
特に、本研究では多くの柵成要素がなんらかの形の美の実現に関係しているような状

況の描築を目指しています。具体的には以下の点について調査を行っています。

。美しい(あるいは美しくない)と評価される作品

･美を生成する手法やメカニズム

。作品の作者､評価者､研究者

また､芸術が脳に影響を与え､脳が新たな芸術猫生み出すようなデータを生成し､さら

にその結果脳が刺激され､新たなデータが生まれる.…．，というフィードバックのルー

プを楕築することも(科学的および芸術的な面で)目標としています。

このプロセスにきっかけを与えるために､詳細には予測できないような刺激を生み出

し､私に(視覚的および空間的描成として）美しさという反応をもたらす生成アルゴ

リズムを作成しました。ここでの刺激は、インタラクティブかつ発生的に動き変化

する映像と、これを動画として録画したものから柵成され、これらをfMRI機器内で利

用できるようにしています｡fMR1機器内で､私は初めて見るこの動画を提示されまし

た。私が視覚的椛成についてこれを美しいと感じたときは必ず､用意されたボタンを

押すことになっています。ボタンが押された時間は肥録されており、そのときの脳の

活肋と照合できます。ｉＭＲｌのデータは没入型珊境(あるいは｢世界｣）へと変換されま

す．このステップは２つの独立した可能性を示しています。科学的視点から見ると、

ここでは桶造的あるいは機能的なデータをその内部から知覚できますが、このよう

なことは従来のビジュアライゼーションのテクニックでは不可能です。一方芸術的

視点では､脳(と輔神）が世界を作り出し、世界も輔神に変化を与え、それがさらに新

しい世界を生み出し……という新しい芸術が提示されていますいずれの観点でも

フィードバックのループが桶成されており、ユーザーの反応がさらなる刺激を生むと

いう循環によって効果が増幅されていきます。

研究プロジェクトの紹介
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現在のAIIobrainではある時点での思考の静的スナップショットのみを提示しています。

プロジェクトの進行につれて、リアルタイムのインタラクティブなfMRIデータを利用でき

るようになり、Novakによる脱明のように自身の現在の思考の中に没入してそれが変形あ

るいは変化していくのを目のあたりにすることでしょう。脳は｢世界｣を知覚し､その知覚

したということ自体が｢世界｣を変化させていくのです。

ArtificiaINature

メンバー:Haruji､GrahamWakefieId(MediaArt5andTechnoIo9y）

ホームベージ:http:"artifidalnatu『emat､uC5b,edu／

ここでは生物学的データから離れ､生命の根源に位団するプロセスや系に着目します。

ArtificialNatureは学際的な研究プロジエクトおよび生物学の影響を受けた没入型芸術表

現であり、(経験的データではなく）系としての生物学や人工生命､複雑系理論などから導

き出される生成的モデルに基づいています。ここでコンピュータによって生成される世界

は1つの生態系であり、有機体の典合が動的な環境の中で相互に影響しあっており、ユー

ザーもこの世界との間でインタラクションを行えます。

この環境は流体力学における平衡状態に基づく空間からなります。シンプルな粒子が空

間内を流れており、これは栄盤素の稲類によって色分けされ、エネルギーのレベルによっ

て明るさが異なります。粒子相互間では運動学に従ってインタラクションが行われます。

粒子は有機体にとって新陳代謝のエネルギー源であり、自律的なエージェントとしてモデ

ル化されます．栄餐分を摂取して不要物を排出することは､有機体が生存し再生産してい

くために必須です。

有擬体の外見と自律的な活動は、（空間および歴史の面で)局所的な条件に基づく遺伝情

鵜の解釈によって決定されます。例えば､エネルギーを十分に蓄稲すると無性生殖によっ

て子を産むことができるような有機体が存在し、ここでは突然変異はほとんど発生しませ

ん。このような有機体の形状はBoy5u『1aceEquation【Boyl901】に基づいており、ライフサ

イクルの中で成長や発違に応じて少しずつ変化します。一方､その健康状態は不透明度に

よって表現されます。

摂食や再生産､同胞の発見といった活動はさえずりのようなさまざまな音楽とともに発

生し、この音がAlloSphreを満たしています。この音は明るく経過的に豊かであり、密接に

クラスター化されています。そのためこれらの識別は容易であり、位置の特定や視覚的イ

ベントへの関連づけも可能です。

ユーザーは自由度６のナビゲーターデバイスを利用してこの世界を自由かつ無限に探

検できます。子供のころに小川や砂山で遊んだときのように、空間内の流れを乱すことに

よって世界に間接的な影轡を与えることもできます。カメラとマイク（場合によっては触

覚も）を通じて蓄積されたデータを元に環境が生成され､有機体はこの環境に適応してい

くことになります。流体内で発生した乱流はユーザーの操作にもフィードバックされま

す。ユーザーも含む生態系全体によって､新たな美しさの迎続的なパターンが生まれます

(図17.4､図17-5)。

AIIoSphereの空間の中ではどのような形の芸術が発展していくのかという我々 の問い

に対し､ArtifidaINatureは没入型芸術という回答を提示しました。ここでは､可能な限り

展開され続けていくという革新的な環境での新たな経験が実現されています。終わりがな

１７章櫓賊系の解明と没入
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いというArtifidalNatu『eの性質は､人工生命から導き出された複雑な適応的システムの実

現に根差しています。エージェントベースのテクニックによってリアルタイムのシミュ

レーションが可能になり、マルチモーダルなインタラクションはユーザーをも生態系の

ネットワークに参加させます。

ArtifidalNatureは大きな発展のプロセスの一部を栂成するプロジェクトにすぎません。

より多くの特性や相互関係が組み込まれていくにつれて､新たなパターンや柵造､意味､美

しさなどが生まれることでしょう。

HydrogenBond

メンバー：BasakAlper,WesIeySmith､LancePutnam,CharIieRobe『ts(MediaArt5and

Technolo9y)､Andersonjanotti(MateriaI5Re5earEhLaboratory）

指導教官：Ｐ『ofes5or｣oAnnKuchera-Morin(MediaArtsandTEchnoIo9y)、Profe55orChris

GVandeWaIIe(MateriaI5Re5earChLabo『atory）

ここまでは生物学的あるいはマクロな世界の表現について見てきましたが、ここでは原

子の世界を扱います。多中心型水素結合という、クリーンなテクノロジーのための新素材

がテーマです。これは透明な太陽電池や低コストのディスプレイデバイスの実現にとって

きわめて璽要です。通常､水素と他の元素は共有結合(咽子のペアを共有することによっ

て結合します。水素原子には通子が1つしかないため､共有結合は１つしか行えません)を

行いますが､亜鉛酸化物の格子栂造の中では例外的に４つの亜鉛原子と結合して4面体状

の柵造が生まれます。

カリフォルニア大学バークレー校のSoIidStateLi9htin9andEne｢9yCente『に所属する、

材料科学についての同僚科学者たちがこのユニークな結合栂造を発見しました。そして彼

らは我々に対して､既存のツールでは不可能な方法で彼らのシミュレーションデータを視

覚的そして聴覚的に表現してほしいと依頼してきました。我々が受け取ったデータは､水

素結合が発生している箇所での静電荷の密度を表す３次元の格子栂造でした。固体の内部

を自然に表現する方法が存在しないため、このようなボリュームデータに対するビジュア

ライゼーションの作成には大きな課題が伴いました。

ボリュームデータを表現するための一般的な方法として､等値面を描画して内部の湾曲

を表すというものがあります。耐荷の密度についての等他面を描くことによって､結合柵

造の形状をより明確に表現できました。これは地図の中で等高線が標高の変化を表すのに

似ています。データのフィールドの中で､局所的な最大値と最小値を発見するというのも

科学者にとっての通要なゴールです。結合の中で亜要な役割を果たしている部分をこれ

によって特定できるためです。この課題については､勾配ベクトルをボリュームデータの

場として解釈することによる解決を行いました。データ内でのサンプリングの間隔が処理

対象の範囲よりもはるかに大きかったため､初めは何の結果も得ることができませんでし

た。そこで我々は科学者たちにビジユアライゼーションのアルゴリズムを説明し､より解

像度の高いデータを生成してもらうことにしました。このデータによって、勾配ベクトル

場の値がゼロになる等値面を描画し､局所的に般大値や最小値を持つ部分を明らかにする

ことができました。

場の形状をよりよく明らかにするために､streamlineというビジュアライゼーションの

テクニックを利用しました。これはベクトル鰯の流れに沿って曲線を描くというもので

1フ阜複錨系の蛎明と没入



す。曲線の描画は水素原子の中心付近で開始し､ベクトルに沿って外部へと描かれていき

ます。速い流れは赤く、遅い流れは称<表現されます。科学者は当初このテクニックを奇

妙なものと感じていましたが､曲線が結合描造の中で重要な部分へと収束していくのを見

て効果を納得していました。

また､標準的なビジユアライゼーションのツールへの拡張も行いました、ビジュアライ

ゼーションのモードを複数から選択できるようにし､選択されたビジュアライゼーション

を１つの表示の中に重ねられるようにしました(図17-6)。複数のレイヤの情報を１つの

表示として伝達するためには､乱雑さやあいまいさを最小限まで抑えた描画が求められま

す。このために独自の光源アルゴリズムを利用し､拡散を抑えて等値面の曲がり具合をハ

イライトできるようにしました。透明なレンダリングとワイヤフレームを合成し､複数の

透明な而の存在を知覚しやすくしました。また､streamIineと等値而は互いに補足しあい

ながら垂直方向の悩報を表示しているということがわかりました。これらをともに表示し

ても､複数の等値面を表示させる場合ほどの大きな問題をもたらしません。これらは視覚

的に容易に区別できるためです。

視覚面での表示だけでなく、空間内で音声も発生させることによって格子構造の中での

結合やユーザーの位置を特定させることにしました(図17-7>・原子を音声によって識別

できるようにするため､水素と亜鉛そして酸素の放射スペクトル(相対的な蝿磁気の放出）

に応じて音声を発生させています。それぞれの放射の周波数を１０オクターブ下げること

によって､可聴音を発生させます。

研究プロジェクトの昭介
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画17．フ水素結合の揖造

に没入している研究者
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時間が経過しても変化しないような３次元柵造のデータに対し､適切な可聴化の方法を

選択するのは容易ではありません。我々が発見した1つの解決策は､パラメトリックな曲

線に沿って密度場をスキャンするというものです。高い空間的対称性や滑らかさを備え

ており、音声のゆがみを最小化できるという理由から我々はリサジュー曲線を利用しまし

た。このテクニックには視覚的な補助はありませんが､特徴的な音声が生成され､結合の

位悩を特定しやすくなりました。同時に、より高度なマルチモーダルのエクスペリエンス

が提供されることになりました。

HydrogenAtom

メンバー：LancePutnam､Cha｢lieRoberts(MediaArtsandTechnoIo9y）

指導教官：Profe55orLucaPeIiti(KavIilnstituteofTheoreticalPhysics)、ProfEssorJoAnn

l<udlGra-Morin(MediaArtsandTechnolo9y）

さらに微細な梢造を目指し､１つの水素原子が持つ温子雲に猫目します。１つの水素原子

による軌道の形状については多くが知られており、物理学者たちはその様子を難なく思い

描くことができます一方､時とともに変化する複数の軌道が重なり合った場合､その結

果生成される電子雲は複雑になり、個別の方程式を使っても簡単には把握できません“し

かも､方程式や静的な画像では踊子雲の動的な変化をとらえることができません。

本研究での目標は､水素や同様の原子について電子の波助間数を視覚化および可聴化

し､マルチモーダルな工クスベリエンスを禍成することにあります。原子の軌道をモデル

化し､静電気についてクーロンの法則から導かれる球状に対称的な電荷とともに時間依存

のシュレーディンガー方程式を解きました《，このモデルでは､原子核と電子の関係はポウ

ル(原子核）に満たされた液体(稲子）にたとえることができます(ただし､液体はさまざ

まな形状を持つことができ、ボウルの外に流れ出ることができるという点は異なります)。

時間によって変化しない単一の軌道の栂造についてはあらかじめ計算しておき､３次元の

格子構造の中に格納しておきます。そしてシミュレーションの中で漣それぞれの拙造が独

立に変化したり重なり合ったりしていきます。いくつかの軌道の重なり方をプログラムと

して表現して用意しておき、光子の放出や吸収といった動的なふるまいを観察することに

します。

当初我々が試みたビジュアライゼーションの手法では､稲子饗を３次元の大きな塊とし

て描画していました。この方法には波動関数の全体的な外形を容易に把握できるという

１７蘭淵紺系の刑明と没入
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メリットがありますが､その内部やより局所的な構造を知るのは困雌です。この問題に対

処するため、この塊に重ねてエージェントの集合を描画し､波肋関数の流れに沿って移動

させました。こうすることによって､iiI1子鯉の全体的および局所的枇造を同時に知ること

ができます。線を色分けすることによって､マッピングする要素の数と視覚的な複雑さそ

して演算の効率性のバランスを取れることがわかりました(図17-8)。色分けされた線の

エージェントは､色という３つの次元の情報と、方向と長さという空間的な４つの次元の

情報を表現でき、それぞれマッピングに利用できます。ここでは色を流れの菰頚の区別に

使用し､方向は流れの向きを表しています。また､明るさと線の長さはエージェントをス

ムーズにフェードインおよびフェードアウトさせるために使用しています、

図Iﾉ･８水緊原子内での

光子の放出
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また､咽子浬の中である種の形状の出現や消滅などのイベントが発生したことを知らせ

るために脊声も利用しています。このために､我々は合成の手法の一稲であるスキャン合

成(ScannedSynthesis）を行いました。カセットテープの縦み取りヘッドのようにエー

ジェントに沿ってスキャンを行い､それぞれの位置での波動関数の振幅を読み込みまし

た。スキャンのレートを変更することによって、音の高さを調節することが可能です。低

い音は形状の局所的な変化を明らかにするのに適しており、高い音は全体的な特性を示す

のに適しています。異なる狐類のエージェントには異なる高さのクラス（1オクターブの

整数倍ごとに区切ります）を剖リ当てると、それぞれを音声的に棚別でき効果的です。ス

キャンによる手法は､どの特異点あるいは吸引流域でいつエージェントによるクラスター

が組成されたかを知らせてくれるという点で成功を収めましたが､組成された特定の形状

を知らせるという点についてはうまく機能しませんでした。系をより全体的に表現するた

めには、１つの知覚形式を補強するのではなくマルチモーダルなアプローチをとるべきで

あるというのが我々の解決策です。そこでは全体的な形状が視覚的に表現され､局所的な

柵造の出現が聴覚的に表現されています。

このような表現から得られた予期しない結果として､波動関数のパターンの複雑さと表

グジ

蝋
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現の豊かさが単純な軌道から混合体へと劇的に変化したという点があげられます(図17‐

9)。ここで出現したパターンは各部分との間に明確な関係はなく、方程式を用いてもまっ

たく明らかにはなりませんでした。波の干渉というよく知られた物理的メカニズムによっ

て、複雑なハターンや新たなふるまいの生成について考察する際の強力な基盤が提供され

ることがわかりました。
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Hydro9enAtomwithSpin
メンバー:LancePutnam(MediaArtsandTEchnoIo9y）

指導教官：ProfessorLucaPeliti(Kavliln5tituteofTheo｢eticalPhysics)、Profe55or｣oAnn

Kuchera-Morin(MediaArtSandTechnolo9y）

本プロジェクトでは､スピン量子数を考慮に入れたより完全な物理モデルを元にして以

前のHydro9enAtomプロジェクトを拡張することを目標とします。また､波動関数の空
間での等間隔サンプリングは行わず､より高い空間的解像度の実現を目指します。事前に

軌道を計算し保存しておくことはせず､すべての演算をその場で行うことによって空間内

のどこででも波動関数の正確な値を求めることができるようにします。この意味では､計

算的な波動関数の表現が値による格子禍造から位瞳の関数へと変化することになります

このアプローチでは､エージェントを汎用のビジュアライゼーションそして可聴化のツー

ルとしてとらえる新しい視点が与えられます。エージェントは自身の動きを通じて波動関

数による流れを表現するだけでなく、振動の位相などといった自身に間する状態も表現で

きます。また、エージェントが集合的にふるまうようプログラミングすることも可能であ

り、スムーズで連続性の高い形状を生成できます。

まず､線のエージェントをグリッド上に配幽し、波勤関数の振幅に基づいてそれぞれの

方向と長さを調整しました。これによって全体的な特徴はよく把握できましたが､空間的

拙造(モアレバターンなど)が見られました。これはエージェントが等間隔に位置してい

lフ蔵〉軸11系の解明と没入



ることに起因しており、目陥りであり誤解を招く可能性もあります。これを回避するため

に､我々は立方体内でランダムにエージェントを記個することを試みました,,不要な描造

は排除されましたが、ここでは深刻で根本的な問題が2つ発見されました。まず､線の形

状だけではすべてのエージェントを一貫的な形へと統合することは困難です。また､３次

元空間内で均一にエージェントを配置するというのは可聴化のための自然な手法としては

不適当でした。ビジュアライゼーションと可聴化で異なる空間構造を採用することも可能

でしたが､状況をよりよく理解するためには音爾表現と視覚表現が密接に結びついている

ことが非常に亜要であるということが以前のプロジェクト（Hydro9enBond）において明
らかになっていました。

両者の結びつきのために､線のエージェントをループ状に配置してそれぞれの問をばね

で連結するという手法をとりました。これによって伸縮するリボンが柵成され､スムーズ

で連続的な表現が可能となると同時に､空間内を移動する自由が与えられることによって

フィールド内での局所的な特性を明らかにできるようになりました。ループの幅は確率密

度へと対応づけられ､急激な変化はその位超で畑子が発見された可能性が高いことを示し

ます(図17-10)。ループは空間内に広く分布する波動関数の状態を示す上でも効果的です

(図17-11)。

ループはスムーズであり、（スピンを考慮しない原子に対して行ったような）可聴化のた

めにエージェントをスキャンするのに適した形状です。視覚的な面でも、ルーフによって

透明度と形状の一貫性そして全体的および局所的屈性の描写が両立されています。

CoherentPrecessionofEIectronSpｉｎ

メンバー：DenniSAdderton、LancePutnam（MediaArtsandTeChnology)、JesSe
Berezovsky(CenteribrSpintronicsandQuantumComputin9）

指導教官：Ｐ｢ofe55orjoAnnKuchera-Morin(MediaＡ｢tsandTeEhnology)、ProfessorDavid
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Awschalom(CenterforSpintronic5andQuantumComputin9）

本プロジェクトの目標は､愛子ドット中の電子スピンのコヒーレント歳差(回転の変化）

を表現することです。ナノレベルでの量子のコヒーレンスの結果を測定するための最も優

れた装固を求めて､我々 はカリフォルニア大学バークレー校物理学科のスピントロニクス

研究所を訪問し､Kerr回転の顕微鏡測定について学びました。これは光学的実験であり、

非常に高速なレーザーハルスを半導体の量子デバイスに照射するというものです。パルス

の分極によって､量子ドット中の１つの電子スピンにおいてコヒーレント歳差が生じます。

後に続くパルスによって量子ドットの回転軸が測定され､回転の歳差についての具体像が

形作られます。この測定を通じ､量子の歳差が減衰するまでの固有の時間を装置内で知る

ことができます。量子の状態のデコヒーレンスは戯子の世界から従来の世界への遷移を示

します。

実験で見られた現象を可聴化して表現するために､我々はまずこの減少の速度を100万

倍遅くしました。これによって電子から生じる音やレーザーパルスのうなり音を聞き取れ

るようになります。スピンの歳差を視覚的に表現するために、ブロッホ球面の上に位相角

をプロットしました。これは物理学者の問で標準的に使われているグラフィックツールで

す。ここで､我々 は公開の実験から導かれた方程式IBerezovsky2008]に韮づいて３次元の

動きを表現しました(図17-12)。

この基礎的な試験は我々の知覚を刺激し､モデルについて非常にシンプルではあるけれ

ども初めは明らかでなかったような側面をすぐに発見させてくれました。歳差は球面上で

興味深いパターンを示していますが､その柵成要素のうち時間とともに変化するものにつ

いてはほぼ正弦曲線を描いており、音声として間いているとすぐに飽きてしまいます。毘

子の真実に我々を没入させるには、さらに複雑な系が求められているということが明らか

に左りました‘，

篭
駕
慰
慰
鴇
幽
卿
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人の感覚に訴えるためには､実験上の単純化されたモデルではなく、自然界の量子の仕

組みに基づくより完全なモデルが必要です。理論上のモデルを表現する際には解釈が求め

られ､聴覚的あるいは視覚的な類推が行われますアーティストとしては､議論を喚起す

るためにも知覚できるものを作り出す必要があります。ここで作品は､真実について韻鵠

する際の理性的な装置として機能します。ここでの真実は視覚化あるいは可聴化された数

学へと直接つながっています。

これらの研究は､美しいビジュアライゼーションは(対称性が生まれそして破られるよ

うな)数理的な複雑系の視覚化および可聴化と関連しているという我々 の哲学的前提に土
台を与えています。

まとめ

AlIoSphereでは、ビジュアライゼーションが美しい没入型のマルチモーダルな表現や変

換あるいは創作へと変容しており、ユニークな進化するフィールドが生まれています。こ

の新しいフィールドでは芸術と科学におけるさまざまな法則や指標が統合されています。

ここで芸術は試作や生成と変換の役割を果たし､科学はモデルや法則の構築と検証を受け

持ちます。研究が進むにつれて､伝統を踏まえつつも新しい思考様式が現れ､そこでは科

学と芸術が新しい覇境へと統合されていることでしょう。そして新しい芸術と新しい技術

が相互に適応しあいながら生まれてくるはずです。このようなフィールドとコンピュータ

を使った媒体の発展によって､アーティストと科学者そしてエンジニアの間の垣根が取り

払われ、自分がこれらすべてを兼ねているということに気づくでしょう。我々は誰もがデ

ザインし､分析し､そして創作するのですａ

参考資料

。Baddeley,ＡＩａｎ(2000）："AnewEomponenlo｢workin9memory?''・刀召ﾉ7.5ｍのg""/1/Ｅ
Ｓｄｅｎ“S４．ｎｏ､11:417-423.
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回17-12スピンの歳差を

示すブロッホ誠をさまざま
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医療情報のビジュアライゼーションにかかわる者にとって､本稿のトピックはきわめて

亜要です。新しいテクノロジーによって､人間の目という脳への広帯域の経路を活用した

表現やインタラクションの手法が可能になります．ここでユーザーは大国の悩報につい

て､一度に見るだけでなく探索し､理解しそして検柾することができます。

今日の治療の手順や医学の研究における顕著な特徴は､情報が圧倒的なほど大量に存在

するという点にあります。特に､画像として表現されている情報が多くなっています。医

師はかつてないほどの鉦(数十といったレベルではなく、数十万件)の画像や､複雑で多く

の特性を持つ傭報(スカラー値ではなくベクトルやテンソル，単なる画像ではなく、人体

の組織に直接対応する大量の画像）を扱わなければなりません。一方で､彼らは依然とし

て単純な２次元のデバイスを利用しています。例えば従来からあるモニタを使い､大量の

画像を１つずつ検査したりしています。ボトルネックは今やデータの取得ではなく、今後

の進歩は情報を扱い分析するための適切な手法の実現と、これをユーザーが理解しやすい

ようにすることの２つにかかっていますここで最も重要な課題となるのがワークフロー

です。データを入手してから臨床医が症状についての情報を受け取るまでの手順全体が最

適化されなければならず､新しい手法については検証を行わなければなりません。

この検証を生存している患者に対して行う際には､制約が伴うのが通常です。患者が生

存している限り、症状の情報の正しさを確認できないというケースも考えられます。ここ

には信頼できる標準が存在しないのです。一方､死亡した患者に対する画像化においては

この制約を回避できる可能性があります

１９世紀半ばに導入されて以来､検視の方法論は大きな変更を経ていません。しかし、

MDCT(MuItideteEto｢ComputedTomo9｢aphy)などのＸ線によるものや､ＭＲｌ(Ma9netic

Resonancelma9in9）といった新しいデジタル画倣化の手法が現れており、これらには将

来の医療や犯罪捜迩での病理学において主流の診断ツールになる可能性があります。遺体

に対するビジュアライゼーションでは新しい画像化技術を検証でき､品質も保障できるた

め今後のヘルスケアを形作る際に必須のツールと承り貴奈す

背景

検視は死因の特定にrrlIiXするため、その叩要性は広く理解されています。犯罪捜査にお

いては､検視が重要な梢報を提供し､犯罪捜査を手助けしてくれます。近年は検視が行わ

れる頻度が低下しており、深刻な問題になっています銅

門吊

[,『』 ／‘伽''1８

IlMIWMI

噸屋
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近年の検視のワークフローにおいて､遺体に対する画像化が可能になりました。この

うち３次元の処理を行うものについてはＶＡ(VirtualAutopsy：仮想検視）とも呼ばれま

す。ここでは過体に対してＭDCTやＭＲＩによるスキャンが行われ､ＤＶＲ(DireにtVoIume

Rende『in9）という３次元の手法を使って描画が行われます｡ＶＡ技術の基盤には､１ミリ以

下の輔度で大きく高品質のデータを生成できるような近年の画像化手法が位圏していま

す。このような３次元のデータに対してインタラクティブなビジュアライゼーションを行

うことによって､過体について有益な洞察が提供され､切開によらない診断が可能になり

ます。しかし、データを効率的に扱い分析することには唄題も伴います。例えば過体に対

するCTによる画像化では照射可能な放射線量に制限がなく、高い解像度の画像を作成で

きてしまうため､今日のアーカイブ管理やインタラクティブなビジユアライゼーションシ

ステムでは扱いが困難です。特に､全身に対するスキャンのデータ量は膨大になります。

いくつかの研究によって､ＶＡが法医学的調査に対してもたらす大きな可能性が明らか

になっています。本稿では､ＶＡに対する関心が高まってきているいくつかの理由を探り

ます。

法医学研究への影響

遺体に対する咽査において最も明らかにしなければならないのは､死の原因とその槻

子､傷の程度､そして発見されたものを元にした法医学的な再現可能性です。過体から発

見された事柄についての法医学的ドキュメントは､数百年もの間変わらずに使われてきた

検視のテクニックや手順に基づいていることがほとんどです。ここで主に使われている

のは解剖､口頭による表現そして写真だけなのです。このアプローチには、ドキュメント

が場当たり的で主観的に作成され､作成者ごとに異なるという大きな欠点があります。ド

キュメントに記録されなかった発見については､遺体が火葬堀に送られた時点で永還に失

われてしまいます。近年現れた断面に対する画像化技術は、これらの欠点を克服できると

考えられます。この技術によって作成されたデータは､発見されたものを実際の次元で表

現でき､将来に備えて保管しておくことも可能です(図18.1,図18-2)。デジタル形式で取

得されたデータは､新たな疑問が生じた際にいつでも参照でき､専門家に対してセカンド

オビニオンを求める際にも利用できます。

１８草檎視におけるヒジユアライゼーシユン
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画18.3入手された口デ

ータIitさ敏さ膜なパラメー

タのもとでインタラクティ

ブに視覚化が可恥であるc

左の図では軟綱掴が淡現さ

れ､右の鰯では体内での空

気の済れが護されている

回１８，４溺体に対するｑ

によって、ショントガンか

ら登射された微小な金属片

が容嘉に発見された。この

ような小片は礎采の険拠で

発見することが困淑あるい

は不可能であった

ZZgl8

従来の検視では視覚化が困難であったような事柄も、全身に対するCTを利用すれば容

易に識別できます。例えば体内での空気の流れ(気胸などの場合)や心膜気脳､血流(空気

寒稗無)、密への損傷などがわかります(図18-3)。また､Ｃ｢は体外からの侵入物(金属片

や弾丸など）を発見する際にも非常に役に立ち、犯罪捜査の病理学者に対して大きな役割

を果たしています（図18-4》。
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スウェーデンのリンショーピング大学病院にあるＣＭⅣ(CenterlbrMedicaIlma9e

SdenceandVisualizatlon)はSwedi5hNationalBoardofForensicMedicineと共同で､現在

の科学捜査で日常的に行われているVAの手順を開発しました。この手法は2003年から

利用されており､今までに300件以上の事件(ほとんどが殺人事件です)で適用されていま

す。我々によるVAの実践によって､全身に対する高解像度のDVRビジュアライゼーショ

ンは犯罪捜査や生存している患者に対する新しい技術の検証などにとって大きな意瀧を持

つということが明らかになりました。我々の研究は遺体に対するＭDCTの全体的なワーク

フローの定義と、今までは部分的にしか表示できずインタラクティブな操作も限定される

ような全身のデータを視覚的に表現するための新しいソフトウェアの開発の２つに注力し

ています(図18-5から図18-7)。
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セスに加えることによっ
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データの取得

ＣＭｌＶでは従来の検視に対して､ＣＴとMRlによるVA処理が追加されました。ほとんどの

捜査の場合､病理学者は犯罪の現場を訪れて遺体の取り扱いを監督します。遺体は袋に入

れられて密閉された後､科学捜査の部署に送られて低温の保存室に安置されます。翌朝に

ＣＭｌＶで全身に対してＤSCT(DualSourceCT)によるスキャンが行われます。ここではドイ

ツのSiemensMedicalSolutionsによる最先端のSOMATOMDe｢initionFlashスキャナが使

われています。現在のVAでは単一エネルギーと２エネルギーという２つのモードがともに

利用可能ですぐ図18-8)。必要な場合､オランダのPhiIipsMedkal5ystemsによるAchieva

l5Tを使ったＭＲＩ検査も行われます。小児はMRIによって検査されるのが通常です。脳

についてはＤSCTよりも優れたビジユアライゼーションを得られるためです(図18-9)。

法医学的に意味のある証拠〈線維や体液など)を保持し､異物の混入を防ぐため､VAの手順

全休を通じて遺体は袋に収められた状態のままです。

Ａ

ＣＴによる断層写真（２エネルギーＣＴの利用）

DECT(DuaIEner9yCnでは２つの発生源からＸ線が異なるエネルギーで同時に照射さ

れ､異なる減衰レベルを持った2つのデータを生成できます。また､ＣＴスキャンによって

検出された物体の基本的な科学的組成についての情報を得ることもできます。平均の光

エネルギーが2つの間で異なっており、これを使うとコンプトン散乱が見られます。光エ

ネルギーの違いは､管での電圧が異なる(80キロボルトと140キロボルト）ためです。言

い換えると､Ｘ線の吸収はエネルギーに依存しており、８０キロボルトでオブジェクトをス

キャンすると140キロボルトの場合とは減衰の梯子が異なります。この物理現象を利用し

て､近接した原子番号を持つ物質(カルシウムとヨード造影剤など)を識別できます。ま

た､２つのエネルギーモードの間でのCT値の変化に応じて､色が割り当てられます。この

色分けによって､石灰化と造影を容易に区別できます。

１
０
▲
Ｐ

E118,8〔MIVでのVAに利

用されるスキャナ,、２つの
エネルギーモードを描栽し

たDSdスギ￥ナ〔A〕とＭＲ｜

スキャナ【8》

岨１８ ＩＢ蛾険視におけるビジＴアライセーシヨン
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このテクニックは遺体の血管内での凝血や軟組職内での出血をよりよく表現するために

も利用できます。画像の中で物質ごとに異なる減衰の様子を表現することによって､体内

組織の種類(血液､軟組織､腿､軟骨など)を分類できます(図18-10)。

DECTは将来のヘルスケアにおいて重要な診断ツールとして機能する可能性を持ってい

ます。しかし､この新しいテクニックが活用されるためには今なお多くの研究が必要です。

VAによってこの研究が加速される可能性があります.，

Vハの手Ⅲ

図18.9疏甲蕃巽けた小

児に対するMRIの粘果。脚

丸とその軌跡を非濡によく
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の便用も容易である

羽18鯵１０戯に対するＤＥｑ
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い基
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図18.11隻存している患
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ＭＲＩ（SyntheticMRlの活用）
低体温の遺体に対して高コントラストのＭＲＩ画像を生成することは困難です。すべて

の体内組織について､ＭＲ緩和までの時間は体温の影響を受けます。そのため､任意の体温

で最善の画質を得るためには医学的に確立された手順が必要です。この問題を解決する

には､組織の特徴づけのために絶対ＭRパラメータの値すなわちT1､Ｔ２そしてＰＤ(Proton

Density)を測定します。

これは医療用MRlスキャナを使って実現するのが難しいため､ＣＭｌＶによってsymhetiC

MRIという新しいアプローチが考案されました。ここでは３つの絶対パラメータの値が

通常のＭＲパラメータによるコントラスト付きの画像へと変換されます(図18-11、図18.

12)。色のスケールについては､それぞれの組織がＭＲパラメータの値に基づいて､体温の

値に依存せずに色が割り当てられるようになっていますＭＲパラメータは絶対的な性質

を持っているため､同じ色に変換された場合は色と組織の間に特定の関係を見出すことが

でき､組織を視覚的に識別できます。遺体に対する画像化においては特にこの性質が重要

です。画像のコントラストは体温によって大きな影糾を受けるためです(図18.12)。

遺体に対する検査では対象物の助吉による影習を受けることがなく、長時間のスキャン

によって筋解像度の画像を生成することも可能です。図18-13の例では､頭部の銃創につ

いて1.2ミリメートルという等方解像度で表現しています｡SyntheticMRIは絶対ハラメー

１８章城視におりるビジュアライゼソ」ン


