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1 はじめに

近年,物理シミュレーションによって生成された自然現象

のコンピュータグラフィックス（CG)は,主にゲームや映画

といったエンターテインメントコンテンツ等で幅広く利用

されている. 物理シミュレーションを用いた CG の生成で

は, クリエイターが望んだ色や形状を得るために, パラメー

タを細かく調整する必要があり，これが物理シミュレーショ

ンの使用を難しくしている. このような細かな調整を自動

化するために,ペンなどを用いた直感的な入力に基づき，シ

ミュレーションをインタラクティブに制御する手法の研究

が,炎や煙など様々な自然現象に対して行われている [1, 2].

CGで表現される自然現象の一つとして，極地周辺で観測

されるオーロラ現象がある [3]. オーロラ現象は，太陽から

放射された荷電粒子が，地球上の大気粒子と衝突すること

で起こる発光現象が原因であり，電磁場から受けるローレ

ンツ力によって，カーテンが揺らめくような動きをしたり，

S字状や渦状といった形状を形成することが判明している．

しかし，このような挙動のメカニズムは未だ完全に解明され

ていないため，物理的な特性を加味しつつも実際のオーロラ

との視覚的な妥当性を追求するビジュアルシミュレーショ

ンに関する研究 [4, 5]が多く行われている．これらの手法を

用いることで，実際のオーロラのような CG を作成するこ

とが可能となるが，クリエイターが望む形状のオーロラアニ

メーションを作成するためには，複雑なパラメータ設定が必

要となる．

本研究では小島らの手法 [4]をベースに，オーロラの形状

を制御可能なシミュレーション手法を提案する．オーロラ

が形状を変化させる原因は，電磁場から受けるローレンツ力

であると考えられている．そのため，クリエイターによって

指定された形状に近づくような力を発生させる電場分布を

生成することで，オーロラアニメーションの形状制御を実現

する．またオーロラ現象では，図 1 に示すようにシート状

の構造が分断して多重のオーロラになったり，複数のオー

ロラが結合して一つながりのオーロラを形成するといった，

分断と結合現象が発生することがある．電場分布を生成す

図 1 分断・結合によって多重なオーロラが生成される様子

る際に，オーロラの接続情報も考慮することでこれらの現象

を表現する手法も提案する．

2 提案手法

2.1 全体の流れ

提案手法は，形状を制御するための電場分布を生成する処

理と，その電場分布を用いて実際に荷電粒子の運動を計算す

る処理，位置を更新した荷電粒子を疑似的に落下させ発光シ

ミュレーションを行うレンダリング処理の，3つの処理から

構成される．提案手法の全体的な流れを図 2に示す．なお，

本手法では図 3のように高さとして y 軸を磁場方向にとり，

それに垂直な水平面を xz 平面とする．形状制御や運動計算

は図 3赤枠で示された xz 平面上で行う．

最初の電場分布生成処理では，まずクリエイターのマウス

ドラッグ操作によって，生成したいオーロラの変形前の元

形状と変形後の目標形状を指定する．この際，分断・結合現

象を考慮するため，オーロラの接続情報も設定する．次に，

設定した元形状と目標形状の間の中間目標形状を 3 次のス

プライン補間によって生成し，その近傍に荷電粒子を配置す

る．その後，平面をグリッドセルで分割し，配置された荷電

粒子を基に各セルにおける電荷密度を求め，電位・電場分布

を反復法によって計算する．ここで，反復法の初期値として

中間目標形状の電荷密度の反数を与えることで，中間目標形



図 2 提案手法の流れ

図 3 荷電粒子を配置する 2次元平面

状近傍の電位が低くなり，中間目標形状に近づくような力を

働かせる電場分布を生成することが可能となる．

次に，生成した電場分布を用いて実際に荷電粒子の運動を

計算する．提案手法では荷電粒子に働く力として，電磁場か

ら受けるローレンツ力と，荷電粒子の間で働く疑似的な圧力

の 2 つを扱う．計算した 2 つの力を用いて荷電粒子の位置

の更新を行い，その後荷電粒子の過度な密集や目標形状から

の離反を防ぐための削除・再配置処理を行う．

最後に，位置を更新させた荷電粒子を疑似的に落下させ，

荷電粒子と大気粒子との衝突位置を計算する発光シミュ

レーションを行う事で，最終的なレンダリング結果を生成

する．

2.2 クリエイターによる形状指定

初めに，クリエイターが生成したいオーロラの形状をマウ

スドラッグ操作によって与える．マウスをクリックしてか

ら離すまでに描いた曲線を一本のシート状構造として扱い，

得られた曲線を線分で離散化する．この際，図 4に示すよう

に，離散化に使用する各線分の端点を制御点と呼称する．i

番目の制御点の位置は，クリエイターが予め設定した制御点

の総数を n 個，ドラッグ操作によって得られたマウス位置

の総数をm個とすると，i× m
n 個目のマウス位置と (i× m

n

）+ 1 個目のマウス位置の間を線形補間することで求める．

また，一度のドラッグ操作で描いた曲線を一本のシート状

構造として扱うため，その離散化に用いた各制御点には，前

後の制御点との接続情報を格納しておく．これらの処理を，

変形前の元形状と変形後の目標形状についてそれぞれ行う．

複雑な変形アニメーションを作成する場合には，途中過程で

の形状を含めた，複数個の目標形状を入力として与える．

図 4 オーロラの形状指定

元形状と目標形状の間での分断現象と結合現象は，各制御

点が保持している前後の制御点との接続情報を更新するこ

とで表現する．その際，元形状の接続関係を単純に変更して

しまうと，元々接続していた線分が不連続に消失したり，逆

に元々分離していた部分が不連続に接続する現象が生じて

しまう．これを防ぐため，元形状の分断・結合が発生する線

分上に新しく制御点を配置し，線分が急に発生・消滅しない

ようにする．一方目標形状では，分断・結合が発生した後の

位置に新しく制御点を配置し，同様にその制御点との接続関

係を追加する．分断・結合が発生する場合の制御点の接続関

係の更新を図 5,6に示す．

分断が発生する場合には，元形状内で分断現象が発生する

線分を選択する（図 5(a)の①）．その後，元形状で選択され

た線分の端点にあたる制御点の接続情報を削除し（図 5(a)

の②），新たに線分の中点に生成した制御点との接続情報を

追加する（図 5(a)の③）．目標形状では，元形状で選択され

た線分に対応する制御点の接続情報を同様に削除し，新たに

その線分の端点に生成した制御点との接続情報を追加する

（図 5(b)）．

結合が発生する場合には，元形状内で結合したい 2 つの

制御点を選択する（図 6(a)の①）．その後，元形状では選択



図 5 分断が発生する際の接続情報の更新

図 6 結合が発生する際の接続情報の更新

された制御点の位置に新たに制御点を追加し，その制御点と

の接続情報をそれぞれ追加する（図 6(a)の②）．目標形状で

は，選択された制御点の中点に新たに制御点を追加し，同様

にその制御点との接続情報を追加する（図 6(b)）．

2.3 中間目標形状生成

クリエイターが指定した目標形状から直接電場分布を生

成すると，元形状と目標形状が大きく異なっていた場合に，

生成した電場分布が荷電粒子に対して及ぼす影響が小さく

なってしまい，元形状から目標形状への形状変化が上手く実

行されない．そのため，変形前の元形状と変形後の目標形状

の間の形状にあたる，中間目標形状を生成する．中間目標形

状は，元形状と目標形状と同様に制御点とそれを結ぶ線分に

よって表現される．各フレームにおける中間目標形状の制

御点位置は，元形状と目標形状の対応する各制御点の位置を

3次スプライン補間を用いて補間することで求める．元形状

と目標形状の制御点を，クリエイターがドラッグ操作を行っ

た順番に一対一で対応させ，対応する制御点間で補間を行

う．また，分断・結合を指定した際に元形状と目標形状に追

加した制御点も，それぞれ対応させる．

2.4 中間目標形状の電場分布の算出

生成した中間目標形状の電場分布を生成するために，図 3

赤枠で示された 2 次元平面を直交グリッドで分割し，各セ

ルにおける電荷密度，電位，電場を順に算出していく．

初めに，各セルの電荷密度を求める．電荷密度とは，単位

面積量当たりの電荷の分布量のことを指す．まず，中間目

標形状の近傍に荷電粒子を配置することで，各セル (i, j)に

属する荷電粒子数 N(i, j)を得る．ここで，中間目標形状と

の近傍判定は，各制御点を接続情報に従って結んだ線分と

荷電粒子との距離が閾値以下であることを条件として行う．

求めた荷電粒子数 N(i, j)から式 (1)を用いて各セルの電荷

密度 ρ(i, j)を計算する．

ρ(i, j) =
q0N(i, j)

∆S
(1)

q0 は電気素量，∆S は単位面積を表す．電気素量とは，陽子

あるいは電子がもつ電荷の大きさを表す定数のことを指す．

次に，求めた電荷密度 ρ(i, j)から，各セルの電位 ϕ(i, j)

を求める．真空の誘電率を ϵ0 とすると，2 次元平面上のポ

アソン方程式は次の式 (2)で表される [6]．

∇2ϕ =
∂2ϕ

∂x2
+

∂2ϕ

∂z2
= − ρ

ϵ0
(2)

反復法としてガウス・ザイデル法を用いてこのポアソン方程

式を解くことで，各セルの電位 ϕ(i, j)を求める．境界条件

はディリクレ境界条件として ϕ = 0を与えた．電位の 2階

微分を中心差分近似を用いて表し，セル (i, j)における電位

ϕ(i, j)を次の式 (3)で求める．

ϕ(i, j) =
1

4

{
−ρ(i, j)

∆S

ϵ0
+ γ(i, j)

}
(3)

ここで，γ(i, j) はセル (i, j) の 4 近傍の電位和を表し，

γ(i, j) = ϕ(i+ 1, j) + ϕ(i− 1, j) + ϕ(i, j + 1) + ϕ(i, j − 1)

と表される．反復時に電荷密度の反数である −ρ(i, j) を用

いていることで，中間目標形状の近傍セルほど電位が低くな

るような電位分布が生成される．また，オーロラの高周波な

動きを表現するために，算出した電位分布にパーリンノイズ

[7]を加える．最後にセル (i, j)における電場 E(i, j)を，周

囲の電位から中心差分近似で求める．中間目標形状の近傍

セルほど電位が低い分布となっているため，生成される電場

は中間目標形状の近傍に近づくような分布となる．

図??は実際に生成した中間目標形状であり，黒色の点が

制御点，制御点を結んだ緑色の線分が中間目標形状の概形

を表す．図??の中間目標形状から生成した電位・電場分布

を図 8に示す．各画素の色は対応するセルの電位値を表し，



青色に近いほど電位が低く，赤色に近いほど電位が高いこと

を表す．また，白色の矢印は電場を表し，xz 方向それぞれ

10セルおきに表示している．中間目標形状近傍の電位値が

他の部分に比べて低くなっており，中間目標形状に向かって

力が働く電場分布を生成できていることが観測された．

図 7 生成した中間目標形状

図 8 生成した電位・電場分布

2.5 ローレンツ力の計算

クリエイターの指定した形状に近づくような電場分布を

生成した後は，それを使って荷電粒子の位置を更新する処

理を行う．まず，荷電粒子に働くローレンツ力を計算する．

ローレンツ力とは，電磁場の中を運動する荷電粒子にかかる

力のことである．荷電粒子にかかる電場 E と，y 軸方向に

働く地球の磁場 B から，ローレンツ力 FL は次の式 (4)で

求めることができる．

FL = q0(E + v ×B) (4)

ここで，v は荷電粒子の xz 平面上での速度を表す．各荷電

粒子にかかる電場 E は，セルに格納された値の線形補間に

より算出する．

2.6 荷電粒子間に働く圧力の計算

提案手法では，オーロラの高周波な揺らめくような動きを

再現するために，中間目標形状近傍に荷電粒子を毎フレーム

ランダムにサンプリングする手法ではなく，中間目標形状の

電場分布から求めたローレンツ力を用いて荷電粒子を移流

させる．しかし，ローレンツ力のみを考慮して荷電粒子の運

動計算を行った場合，荷電粒子は中間目標形状の近傍付近に

分布するような動きをするが，オーロラ形状が大きく折れ曲

がる部分や，元形状と目標形状の位置の差が大きい制御点付

近では，荷電粒子が過度に密集してしまう．この問題に対処

するため，提案手法では荷電粒子間の疑似的な圧力を導入

する．

圧力の計算には，Müllerらの手法 [8]に代表される SPH

法の圧力項の計算に基づいた方法を利用する．まず，各荷電

粒子周辺の密度 δi を，近傍荷電粒子の重み付き和から求め

る．荷電粒子 iの位置を xi，質量をmi，近傍に存在する荷

電粒子の集合を N とすると，密度 δi を表す式は次の式 (5）

で表される.

δi =
∑
j∈N

mjWpoly6(xj − xi, h) (5)

ここで,Wpoly6(r, h)は有効半径を hとした Poly6カーネル

関数である．

その後，Desbrunら [9]の圧力と密度の状態方程式 (6)か

ら圧力値 pi を求める．

pi = k(δi − δ0) (6)

ここで，流体のシミュレーションであれば δ0 は対象の流体

の密度を表すが，今回の手法では中間目標形状の平均密度を

用いた．k はガス定数を表す．

最後に各荷電粒子に働く圧力 FP を次の式 (7)で求める．

FP =
∑
j∈N

mj
pi + pj
2δj

∇Wspiky(xj − xi, h) (7)

ここで，Wspiky(r, h) は有効半径を h とした Spiky カーネ

ル関数である．

2.7 荷電粒子の位置の更新・再配置

荷電粒子に働くローレンツ力と圧力を用いて，位置の更新

と再配置を行う．荷電粒子 iの位置 xi の更新は，ニュート

ンの運動方程式を用いて以下の式 (8)のように求める．

xt+1
i = xt

i + vt
i

wLFL + wPFP

mi
∆t (8)



ここで，wL,wP はそれぞれローレンツ力と圧力にかかる

重み係数であり，本論文では実験により求めた wL = 0.6，

wP = 0.4を用いた．

位置の更新を行った後は，荷電粒子の過度な密集や目標形

状からの離反を防ぐために，荷電粒子を追加・削除すること

で再配置処理を行う．まず，中間目標形状の近傍セルにお

いて，セルに属している荷電粒子数をカウントする．各セ

ルが中間目標形状の近傍であるかどうかは，中間目標形状

近傍に配置した荷電粒子数と，電位分布を用いて判定する．

その後，荷電粒子の数が少なすぎた場合は荷電粒子を追加

し，逆に多過ぎた場合には削除する．加えて，荷電粒子が中

間目標形状の近傍から大きく離れてしまった場合も，その荷

電粒子を削除する．荷電粒子を追加する際には，周囲の荷電

粒子の速度の平均値を初速度として与える．また，荷電粒子

を削除する時は，なるべく中間目標形状に近い荷電粒子を残

すために，セル内の荷電粒子を中間目標形状との距離順に

ソートし，遠いものから順番に削除してく．

2.8 レンダリング

最後に，更新した荷電粒子の位置から y 軸方向への落下

シミュレーションを行い，最終的なレンダリング結果を得

る．レンダリングにはスクリーン空間を用いて落下処理を

行う手法 [10]を用いる．

処理の模式図を図 9 に示す．まず前計算として 3 次元空

間上での落下処理を行い，荷電粒子の落下が終了する位置を

相対置として算出しておく．その後，3次元空間上での落下

開始位置と終了位置を発光点とみなし，光の届く範囲を半径

としたパーティクルを生成する．このパーティクルをスク

リーン空間上に投影することで，スクリーン空間上での落

下開始位置と終了位置が求められる．これを基に，スクリー

ン空間上での荷電粒子の落下方向と，微小タイムステップ

幅∆t̃ごとに落下する距離を求める．落下方向は，投影後の

落下開始位置から落下終了位置へのベクトルを正規化する

ことで算出する．落下距離は，シミュレーション空間とスク

リーン空間での，微小タイムステップ幅ごとの落下距離と最

終的な落下距離の比から求める．スクリーン空間上での落

下開始位置を Ps，落下終了位置を Pe，シミュレーション空

間上での落下する速さを vf，最終的な落下距離をDとする

と，スクリーン空間上での微小タイムステップ幅∆t̃ごとに

落下する距離 ṽf は次式となる．

ṽf = vf∆t̃
∥Pe − Ps∥

D
(9)

落下開始位置から，微小タイムステップ幅∆t̃ごとにスク

リーン空間上での荷電粒子の位置を更新していき，大気粒子

図 9 スクリーン空間上での落下シミュレーションの模式図

と衝突するか否かを判定する．大気粒子との衝突判定には，

高層大気の密度分布から求めた大気粒子数密度と，大気粒子

の半径から求める衝突確率を用いる．衝突が発生した場合，

荷電粒子の落下方向を乱数によって変更し，再び微小タイ

ムステップ幅 ∆t̃ごとに位置の更新と衝突判定を繰り返す．

上記の処理を，衝突回数が一定値以上になるまで繰り返し，

全ての発光地点を算出する．

算出した発光地点から，最終的なレンダリング結果を生成

する手法は米山らの手法 [5] を用いた. 衝突地点において，

衝突する大気粒子の種類とそれにより放出される光の波長

を決定し，全ての衝突地点で生じる輝度値を積算することで

最終的なカラーマップを生成する．

3 実行結果と考察

本手法を実装し，クリエイターの指定したオーロラ形状

が再現できているかを検証するための描画実験を行った．

実験には CPU に Intel Core i7-6700K，GPU に NVIDIA

GeForce GTX 1080を搭載した PCを用いた．荷電粒子に

働く圧力の計算，荷電粒子の再配置，レンダリング処理は

NVIDIA CUDAにより GPUで並列処理を行った [10]．

実験の際にマウス操作によって設定した元形状と目標形

状を図 10に示す．黒色の点が制御点，制御点を結んだ緑色

の線分がオーロラ概形を表す．実験では，図 1に示されるよ

うに 1 本のシート状オーロラから 2 本のひだが発生し（図

10②），そのひだで回転・分断・結合（図 10③，④，⑥）が生

じ，2層のオーロラを形成するアニメーションを生成した．

図 10の目標形状に従って，実際にシミュレーションを行

い，オーロラアニメーションを真下方向からレンダリングし

た結果を図 11に示す．シミュレーション開始時に配置した

荷電粒子の個数を 10万個，荷電粒子が一度の落下で大気粒

子と衝突する回数を 100 回，元形状から目標形状への遷移



図 10 指定した元形状と目標形状

にかかるフレーム数を 420 とした．1 フレームあたりのシ

ミュレーションにかかる時間は，2次元平面上での運動計算

が約 2-3秒，落下シミュレーションによるレンダリングが約

1-2秒であった．レンダリング結果から，クリエイターが指

定した形状を満たすようなシミュレーションが行えている

ことがわかる．また，一本のシート状構造からひだが発生し

回転する様子（図 11①-④）や，伸びたひだが分断し 3つの

シート状構造を構成する様子（図 11⑤-⑦），分断した両端

のひだが再び結合する様子（図 11⑦-⑧）を観測することが

できる．

4 まとめと今後の課題

本論文では，クリエイターの指定した形状から電場分布を

生成することで，オーロラの高周波な揺らめくような動きを

保持したまま，分断や結合を含めた形状制御を行う手法を提

案し，実験によってその有用性を確認した．

今後の課題として，分断や結合が発生する場合の目標形状

生成の自動化が挙げられる．提案手法では，分断や結合が発

生する場合に，分断・結合する直前の形状を目標形状として

設定し，その目標形状に対して分断・結合が発生する線分を

選択する必要がある．そのため，より複雑なオーロラの動き

を再現する場合には，多くの目標形状の設定が必要となり，

アニメーション生成までに時間がかかってしまう．この問

題に対処するため，分割や結合が発生する際のオーロラの動

きを観測的な特徴からパターン化し，元形状と目標形状を設

定するだけで分断・結合直前の形状を自動生成できるように

する必要があると考えている．

図 11 生成したオーロラアニメーション

加えて，現在は制御点の対応関係がクリエイターのマウス

ドラッグ操作に依存してしまっているため，オーロラ構造の

特徴から，元形状と目標形状間での制御点の対応を自動で設

定する手法の実装が必要である．

また，ユーザーが形状制御を行った結果と実際のオーロラ

との比較実験や，使用感に関するアンケート調査等を基にし

たインターフェースの改善を行っていき，より使いやすい制

御システムを実現したい．
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