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１．はじめに
一般にCG分野で用いられる細分割は膨大な処
理コストを必要とし，高速化が求められている．
細分割には，形状の表面部分のみを分割する細分
割曲面と形状の内部も分割するボリューム細分割
の２つがある．このうち，細分割曲面の高速化手
法は，これまでに多く提案されている．しかし，
ボリューム細分割の高速化については，あまり研
究がなされていない．
一方，近年グラフィックスカード(以下GPU)
の描画処理の一部をプログラムにより任意に変
更できる機能が登場した．これにより，GPUは
様々な分野で利用されるようになっている[1]．
そこで，本研究では GPU を用いてボリューム
細分割を高速に行う手法を提案する．提案手法
では，位相情報の変更と変更された位相情報を
もとに各頂点の座標の計算を行う処理を GPU で
行うことにより高速化をはかる．

２．２ Averaging
Averaging とは，分割前の初期頂点および Bilinear Subdivision により新たに生成された各頂点
を，滑らかな六面体メッシュが形成されるよう
な位置に移動する処理のことである．
Averaging の処理では，形状内部に存在する各
頂点は，図 2.1(a)に示すように六面体の重心を求
める．求めた重心をもとに，同図(b)に示すよう
に頂点を共有している六面体の重心の平均を求
め，求めた値を移動後の頂点座標とし移動させ
る．形状表面の各頂点の座標は，同図(c)に示す
ように Catmull-Clark 細分割手法の smoothing 処理
を適用したときに得られる座標値を移動後の頂
点座標とし，移動させる．

２．ボリューム細分割
ボリューム細分割とは，代表的な細分割手法
の一つで四辺形メッシュを対象としたCatmullClark細分割手法を 3 次元空間に拡張した手法で
ある．ボリューム細分割には，細分割ルールが
簡単であるBajajらの六面体メッシュ細分割(以下，
MLCA 細分割)[2]が多く用いられている．MLCA
細分割には，形状を構成する各六面体の位相を
分割するBi-linear Subdivisionと分割後の各頂点の
移動を行うAveragingの２つの処理がある．
２．１ Bi-linear Subdivision
Bi-linear Subdivision とは形状を構成する六面体
の重心と面の重心，および稜線の中点に頂点を
生成し，これらを結び新たな稜線を生成する．
生成された稜線をもとに，新たな六面体を生成
する処理のことである．
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３．提案手法
提案手法では， MLCA 細分割における Bilinear Subdivision と Averaging の処理に GPU を用
いることで高速化をはかる．提案手法の処理手
順について図 3.1 を用いて概説する．
① GPU を 用 い て Bi-linear Subdivision と
Averaging の処理を行うために，形状を構成
する六面体と面，稜線および頂点に番号付
けを行う．番号をもとに，位相情報をテク
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スチャに保存する．
② テクスチャに保存された形状データをもと
に，一定の規則に従い Bi-linear Subdivision
の処理を行う．Bi-linear Subdivision の処理を
行った結果をテクスチャに保存する．
③ ②の結果をもとに，GPU で Averaging を行う
ための頂点データを CPU で作成する．作成
した頂点データを入力データとし GPU に入
力する．入力された頂点データをもとに
Averaging の処理を行い，その結果を出力す
る．
CPU
形状データ

GPU
①

４．実験と考察
提案手法の有効性を検証するため，実験を行
った．実験では，初期形状を構成する六面体の
数を変化させ，CPU で行った場合と提案手法で
行った場合とで処理時間の比較を行った．実験
環境は，CPU：Pentium4 3.8GHz，メモリ：１GB，
GPU：GeForce 6800GT で実験を行った．実験結
果を図 4.1 に示す．
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実験結果より，提案手法は CPU で行うより，
六面体の数が数千個であれば約
1/2 の処理時間で，
提案手法では，以上の処理を一度行うことで，
一回の MLCA 細分割の結果を得ることができる． 数万個以上であれば約 1/3 の処理時間で細分割を
処理できることが確認できた．また，六面体の
数が増えるにしたがって，その差が大きくなる
３．１ Bi-linear Subdivision 処理
ことから，提案手法は初期形状の六面体の数が
提案手法では，形状を構成する六面体と面，
多いほど有効であると考えられる．
稜線，および頂点をそれぞれテクスチャとして
GPU に保存する．保存された形状データをもと
５．おわりに
に，GPU を用いて一定の規則に従い，六面体と
本研究では，GPU を用いてボリューム細分割
面，稜線の位相を変更し，Bi-linear Subdivision の
の一つである MLCA 細分割の高速化を行った．
処理を行う．
実験結果より，CPU で MLCA 細分割を行う場合
と比べ，処理時間が約 1/2～1/3 に削減できてい
３．２ Averaging 処理
ることが確認できた．
Averaging の処理は形状を構成する頂点が内部
今後の課題として，形状の表面にしかメッシ
か外部かで変わる．形状内部にある頂点は，Biュがない場合でもボリューム細分割が行える手
linear Subdivision の処理を行った結果をもとに，
法を考案することや，提案手法を CAD やシミュ
GPU で各六面体の重心を求め，その結果をテク
レーションに応用することを考えている．
スチャに保存する．保存された各六面体の重心
をもとに，各頂点が共有する六面体の重心の平
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