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We have developed OpenGL Fusion technique to assemble two to more kinds of 3D visualization 
software into a window together without any software modification. Using this technique, system 
developers can supply a new problem solving environment by assembling legacy graphics programs to 
small software with new functions.  As the software development kit was developed in 2009, in this 
paper, I introduce the background for developing the kit and application examples.  
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1．はじめに 
1980年代後半，AVS，EnSight，FieldViewなどの商用の

可視化ソフトウエアが登場し，その後，各種国家プロジ

ェクトで開発されたParaView，VisItなどのフリーの可視
化ソフトウエアも数多く利用できるようになった．その

ため，新しい可視化ソフトウエアは開発する必要が無い

ように思えるが，数値計算のプロジェクトがおこる度に，

新しい可視化ソフトウエアが開発される． 
これはデータの互換性の問題もあるが，分野毎に要求

される可視化の機能が少しずつ異なっていることも原因

である．しかし，一部のデータ形式の違いや，一部の特

殊な可視化表示が欲しいために，基本的な可視化手法を

含め最初から全てを作り直すことは，ソフトウエア生産

性の観点から見ると極めて無駄が多い． 
そこで，この問題を解決するための基礎技術として，

複数の3元グラフィックスを追加の開発無しで統合する
OpenGL Fusion技術[1]が開発された．例えば，流体構造連

成の新しいシステムを開発したとき，既存の流体用可視

化ソフトと構造解析用可視化ソフトを組み合わせて，新

しい連成解析用システムの構築ができる．また，連成問

題特有の新しい表示が欲しい場合も，その機能だけを開

発して，既存の可視化システムに追加できる(図１)． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 図１ 組合せによる問題解決環境構築 

その基盤技術をベースに，バーチャルリアリティ用の

FusionVR[２]，デスクトップ用のAVS Fusion Player[3]が製

品化されてきたが，本年度2009年にユーザがOpenGL 
Fusion技術を使って独自のアプリケーションを開発でき
る開発キットの提供が始まった．本稿では，その背景と

開発キットの利用事例について紹介する． 

 
２．OpenGL Fusion技術 

OpenGL Fusionの技術は，独立行政法人情報通信研究機
構の民間基盤技術研究促進制度の委託業務「テレ・イマ

ーシブ・カンファレンス・システムに関する研究」のプ

ロジェクト[４]の中で開発された． 

OpenGLは，対話的な3次元表示ソフトウエア開発用のグ

ラフィックスライブラリで，ネットワーク経由のサー

バ・クライアントアンで動作する「ネットワーク透過型」

の機構を持つ．ネットワーク上はOpenGLコマンドが送受

信されており，その規格はオープンになっている．その

OpenGLコマンドをサーバ・クライアント以外のプログラ

ムが取り出して加工することで，例えば，表示を立体視

装置や，タイルディスプレイに表示することが可能とな

る．具体的には，起動時にバインディングされるOpenGL

のDLLを，本来のOpenGLの機能に機能追加したDLLと取り

替えることで実現でき，この技術をGL DLL Replacement[5]

と呼ぶ(図２)． 

この技術は，すでに㈱フィアラックスのEasyVR，VRCO

社のCondidシリーズ，TechViz社のTechVizなどの製品で

利用されている． 

これらは，シーンをコピーした情報にカメラマトリッ

クスを追加することで別の視点の画像を追加生成してい

るが，OpenGL Fusionでは複数のシーン情報を１つに合成

する．シーン情報にはカメラのように１つしか存在でき
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ないリソースがあるので，合成時には，それらを引き算

する工夫が必要となる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図２ OpenGL DLL Replacement技術 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      図３ OpenGL Fusion技術 

 

３．AVS Fusion Playerの課題 
 AVS Fusion Playerは OpenGL Fusion技術を使ってデス
クトップで動作する複数のアプリケーションを１つのウ

インドウに合成する．製品として合成を保証しているの

は，MicroAVS，AVS/Experss，3D AVSPlayer と Image 
Board(付属ソフト)だが，これまで表 1のソフトウエアと
Image Boardの合成例がある(表１)． 
 
   表１ 合成実績の一覧 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 「オプション」は有償のオプションを追加することで

合成も可能となるソフトウエアである． 
 図４にいくつかの合成事例を示す． 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (a) UCWIN/Load と ImageBoardの合成 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (b) Enlitenと 3DAVSPlayerの合成 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (c) ビデオアバタと 3DAVSPlayer,ImageBoardの合成 
        図４ 合成事例 
 
 Fusion技術は，動作中のアプリケーションを合成でき
ることが利点だが，逆に合成中は３つのソフトウエアが

動作していなければならない．有償のソフトウエアの場

合，合成される２つのライセンスが必要で，１つのコン

ピュータに複数の有償 3次元ソフトが入っていることは
稀である． 
 ネットワークを越えた合成もできるが，操作に 2名以
上の人が必要となる．著者自身も AVS系のソフトウエア
は自分のＰＣに入っているし操作もできるが，それ以外

のソフトウエアの操作は未熟である．これは，MAYAな
どのＣＧソフトウエア，CATIA などの CAD ソフトウエ
アも同様，複数の 3次元ソフトウエアを自在に使える人
も，また稀であることが判ってきた．２つのソフトウエ

アを AVS Fusion Playerに合成するとき，3名のエキスパ
ートが必要になってしまう． 
 そこで，AVSのシリーズで言えば，共通の出力フォー
マットの GFA で出力すし，それを表示するだけの

3DAVSPLayerで合成する．合成の目的がデモンストレー
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ソフトウエア名 種類 無償 開発者
ＭｉｃｒｏＡＶＳ 汎用可視化ソフト ＫＧＴ
AVS/Express 汎用可視化ソフト AVS Inc,
3D AVS Player 可視化結果のビューワ無償 ＫＧＴ/JAEA
ＦｌｅＸｉｇｈｔ ＶＲＭＬのＶＲビューワ フィアラックス
Image Board 付属ソフト KGT
Metaseq モデラー 無償 個人
EnLiten 可視化結果のビューワ無償 ＣＥＩ
UC WIN/ROAD 交通シミュレーション Ｆｏｒｕｍ８
ＶｉｄｅｏＡＶＡＴＡＲ ビデオアバター 無償 筑波大
ＧｏｏｇｌｅＳｃｋｅｔｃｈＵＰ モデラー 無償 Ｇｏｏｇｌｅ
ＣｒａｄｌｅＶｉｅｗｅｒ 可視化結果のビューワ無償 ソフトウエアクレイドル
Ｇｏｏｇｌｅ　Ｅａｒｔｈ 地図ビューワ 無償 Ｇｏｏｇｌｅ
Ｃｏｒｔｏｎａ ＶＲＭＬビューワ 無償 Cortna3D
EON Reality ＶＲオーサリング EON Inc.
MAYA ＣＧソフト オートデスク
CATIA ＣＡＤ ダッソー
3DSMAX ＣＧソフト オートデスク
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ションの場合，本体を合成するより決められた構図の 3
次元データをダブルクリックだけで起動して合成する方

が使い勝手が良い．EnSihgt の場合 EnLiten，ソフトウエ
アクレイドルの製品では CradleViewerというフリーのビ
ューワがある． 
 
４．Fusion開発キットの開発 

AVS Fusion Playerを使った場合，合成結果に対する操
作はAVS Fusion Playerのものとなるが，簡単な回転・拡
大操作でも，日頃使い慣れた操作を要望する人が多い．，

特に，ウォークスルーでは，最後の操作機能が重要とな

るので，必然的にカスタマイズ作業が必要となる． 
このとき既存のウォークスルーシステムが存在するケ

ースが多く，合成システムに再びウォークスルー機能を

追加で開発したのでは本末転倒となる． 
そこでソースコードを持っている場合，その中に

Fusion機能を追加する開発キットを提供することとした． 
Fusion開発キットは，いくつかの関数を含んでいるが，

もっとも単純な実装の場合，GL-UTのプログラムに２つ
の関数を足すだけで良い．図５にコーディングの概念に

ついて示す． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図５ Fusion機能のglutコードへの追加の概念 

 
GLUTの各種初期化のところでFusionの初期化関数

(fusinonInit)を追加でコールし，描画のコールバックの中
でFusionの描画関数(fusionRender)をコールする．Fusion
の初期化は独自機能の初期化なので，これはGLUTの各
種初期化との順序は関係が無い．一方，キャプチャした

ものの描画(FusionRender)の位置は，その他のGLUT関数
との順序に注意が必要である．図５の例は，このコード

がオリジナルとして描画する白色のティーポットと，キ

ャプチャした物体を連続でコールしており，その全体に

マウス操作などの各種マトリックス操作が掛かるように

している．キャプチャした物体だけにスケーリングをか

ける場合は，push/popを使い，局所的にマトリックス操
作をする必要がある． 

先に示したコーディングで，既存のGLUTプログラム
に任意のアプリケーションの表示結果をキャプチャでき

るが，どのソフトウエアの出力をキャプチャするかは，

下記に示した２つの環境設定で決まる． 
(1) OpenGL32.dllのコピー 
 Windows系のOSでGL DLL Replacementを機能され
るには，キャプチャライブラリ（gl32.dll）をアプリケ
ーションの起動ディレクトリにコピーする． 
(2) 設定ファイルへの記述 
 キャプチャライブラリがアプリケーションにバイン

ディングされ，OpenGLの命令が入ってくると，環境変
数 acDirectoryで示されたホルダの設定ファイル
（acStubConfigration.ini）を参照する．ここで，アプリ
ケーションの実行バイナリ前と一致するエントリを探

して，それがActiveになっていれば，Fusionアプリケー
ションに通信を行う．エントリが無い場合，あるいは，

そのエントリがFalseになっている場合は，通信を行わ
ないので，アプリケーションは通常のgl32.dllと同じ動
作を行う． 
 Fusion開発キットでは，通信が接続された情報を把
握できるが，先の図５に示したサンプルでは，それら

の細かい制御はFutionInitやfutionRenderの関数の中に
記載している． 

 
５．Fusion開発キットを使った開発事例 
(1) 簡単なサンプル 
 図５に示した簡単なサンプルプログラムを動作させる

と何もメニューが無いウインドウにティーポットが表示

される(図６(a) )． 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
(a) 起動ウインドウ     (b)合成の様子 

 
   図６ 単純なサンプルプログラムの例 

 
設定ファイルにはMicroAVSのエントリを作成し，それ

をActiveに設定しておく．その状態でMicroAVSを起動し
て地形のデータ(Carib.geom)を読み込むと，ティーポット
にカリブ海の地形が合成される(図６(b))． 
カリブ海の地形はMicroAVSで操作をし，ウインドウ内

のマウスのドラッグで全体の回転・拡大ができる．これ

にゲームコントローラの操作を適切にコーディングすれ

ばウォークスルーのアプリケーションになる． 

main(int argc,char *argv[])
{

glutInit(&argc,argv);    
glに関する各種初期化();
glutDisplayFunc(display); //表示コールバックのセット

futionInit(); // Fusion機能の初期化

initCamera(); // カメラの初期化

glutMainLoop();
}

static void
display()
{

glMultiMatrixd(XXXX); // マウス操作など

fusionRender(); // キャプチャ物の描画

glutColor3d(1.,1.,1.);
glutSolidTeapot(1.0); // ティーポットの描画

glutSwapBuffer(); // 全体の表示
}



 

(3) VFIVEへのFusion機能の追加 
  VFIVE[6]は，没入空間内で操作できる汎用の可視化

アプリケーションである．GLUTで記述されているの
で，プログラムは長いが，図5に示したと同様に２箇所
にFusionの関数を追加することでFusion機能の追加が
できた．図７は，VFIVEの表示とAVS/Expressの表示が
没入空間の中で統合されている様子である． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   図７ VFIVEとAVS/Expressの統合表示 

 
 ここでは，VFIVEの対話的な流線表示が機能してい

る．ワンドと呼ばれる3次元ポインティングデバイスを使
って仮想粒子を空間に放出できる．一方，AVS/Express
はビルや広域における流れの様子をスタティックに表示

することで，計算領域全体に対する検討領域の位置が判

り易くなっている．従来のデータを受け渡す方法では，

このように２つのアプリケーションの機能を同時に利用

することは不可能であったが，Fusion開発キットにより，
それが実現できた． 

 
６．まとめ 

OpenGL Fusion技術をアプリケーションに組み込むた
めの開発キットを開発した．それを用いて汎用可視化ソ

フトウエアVFIVEとAVS/Expressを同時に利用できるシ
ステムを構築した．このように，OpenGL Fusion開発キ
ットにより，既存の可視化ソフトウエアの組み合わせに

よる新しい可視化ソフトウエアの開発を可能にすること

を示すことができた．現在は表示だけを統合しているが

入力デバイスにも切り替え機能を追加することで，入出

力ともに１つに統合することが可能になると考えている． 
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