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粒子間ポテンシャル力を用いた流体・固体間相互作用のシミュレーション
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〈あらまし〉 本論文では，粒子間相互作用力と位置ベース流体計算法を用いた水滴のシミュレーション手法を提案す
る．粒子法の一種である SPH(Smoothed Particle Hydrodynamics)法を用いて液体全体の振る舞いを高速に計算
し，そして，粒子間に力を働かせることで表面張力の影響を安定して計算する．また，固体表面に位置が固定の固体
粒子を設置し，流体粒子の物理量を計算する際に固体粒子からの影響も考慮することで固体とのインタラクションを
可能にする．さらに，表面張力と接触角の関係を用いて水滴の形状を接触角によって制御できるようにすることで，
ユーザが直感的に操作できる方法を提案する．
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<Summary> This paper proposes a fluid simulation method with a surface tension effect using inter-

particle interaction forces based on a position based fluid. Behavior of fluid is efficiently calculated by using

SPH (Smoothed Particle Hydrodynamics), which represents fluid as particles, and the method appends the

surface tension force as the interaction force between the particles. Also, interaction between fluid and solid

boundary is considered by adding solid particles along the boundary. Furthermore, this paper propose an

instinctive controlling method for liquid shape, such as a water drop, by using a contact angle.
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1. は じ め に

近年，映画やゲーム，テレビ番組などでコンピュータグラ

フィクスを用いた表現が用いられている．その中でも，コン

ピュータグラフィクスで流体現象を表現することは重要なテー

マである．多くの研究が洪水や海の波，爆発など大規模なシー

ンを再現することを目的としているが，我々にとって身近な

流体現象はコップに水を注ぐ，窓などに降り注いだ雨粒，人

の流す涙や汗などの小規模なものである．水滴などの小さな

スケールの液体では表面張力がその振る舞いに強い影響を及

ぼすため，この特性を考慮したシミュレーションを行う必要

がある．

表面張力は液体分子同士が互いに引き合う分子間力が表面

において不均一になることで発生する．不均一な部分の面積，

つまり表面積を最小化するように形状を変化させるため，外

部から何も力がかかっていない状況では液体は球体を形成す

る．また，固体境界と接触しているとき，液体は固体表面材

質により大きくその挙動を変える．例えば，きれいなガラス

面では水は広がっていくが，プラスティック面や撥水コーティ

ングしたガラス面では水は広がらない．これは固体表面と液

体の親和性によるものであり，濡れ性と呼ばれる．コンピュー

タグラフィクスのシーンでは多くの場合，液体と固体の両方

が含まれており，表面張力を考える場合は濡れ性の影響を考

慮しなければならない．

本論文では，粒子間相互作用力と位置ベース流体計算法を用

いた水滴のシミュレーション手法を提案する．インタラクティ

ブなアプリケーションでは高速な処理が必要であるため，粒子

法を用いた流体シミュレーション手法である SPH(Smoothed

Particle Hydrodynamics)法を用いて液体全体の振る舞いを

計算する．そして，SPH法において粒子間に力を働かせる

ことで表面張力をシミュレーションする．また，固体表面に

位置が固定の固体粒子を設置し，流体粒子の物理量を計算す

る際に固体粒子からの影響も考慮することで固体との相互作

用を可能にする．さらに，表面張力と接触角の関係を用いる
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ことで濡れ性を接触角という視覚的にわかりやすい指標で制

御できるようにする．提案手法はGPUを用いて効率的に並

列化することができ，ユーザは接触角を変更した結果をイン

タラクティブに得ることができる．

2. 関 連 研 究

Müllerら1)は SPH法を用いることで 3次元の粘性流体の

リアルタイムシミュレーションを可能にした．SPH法は陽的

に計算を行うことで非常に高速に液体の振る舞いを計算する

ことができる一方で，液体の重要な性質である非圧縮性に欠

けるという欠点がある．これを解決するためにBeckerら2)は

圧力計算に Tait方程式を用い，ある程度の非圧縮性を確保

するWCSPH法を提案し，Solenthalerら3)はステップの最

初に計算した予測密度を反復的に修正する PCISPH法によ

り，より安定した計算を可能とした．しかし，これらの手法

は安定した計算のためには非常に小さいタイムステップ幅が

要求され，リアルタイムアプリケーションには不向きである．

MacklinとMüller4)は密度変化を拘束条件として，粒子位置

を直接修正することで高い圧縮性を保ちつつ，リアルタイム

計算に必要となるタイムステップ幅でも安定した位置ベース

流体法を提案した．本論文では彼らの方法を用いて液体の挙

動をシミュレーションする．従来研究4)で考慮されていなかっ

た表面張力による影響を加え，固体と液体間に発生する張力

の影響を計算する方法も提案する．

Wangら5)は格子法において表面張力を考慮した接触角を

生成する手法を提案し，水滴の表面張力，水滴と固体との間

の表面張力のシミュレーションを可能にした．この手法は高

品質なシミュレーションが可能であるが，格子法をベースに

しているため計算コストが高く，インタラクティブなアプリ

ケーションには向いていない．Clavetら6)は SPH法におい

て粒子のクラスタリングを防ぐ斥力を粒子間に加えることで

表面張力を表現し，固体から流体粒子に引力を加えることで

固体への粘着性を表現した．安倍ら7)は固体との接触線から

の距離に応じた力を粒子に与えることで表面張力を表現した．

しかし，固体への引力は物理法則に基づいたものではないた

め，表面張力を違和感無くシミュレーションするには不十分

である．Tartakovskyら8)は粒子間距離に応じた力を外力と

して加えることで表面張力をシミュレーションした．Akinci

ら9)は粒子間力に加えて，水滴表面の曲率を最小化する力を

与えて表面張力をシミュレーションする手法を提案した．彼

らは固体境界にも粒子を配置することで固体表面の濡れ性を

考慮した．しかし，固体との相互作用は粒子間力のみが考慮

され，曲率については考慮されていない．そのため，特に濡

れ性が高い表面では正確な液体の挙動をシミュレーションす

ることは難しい．さらに液体が固体と接触した際の形状は張

力係数のみで決定され，その形状を直感的に制御することが

難しい．

本論文では，粒子間ポテンシャル力による表面張力のシミュ

レーションに加えて，曲率最小化においても固体パーティク

ルを考慮し，適切な法線を計算することで液体が固体に張り

付くような濡れ性が高い表面のシミュレーションも可能とす

る．また，視覚的な指標として液体が固体に張り付いたとき

の角度である接触角を用いることで，水滴のような形状の直

感的な操作を可能とする．

3. SPH法による流体計算

3.1 支配方程式

流体の流れを計算するための支配方程式として以下の非圧

縮粘性流体のナビエ・ストークス方程式を用いる．

∇ · u = 0, (1)

ρ(
∂u

∂t
+ u · ∇u) = −∇p+ μ∇2u+ f (2)

ここで，uは流体速度，tは時間，μは粘性係数，ρは流体の

密度，pは圧力，f は外力である．式 (1)は質量保存式であ

る．SPH 法では式 (2) の各項を周囲の粒子の重み付き和で

離散化し，粒子 iにかかる力をそれらの総和で表す．例えば，

右辺第 1項は圧力の勾配であり以下のように離散化される．

−∇p = −
∑
j

mj(
pi
ρ2i

+
pj
ρ2j

)∇W (xi − xj , h) (3)

ここで，j は周囲のパーティクル，mは粒子の質量，W は

カーネル関数と呼ばれ，有効半径 hを持つ重み関数である．

この式で用いられる各粒子の圧力 pi, pj は理想気体の状態方

程式から p = kpress(ρ − ρ0)と計算するのが一般的である．

ここで kpress はガス定数，ρ0 は液体の初期密度である．こ

の方法では 1 ステップ内での圧力伝達がパーティクル 1 つ

分にしかならないため，全体の密度が均一になるのに時間が

かかり，結果として液体が圧縮するように見えてしまう．特

に水滴のように表面張力が支配的な場合，液体全体が収縮す

るような不自然な挙動を示す．これを解決するために代わり

に Tait 方程式を用いる方法2)や反復的に圧力を修正する方

法3)などが開発されているが，いずれも非常に厳しいタイム

ステップ幅の制限を課す必要がある．これを解決したのが位

置ベース流体法4)である．位置ベース流体法では多少の反復

計算は必要になるが，安定した計算のためのタイムステップ

幅の制限はリアルタイムアプリケーションに必要となる 1/30

秒程度までは緩和される．本研究でもこの方法を用いて非圧

縮流体をシミュレーションする．ただし，濡れ性を再現する

ために従来法では考慮されていなかった固体との相互作用を

追加する．次節で固体粒子を用いた液体・固体間相互作用を

含む位置ベース流体法について説明する．

3.2 固体粒子を含む位置ベース流体法

位置ベース流体法4)は粒子の位置を直接計算するという点

で，速度を用いる従来手法と異なる．まず初めに，粒子の密度

が常に初期密度と同じであるという以下の制約条件をかける．
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C (p1, ...,pn) =
ρi
ρ0

− 1 = 0 (4)

そして，粒子が移動してもこの制約条件を満たすとする．

C (p+Δp) = 0 (5)

以上の制約条件を満たすように，流体粒子の位置の変化を毎

ステップ次の式で計算する．

Δpij = − 1

ρ0
(si + sj)∇W (pi − pj , h) (6)

si は次の式で計算される．

si =

ρi

ρ0
− 1∑

j | 1
ρ0
W (pi − pj , h)|2 + ε

(7)

ここで，右辺の分子は密度に関する制約条件，分母は周囲の

粒子から受ける影響である．sj も同様に計算される．

SPH 法ではシミュレーションの端の境界や固体との境界

付近での挙動が問題になる．境界外部や固体内部は粒子が存

在しないため密度が 0となり，密度が小さい場所へ集まろう

とする粒子の性質により境界付近や固体付近に集まり圧縮の

要因となる．これは位置ベース流体法においても同様である．

提案手法では，境界表面に粒子を設置し，近傍探索時にこの

固体粒子を考慮することで境界付近での粒子の圧縮を防ぐ．

固体表面に Bell ら10)と同様の方法で固体粒子を設置し，

Akinciらの方法11)を用いて各流体粒子の密度を求める．

ρi =
∑
j

mjW (pi−pj , h)+ρ0
∑
k

VkW (pi−pk, h)(8)

右辺第一項は近傍の流体粒子から受ける影響，右辺第二項は

近傍の固体粒子から受ける影響である．ここで，Vk は固体

粒子の仮想体積を表すものである．中実な固体をシミュレー

ションする場合，固体の内部を固体粒子で満たす必要がある

が，その場合粒子の数が非常に多くなるため計算コストが高

くなる (図 1(b))．よって計算コストを下げるために，固体の

表面だけに固体粒子を設置し (図 1(a))，それらに適切な仮想

体積を持たせることで固体が粒子で満たされた状態に近づけ

る．仮想体積は以下の式で計算する11)．

Vi =
mi

ρi
=

mi∑
k mkW (pi − pk, h)

(9)

ここで，kは近傍固体粒子を表す．液体の初期密度 ρ0は有効

半径 h内に粒子が満たされている状態を仮定して設定される

が，図 1(a)のように 1層のみ固体粒子が配置されている場

合，固体内部に粒子が存在せず，流体粒子の密度も低くなっ

てしまう．式 (9)の分母 ρi は ρ0 に比べて小さくなり，分子

のmi はすべてのパーティクルで一定であるので，もし 1層

のみで周囲の粒子数が小さい場合は式 (9)の値は大きくなる．

式 (9)の Viを仮想体積として，粒子質量を ρ0Viとして式 (8)

で密度を計算することで，固体粒子が内部にも満たされてい

る状態を近似する．

(a)固体粒子が一層の場合 (b)固体粒子が多層の場合

図 1 固体粒子層
Fig. 1 A layer of solid particles

式 (6),式 (7)の密度制約条件式も固体粒子を考慮して変更

する必要がある．式 (7)の分母項が周囲の粒子から受ける影

響を考慮するための項であり，これを式 (8)と同様に流体粒

子と固体粒子それぞれの影響に分離する．

si =

ρi

ρ0
− 1∑

j | 1
ρ0
W (pi − pj , h)|2 +Gs + ε

(10)

ここで，

Gs =
∑
k

∣∣∣∣
Vk

mk
W (pi − pk, h)

∣∣∣∣
2

(11)

である．Gs は周囲の固体粒子から受ける影響を考慮した項

であり，仮想体積を用いることで固体表面粒子が 1層だけの

場合でも，その影響が適切に働くようにしてある．

4. 粒子間ポテンシャル力

表面張力とは，液体分子が分子間力によって安定した状態

を保とうとする力である．液体と外部との境界付近では分子

間力が均衡していないため不安定であるので，液体には表面

積を小さくしようとする力が働く．表面張力は一般的に位置

xにおける局所的な表面曲率 κ(x)を用いて以下のように表

すことができる．

F curvature(x) = σκ(x)N(x) (12)

ここで，σは張力係数，N(x)は表面法線である．式 (12)で

問題となるのが，曲率 κをどのようにして計算するかという

ことである．単純には表面形状の空間 2階微分を取ればよい

ので，SPH法でも式 (3)で勾配を計算したように，重み関数

W のラプラシアンをとることで曲率は計算可能である．し

かし，2階微分ということもあり表面粒子の微少な変化に敏

感に変化してしまい，結果として形状が乱れてしまう．また，

外力を加える形になるので大きな表面張力がかかると計算が

不安定となる．

本論文では表面張力を粒子間ポテンシャル力でシミュレー

ションする．粒子間ポテンシャル力は表面張力の要因となっ

ている分子間力をシミュレーションするもので，SPH にお

ける各粒子に，近傍粒子との相互作用力を追加するものであ
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る．濡れは固体表面に固体粒子を設置し，液体粒子と固体粒

子との間に粒子間ポテンシャル力を加えることでシミュレー

ションする．

4.1 液体内のポテンシャル力

表面張力による位置の変化を考慮して，式 (6)を以下のよ

うに変更する．

Δpij = − 1

ρ0
(si+sj)∇W (pi−pj , h)+Δt2

F i←j

mi
(13)

ここで，F i←j は粒子 j が粒子 iに与える粒子間ポテンシャ

ル力である．F i←j は力なので質量mi で割ることで加速度

とし，加速度がタイムステップ内で一定であると仮定して積

分することで速度を，さらにその速度を積分することで近似

的に粒子間ポテンシャル力を位置の変化として追加している．

流体内部の粒子間ポテンシャル力について，文献 9)の方

法を用いてその大きさを求める．粒子 iが粒子 j から受ける

力は，

F cohesion
i←j = −γmimjC(|xi − xj |) xi − xj

|xi − xj | (14)

となる．ここで，i, jは近傍粒子であり，γはポテンシャル力

係数，mは粒子の質量，xは粒子の位置，C は図 2に示す

スプライン曲線であり，以下の式で表される．

C(r) =
32

πh9

⎧⎪⎨
⎪⎩

(h− r)3r3 h
2 < r ≤ h

2(h− r)3r3 − h6

64 0 < r ≤ r
2

0 otherwise

(15)

式 (15)の最初の項は，γ の値を 1に近づけるため定数項

である．文献 9)ではこれに加え，前述の曲率を用いた表面

積を最小化する力を加える手法を提案している．これは，表

面張力の性質である液体の外部との接触面積が小さくしよう

とする力をシミュレーションするものである．本論文でもこ

れを導入する．この力を計算するために，まず各粒子の法線

を計算する．

ni = h
∑
j

mj

ρj
∇W (|xi − xj |) (16)

ここで，W は SPHのカーネル関数であり，ρj は近傍粒子

密度である．ni は流体内部で 0になるが，流体表面では曲

率に応じて大きくなる．この性質を利用して表面積を最小化

する力を以下のように計算する．

F curvature
i←j = −miγ(ni − nj) (17)

式 (17)は平面と流体内部で 0になり，その他の場合曲率に

比例して大きくなる．さらに，粒子の密度差を補正する係数

Kij =
2ρ0

ρi + ρj
(18)

を計算し，最終的な粒子間ポテンシャル力は以下のように

なる．

F i←j = Kij(F
cohesion
i←j + F curvature

i←j ) (19)

図 2 粒子間に働く力を近似するスプライン曲線
Fig. 2 A spline curve used to simulate the inter-particle

force

4.2 液体・固体間のポテンシャル力

液体が固体に接触しているときにそれぞれの粒子間でポテ

ンシャル力を計算することで固体表面の濡れ性による液体形

状の変化をシミュレーションする．具体的には液体粒子にか

かる粒子間ポテンシャル力を計算するとき，近傍に固体粒子

が存在する場合は固体粒子から受ける影響も考慮する．固体

粒子 kから流体粒子 iへかかる粒子間ポテンシャル力を

F cohension
i ← k = −γLSmiρ0VkC(|xi−xk|) xi − xk

|xi − xk| (20)

とする．ここで，γLS は液体・固体間のポテンシャル力係数

であり，γ と接触角から導出される．式 (20)は式 (14)の固

体粒子質量を仮想体積から求めた質量 ρ0Vk に置き換えるこ

とで導出される．

本研究では従来研究9)では考えられていなかった固体と接

触した際の水滴の表面積最小化についても考える．式 (17)を

用いて近傍粒子からの力を考えるときに，液体粒子からの影

響だけでなく固体粒子からの影響も考慮する．これにより，

液体と固体の境界付近でも水滴はその表面積を最小化する形

状をとり，固体とのより自然な相互作用を実現する．

固体から流体へかかる表面積最小化の力は以下のように

なる．

F curvature
i ← k = −γLSmi(ni − nk) (21)

法線の算出においても，固体粒子の影響を考慮して

ni = h
∑

j∈NL

mj

ρj
∇W (|xi − xj |)

+hA(θ)
∑

k∈NS
Vk∇W (|xi − xk|)

(22)

とする．ここで，A(θ)は固体からの影響に重みをつける関

数，θは接触角であり，ユーザが任意の値を設定することがで

きる．θ = 180˚では固体表面は液体を完全にはじくため，固

体表面付近の液体表面法線は固体表面法線と逆の方向を向い

ている．これを再現するためには A(θ) = 0として固体粒子

の影響を受けないようにしなければならない．一方，θ = 0˚

では固体と液体の親和性が高く，液体が固体表面上に平らに

広がる．この状態では液体表面法線と固体表面法線の向きは
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(a)界面張力が小さいとき (b)界面張力が大きいとき

図 3 接触角の違いによる水滴形状変化
Fig. 3 Change of a water drop depend on the contact

angle

ほぼ同じとなる．これを実現するためには固体粒子の影響を

大きくする，つまり，A(θ)の値を 1より大きくする必要が

ある．本論文では上記 2つの条件に加えて，接触角が 90˚で

は固体粒子と液体粒子の影響を等しくする (A(θ) = 1)とい

う条件を満たす以下の式を用いる．

A(θ) = 1 + cos θ (23)

式 (23)は接触角と法線方向の関係を満たすことを条件とし

て，実験的に求めた式である．

以上の計算結果を用いて，粒子 iにかかる粒子間ポテンシャ

ル力 Fi を以下の式で求める．

F i = Kij

∑
j∈NL

(F cohesion
i ← j + F curvature

i ← j )

+Kik

∑
k∈NS

(F cohesion
i ← k + F curvature

i ← k )
(24)

5. 接触角を用いた制御

接触角とは図 3に示すように水滴と水滴が接する固体表面

がなす角である．液体は固体に接触した際，濡れ性によって

その形状が変わる．シミュレーション中で濡れの強さを制御

するにはポテンシャル力係数 γLS を調整する必要があるが，

この数値から水滴の形状を想像することは一般的に難しく，

ユーザが意図した通りのシミュレーションをすることの妨げ

になるという問題がある．提案手法では，人間にとってより

直感的な指標である接触角を操作することで，水滴の形状を

制御できるようにする．

このために接触角と粒子間ポテンシャル力係数との関係を

近藤らの方法12)に基づき求める．表面張力係数と接触角の関

係式として Youngの式が知られている12),13)．

σS − σLS − σL cos θ = 0 (25)

ここで，σS , σLS , σLはそれぞれ，固体壁の表面エネルギー，

固体・流体間の界面エネルギー，流体の表面エネルギーであ

り，θは接触角である．流体同士を引き離して２つの流体界

面を生成するのに必要な仕事WLと，流体と固体壁を引き離

して流体界面と固体壁界面を生成するのに必要な仕事WLS

は

WL = 2σLS (26)

WLS = (σL + σS − σLS)S (27)

である．ここで，S は生成する界面の面積である．これらを

Youngの式に代入することで

WLS

WL
=

1

2
(1 + cos θ) (28)

と仕事と接触角の関係が得られる．また，界面を生成するた

めの仕事とポテンシャル力係数の間には比例関係がある12)

ため，

γLS

γ
=

1

2
(1 + cos θ) (29)

となり，粒子間ポテンシャル力係数と接触角との関係を得る

ことができる．提案手法では流体内部の粒子間ポテンシャル

力係数 γと接触角 θを用いて，流体・固体間の粒子間ポテン

シャル力係数 γLS を求めるため，以下のように変形して用

いる．

γLS =
1

2
γ(1 + cos θ) (30)

係数 γは例えば水と空気の境界面の場合 7.2× 10−2[N/m]

であるが，シーンに合わせてユーザが任意の値を設定できる．

6. 結 果

提案手法を実装した結果を示す．実行環境は，CPU:Corei7

3.7GHz, GPU:GeForce GTX Titanである．近傍粒子探索

部分は Greenら14)のハッシュ法を用いた．液体粒子の密度

場からMarching Cubes15)で液体表面を三角形メッシュで抽

出，レンダリングした結果を示す．メッシュ生成も含めて手

法のほとんどの部分はNVIDIA CUDAを用いてGPU上で

並列実行されている．

図 4は複数の水塊を傾斜角 25 の̊斜面上に落下させたとき

のシミュレーション結果である．誤差による計算不安定性を

防ぐため，水塊のスケールは 0.1m程度と大きいものを設定

し，表面張力係数にも 1.2と大きな値を設定することで (水

の場合で約 0.072)，水滴をシミュレーションしている．液体

粒子数は約 20,000，斜面には約 145,000の固体粒子を配置し

た．計算速度は液体粒子の密度場からのMarching Cubesに

よる表面メッシュ生成も含めて 1フレームあたり約 85ミリ

秒であった．図 4(a)では接触角 θ = 30˚としたため，斜面

上に液体が張り付くように移動している．一方，図 4(b)で

は θ = 90˚であったため，斜面は液体をはじくような性質と

なっている．これらの結果から，接触角によって固体表面の

性質である濡れ性を接触角で適切に制御できていることがわ

かる．図 5に固体との相互作用を粒子間ポテンシャル力のみ

で行う従来法9)との比較を示す．我々の方法は特に接触角が

小さい，つまり，固体表面の濡れ性が高いときにより有用に

働く．従来法では図 5(a)のように液体が表面に張り付く効果

は再現できるものの，固体表面との親和性により表面に沿っ

て液体が広がっていくような効果は再現できない．一方で図
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(a) 接触角 θ = 90˚

(b) 接触角 θ = 30˚

図 4 斜面上に水滴を落下させたシミュレーション結果
Fig. 4 Simulation results of water drops on a slope

(a) 従来法9)

(b) 提案法

図 5 従来法との比較 (接触角 θ = 30 )̊
Fig. 5 Comparison with previous method

5(b)に示すように提案手法ではこの効果を再現できているこ

とがわかる．

図 6は水滴形状が接触角を変えたときにどのように変化す

るかを実験した結果である．図 6は接触角を変化させてから

ある程度ステップを進めて静止状態になったときを表してい

る．液体粒子数は約 2,000，固体粒子数は約 35,000である．

下部境界だけでなく液体を囲むように境界を設定したため固

体粒子数が多くなっている．計算時間は約 50ミリ秒となっ

た．接触角によって水滴形状を制御できていることがわかる．

水などの液体を容器に注いだとき，表面張力と濡れ性によ

り液体の境界に近い部分が盛り上がったような形状を形成す

る．これをシミュレーションしたのが図 7である．液体を円

筒状のタンクに注いだ後に静止状態になったときの液体形状

を表している．接触角を 30˚とすることで表面張力により液

体が境界を上るような挙動がシミュレーションできている．

液体粒子数は約 18,000, 固体粒子数は約 44,000であり，計

算時間は約 50ミリ秒/フレームであった．液体粒子数が増え

ているのにもかかわらず図 4に比べて計算時間が短いが，こ

れは表面メッシュの解像度の違いによるものであり，シミュ

レーション時間そのものはGPUによって並列化しているこ

ともあり，大きくは変わっていない．

7. む す び

本論文では，粒子間相互作用力と位置ベース流体計算法を

用いた水滴のシミュレーション手法を提案した．位置ベース

流体法を用いた高速な液体計算に対して，粒子間ポテンシャ

ル力を適用することで表面張力を大きなタイムステップ幅で

も計算結果が発散することなしに計算し，固体との相互作用

のために固体表面に単層の固定粒子を配置し，液体・固体間
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図 6 接触角を変化させたときの水滴形状変化 (上から接触
角 θ = 0, 90, 180 )̊

Fig. 6 A water drop with various contact angles (θ =
0, 90, 180˚from top to bottom)

ポテンシャル力を定義することで固体表面での濡れの影響を

シミュレーションした．さらに濡れによる影響の制御を接触

角で行うことで，ユーザにとって視覚的にわかりやすい指標

を与え，GPUで並列計算を行うことで接触角を変えたとき

の結果をインタラクティブに確認できるようにした．

今後の課題として，液体の体積保存の問題がある．位置

ベース流体法は反復回数を増やすことで体積保存性を確保

することができたものの，表面張力を力として加えたため，

30 ∼ 50%ほどの体積変動が発生した．これを解決するため

には，表面張力を力としてではなく粒子間の制約条件として

加える必要がある．また，現在は結果の評価はすべて主観的

なものであるが，実際の実験結果との比較を含めたより客観

的，定量的評価も必要である．さらに多くの水滴が舞うよう

な大規模なシーン，例えば雨が降るシーンでの個々の水滴の

動きなどで，より多くの粒子数が必要となった場合でも高速

に実行できるようにすることも今後の課題である．
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