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用いることで，複雑な形状へも対応することが可能である

はじめに
ことを示す．
コンピュータグラフィックスにおいて水や煙，炎といっ

た流体表現は欠かせない要素の一つとなっている．これら
の流体は自身の内部影響だけでなく，周囲の固体境界との
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関連研究

相互作用によってもその挙動が変化する．例えば，コップ

Müller ら [13] は SPH 法を用いることで 3 次元の粘性流
に水を注ぐ，海上を船が波を立てながら進むといったシー
ンでは固体-液体間の相互作用が重要となる．

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

流体シミュレーションではオイラー的アプローチである
計算することができるのだが，一方で液体の重要な性質で
グリッド法とラグランジュ的アプローチである粒子法が広
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
く用いられている．そして粒子法はその計算速度と拡張の
ために Clavet ら [6] は 2 種類の重み関数により粒子間の距
容易さからコンピュータグラフィックス分野における液体
離を一定になるようにした．また，Becker ら [3] は圧力計
表現に広く用いられている．粒子法の中でも陽的な方法で
ある SPH 法は特にリアルタイムアプリケーションに適し
ており，様々な改良手法が提案されている．SPH 法を用い
た液体表現では 2 つの大きな問題，

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 [16] 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

1. 体積保存性

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

2. 固体境界の取り扱い

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 Müller[10] は密度変化を拘束条件とし

を解決する必要がある．(a) に関しては反復的な計算を行

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，

うことで，ある程度解決できる手法が提案されている．(b)

リアルタイム計算が可能なタイムステップ幅でも安定した

の固体境界についてはポリゴンや陰関数で表される固体な

方法を提案した．本論文では彼らの方法を用いて液体の挙

ど流体以外の物体と流体を表す粒子のインタラクションを

動をシミュレーションする．

どのようにするかということである．特に境界付近におい

粒子法において固体境界とのインタラクションを解決す

て粒子の密度が低くなることで，境界に接した粒子がクラ

る方法として最も一般的なのは粒子が固体内にめり込んだ

スタリングしてしまうということが大きな問題となる．一

量に応じて力を返すペナルティ法である [12, 11]．この方

般的には境界内に固体粒子を配置することで解決するが，

法では境界付近で粒子密度が低くなり，結果として粒子分

境界形状が複雑な場合には対応することが難しい．また，

布が不均一になってしまう．Harada ら [7] はこの問題に対

粒子数の大幅な増加も問題となる．

して平面境界内の仮想的なパーティクル分布を仮定して，

本論文では境界を多項式で表し，そこから補正量を直接

前計算した壁重み関数を使うことで解決した．これに対し

計算する方法を導入することで，固体境界内部に粒子を配

て固体を粒子の集合として近似することで液体-固体間の

置することなく，クラスタリングの問題を解決する．従来

インタラクションを行う方法も開発されている [5, 2, 4]．

手法では補正量は平面境界との距離に応じてスプライン関
数で近似されていたが，これを境界形状が多項式で表され

Ihmsen ら [8] は境界内に流体物理量を外挿することで固体
境界付近の粒子分布を改善し，Schechter と Bridson[15] は

ると仮定することで補正量計算のための積分を直接解く．

これを拡張して界面張力で流体が固体に張り付く現象も再

さらに非圧縮性を保つために位置ベースの粒子法 [10] と組

現した．これらの方法は正確な圧力計算のために多くの固

み合わせ，また，境界表現に多項式を用いる SLIM[14] を

体粒子が必要となる．Akinci ら [1] は仮想的な体積を設定
することで 1 層の固体粒子だけでも粒子がクラスタリング
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しない方法を提案している．

Kulasegaram ら [9] は境界付近における密度計算式の改
良によって，固体内に粒子を配置することなくクラスタリ

SPH 法における密度計算式の補正
式 (4) の密度計算は図 1 のように粒子 i の位置座標 xi 内

にある粒子の質量に対して，カーネル関数で重み付けして
ングを防ぐ方法を提案した．境界付近における粒子の密度
計算において，その有効半径内における固体境界部分占有
領域を考慮に入れた補正を行うことで密度の低下を防いで
いる．しかし，彼らは平面境界のみしか考慮しておらず，
補正量の計算もスプライン曲線フィッティングに基づく近
似的なものであった．本論文では境界を多項式で表し，そ
こから補正量を直接計算する．また，境界表現に多項式を
用いる SLIM[14] を用いることで複雑な形状へも対応する．

合計することで密度を計算している．カーネル関数は周囲
R
に粒子が満たされていることを前提として， V W dx = 1

となるように設定する．しかし，図 1 の灰色で表された領

域を固体とすると，粒子 i が固体境界に近づいたとき，有
R
効半径内に粒子が存在しない領域が存在し， V W dx < 1
R
となってしまうことが分かる．式 (4) は V W dx = 1 を仮

定しているので，結果として境界付近では密度が小さくな
り，周囲の粒子を引きつけることになる．これが固体境界
での粒子のクラスタリングを発生させる．クラスタリング

2.1

流れの計算
は特に体積保存性を維持しようとすると顕著に発生する．
これに対して，固体境界内に固定した粒子を配置する方法

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

[1] や境界内に粒子が満たされていると仮定してその影響

トークス方程式は以下である．

を前計算しておく方法 [7] がある．
本研究では密度計算式を導出する際の過程に注目し，補

∇·u

=

0,

(1)

∂u
+ (u · ∇)u
∂t

=

1
ν∇2 u − ∇p + f
ρ

(2)

正量 γ を含む以下の式を代わりに密度計算に用いる [9]．

ρi =

ここで，t は時間，u は流体速度，ν は動粘性係数，ρ は流

1 X
mj W (xi − xj , h)
γi

(5)

j∈N

体の密度，p は圧力，f は外力である．支配方程式をパー
ここで，
ティクルで離散化し近似的に解く．パーティクル自体が液

γi =

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

Z

W (xi − x, h)dx

(6)

v

り質量保存性が常に保持され (質量保存式である式 (1) を

である．従来の SPH 法では γ = 1 と仮定することで式 (4)

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

を用いていたが，前述の通り固体境界付近ではこの仮定は

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．

成り立たない．式 (5) を用いることで，固体内に粒子を配

SPH 法による物理量 φ の離散化式を以下に示す．
X
φj
φ(x) =
mj W (xj − x, h)
ρj

どのようにして計算するのかが大きな問題となる．[9] では

置しなくても固体のクラスタリングを防げる．一方で γ を

(3)

j∈N

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．ある粒子 i の密度 ρi は以下の式で計算される．
X
ρi =
mj W (xi − xj , h)

γ を平面境界までの距離で変化する関数としてスプライン
曲線で近似したが，平面境界以外への拡張が難しい．そこ
で固体境界を多項式で表し，式 (6) の積分を直接計算する．
図 2 に示すようにある粒子の中心座標 xi を原点とし，そ
れに最も近い境界面の法線を z 軸とした座標系を考える．

(4)

j∈N

SPH 法では質量保存は保証されるものの体積保存性 (非圧
縮性) はそのままでは考慮されない．本研究では位置ベー

このとき，xi を中心とした極座標 (r, θ, φ) を用いると式
(6) は，

γi =

Z

2π
0

Z

π
0

Z

g(θ)

W (r, h)r2 sin θdrdθdφ

(7)

0

ス粒子法 [10] を用いて非圧縮性を実現する．位置ベース粒

となる．ここで g(θ) は原点から境界までの距離を表す関

子法では密度制約条件を満たすように CFM を用いて粒子

数であり，境界として 1 次多項式 z = ax + by + c を仮定

位置を修正していくことで非圧縮性をシミュレーションす
る．位置の修正は 1 ステップ内で密度変動がユーザの設定
した値以下になるか最大反復回数に達するまで繰り返し実
行される．十分な反復回数を設定すれば境界でのクラスタ
リングもある程度防ぐことができるが，その分計算時間が

した場合，以下の式で計算される．

 c
θ > θ1
g(θ) = cos θ
h
θ ≦ θ1

(8)

必要となる．[10] では境界粒子を用いる方法が解決策とし

θ1 は原点から固体と接している境界線までベクトルと z 軸

て示されているが，本研究ではそれとは異なるアプローチ

のなす角である．多項式の係数 c は原点を xi とした座標

で固体境界との相互作用を実現する．

系に座標変換されたものを用いる．

と表される．分子の ci は式 (9) と式 (5) から計算される．
分母に関しては ∇xk ci =

1
ρ0 ∇xk ρi

より，∇ρi が必要とな

る．γi を境界までの距離 d を有効半径 h で正規化した距離

e = d/h に関する関数 γ(e) とすると，式 (5) より，
∇ρi =

1 X
ρi ∂γi
mj ∇W (xi − xj , h) −
nb
γi
γi h ∂e

(12)

j∈N

ここで nb は境界の法線である．k = i と k 6= i の 2 つの場

図 1: SPH 法におけるカーネル関数を用いた密度計算

1 次多項式 (平面) を仮定しているため g は θ のみの関数
としてあるが，2 次以上の多項式ではこれは成り立たない．
本研究では 1 次多項式を用いた SLIM 曲面により複雑な形
状にも対応させているため式 (8) をそのまま用いるが，よ
り精度を高めるためには 2 次以上の多項式にも対応する必

合を考えて、最終的に
X
ρi

mj ∇W (xi − xj , h) − N b
1 
h
j∈N
∇xk ci =
ρ0 γi 

−mi ∇W (xi − xk , h)

k=i
k=
6 i
(13)

∂γi
nb とした．各計算ステッ
∂e
プの最初に各粒子について γ と N b を計算した後，密度と
λ を求めて式 (10) に代入することで粒子の位置変位が得ら
が得られる．ここで，N b =

れる．
要があるだろう．
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複数の多項式境界の合成
より複雑な固体境界形状を扱うために SLIM[14] を用い

る．SLIM では階層的に分割した領域 (ノード) ごとに多項
式を用いることで形状を陰関数曲面として表す．補正係数

γ の計算においても多項式を用いているので，その方法を
そのまま適用することができる．ただし，領域が複数にま
たがっていた場合の γ 計算方法を考える必要がある．各粒
子の中心座標 xi から有効半径 h 内にある SLIM ノード j
図 2: γ の計算領域

を探索する．ノード領域は球形であるので，ノード中心位
置 cj の距離計算だけで探索は可能である．そして範囲内
にある各領域ごとに γj を求める．粒子の補正係数 γi には

4

位置ベース粒子法
この章では補正量 γ を位置ベース粒子法 [10] と組み合わ

重み関数 Wg にはガウス関数を用いる．単純な重み平均で

せて用いる方法を説明する．
位置ベース粒子法では粒子 i の密度制約条件として，

ci (x1 , ...xN ) =

単純に各領域で求めた値の重み付き平均を用いる．
P
j Wg (cj − xi )γj
γi = P
(14)
j Wg (cj − xi )

ρi
−1=0
ρ0

(9)

を仮定する．ここで ρ0 は流体の初期密度である．式 (9) か
ら粒子移動後もこの制約が満たされる (c(x + ∆x) = 0) と
して，粒子 i の移動量 ∆xi を以下のようにして計算する．

1 X
(λi + λj )∇W (xi − xj , h)
∆xi =
ρ0

(10)

は実際には誤差が発生する．図 3 は式 (14) で求めた値とモ
ンテカルロ的な方法で積分を計算した各点の γ の近似値の
差を描画したものである．2 つのノードでそれぞれ平面が

1 次多項式として表されており，2 平面間の角度は 90 度で
ある．誤差は両ノード領域の中央部で大きくなり，最大で

20%ほどであった．ノード間の角度が小さいほどこの誤差
は小さくなる．また，角度が大きい場合は図 3 の中央部に
見られるような直線形状の誤差が現れている．これは g(θ)
の θ 方向に 2 つの平面が含まれていた場合に γ が不正確に

j∈N

計算されたことが原因である．正確に求めるならば式 (7)

λ はスケーリングファクタであり，

の計算時に各領域に占められる体積を考慮して積分すべき

ci (x1 , ...xN )
λ = −P
2
k |∇xk ci | + ε

(11)

であるが，多くのノードが重なっているような場合には難
しいため，本研究では式 (14) の重み付き平均を用いる．

図 4: Dam Breaking シミュレーション (断面図)．上段は γ による補正なしの場合，下段は提案法による補正ありの場合
の結果

投入したときのシミュレーション結果を示す．粒子数は約

12000，密度変動率は 0.04，最大反復回数は 10 回とした．
また，SLIM ノード数は約 3700 である．図 7 では粒子を
直接描画するのではなく，粒子から表面メッシュを生成し，
それをレイトレーサを用いてレンダリングした．SLIM 曲
面を用いることでより複雑な形状にも対応できている．図
0.2

6 は図 5 と同様に密度補正がない場合とある場合の粒子の
分布を比べたものである．SLIM 曲面を用いた場合でも境
界付近で粒子が均等に分布していることが分かる．図 8 は

0.0

より複雑な形状として bunny 形状 (約 25000 ノード) を用
いた場合である．

図 3: 離散的に求めた γ 値との誤差
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結果
提案手法を実装した結果を示す．カーネル関数には Poly6

カーネル [13] を用いた．図 4 は直方体形状のタンク内に液
体粒子の塊を落下させたシミュレーション (Dam Breaking)

(a) 密度補正なし

の結果である．粒子数は約 9000 であり，位置ベース粒子
法の密度変動率は 0.03, 最大反復回数は 20 回とした．図 4
では境界付近での粒子分布がわかりやすいように z = 0 の
断面で平面クリップして描画してある．図 5 はシミュレー
ションがある程度進んだときの粒子分布を拡大して描画し
たものである．密度補正を行わない従来手法の図 5(a) に
対して，密度補正を加えた図 5(b) は境界付近でも粒子が
クラスタ化していないことが分かる．また，粒子分布が均
等になったことで全体的な体積も保存されている．なお，
図 4 において境界のエッジ部分で粒子が固まっていること
が確認できた．これは図 3 の誤差が影響している可能性が
ある．
図 7 に SLIM 曲面で表されたボウル形状の固体に液体を

(b) 密度補正あり

図 5: Dam Breaking シミュレーション (拡大図)
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図 7: SLIM 曲面で表されたボウル形状に液体を落とした
シミュレーション結果

図 8: SLIM 曲面で表された bunny 形状に液体を落とした
シミュレーション結果

