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1 はじめに

水，煙，炎などの流体は CGとして表現されることが多

く，それらを含むリアリティの高いアニメーションを生成

するために流体シミュレーションがよく用いられる．流れ

は層流と乱流の 2種類に分けることができる．層流は乱れ

がほとんどなく，規則正しく運動する流れである．この流

れをシミュレーションするための計算コストは乱流に比べ

て小さい．このため，これまで CGの分野で研究されてき

たのは層流がほとんどである．逆に，乱流は乱れが多く，

不規則な流れであり，自然現象には乱流が多く含まれる．

例えば，川や滝，船のあとにできる後流などである．その

ため，流体の CGアニメーションを生成するために，乱流

を表現するということは重要な課題である．近年では，乱

流を含む気体の流れを再現する研究もあるが，乱流を含む

液体の流れを高品質にリアルタイムに表現した研究はない．

これは，乱流を表現するスケールの乱れを捉えるための計

算コストが大きいためである．そこで，本論文では，粒子

法の一種である SPHで平均流を計算し，パーティクルを

サブパーティクルに分割することにより，粒子法によるシ

ミュレーションだけでは再現できない乱れを含んだパーティ

クルの動き，表面を生成する手法を提案する．また，その

実装は GPUでの並列処理に適したものであり，高速に実

行できる．

2 関連研究

Stam[12] 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[3]やQUICK[7]，CIP法

[4]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 [1]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 [2]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手続き的

に生成する手法として，Stam[13]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．また，

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]は渦パーティクル法を提案し，グリッド上では数値拡

散により失われる渦を再現した．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 [5]は，Kolgomorovの理論を用いて，粗い

グリッドでの流体シミュレーションに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．Pfaff[9]らは k-εモデルにより

異方性を考慮した乱れを再現し，リアルタイムに煙のアニ

メーションを生成した．Narainら [8]は，液体の流れにお



ける乱れをエネルギーモデルによりシミュレーションした．

しかし，多くの計算時間を必要とした．藤澤ら [15]は，粒

子法においてウェーブレット解析を用いて求めた乱流応力

を外力項に加えることで，高速に流れに乱れを加えている．

ただし，この手法ではパーティクススケール以下の乱れは

再現できていない．我々はパーティクルをサブパーティク

ルへと分割することで，パーティクルスケール以下の小さ

な乱れも再現する手法を提案する．

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は以下のようになる．

1. SPHにより粘性項，圧力項，外力項を計算し，速度，

位置を更新

2. ウェーブレット解析により乱流エネルギースペクト

ル分布を算出し，乱流応力を計算

3. パーティクルの位置と速度を更新

4. 各パーティクルに属するサブパーティクルの位置を

更新

5. マーチングキューブ法により表面生成

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節において 1,2,3について，3.2節において 4

について，最後に 3.3節において 5について述べる)

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，tは時間，uは流体速度，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)は質量保存則

である．実際の流体では厳密には非圧縮でないため，右辺

はゼロにはならないが，一般的に流速が音速に比べて十分

小さい場合は非圧縮とみなしてゼロとする．本論文では，

液体のシミュレーションにラグランジュ的方法である SPH

を用いる．SPHは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)，

パーティクルスケールでの乱流を再現するために，[15]

と同様に式 (2)の外力項 f に乱流応力を加える．乱流はさ

まざまな大きさの渦の集合として考えることができ，細か

な渦に分裂したり (forward scattering)，合流して大きな渦

を形成する (back scattering)．このようにして，異なるス

ケールの渦間のエネルギー遷移により流れが変化する．波

数 kが 2倍になった場合の乱流エネルギー êはKolmogorov

の理論により，以下のようになる [5]．

ê(2k) = ê(k)2−
5
3 (3)

[15]ではウェーブレット解析とウェーブレットノイズによ

り，パーティクルスケール (以下，PS)での乱流を再現し

ている．本論文でもこの手法を用いて PSでの乱流を再現

する．さらに，PSでの乱流エネルギーを式 (3)に代入す

ることで，サブパーティクルスケール (以下，SPS)でのエ

ネルギーを算出する．

3.2 サブパーティクル分割

乱流は様々な大きさの渦の集合と考えることができる．

そのため，乱流を完全に表現したいならば，すべての大き

さの渦を再現しなければならない．しかし，SPHにおいて

再現できる渦の大きさはパーティクルの大きさに依存し，

小さな渦をシミュレートするためにはより小さいパーティ

クルが必要となる．これはシミュレーション全体のパーティ

クル数を増大させ，同時に計算時間を爆発的に増大させる

結果となる．Laanら [14]はスクリーンスペースメッシュ

に対してノイズ関数を適用することで，パーティクル以外

のフレームワークを用いた SPSでの乱れの表現を可能と

する手法を提案した．我々はより物理的なアプローチをと

る．3.1節で述べたように乱流では異なるスケールの渦間

でのエネルギー遷移が発生する．このエネルギー遷移の中

でも forward scatteringに注目し，ウェーブレット解析で

算出した PS での乱流エネルギーに基づき，SPH のパー

ティクルを分割し，それを元のパーティクルを中心として

回転させることでより細かな渦を再現する．この分割した

パーティクルをサブパーティクルと呼ぶ．渦パーティクル

法 [11]と似たものであるが，サブパーティクルは単に元の

パーティクルの周りを回転するだけであり，計算コストは

非常に小さく，また，並列化にも適している．



図 1: パーティクルからサブパーティクルへの分割

式 (3) に基づき乱流エネルギー遷移を計算するために，

SPHのパーティクル p0i は図 1に示したように，2つのサ

ブパーティクル p
1,j
i , j = 0, 1に分割できるものとする．ま

た，サブパーティクル pLi についてもさらに 2つのサブパー

ティクル pL+1

i に再帰的に分割できるものとする．つまり，

SPHでの各パーティクルを設定したレベルまでそれぞれ

2j個に分割する．ここで，分割前のサブパーティクルを親，

分割後の 2つのサブパーティクルを子と呼ぶ．これにより，

乱流理論における forward scatteringを表現する．レベル

Lまで分割すると，1つのパーティクルが 2L個のサブパー

ティクルへと分割されることとなる．このように分割する

ことで，他のパーティクルと干渉することなしにサブパー

ティクルを生成できるため，並列処理に適している．ある

サブパーティクル pL とそれをさらに 2つに分割したサブ

パーティクル pL+1
の位置関係を図 2に示す．V c

L,j
i はパー

ティクル p
L,j
i からその子 p

L+1,2j
i への単位ベクトルである

(j = 0, 1, ..., 2L − 1). pLi に対する p
L+1,j
i の相対的な位置

は ±(rLc
L,j
i )となる．p

L+1,j
i の半径 rL と質量mL は

rL = 2−L/3r0 (4)

mL = 2−Lm0 (5)

である．ここで，r0，m0は SPHでのパーティクルの半径，

質量である．サブパーティクルの質量の総和が元 (レベル

0)のパーティクルの質量となる．

子への単位ベクトル V c
L,j
i は，各サブパーティクルの回

転速度がKolmogorovの理論を満たすよう親の位置を通る

ベクトル a
L,j
i (⊥ c

L,j
i )を軸として回転させる．角速度 ω

sub-particle 

sub-particle sub-particle 

図 2: サブパーティクル pL と pL+1
の位置関係

は，

|û(
1

2rL+1

,xi)| =

√

2ê(
1

2rL+1

,xi)

=

√

2ê(
1

2r0
,xi)(2−

5
9 )Li , (6)

ω
L,j
i =

|û( 1

2rL+1
,xi)|∆t

rL+1

. (7)

ウェーブレット解析で求めた各パーティクルの乱流エネル

ギーから，そのサブパーティクルのスケールでの乱流エネ

ルギーを求めることで，サブパーティクルでの速度を決定

する．ベクトル a
L,j
i を軸として角速度 ω

L,j
i で回転させる．

ただし，三次元の場合，その回転軸は一意に決まらない．

そこで，軸であるベクトルa
L,j
i を単位ベクトル c

L,j
i と垂直

の状態を保ったまま，c
L,j
i を軸として毎ステップ角度 θ

L,j
i

回転させる．

θ
L,j
i = αφω

L,j
i (8)

φは [−1.0, 1.0]の乱数，αは回転軸のぶれの大きさを決定

する 0以上の定数であり，ユーザーが設定する．以上の計

算により，任意に設定したレベルまでパーティクルを分割

することができる．

3.3 サブパーティクルを考慮した表面生成

表面の生成にはMarching Cube法 [6]を用いる．本研究

では，レベルを考慮したカーネル関数Wsub(x, L)を導入

し，以下の関数に関して等値面を生成する．

φ(x) =

N
∑

i

Wsub(xi, Li) (9)

Wsubはエネルギースペクトル値に基づき，用いるサブパー

ティクルを変化させるカーネルである．基準となるエネル

ギースペクトル値 ecriを定数として設定し，以下の式を満



たすようなレベル Li を求める．

ecri = ê(
1

2rL
,x)(2−

5
9 )Li (10)

ここで，ê(s,x)は位置 xでのスケール sでのエネルギー

スペクトルである．この式は，Kolmogorovの理論に従い，

レベル 0のパーティクルからどのレベルのサブパーティク

ルまでエネルギー遷移 (forward scattering)すれば，基準

のエネルギースペクトルとなるかを計算する．式 (10)よ

り使用するサブパーティクルレベル Liを算出する．Liの

値によりWsubは以下のように決定される．ここで，分割

するレベルの最大値を Lmax とする．

Wsub(xi, Li) =



































W (xi, r0) Li ≤ 0

∑2
Lmax

j=0
W (xLmax,j

i , rLmax
) Li ≥ Lmax

(Lup
i − Li)

∑2
Ldown
i

j=0
W (x

Ldown
i ,j

i , rLdown
i

)

+(Li − Ldown
i )

∑2
L
up
i

j=0
W (x

Lup

i
,j

i , rLup

i
) otherwise

(11)

ここで，Ldown
i = ⌊Li⌋, L

up
i = ⌊Li⌋+1である．エネルギー

スペクトルが大きい，つまり乱れが発生しやすい場所では

大きなレベルまでサブパーティクル分割され細かい乱れを

再現し，一方，エネルギースペクトルが小さい，つまり乱

れが発生しにくい場所ではサブパーティクル分割のレベル

は小さく，細かい乱れは現れにくくなる．陰関数 φに対し

て，Marching Cube法 [6]で流体表面を生成する．

4 結果

提案手法を実装した結果を示す．実行環境は，CPU:Corei7

2.93GHz, GPU:GeForce GTX580である．手法のほとん

どの部分はNVIDIA CUDAを用いてGPU上で実装した．

図 3は谷の中における流れをシミュレーションした結果

である．パーティクル数は最大で 40,000，サブパーティク

ル最大分割レベル Lmaxは 3とした．図 3(a)は SPHのみ，

(b)は PS乱流 [15]，(c)は提案手法による SPS乱流を含め

た結果である．(c)では (b)に比べて流れが激しいところ

でより細かな乱れが発生している．乱流を含む流体シミュ

レーションにかかった計算時間は約 15ミリ秒/ステップで

ある．また，Marching Cube法によるメッシュ生成 (最大

メッシュ数は約 80,000)には，(a),(b)について 15ミリ秒/

ステップ，SPS乱流を含めた (c)については 120ミリ秒/ス

テップかかった．PS乱流を含めた (b)と (c)の間のシミュ

レーション時間にはほとんど変化がなく，計算時間の主な

違いはメッシュ化のための陰関数 φの計算に現れた．これ

は，SPS乱流でのメッシュ化の際にはサブパーティクルを

含んでおり，Lmax = 3の場合，最大でパーティクル数は

8倍となるためである．

サブパーティクルの効果を検証するために，より単純な

移動物体の後にできる後流をシミュレーションした結果を

図 4に示す．図 4(a)は SPHのみ，(b)は PS乱流，(c)は

提案手法による SPS乱流，(d)は (b)のパーティクル数を

8倍にした結果である．(a),(b),(c)におけるパーティクル

数は約 23,000，(d)は約 184,000である．サブパーティク

ル最大分割レベルLmaxは 3とし，(c)と (d)のレンダリン

グにおけるパーティクル数がほぼ同じとなるようにした．

提案手法はパーティクル数を増やした場合と同じ程度の細

かさの渦を再現できている．また，計算時間は (d)の 10倍

高速であった．しかし，(d)と比べて小さな渦が物体が離

れた後も残っており，不自然な結果となった．これは，サ

ブパーティクルにより forward scatteringは再現されたも

のの，その逆のエネルギー遷移である backward scattering

が考慮されていないことが原因と考えられる．PS乱流で

は数値拡散によりこれらの現象が再現されていたのに対し

て，サブパーティクルでは原理上数値拡散が発生しない．

また，粘性による渦エネルギーの拡散も考慮されていない．

そのため，エネルギー遷移においてこれらの現象を取り入

れる必要がある．

5 まとめと今後の課題

本論文では，サブパーティクル分割により，計算速度を抑

えつつ，パーティクルスケール以下の乱れを再現可能な方

法を提案した．提案手法は従来手法のパーティクルスケー

ルでの乱流エネルギーからのエネルギー遷移によりより小

さな渦が発生する現象を表現できた．しかしながら，発生

した渦の生存時間が長く，流れが不自然に見える現象が観

測された．これを解決するために，大きな渦へのエネルギー

遷移および，粘性拡散を考慮する必要がある．また，従来

手法に比べて高速化できているものの，まだ，リアルタイ

ムで実行することは難しい．特に計算コストの大きい，サ

ブパーティクルを含めた表面生成部分の高速化も今後の課

題である．



(a) SPHのみ (b) PS乱流 (c) SPS乱流 (提案手法)

図 3: 谷の中における流れ
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(a) SPHのみ

(b) PS乱流

(c) SPS乱流 (提案手法)

(d) PS乱流 (パーティクル数 8倍)

図 4: 移動固体の後流


