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CT や MRI データから生成した医用スライス画像は医療現場で必須のものとなっている．本研究では，

最近ボリューム・レンダリングの分野で提案された粒子ベース・レンダリングの技術をスライス・データに適用し
た「粒子ベース・スライス・レンダリング」を提案する．提案手法は，スライス画像を半透明化し，さらに位置や
向きが異なる複数のスライス画像を 3 次元的に組み合わせて融合可視化できる．また，生成した半透明スライス画
像を，等値面やボリューム・データと 3 次元的に組み合わせて融合可視化することも可能である．これらの融合可
視化では 1 枚の画像でより多くの情報を表現できる．例えば，1 つのスライス画像で注目部位を精密に可視化しつ
つ，その 3 次元的な位置を同時に可視化された別のスライス画像や等値面，ボリューム・データから把握できる．
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くいが，内部情報を含め全体像が容易に把握できるとい
CT（断層撮影技術 : Computed Tomography）や MRI（磁 うことが挙げられる．これらの特徴を融合することで内
気共鳴映像化技術 : Magnetic Resonance Imaging）などの 部情報をより詳細に表示，確認することが可能になり，
撮像技術は人体を直接切開することなく，患者体内のよ 今後の診断支援技術(Computer Assisted Diagnosis)システ
り詳細な情報を得ることができるようになった．これに ムへの応用としての期待が高い[4]．
そこで本論文では，スライス画像同士，スライス画像
より，病変部位の特定及び早期発見，治療や術前計画な
ど医療診断分野では画期的な進歩をもたらし，現在も医 とサーフェス・レンダリング画像，またはスライス画像
療分野において重要な役割を担っている[1 - 3]．更に今日， とボリューム・レンダリング画像を 3 次元的に融合して
CT 画像や MRI 画像の 2 次元画像だけではなく，モダリ 可視化するする「粒子ベース・スライス・レンダリング」
ティの異なるこれらの画像を複数枚重ね合わせて 3 次元 を提案する．これは，最近ボリューム・レンダリングや
サーフェス・レンダリングの分野で注目されている粒子
画像にする技術も実現されている．
医用ボリューム・データの可視化に利用されるレンダ ベース・レンダリング[5 - 7]を，スライス画像にも適用で
リング法として，スライス画像，サーフェス・レンダリ きるようにしたものである．この粒子ベース・スライス・
ング，ボリューム・レンダリングの 3 種類が挙げられる． レンダリングによって 3 次元空間上で医用画像のボリュ
スライス画像は高精細医用画像を 0.5mm - 1.0mm 間隔で ーム，サーフェスを融合することにより，骨格や組織情
2 次元画像として取得し，内部情報を詳細に確認するこ 報，さらに体内構造をより直感的に理解することが容易
とが可能である．しかし，あくまでスライス画像は 2 次 となる．従って，手術支援や治療支援に対してのアプロ
元平面状での可視化であり，単独で用いる場合は臓器の ーチも容易となる．
全体像を把握することは難しい．3 次元空間上での可視
化を行うサーフェス・レンダリングは，物体の表面や境
界線が分かりやすいが，物表面上しか見られず内部情報 2. 粒子ベース・レンダリング
まで見ることは困難である．また，ボリューム・レンダ
粒子ベース・レンダリングは，以下の 3 ステップで実
リングの特徴として，物体の表面・境界線こそ分かりに 行される．

1. 序論
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Step 1 粒子生成
Step 2 隠点処理を伴う粒子投影
Step 3 画像平均によるピクセル輝度値の決定
以下，それぞれのステップについて説明する．また，各
ステップの概念図を図 1 に示す．
Step 1 粒子生成
粒子ベース・レンダリングの最初の処理は粒子の生成，
すなわちサンプリングである．サンプリングの手法は，
ボリューム・レンダリングとサーフェス・レンダリング
で異なる．
ボリューム・レンダリング[5, 6]では，伝達関数で決定
される不透明度分布に従って，粒子分布を確率的に生成
する．これは乱数を用いた数値計算法を用いて行うこと
ができる．粒子を生成する方法の 1 つとして，メトロポ
リス法[8, 9]がある．
サーフェス・レンダリング[7]では，サーフェス上に一
様に粒子を生成する．その方法の 1 つとして，確率過程
サンプリング法(Stochastic Sampling Method : SSM)[10, 11]
がある．
以上の手法によって統計的に依存しない粒子群を LR 回
繰り返して生成する．以下，LR をリピートレベルと呼ぶ．
Step 2 隠点処理を伴う粒子投影
次の処理は，生成された粒子を画像平面へ投影するこ
とである．ピクセル単位の Z バッファ法によって隠点消
去処理を行い，画像平面へ投影する．この投影は Step 1
で生成された LR 個の各粒子群に対して行う．その結果，
LR 枚の画像が生成される．
Step 3 画像平均によるピクセル輝度値の決定
最後の処理は，Step 2 で生成された LR 枚の画像の平均
をとることである．LR 枚の画像をもとに，ピクセルごと
に平均をとり，最終的な画像値を決定する．
以上のような粒子を利用した確率的な計算によって，
半透明画像を生成する．これにより，従来のような視線
方向のソートが不要となり，また，後述のような融合可
視化が可能となる．

図1

粒子ベース・レンダリングの概念図

3. 粒子ベース・スライス・レンダリング
本論文では，初めて粒子ベース・レンダリングをスラ
イス画像に適応させた．粒子ベース・スライス・レンダ
リングの概念図を図 2 に示す．
3.1. スライス画像上での粒子生成
可視化するスライス画像の平面上に，一様乱数を用い
て一様分布する粒子群を生成する．本論文では，ボリュ
ーム・データに対し，x，y，z 軸に垂直な平面 x = nx，y =
ny，z = nz におけるスライス画像を考える．
3.2. スライス画像の不透明度・色の決定
(1) スライス画像の不透明度
粒子ベース・レンダリングを行う場合，粒子密度によ
って不透明度を制御できる．スライス画像の不透明度は，
スライス面上の粒子による被覆率で定義すればよい． す
なわち，不透明度を α は，スライス画像の面積を S，粒
子断面積を s，リピートレベルを LR，粒子数を n とする
と，以下の式で表される．

"=

sn
SLR

(1)

式(1)において入力パラメータ α，s，S，LR を決定すれば，
n が評価できる．粒子ベース・レンダリングをする際，α
が低いと粒子数も減り，不透明度が下がる．α
による不
!
透明度の違いを図 3 に示す．
(2) スライス画像の色
粒子ベース・スライス・レンダリングにおいても伝達
関数（医用ボリューム・データのスカラー値と色との対
応表）を用いる．入力スライス・データの濃淡値分布を
適当な伝達関数によって色分布に対応させる．生成した
粒子位置における濃淡値は，ボリューム・データの三重
線形補間によって決定する．

図2
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粒子ベース・スライス・レンダリングの概念図

が分かる．スライス画像はボリューム・データの可視化
画像よりもより精密に人体内臓の情報を見ることができ
る．
また，
LR による画質の比較画像を図 6 に示す．
この時，
nz = 34，α = 0.5 である．同図より，LR を高くすることで
粒子数が増え，より高品質な可視化画像が生成可能であ
ることが分かる．
(a) α = 0.3, n = 8.8

図3

106

(b) α = 0.8, n = 4.0

107

不透明度 α による比較画像

4. 粒子に基づく 3 次元融合可視化
従来手法の単なる組み合わせでは， 2 次元的なスライ
ス画像を，3 次元的なサーフェス・レンダリング画像や
ボリューム・レンダリング画像と，正しい奥行き感を表
現しつつ 3 次元的に融合可視化することは難しい．しか
し，粒子ベース・レンダリングならば，スライス，サー
フェス，ボリュームを全て粒子を媒体として可視化する
ため，3 次元融合可視化は極めて容易である．実際，そ
れぞれの可視化のために生成された粒子群を統合した上
で，それらに対して上記の Step2, Step3 を行えば，正しい
奥行き感を持った 3 次元融合可視化が行える．

(a) nx = 84, n = 4.3 107

(b) ny = 84, n = 4.4 107

5. 実験
本章では，粒子ベース・スライス・レンダリングによ
って生成されたスライス画像と，3 次元融合可視化の実
験結果を示す．本研究では，可視化ライブラリとして
KVS(Kyoto Visualization System) [12]を利用する．また，
使用するデータは図 4 の人体胸部・頭部の 2 種類である．

図4

人体胸部・頭部
(c) nz = 34, n = 8.6

5.1. 半透明スライス画像
人体胸部のデータを 3 面それぞれから生成した実験結
果を図 5 に示す．この時，LR = 500，α = 0.5 である．同図
より，ボリューム・データから任意の位置を指定し，ス
ライス画像を生成し，可視化することが可能であること
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図5
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人体胸部のスライス画像の可視化

5.2. スライス画像とスライス画像の融合画像
スライス画像とスライス画像を実際に融合した実験結
果を図 7 に示す．(a)は人体胸部，(b)は人体頭部のデータ
を用いた．この時，LR = 500，α = 0.5 である．このよ
うに，任意の位置で生成したスライス画像の融合可視化
が可能である．また，半透明可視化によって重なり部分
も視認できることが分かる．さらに，スライス画像を複
数枚融合することにより，一度に様々な方向からの情報
を得ることができる．

拡大

(a) LR = 50, n = 8.6

106
(a) nx = 60, ny = 100, n = 8.6

107

拡大
(b) nx = 55, ny = 55, nz = 34, n = 1.6
図7
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スライス画像の融合可視化

5.3. ス ラ イ ス 画 像 と ボ リ ュ ー ム ・ デ ー タ の融 合 画

(b) LR = 500, n = 8.6
図6
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LR による比較画像

像
スライス画像とボリューム・データの 3 次元融合可視
化を図 8 に示す．(a)は人体胸部，(b)は人体頭部のデータ
を用いた．この時，LR = 500，α = 0.5 である．このよう
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に，ボリューム・データを重ね合わせることによってス
ライス画像だけではイメージが難しかった全体像が把握
できるようになり，ボリューム・データで位置を確認し
ながらスライス画像でより詳細な内部情報を見ることが
可能である．
さらに，図 9 はスライスとボリュームの 3 次元融合可
視化に，さらにサーフェスを重ね合わせた実験結果であ
る．周りの皮膚に当たる箇所が粒子ベース・サーフェス・
レンダリングで生成した結果である．粒子ベース・レン
ダリングを用いることで，サーフェス・レンダリングと
の 3 次元融合可視化も可能である．

図9

スライス，ボリューム，サーフェスの
3 次元融合可視化, n = 1.5 108

6. 結論

(a) 人体胸部, n = 1.1

108

本研究により，粒子ベース・レンダリングを利用した
粒子ベース・スライス・レンダリングを行い，半透明な
スライス画像が生成可能となった．また，粒子は混ぜ合
わせが容易なことから複数のスライス・データ，または
スライス・データとボリューム・データ，更にサーフェ
スデータの融合が可能であることを示した．その結果，
ボリューム・データによりスライス・データがどの個所
を示しているかについてより把握しやすくなった． これ
により医師は患者に対して腫瘍や疾患疾病状況の詳細説
明の提示が容易になるのと同時に，術前に患者の身体を
執刀する直前に手術シミュレーションとして，個人の体
内構造・血管構造を安易に知ることが可能となる．よっ
て，針の進め具合や腫瘍の取り除き方がイメージしやす
くなり，効果的な手術，治療支援システムへの応用が可
能となることが期待される．
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