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ボリュームレンダリングにおける伝達関数の推定法
渋川 雄平1

土橋 宜典1

山本 強1

概要：本研究では，炎などのボリュームデータによって表現された流体のレンダリングに着目する．一般
にボリュームデータはボリュームレンダリングによって可視化することができるが，その結果はボリュー
ムデータを色に変換する伝達関数に依存する．ユーザの求める結果を得るには適切な伝達関数を設定する
必要がある．しかし，与えられた伝達関数からレンダリング結果を推測することは難しく，試行錯誤的に
伝達関数を設定しなければならず，煩雑な作業を伴う．本研究ではユーザの直感的な指定から所望のレン
ダリング結果を得る伝達関数を推定するシステムを提案する．本稿では特に炎をボリュームレンダリング
することについて記述するが提案法は炎以外の流体へ適用することも可能である．
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A method for estimating transfer functions for Volume Rendering
Yuhei Shibukawa1

Yoshinori Dobashi1
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Abstract: In this research, we focus on the rendering of ﬂuids represented by volume data. Generally, volume data can be visualized by a volume rendering technique. However, the result depends on the transfer
function that convert a volume data into a colored volume. However, it is often diﬃcult to create the desired
image by manually adjusting the transfer function. We propose a system that estimate the desired transfer
function by intuitive operations. In this paper, we especially describe a method for rendering ﬂame, but the
proposed method can be applied to any types of volumetric objects.
Keywords: VolumeRendering，Fluid，Transfer function

1. はじめに

ボリュームデータを可視化する際，ボリュームデータに保
存されているスカラーデータを色に変換する必要がある．

近年，コンピュータグラフィックス（CG）の進歩によ

このスカラーデータと色の変換の対応は伝達関数と呼ばれ

り，様々な映像を生成することが可能になった．映画や

るものによって決定され，伝達関数によってボリュームレ

ゲームなどのエンターテイメントの分野で広く利用されて

ンダリングの結果が変化する．例えば炎であれば，温度の

いる CG 表現として炎や煙などの流体現象が挙げられる．

高い値ほど強く発光するといったように，物理法則に従っ

流体現象の CG 表現手法は用途に応じて様々なものが提

て伝達関数を設計し色変換を行うといったことが行われて

案されており，写実的な流体現象を表現する形式の一つと

いる．しかし，映画やゲームなどの映像作品においては，

してボリュームデータがある．本研究では，このようなボ

必ずしも物理法則に沿った色変換が行われているとは限ら

リュームデータの表示に関して焦点をあてる．

ず，必要に応じて様々な表現がされる．ボリュームレンダ

一般にボリュームデータはボリュームレンダリングを行

リングは色変換を行い，変換された色に対して積分計算を

うことで可視化される．ボリュームレンダリングを用いて

行うことで最終的な色を決定する．そのためユーザが最終
的な結果を予測しながらこの色変換を対応づける伝達関数
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を構築することは直感的ではなく難しい．本研究では，こ
の問題を解決するための手法を提案する．
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提案法では，ユーザは直感的な操作により，ボリューム
レンダリングされた結果に対して色を指定する．そして，
その指定された結果を実現する伝達関数を逆に推定する．
提案法によって，流体や CG に関する専門的な知識がなく
ても直感的な色付けにより容易に所望の結果を得ることが
可能である．本稿では特に炎をボリュームレンダリングす
ることについて記述するが，提案手法は炎以外を保存した
ボリュームデータへの適用も可能である．
以降，本稿の構成は，2 節で関連研究について簡単な紹
介を行い，3 節で提案手法について述べる．4 節で提案手
法を用いた実験結果とその考察について述べ，最後に 5 節
でまとめとする．

2. 関連研究

図 1

提案法の概要

サイエンティフィックビジュアライゼーションの分野で
は，数値データの特徴を考慮して伝達関数を自動的に設計
する手法が数多く開発されており，文献 [1] に詳しくまと
められている．これらの方法により，数値データの重要な
特徴を見逃さないような可視化結果を生成する伝達関数を
自動的に設計できる．しかし，このような方法では，可視
化結果にユーザの意図を反映することは難しい．
ユーザの目的とするボリュームレンダリング結果を得る
ためには，伝達関数を様々に設定してボリュームレンダリ
ングを行うという作業を繰り返し行う必要がある．文献 [2]
では，この試行錯誤過程を支援するシステムが提案されて
いる．このシステムでは，ランダムに設定された伝達関数
により生成された画像を大量に生成し，ユーザはその中か

図 2 ボリュームレンダリング

ら目的のものを選択する．しかし，必ずしもユーザの目的
とする結果が含まれているとは限らない．レンダリング結
果に対する編集操作を通して伝達関数をインタラクティブ

されている伝達関数を適用し，ボリュームレンダリングに

に設計する手法も提案されている [3]．この手法では，目的

より生成した画像を表示する．ユーザはその画像の任意の

の結果を実現する伝達関数を遺伝的アルゴリズムにより決

位置に制御点を配置し，目的とする色を指定する (図 1 参

定する．しかし，伝達関数を決定するための計算コストが

照)．システムは，制御点により指定された色を実現するよ

高い点が問題である．

う伝達関数を決定する．この操作を繰り返すことで，ユー

本研究では，ユーザが目的とするレンダリング結果の色

ザは目的の画像を表現できる伝達関数を直感的に設計でき

を指定し，指定された色を実現する最適な伝達関数を設計

る．このシステムを実現するため，提案手法では，伝達関

する．提案手法では，伝達関数を基底関数表現することで，

数を基底関数の線形和で表現する．そして，ユーザにより

最適な伝達関数の算出を可能とする．文献 [4] においても，

指定された色を実現するよう，基底関数の重みを算出する．

伝達関数を基底関数表現することで，高速にボリュームレ

具体的には，各基底関数に対応した基底画像をレンダリ

ンダリング結果を生成する手法を提案している．しかし，

ング対象のボリュームデータから作成する．そして作成さ

この方法は与えられた伝達関数からレンダリング結果を生

れた基底画像とユーザが指定した制御点の位置と色をも

成するという順問題を高速に解く方法を与えるが，ユーザ

とに最小二乗法を解くことによって伝達関数を構築する．

の意図した結果を得るような伝達関数を決定するという逆

ユーザは色を指定しながらリアルタイムにレンダリング

問題については考慮されていない．

結果を確認することが可能である．また，一旦伝達関数が

3. 提案手法
提案システムの概要を図 1 に示す．まず，ユーザにより
与えられたボリュームデータに対し，初期状態として設定
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構築されれば，視点位置を変更して観察することが可能で
ある．
以下 3.1 節でボリュームレンダリングに関しての簡単な
説明を行い，提案法の詳細を 3.2 節以降で説明する．
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3.1 ボリュームレンダリング
ボリュームデータはボクセルと呼ばれる微小な立方体
の集合からなり，各ボクセルにスカラ−あるいはベクト
ルデータを割り付けることで，3 次元空間に分布する数値
データを表現する．本研究では，流体解析によって得られ
る炎の温度などのスカラーデータ T が割り付けられたボ
リュームデータを対象とする．提案手法では，次式を用い
て各画素の輝度を計算する (図 2 参照)．

∫

I(k) =

h(T (t), Z(t))g(t)dt

∫

(1)

t

g(t) = exp(−κ

T (l)dl)

図 3 基底画像の生成

(2)

0

ここで Ik は，ボリュームレンダリングの結果得られるピク
セル k の輝度値で，h は伝達関数，T および Z は，それぞ
れ，視点からの距離が t である点 P の温度およびボリュー

本手法で構築する伝達関数による輝度計算式は (5) 式にな
る．ここで，(5) 式における積分部分を IB と置くと，次式
を得る．

ム最下端からの高さを表す．g は減衰項であり，κ は減衰

I(k) =

率を表す．通常，伝達関数は T のみの関数であることが多
いが，本手法では高さを表す Z も伝達関数の設計に用い
る．伝達関数として Z を考慮することで，高さに依存した
色の変化を表現することができ，より多様なボリュームレ
ンダリング結果を得ることが可能となる．伝達関数 h によ
りボクセルに保存されたスカラー値を色に変換し，(1) 式
により視線方向に積分計算することによってピクセル k の
値を求める (図 2 参照)．本手法では所望のレンダリング結
果を得る伝達関数 h を構築する．

aij IB (i, j, k)

(6)

i=0 j=0

(6) 式における，基底関数 ϕ に対応した IB を基底画像と
呼ぶ．基底関数はユーザの指定した数だけ存在し，その数
を増やすことによってより詳細な伝達関数の構築が可能に
なる．それぞれの基底関数を伝達関数としてボリュームレ
ンダリングを行い，基底画像を作成する (図 3 参照)．例え
ば 2 つの特徴量 (本稿では温度と高さ）に対し，それぞれ

3 つおよび 5 つと指定した場合，基底画像は 3 × 5 枚生成
されることになる．本手法では前処理においてこの基底画
像を生成し，伝達関数の構築に用いる．

3.2 基底画像生成
所望のレンダリング結果を得る伝達関数を構築するため
に，本手法ではまず基底画像を生成する．以下で基底画像
の生成について説明する．
提案手法では伝達関数 h を基底関数を用いて以下のよう
に表現する．

h(T, Z) =

n−1
∑ m−1
∑

n−1
∑ m−1
∑

3.3 伝達関数の構築
所望のレンダリング結果を得るために本手法ではユーザ
がボリュームレンダリングされた結果に対し目的の色とそ
の色が反映される位置を制御点として指定する．そして，
以下の式を最小とする各基底関数の係数 aij を最小二乗法

aij ϕi (T )ϕj (Z)

(3)

により求めることで所望の伝達関数を推定する．

i=0 j=0

ここで n，m はそれぞれ温度 T および高さ Z に対する基

S=

∑(n−1
∑ m−1
∑
l∈L

i=0 j=0

底関数の数であり，aij はその係数，ϕ はその基底関数とな

)2 n−1
∑ m−1
∑
aij IB (i, j, l) − Iu (l) +
a2ij
i=0 j=0

(7)

る．ϕ は以下で表される．


−|x − i| + 1 (i − 1 < x < i + 1)
ϕi (x) =
0
(otherwise)

ここで L はユーザ指定の制御点，Iu は制御点において指

(4)

定された色である．また，基底関数の数よりもユーザの制
御点の数が少ない場合，正しく基底関数の係数 aij が求ま

(3) 式において，aij 以外は既知であるため所望のレンダリ

らない場合がある．そこで提案システムでは (7) 式におけ

ング結果を得る伝達関数 h を構築するには aij を決定すれ

る右辺第 2 項に示す正則化項を付加することによりこれを

ばよいことになる．ここで (1) 式に (3) 式を代入すると，

解決している．
最小二乗法により aij を求め，得られた伝達関数を使い

次式を得る．

I(k) =

n−1
∑ m−1
∑

∫
aij

編集するたびにボリュームレンダリングをした場合には格

ϕi (T )ϕj (Z)g(t)dt

i=0 j=0
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(5)

子数が多く，取り扱うボクセルの多い高解像度のボリュー
ムデータでは，瞬時に編集結果を確認することが難しくな
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る．そこで (6) 式から，基底関数の係数により重み付けさ

能となった．本稿ではこの伝達関数を構築する特徴量とし

れた基底画像の足し算によりレンダリング結果を表現する

て，温度と高さについて採用した場合について記述したが，

ことで，得られた伝達関数から再度ボリュームレンダリン

よりユーザの意図を反映することを目的としてさらに特徴

グをすることなくリアルタイムに編集結果を確認すること

量を増やすことも可能である．特に，取り扱う流体によっ

ができる．

て，適する特徴量は異なると考えられる．今後の課題とし

4. 実験結果
提案手法を適用した結果を示す．実験環境は，CPU：

て，炎，雲，煙などそれぞれの流体に適した特徴量を増や
すことで，よりユーザの意図を反映することができるシス
テムへと拡張したい．

Intel Core i7 2600K，GPU：NVIDIA GeForce GTX 560，
グラフィックス API が OpenGL である．また，ボリュー
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ステップの温度場を用いても設計された伝達関数によって
適切な色変換が行われていることが確認できる．
本手法は高さを考慮した指定が可能であり、高さによる
指定を行った例を示す．図 4(g) は炎の上部と下部で別の
色が反映されるよう配置した制御点を示している．図 4(h)
は図 4(g) の指定により得られた伝達関数を元に生成された
結果である．図 4(i) は図 4(h) を別視点から見た結果であ
る．指定した結果，高さによる伝達関数の設計が行われ，

(a)

視点変更にも対応していることが確認できる．
本手法は炎以外への流体の流体への適用も可能である．
煙への適用を行った例を図 5 に示す．図 5(a) は煙に対し
て指定を行い，毒ガスのような煙を表現するために配置し
た制御点を示しており，図 5(b) は図 5(a) の指定により得
られた伝達関数を元に生成された結果である．ただし，こ
の例では，高さのかわりに水平方向の位置を用いて伝達関
(b)

数の構築を行なっている．図 5(c) は図 5(b) をシミュレー
ションにおける別ステップの結果を用いて，別視点から見
た結果である．図 5(b)，(c) より炎以外の流体についても
適用を行うことが可能であり提案法の有効性が確認できる．

5. まとめ
本稿では，ユーザの直感的な編集操作により色を指定し，
その指定をもとにボリュームレンダリングの伝達関数を推
(c)

定する手法について提案した．提案法では，基底関数から
作成された基底画像と，ユーザ入力の制御点をもとに伝達

図 5

煙のレンダリング例

関数を構築することでユーザの指定を反映させることが可
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(h)

(i)

(g)
図 4
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炎のレンダリング例
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