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金魚すくいにおける金魚の動きのシミュレーション
茨田将史†1

渡辺大地†2

三上浩司†2

日本では縁日等で金魚すくいが行われて来た．しかし，個人で金魚すくいの練習を行うのは困難である．そこで本研
究では，金魚すくいのコンピュータによる表現に着目した．現在の表現は，エンターテインメント性が高く，あまり
リアルではない．そこで，金魚の実測データを参考にパラメータを設定し，回避行動と金魚がとる特徴的な行動を再
現する事で金魚の動きをよりリアルに出来るのではないかと仮定した．本研究では金魚の回避方法と，影に集まる動
きと，鼻上げを表現する為の手法を提案する．この手法を使ってシミュレーションを行い，金魚の高密度での回避行
動をリアルな物に出来た．また，影に集まる金魚の動き，鼻上げを再現できた．高速化の処理を行う事で，処理速度
を実用レベルにする事が出来た．

Simulation of the movement of goldfish in goldfish scooping
MASASHI BARADA†1 TAICHI WATANABE†2
KOJI MIKAMI†2
Goldfish scooping came done in hopping in Japan. However, to carry out the training of goldfish scooping in
personal it is hard. In this study, I focused on the representation of computer goldfish scooping. Entertainment is
higher, the current representation is not very realistic. Therefore, it was assumed that it might be able to more
realistic movement of goldfish in that it set the parameters with reference to the actual measurement data of
goldfish, to reproduce the behavior characteristic of the goldfish and evasive action is taken. this study is offer to a
new method to expression to avoidant behavior in goldfish and the nose-up movements and the movement that a
shadow attracts. The simulation is performed using this technique, it was possible to those realistic avoidance
behavior in the high density of goldfish. In addition, I was able to reproduce the movement of goldfish that gather
in the shadows, the nose up. By performing the processing high speed, it was possible to make practical processing
speed.

1. はじめに
日本では古来より，縁日などで金魚すくいが行われてき
た．近年では金魚すくいの大会の開催数も増えてきている．
しかし，個人で金魚すくいの練習を行う事は困難である．
そこで本研究は金魚すくいのコンピュータ表現に注目
した．現在の表現はエンターテインメント性が高くあまり
リアルではない．

るという問題点を抱えていた．
Bainbridge[2]や永井ら[3]は和金の遊泳速度に関する研究
を行い，尾ビレの周波数と体長が関係している事を突き止
めた．
岡田ら[4][5]はパーソナルスペースを利用した交差点に
おける人の回避シミュレーションを行った．

3. 提案手法

実際の金魚すくいは狭い水槽に高密度で金魚が入れら

パーソナルスペースと斥力を用いて金魚の回避行動を行

れている事が特徴で，金魚同士がぶつからない様に回避行

い，引力で金魚が影に集まる動き，体力の概念で鼻上げを

動をとっている．また，特徴的な動きとして影に集まる動

行う．

きと，金魚が酸素不足の際に水面でパクパクし酸素を補給

3.1 金魚の基本的な動き

する鼻上げがある．これらをうまく表現のする事で金魚の
動きがリアルに出来るのではないかと仮定した．

2. 関連研究
堀ら[1]は PHANTOM という入力デバイスを用いて水の
抵抗や金魚をすくう際に金魚が跳ねる力等を物理的に計算

金魚の行動は突進・泳ぎ・静止の 3 つの状態からなる．
本研究では体力の概念を持つことにより疑似的に疲れを表
現する．また，体力は 0 から 100 で表し，行動選択確率と
体力は連動している．体力が 0 に近いほどあまり動かなく
なり静止確率が上がる．体力が 100 に近いほど活発に動く
様になり突進・泳ぎの確率が上がる．

し，デバイスに反力として与える事で現実に近い金魚すく

表 1 金魚の基本的な動き

いの操作感を実現した．しかし，金魚の動きが機械的であ
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速度

行動選択確率

体力の増減

(cm/s)

(残体力 0~100 の場合)

(秒)

突進

12~15

0~10%

-1

泳ぎ

4.2~5.25

0~50%

-0.2

静止

1

100~40%

+0.1

1
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3.2 金魚の回避行動
金魚の大きさは 5・2・1cm でパーソナルスペースは 7・4・
3cm に設定している．パーソナルスペースに侵入があった
場合に回避を行う事で衝突前に回避行動に移る．

図 3 影が出来てから 10 秒経過
実際の金魚の様な徐々に影に集まる動きが再現できた．
図 1 金魚とパーソナルスペースの設定
衝突には 3 種類あり，正面衝突，側面からの衝突，追突
を設定しそれぞれ回避を行う．これらで回避しきれない場
合，潜水又は浮上を行い回避する．また，斥力を金魚の個
体に付けることで金魚が密集しすぎて団子状態になるのを
軽減する．
3.3 影に集まる動き
影は半径 10cm の円とし，引力の働く範囲を 20cm とした．
図 4 金魚の鼻上げの様子

引力は影の中心に近づくにつれて強くする事で金魚が徐々
に影に集まる動きを再現する．

黄色の円で囲った部分が鼻上げを行っている金魚であり，

3.4 鼻上げ

実際の金魚が行う様な鼻上げ運動を再現できた．

体力の概念を導入し，酸素不足は活発に金魚が動いた為

また，高速化の処理を行ったことにより，開始から 10

起こると仮定して，体力が少ないほど金魚が水面に近づく

秒間の平均 FPS として 200 匹で 60.4FPS，300 匹で 26.5FPS

様にする．
鼻上げを一定時間行う事で，体力が全快になり，

で動作する事を確認した．

水面から離れる様に設定し，実際の鼻上げの様な動きを再
現する．
3.5 処理の高速化

5. おわりに
パーソナルスペースと斥力を用い，金魚の高密度でのス

総当たりの回避処理を行うと金魚の数が増えるにつれて

ムーズな回避行動を実現した．また，引力を用いて金魚が

処理回数も膨大な物となる．本研究では水槽を金魚のパー

徐々に影に集める動きを再現した．体力の概念を用いる事

ソナルスペースの最大値である 7cm の半分で分割し，それ

で鼻上げを再現した．高速化の処理を行う事により，処理

ぞれの個体の 9 近傍と当たり判定を行う事で処理を高速化

速度を実用レベルにできた．

している．
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図 2 影が出来てから 1 秒経過
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