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1 はじめに

複雑な流体現象 (煙や炎などの気体，波や川の流れのよ

うな液体など) の CGアニメーションを作成するために流

体シミュレーションが広く用いられている．しかし，これ

までの流体シミュレーション手法はそのほとんどが層流と

対象としたものである．層流は流体が規則正しく揃って運

動するような流れであり，不規則な流れは乱流と呼ばれる．

層流はナビエ・ストークス方程式を数値的に解くことでそ

の動きが再現されてきた．一方，我々の身近な流れのほと

んどは解析がとても困難な乱流である．例えば，水道の蛇

口から流れる水は水の量が少なければきれいに流速が揃っ

て流れる (層流)が，少し蛇口をひねって水量を増やすと急

激に流れが乱れる (乱流)．そのほかにも，砂浜に押し寄せ

る波や川の流れ，爆発や燃焼時の煙，車や船の後方にでき

る後流も乱流である．乱流は流れの一つの現象であり，ど

のような種類の流体 (液体，気体)でも，レイノルズ数が十

分大きければ乱流になりえる．計算グリッドが十分細かけ

れば，乱流も層流と同様にナビエ・ストークス方程式でそ

の運動を予測することが可能である．しかし，現在におい

ても乱流を完全に計算できるほどの性能を持つコンピュー

タは存在していない．そのため，流れの中から乱れの部分

のみをとりだし，流れを平均流れと乱流モデルに分けて計

算する手法 (例えば，レイノルズ平均流れ (RANS)，Large

Eddy Simulation(LES)など)が研究されてきた．

CGの分野でもグリッド法を用いた流体シミュレーショ

ンに乱流を組み込む研究が近年盛んに行われている．ナビ

エ・ストークス方程式をグリッドで離散化することでベース

となる流れを生成し，ベースの流れから乱流を生成するた

めのエネルギーを計算する，もしくは，渦や渦エネルギー

を移流させることで乱れの発生場所を算出する．しかし，

これらの研究のほとんどはオフラインで実行され，リアル

タイムで乱流を含む流体現象をシミュレーションできるも

のではない．

本論文では，粒子法による液体シミュレーションにGPU

により高速化したウェーブレット解析とウェーブレットノ

イズを用いることで，乱流を高速に計算する手法を提案

する．バックグラウンドグリッド等を用いず近傍粒子から

直接，エネルギースペクトル値を計算し，ウェーブレット

ノイズにより乱流速度場の追加する．さらに，GPUを用

いたウェーブレット解析，ウェーブレットノイズの実装も

行った．

この論文の次節以降の構成は以下である．次章で関連研

究を述べ，第 3章でシミュレーション手法，そして，第 4

章において我々の手法を用いた結果を示し，これらのまと

めを第 5章で述べる．

2 関連研究

Stam[13] はセミラグランジュ移流法により，グリッド

法で流れを安定して解く方法を開発した．これにより，グ

リッドを用いた流体計算が CG分野で広く用いられるよう

になった．しかし，この手法は移流による数値拡散という潜

在的な問題点をかかえている．数値拡散は乱流エネルギー

の散逸を起こし，乱流場を捉えるのを難しくする．この数

値拡散を抑えるために，BFFCC[5]やQUICK[8]，CIP法

[6]といった高次の補間法を移流に用いる手法が提案されて

いる．また，Fedkiwら [3]は数値拡散で失われる渦を検出

し，再注入する手法を提案し，Hongら [4]はこれを SPH

法へ導入した．

一方，乱流モデルを用いて乱れを構成する渦を計算する

研究もなされている．Stam[14]はKolgomorovの理論に基

づき乱流を手続き的に生成する方法を開発した．Bridson

ら [1]はノイズ関数を用いて非圧縮乱流速度場を発生させる

ことで，乱流のような流れを高速に生成する手法を提案し

た．これらの手法は流体力学に基づくものではなく，流れ

そのものはユーザの入力などに依存している．渦や流れの

エネルギーを計算することで，従来の流体シミュレーショ

ンに乱流を付加することも可能である．Selleら [11]は渦

方程式に従い渦パーティクルを移流することで，グリッド

上では数値拡散により失われる渦を再現し，Pfaffら [10]

は渦パーティクルの散布場所を壁面境界層のせん断流れか

ら計算することで固体とのインタラクションにより発生す



る乱れを計算した．Kimら [7]は粗いグリッドでの流体シ

ミュレーションとウェーブレットノイズによる渦を組み合

わせることで，高解像度の煙の乱流アニメーションを生成

した．我々は Kimらの方法をパーティクル法に応用する

ことで，リアルタイムでの乱流液体シミュレーション手法

を開発する．

3 シミュレーション手法

全体的なシミュレーションの流れを以下に示す．

1. SPH法により粘性拡散項，非圧縮項，重力項を計算

2. ウェーブレット解析により乱流エネルギースペクト

ル分布を算出

3. ウェーブレットノイズによる乱流場を追加

4. パーティクルの位置と速度を更新

SPH 法による各項の計算に加えて，ウェーブレット解析

とウェーブレットノイズによる乱流を外力として追加する

ことで，従来の粒子法に容易に乱流を導入可能である．こ

の章の残りの部分でこれらの各ステップについて詳しく述

べる．

3.1 SPH法による流れの計算

流体の流れを計算するためにパーティクル法の一種であ

る SPH法を用いる．支配方程式である非圧縮のナビエ・ス

トークス方程式は以下である．

∇ · u= 0, (1)

∂u

∂t
+ (u · ∇)u= ν∇2u− 1

ρ
∇p+ f (2)

ここで，uは流体速度，ν は動粘性係数，ρは流体の密度，

pは圧力，f は外力で重力，表面張力などが含まれる．支配

方程式をパーティクルで離散化し，SPH法を用いて解く．

パーティクル自体が液体を表しているため，パーティクル

質量が変化しないかぎり質量保存性が常に保持され (質量

保存式である式 (1)を解く必要がない)，グリッド法におい

て計算時間のかかる処理である液体表面追跡の必要性がな

いことが利点である．SPH法による物理量 ϕの離散化式

を以下に示す．

ϕ(x) =
∑
j∈N

mj
ϕj
ρj
W (xj − x, h) (3)

ここで，N は近傍パーティクルの集合，mはパーティクル

質量，ρはパーティクル密度，W はカーネル関数である．

物理量の勾配∇ϕはカーネル関数の導関数を用いて表され
る．流体の密度は以下で計算される．

ρ(x) =
∑
j∈N

mjW (xj − x, h) (4)

流体の圧力は基準となる密度 ρ0 と状態方程式より，

p = k(ρ− ρ0) (5)

となる．ここで kは非圧縮性を制御するためのパラメータ

である．我々は Müllerらの方法 [9]により式 (2)を解く．

式 (2)を数値的に解くことで各パーティクルにかかる力が

計算されるため，それに基づきパーティクルの位置，速度

を Leap-Frog法により更新する．

SPH法における計算のボトルネックは近傍粒子の探索で

ある．パーティクル数をN とすると，全探索では O(N2)

で計算量が増加する．そのため，近傍粒子の探索には空間

分割法 (O(N logN))が一般的に用いられている．空間分

割法では計算領域をバケットと呼ばれる直交格子 (ボクセ

ル)で分割し，各ボクセルにパーティクルのインデックスを

格納する．そして，周囲のボクセルに格納されたパーティ

クルのみを探索することで全探索の必要性をなくす．本研

究ではこの空間分割法を NVIDIA CUDAを用いて GPU

上で実装し，さらに，式 (2)の各項の計算も GPU上で並

列計算することで高速化を行った．

3.2 パーティクル速度のウェーブレット解析

流れのシミュレーションにおいて数値拡散で失われた，

もしくは，離散化の解像度上表現できないような小スケー

ルの渦を再構成することで乱流速度場を構成する．そのた

めには，シミュレーション上で再現できる大スケールの渦

からのエネルギー遷移による，小スケール渦の生成を計算

しなければならない．渦のエネルギー値 êは速度場 uの周

波数変換 ûより，

ê(k) =
1

2
|û(k)|2 (6)

となる．kは波数である．乱れを必要なところに正確に生

成するためには，渦エネルギー値は波数についてのみでな

く，空間についてもその変化を計算しなければならないた

め，実際には，ê(k,x)となる．

ある特定の座標における周波数変換値を求めるために窓

フーリエ変換が広く用いられている．しかし，窓フーリエ

変換では窓の大きさによる周波数分解能と空間分解能のト

レードオフに悩まされることになる．[7]ではウェーブレッ

ト変換を用いることでこの問題を解決し，各グリッドでの

エネルギースペクトル値を計算した．我々はパーティクル

法を用いているためこれをそのまま用いることはできない．

ひとつの方法としては空間にグリッドを定義し，パーティ



クルの速度場を投影する方法がある．しかし，グリッドのた

めの余計なメモリや計算時間がかかる上に，投影時の補間

による数値拡散も問題となる．これを解決するために，バッ

クグラウンドグリッドを用いるのではなく，近傍パーティ

クルの速度場から直接，周波数空間の速度場 û = (û, v̂, ŵ)

およびあるスケール sでのエネルギースペクトル ê(1/s,x)

を求める．

x 方向速度場 u の連続ウェーブレット変換式を以下に

示す．

û(s, a, b, c) =
1√
s

∫∫∫ ∞

−∞
u(x)ψ

(
x− a

s
,
y − b

s
,
z − c

s

)
dxdydz

(7)

ここで sはウェーブレットスケール，a, b, cは平行移動量

である．ψはウェーブレット関数である．グリッドを用い

た場合，周囲のグリッドの値を畳み込みすることでウェー

ブレット変換値を求める．これをパーティクル法で離散化

する．SPH法では近傍パーティクル j の重み付き和を用

いて物理量を定義する．同様にして，ウェーブレット変換

値も近傍 jをウェーブレット関数によって重み付けし，積

算して求める．パーティクル iの x方向速度 ui に関する

ウェーブレット変換は，

ûi =
1√

sψsum

∑
j

ujψ

(
xi − xj

s
,
yi − yj
s

,
zi − zj
s

)
.(8)

ここで ψsum は，

ψsum =
∑
j

ψ (9)

である．グリッドを用いた場合は周囲のセル数が一定値と

なるが，パーティクル法ではパーティクルの分布によりば

らつきが発生する．特に表面付近でパーティクルが少ない

ため，最近傍に存在する少数のパーティクルによる影響が

大きくなり，結果として表面におけるウェーブレット変換

値が大きくなる現象が発生する．それを防ぐために，ψsum

を導入した．また，近傍探索には SPH法において構築し

たバケットを用い，各パーティクルごとに GPUで並列に

計算する．v̂, ŵについても同様にして計算し，その結果を

式 (6)に代入することで各パーティクルの渦のエネルギー

値 ei(k)が計算される．この値を次節で述べるウェーブレッ

ト乱流速度場に掛けることで，小スケールの渦が発生すべ

き場所を指定する．

パーティクル速度をバックグラウンドに定義したグリッ

ドに投影し，式 (7)によりウェーブレット変換を行った結

果との比較を図 1に示す．初期条件として矩形境界内の左

下に矩形状の液体を配置した．図 1はシミュレーション中

の 1フレームである．青→赤でエネルギー値が大きくな
る．我々のパーティクルによる渦エネルギー値の算出法は

グリッドに投影する方法とほぼ同様の結果が得られる．た

だし，まだパーティクル密度によって値が変化する現象も

見られた．これはパーティクル密度の均一化 [12]や密度に

よる参照半径の修正などで解決できると考えられる．

図 1: グリッド (上段)とパーティクル (下段)から算出されたエ
ネルギースペクトル値の比較．値が高いグリッド，パーティクル
は赤，低いものは青で描画している．

3.3 ウェーブレット乱流速度場

得られたあるスケールでのエネルギースペクトル値から

より小さいスケールの非圧縮乱流速度場を求める．[1]で

示されるように非圧縮乱流速度場は，ノイズ関数 ωを用い

て以下のように定義される．

w(x) =

(
∂w3

∂y
− ∂w2

∂z
,
∂w1

∂z
− ∂w3

∂x
,
∂w2

∂x
− ∂w1

∂y

)
(10)

ω にはウェーブレットノイズ [2]を用いる．ウェーブレッ

トノイズはノイズタイルの 2次の Bスプライン補間によ

り値を算出しているため，Bスプライン重み係数を必要な

軸方向に対して変更するだけで，その導関数を求めること

ができる．ウェーブレットノイズの計算は CPUでも高速

に計算できるが，乱流を生成する際には複数帯域のウェー

ブレットノイズを生成する必要があり，計算量が増大する．

よってノイズタイルからの補間部分をGPUを用いて並列

化することでウェーブレットノイズを高速に計算した．

乱流を構成する渦はエネルギー遷移によりより細かな

渦に分裂する (forward scattering)，もしくは，合流して

大きな渦になる (back scattering)．この乱流エネルギー

遷移を表現するために Kolgomorovスペクトルを用いる．

Kolgomorovの理論に基づき，波数空間における乱流のエ

ネルギースペクトルは以下のようになる．

ê(k) = αϵ
2
3 k−

5
3　 (11)



ここで，αは Kolgomorov定数，ϵは平均エネルギー散逸

量である．式 (11)より，乱流エネルギースペクトルは波数

kの −5/3乗となる．このことから波数が 2倍となった場

合のエネルギースペクトルは以下のようになる．

ê(2k) = ê(k)2−
5
3 (12)

ただし，e(1) = Cϵ
2
3 である．式 (12)を式 (6)に代入する

ことで，速度場のウェーブレット変換に対する乱流エネル

ギーの遷移率が 2−5/6に比例することが分かる [7]，各周波

数帯域での乱流速度場を式 (10)で求めるので，最終的な

乱流速度場 y(x)は，

y(x) =

imax∑
i=imin

w(2ix)2−
5
6 (i−imin) (13)

である．[imin, imax]はスペクトルバンドの幅であり，本研

究ではパーティクルスケールの乱流を生成するため，imax

はパーティクル直径 dを最小スケールとした解像度となる

ように，iminは式 (8)で用いたウェーブレットスケール値

sに基づき計算する．

式 (13)と前節で計算した êi(k)を用いることで，乱流に

よる力は，

f turb
i = A

ρi
∆t

êi(k)y(xi)　 (14)

となる．ここで，Aはユーザが乱流の大きさを制御するた

めのパラメータである．

4 結果

提案手法をGPU上で実装した結果を示す．実行環境は，

CPU:Core 2 Duo 3.16GHz, GPU:GeForce GTX285 であ

る．手法のほとんどの部分は NVIDIA CUDA を用いて

GPU上で実装されている．また，ウェーブレット関数に

はMexican Hatを用いた．

図 4は 3次元シミュレーションの結果である．立方体状

の液体を緩やかな下り坂に落下させた．左列はウェーブレッ

ト乱流なし，右列はウェーブレット乱流有りの結果である．

パーティクル数は約 20000，ウェーブレットスケールはパー

ティクル直径の 3倍とした．GPU上で更新された粒子位

置とその近傍情報から密度値を算出し，Marching Cube法

により等値面をメッシュ化した．平均シミュレーション時

間は乱流なしの場合で約 20ミリ秒/フレーム，乱流ありで

約 40ミリ秒/フレーム，MC法によるメッシュ化，レンダ

リングまで含めた平均計算時間は約 60ミリ秒/フレームで

あった．乱流を追加した場合でも 16fps以上であり，リア

ルタイムでの実行が可能である．

図 2は図 4と同じシーンについて初期配置の深さ方向に

対して色をグラデーションさせたポイントスプライトで粒

子を描画した計算結果である．視点は計算空間上方に配置

図 2: 乱流による攪拌効果 (上段:初期状態，中段:乱流なし，下
段:乱流あり)

し，下の 2段はシミュレーションが十分進んだ後のフレー

ムの画像を示している．乱流なし (図 2中段)では流れが均

一になるため流れた後もグラデーションが保たれている．

我々の方法で乱流効果を加えた場合，図 2下段のように流

体が攪拌される．これは流体宙に浮かぶ固体などをシミュ

レーションしたときのその動きに大きく影響する．

図 3 は一様な流れの中に球状の固体を配置したシミュ

レーション結果である．粒子数は 40000で平均シミュレー

ション時間は約 60ミリ秒/フレーム，レンダリングまで含

めた平均計算時間は約 150ミリ秒/フレームである．メッ

シュ化解像度を図 4の 2倍にしたため，レンダリング時間

がかかっている．球状固体の後方の流れ (後流)が特に大き

く乱れている．

5 まとめと今後の課題

本論文では，粒子法によるリアルタイム乱流シミュレー

ション手法を提案した．近傍粒子の速度を用いたウェーブ

レット解析による渦のエネルギースペクトル値の直接計算

を行い，その結果から乱流を外力として付加することで，

SPH法による液体のシミュレーションに乱流を加えた．ま



た，Kolgomorovの理論に基づき複数の帯域のウェーブレッ

トノイズを合成することで乱流速度場を生成した．そして，

SPH法，ウェーブレット解析，ウェーブレットノイズの生

成の GPU実装により，数万粒子においてリアルタイムで

の乱流計算を達成した．

今後の課題としては，より小さいスケールの渦の再現が

あげられる．現在はパーティクルスケール以下の渦は表現

不可能であるため，より細かなパーティクルの再散布によ

る表面追跡やレンダリング表面生成時の修正などによりサ

ブパーティクルスケールでの乱流アニメーションを生成し

たい．

図 3: 流れの中に球状の固体を配置 (上段:乱流なし，下段:乱流
あり)
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図 4: 3 次元シミュレーション結果 (左列:乱流なし，右列:乱流あり)


