセル単位では形状の定式化が難しく，物体の

変形などを直接扱えない．加えて対象が時間変

化すると，ボリュームデータの更新にさらなる

時間を要する．すなわち，ボクセルベースの処

理では高精細な可視化が達成される一方で，対

話操作が制限されるという問題がある．

3．テクスチャベースボリュームレンダリング

高速にボリュームレンダリングを達成するた

めに，グラフィックプロセッサ（GPU）のテク

スチャ補間と合成機能を利用するテクスチャ

ベースのアプローチ〔3〕が知られる．基本的に

は，Fig. 3 に示すようにボリューム全体を互いに

平行な複数のポリゴン群（proxy geometry と呼ば

れる）によってサンプリングし，そのポリゴン

へテクスチャを貼り付けて，視線から遠い順

（back-to-front order）に色を合成する．ここで貼

り付けられるテクスチャはボリュームデータ，

すなわち医用画像そのものであり，2D テクス

チャ集合あるいは 3D テクスチャとしてグラ

フィックハードウェア上に保持する．

サンプリングに用いる proxy geometry は視覚

的なアーチファクトを避けるため，できるだけ

視線に垂直になるように構成するのが望まし

い．グラフィックハードウェアが 3D テクスチャ

をサポートする場合は，Fig. 3 (a) のように視線

に垂直なポリゴン群で構成し，三次元座標を指

定したテクスチャマップが可能である．ボ

リュームの座標軸に沿って構成する場合は，そ

れぞれの軸方向に並べた 3 通りの proxy geometry
を用意しておき，もっとも視線に垂直な構成を

選択する．前者は視線の変更のたびにポリゴン

を再構成する必要がある．後者はより高速な描

画が可能であるが視点によってサンプリング間

隔が変化するため輝度の積算が若干不正確とな

る．

このアプローチの利点はグラフィックハード

ウェアの活用によって非常に高速な描画が達成

可能であることに加え，ボリュームの変化をボ

クセル単位ではなく，proxy geometry の変化とし

て扱えることにある．たとえば，proxy geometry
を四面体メッシュなどの形状データから生成す

ることによって形状の変化を反映したボリュー

ムレンダリングを達成することができる（4, 5 章

参照）．一方で，ボリュームデータをテクスチャ

として保持する必要があるため，扱えるデータ

のサイズが限られる．これに対し，ボリューム

を分割して保持するアプローチ〔4〕が提案され

ている．

4．ボリュームマスキング

ボリュームデータは大規模で，内部構造を

伴っているため，関心領域を選択的に可視化し，

像に対する編集，クリッピングなどを自在に行

えることが望ましい．たとえば，市販の画像処

Fig. 1 Volume sampling in ray casting.

Fig. 2 Volume rendering results using different transfer 
           functions.

Fig. 3 Proxy geometry, (a) view-aligned slices and
           (b) object-aligned slices.
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理ソフトウェアは写真などの二次元画像に対し

て，レイヤー単位で色づけ，切り抜きなどの処理

ができる．これと同様の三次元操作をボリュー

ムレンダリングされた像に対して高速に行うこ

とを考える．本稿ではこの処理をボリュームマ

スキングと呼ぶ．

テクスチャベースのアプローチでは，任意の

形状から proxy geometry を生成し，複数の形状同

士の和や差の領域を可視化することによりボ

リュームマスキングを達成することができる

〔5〕．ここでは proxy geometry を構成する元とな

る 2 つの形状はそれぞれメッシュ形式で定義さ

れているものと仮定する．1 つはボリュームデー

タ全体を覆う直方体（あるいは立方体）の形状

A を持ち，もう 1 つは球の形状 B を持ちボリュー

ム内部に配置されているとする．それぞれの領

域を描画すると，A ではボリューム全体が，B か

らは球状の領域が描画される．この A, B を色づ

けや切り抜きを実施する際の形状を持ったレイ

ヤー（ボリュームマスク）として用いる．

複数のボリュームマスクを描画する際，三次

元的な位置関係を反映し，かつ RGBA 値が混合

された結果が得られるべきであるが，マスク単

位で描画しては輝度の積算が正しく行われな

い．下記の流れで視点から遠い順に描画すると

いう条件を満たしつつ描画を行う．

（1）すべてのマスクから proxy geometry を生成

し，そのポリゴン群を視点からの距離 dを
インデックスとして持つキューに登録す

る．

（2）Fig. 4(a) のように dが小さいキューに格納

されたポリゴンから順にアルファブレン

ディング処理を行いつつ描画する．

次に，A から B をカットした領域を可視化す

る場合を考える．視点からの距離が d のポリゴ

ン群の描画時，次のように処理を実施する．これ

を各距離におけるスライスごとに繰り返す．

（1）B から生成されたポリゴン群の位置情報を

用いて描画は行わずにデプスバッファを

更新する．

（2）A のポリゴン群を描画し，Fig. 4(b) のよう

にBのベースポリゴン部分がカットされた

スライスを得る．

Fig. 5 は上で述べた方法を用いて，ボリューム

混合およびクリッピングを実施した結果であ

る．ボクセルを直接更新しないため，更新領域

の大きさによって描画速度が著しく低下するこ

とはない．用途に応じたマスク形状を用意し，マ

スクを操作することによってボリュームの切除

やカット & ペーストなどの表現も可能である

〔5〕．

5．ボリューム変形

最後にボリューム変形に関して簡単に触れ

る．ボリューム変形は，ボリュームデータの変

形や回転，移動などの物理的変化を表現し，手術

シミュレーションの結果の可視化など応用範囲

が広い．現在，物体の物理的振る舞いを記述す

るモデルの多くはメッシュ形式などの頂点の移

動によってその形状の変化を表現する（物理モ

デルの詳細は次回の講座において紹介する）．本

稿では，モデル頂点の移動をテクスチャベース

ボリュームレンダリングに応用することで，変

形や物体の移動を，ボリュームデータ自体を直

接更新することなく高速に表現する方法の原理

を説明する．

一 般 に，ポリゴンへのテクスチャの 貼 り 付 け

Fig. 4 Volume masking: (a) color blending and
           (b) depth-based clipping per a slice.

Fig. 5 Volume blending and clipping results using
           sphere-shaped geometry.
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は，Fig. 6(a) に示すようにポリゴンを構成する頂

点の座標 P1 ～ P3 に加え，貼り付けるテクスチャ

上の座標 T1 ～ T3 を指定する．ここで，ポリゴ

ンが変形し，頂点が Fig. 6(b) に示す座標 P1’ ～

P3’ に更新されたとき，テクスチャ座標としては

以前の座標 T1 ～ T3 を指定する．このことで元

のテクスチャが補間されつつ新しいポリゴンへ

と貼り付けられ，テクスチャ自体を変形，更新

するのと同等の可視化が達成される．

これをテクスチャベースボリュームレンダリ

ングに応用し，変形後の proxy geometry を，変形

前の座標をテクスチャ座標として指定しつつ描

画する．Fig. 7 はこの方法で描出したボリューム

変形の様子である．上の図では心筋が，下の図

では脳部分が変形しており，クリッピングによ

り断面の変形を可視化している．ボリューム

データ自体は更新されず，高速に変形が描出さ

れる．

6．おわりに

本稿では，医用 VR の基礎技術としてリアルタ

イムボリュームグラフィクスに関するアルゴリ

ズムを解説した．CG 分野では GPU プログラミ

ングによる新しいボリュームグラフィクス技術

が多数報告されており，その医療応用が期待さ

れる．
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Fig. 6 Trilinear interpolation of texture (a) before and
           (b) after geometry deformation.

Fig. 7 Volume deformation examples.


