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1.3　物理シミュレーションの種類
図1.1：剛体シミュレーションの例

図1.2：弾性体シミュレーションの例

図1.3：流体シミュレーションの例
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4.2.2　衝突応答 「めりこみ処理」（4.2 衝突処理）

4.2.2　「拘束ベース法」（4.2　衝突処理）

図4.16：多数の剛体に対する衝突応答 図4.17：3つの球同士の衝突

図4.18：バネを使っためり込み解決

図4.20：立方体の角を接続するように拘束条件を与えた例
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5.1.2　2次元シミュレーション（5.1 バネ-質点系）

5.1.3　3次元シミュレーション（5.1 バネ-質点系）

図5.4：2次元バネ-質点系

図5.8：体積保存されなかった場合の例

図5.9：四面体メッシュの例 図5.10：圧力を用いた体積保存

図5.5：3点が固定された布 図5.7：風に揺られる布
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5.2　位置ベース変形法
図5.12：  シェイプマッチング法による弾性変形の例。

3つのbunny形状はそれぞれ硬さのパラメータを変えてある
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6.1　流体の基礎

6.3.5　液体表面追跡「レベルセット法」（6.3 格子法）

図6.3：層流と乱流

図6.26：レベルセット法による3次元液体シミュレーションの例（格子分割数128）
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6.4　粒子法

6.4.1　SPH法（6.4 粒子法）

図6.28：粒子による流体の表現

図6.29：周囲粒子との相互作用
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6.4.2　境界粒子

6.4.3　粒子からの表面抽出

図6.35：境界粒子 図6.36：境界粒子の配置による結果の違い

図6.37：表面生成

流体粒子

境界粒子

(a) 境界粒子なし

(b) 境界粒子あり

(a) 粒子のみのレンダリング

(c) 反射、屈折を考慮したレンダリング

(b) 陰関数から作った三角形メッシュ

図6.38: メタボール
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図6.40：異方性カーネルを用いたレンダリング178

(a) 等方性カーネル (b) 異方性カーネル

7.1.3　炎、煙のレンダリング（7.1 炎、煙のシミュレーション）
図7.5：温度と色 図7.6：XYZ 表色系の等色関数

高温

低温
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図7.7：炎シミュレーションの結果をレイキャスティング法でレンダリングした例(格子分割数100)
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図7.8：煙シミュレーションの結果をレイキャスティング法でレンダリングした例(格子分割数100)

図7.9：煙・炎シミュレーションの結果をリアルタイムボリュームレンダリングした例
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図7.10：メタボールによる雲のモデリング

図7.15：雲シミュレーション例

(a) メタボールのみ

(a)

(b) メタボール+乱流関数

(b)

7.1.3　炎、煙のレンダリング（7.1 炎、煙のシミュレーション）
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7.3　爆発のシミュレーション
図7.16：爆発による衝撃波をシミュレーションした例
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  はじめに  
　1963年にIvan Sutherlandが世界で最初のグラフィックスシステムであるSketchpad
を開発してから50年ほどであるが、その間にコンピュータグラフィックス（CG）を
扱う多くの企業が誕生し、また、多くの大学や研究機関でより現実的なCGを生み出
すための方法が研究されてきた。それによって現在では見た目では写真やカメラで撮
った映像と見分けが付かないようなものを創り出すことができるようになった。さら
にコンピュータとそれを表示するためのグラフィックスハードウェア、そしてディス
プレイ装置の進歩とともに、CG技術は急速に一般にも普及してきている。これに伴い、
より高い品質のものを誰でも素早く作れるようにしたいという要求が出てくるのも当
然のことである。

　CGアニメーションにおいてダイナミックなシーンではキャラクタは自由に動き回
り、それによって様々な動きやエフェクトが生じる。例えば、キャラクタ自体の柔ら
かい変形や髪の毛、服（布）の動きであったり、部屋の中のシーンならば机や椅子な
どのオブジェクトに当たった時の動き、泳ぐようなシーンなら水面の変化、そして、
アクションを起こしたときの爆発などのエフェクトなどである。従来、これらの動き
やエフェクトのクオリティは作成者の技量による部分が大きかったが、CGが使われ
るシーンが増えるにつれて、もっと簡単に作れないかという要求が生まれてきた。そ
して注目されたのが物理シミュレーションである。

　物理シミュレーションを使えば、CGアニメーションの表現として使える様々な現象
をコンピュータ内で再現することができる。一方でその理解のためには、物理に関す
る知識はもちろん、数学、力学、数値演算など様々なことを学ばなければならないた
め、多くのプログラマやこれからCGを学ぼうという学生にとってはハードルが高くな
る。もちろん、現在では優秀な物理エンジンが多数開発されているので、それらをう
まく使えばCG作成やゲームなどのアプリケーション作成は可能である。本書が想定
としているのはむしろ自分で物理エンジンを作りたい、新しい機能を追加したい、あ
るいは物理シミュレーションについて基礎から勉強したいという読者である。

　本書では第２章において物理シミュレーションでつかわれる数学・力学の基礎的な
ことを応用先を紹介しつつ説明した後、それをどのようにコンピュータ上に実装する
かを数値演算を通して第３章で学べるようにしている。物理シミュレーションに初め
て触れる読者には特に理論と実装を結びつけるための重要な技術である第３章の数値
演算に関しては是非読んでほしい。そして第４章以降では、剛体、弾性体、流体の各
シミュレーション手法を理論とそれによって導かれる式、そして、式をどうやってコ
ンピュータに計算させ、最終的なCGにするといったことを説明するように努めた。本
書に載せた結果の図のほとんどはそれらの方法を使って作成したものである。是非と
も自分の手でも実装してみて物理シミュレーションの魅力を感じてもらえればと思う。

 2013年11月　藤澤誠
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魅力的なキャラクターの描き方！
創作物を作るうえで欠かせないものに「キャラクター」があ
ります。その際は見た目のキャッチーさだけでなく、キャラク
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