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粒子法を用いた破壊シミュレーションの高速化
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1． はじめに
リアルな CG アニメーションの生成には物理シミュレー
ションが必要不可欠である．しかし，物理シミュレーショ
ンは計算コストが高く，従来はこれをリアルタイムに行お
うとすると CPU の計算能力のほとんどが物理シミュレー
ションに費やされ，これ以外の処理を行う余裕が無いとい
うことが起こりえた．しかし，近年のハードウェアの性能
の向上により，物理シミュレーションをリアルタイムに行
っても，リアルタイムレンダリングを行うことが不可能で
はなくなってきた．例えば，CPU より実数演算性能の高い
GPU を用いる事で高速なシミュレーションが可能になり
[1]，また GPU を用いた，並列化された粒子ベースシミュ
レーションにより高速化を図ることができる[2]．このよう
に，現在では積極的に物理演算を用いたリアルタイムアニ
メーションレンダリングが実現可能となった．
近年は，物体の破壊の表現にも物理シミュレーションが
用いられるようになってきた[3]．その理由として，破壊の
表現を現実世界で行うと費用が高くなり，時に危険が伴う
ことが挙げられる．コンピュータ上ではそのリスクが無く，
様々な破壊を何回もシミュレートできるという利点がある．
しかしオブジェクトの破壊を考慮した物理シミュレーショ
ンは，CPU と GPU の性能が向上したとは言え，計算量が
非常に多くリアルタイム化が困難である．破壊現象のシミ
ュレーションは，破壊時に大量の不定形の破片のオブジェ
クトが生成されるほか，オブジェクトの破壊自体のシミュ
レーションが必要であり，計算量が非常に多い．従来は事
前に破壊後の破片の運動を求めておくなどの手法により計
算量の削減が行われてきたが，リアリティが失われてしま
う場合があった．
本研究では対話的な応用を目的とした破壊シミュレーシ
ョン手法を提案する．この手法はオブジェクトの形状を粒
子で近似し，それに対して破壊シミュレーションを行う．
オブジェクト形状を粒子で近似することで衝突判定を高速
化できるほか，粒子で近似する際にオブジェクトの面の一
部を粒子に割り当てて破片オブジェクトを生成することに
より破片オブジェクトの生成を自動化し，不定形の破片オ
ブジェクトの増加を抑えることができる．また，破片オブ
ジェクトを事前に生成することで，オブジェクトの破壊シ
ミュレーションの処理を軽減する．

する． オブジェクトの表面をその近傍にある粒子に割り当
てる事で，破片オブジェクトを生成する．また，オブジェ
クトを粒子状に近似することで，球体同士の衝突判定とな
り，ポリゴン同士の衝突判定よりもデータ量計算量を軽減
することが可能となった．また，近傍粒子探索を行い，衝
突検出の高速化をした．
2.1 ボクゼライゼーションによる粒子化
提案手法では，オブジェクトを粒子状に近似するために
ボクセライゼーション手法を用いる[4]．
粒子数は，ボクセライゼーションを行う空間(境界箱)を
規則的に分割したセルの数に比例している．セルの数を増
やす事でより詳細に粒子化できる．また，セルの数を減ら
せば粒子化の精度は落ちるが，高速に粒子化することが可
能である．しかし，不用意にセルの数を減らしてしまうと
精度が極端に落ちてしまいオブジェクトがうまく粒子化で
きない場合がある(図 1)．セルの数の削減により，本来あ
るべきポリゴンのクリッピングができず形が不完全になっ
てしまう．そのため，セルの数は多めに設定しておき，粒
子化の際に複数のセルを一つのセルとして扱うことで，全
体の粒子数の削減を行った．これにより高速かつ高精度の
粒子化が可能となった(図 2)．

図 1 セルの数による粒子化の精度

図 2 セル 256×256×256 の粒子数比較

2 ． 提案手法

2.2 粒子と面の対応付けと破片オブジェクトの生成

提案手法では，オブジェクトを粒子状に近似し，一定の
力が加わった際に粒子間のつながりを切る事で破壊を表現

破壊シミュレーションでは，破壊時に生成される不定形
の破片オブジェクトにより，オブジェクトの総数が増加し，
計算量が著しく増加してしまう．そのため，提案手法では
シミュレーションを行う前に，破片オブジェクトを生成し
ておく．その際，破片オブジェクトはオブジェクトの面と
粒子を用いて生成するため，これらの対応付けを行う必要
がある．そこで，オブジェクトを構成する面の重心を求め
て，重心から一番近い粒子と面を対応付けた(図 3)．
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図 3 面と対応付けされた粒子

図 4 破片オブジェクトの生成

図 5 破壊前のオブジェクト

図 6 破壊が起きたオブジェクト

図 7 八分木

対応付けされた面と粒子を用いて破片オブジェクトを生
成する．この場合はオブジェクトの面の二頂点と粒子の頂
点(中心)を用いて三角形を作る．使用するオブジェクトの
表面は三角形に分割されているものとし，新たに生成され
た三つの三角形とオブジェクトの面により四面体を構成で
きる．これを破片オブジェクトとする．しかし，粒子の中
には付近にオブジェクトの表面が存在せず，これと一つも
対応付けされてない場合がある．そのため粒子を覆うよう
に四面体を生成し，これを対応付けた．これにより，全て
の粒子を破片オブジェクトに対応付けることが可能となっ
た(図 4)．
2.3 破壊
提案手法ではオブジェクトのもろさを考慮して破壊シミ
ュレーションを行う．もろさを設定する事により，様々な
破壊を表現することが可能になる．個々の粒子にもろさを
設定する．オブジェクトに外力が加わった際，粒子間にか
かった外力を蓄積する．蓄積した外力が設定したもろさを

越えれば，オブジェクトを粒子単位に分解して破壊を表現
する．
破壊前の粒子は図 5 で示すように，オブジェクトの中に
敷き詰められた状態である．これに外力が加わり，蓄積さ
れた外力が一定以上になると破壊がおきる．破壊が起きた
ときに，オブジェクトは粒子一つ一つを新たな破片オブジ
ェクトとして分解する(図 6)．
2.4 衝突検出
提案手法は大量の粒子を用いるため，そのままでは粒子
同士の衝突検出にかかる時間が膨大になる．そこで，近傍
粒子探索を行う事で衝突判定の高速化を図った．
近傍粒子探索にはシミュレーションを行う空間を格子状
に分割する必要がある．また，その格子に粒子を格納しな
ければならない．そのため提案手法では八分木空間分割手
法を用いる(図 7)．これを用いて，空間ごとに粒子の衝突
検出を行う．

図 8 線形八分木空間分割手法

2.4.1 線形八分木空間分割手法
八分木空間分割では空間番号が連続ではなく，深度で空
間を管理する．しかし，このままでは空間のアクセスが不
向きなため，もっと効率よくアクセスできるように連続し
た番号で空間を管理する必要がある．提案手法では連続し
た番号で管理した線形八分木空間分割手法を用いた(図 8)．
線形八分木空間分割手法では，空間番号の算出を等比数列
の和を用いる事で簡単に求める事が出来る．そのため，空
間へのアクセスにかかる計算コストを軽減できた．
2.4.2 線形八分木空間分割手法を用いた衝突検出
線形八分木空間分割手法を用いた衝突検出には，IKD の
アルゴリズム[5]を利用する．IKD のアルゴリズムを以下に
示す．
IKD のアルゴリズムでは，衝突オブジェクトリストとい
う，衝突の可能性があるオブジェクトを格納するリストを
用いる．最初は，根にあたる空間から衝突検出を行ってい
く．まず，空間に登録されている全てのオブジェクト同士
と衝突検出を行う．次に，衝突オブジェクトリストに登録
されているオブジェクトと衝突検出を行う．しかし，根に
あたる空間ではリストに一つも登録されていないので，こ
の処理は行われずに次の処理へ行く．全ての衝突検出が終
了したら，空間に登録されているオブジェクトを衝突オブ
ジェクトリストへ登録する．最後に子空間へ移動して同じ
処理を繰り返す．辿る子空間が存在しない場合は，衝突リ
ストから現在の空間にあるオブジェクトを削除して，上の
空間へもどる．このように空間を辿りながら衝突検出を行
うと，同じ空間を二度見る事が無くなる．したがって，オ
ブジェクトが多い場合は，同じ空間を見る無駄を省く事が
できる(図 9)．
2.5 衝突応答
衝突応答のアルゴリズムは越塚の手法[6]を用いる．

図 9 衝突判定アルゴリズム
越塚のアルゴリズムでは，衝突応答にペナルティ法を用
いる．ペナルティ法はオブジェクト同士に若干のめり込み
量を許容し，そのめり込み量に応じた反発力を加えるとい
う手法である．この手法は計算コストが低く，多数の粒子
の衝突を計算するのに向いている．
2.6 物理シミュレーション
提案手法では，物体の動きや破壊後の破片の動きを違和
感なく表現するため，粒子法による物理シミュレーション
手法を用いる．この理論については越塚の手法[6]を用いた．
物体同士の衝突により変化のあった運動量と角運動量か
ら，物体の動きや姿勢の変化を求める事が可能である．並
進速度は物体の座標の時間変化を求める際に用いられ，運
動量から求めることができる．物体の姿勢を制御するため
に，物体の回転のしにくさを表す慣性テンソルを用いた．
また物体の姿勢の変化にはクォータニオンを用いる事で，
誤差の蓄積を抑えた精度のよい回転を扱うことが可能とな
った．

3．結果と考察
提案手法をもとにして作成した粒子法を用いた破壊シミ
ュレーションのサンプルプログラムを作成した．
3.1 実装環境
本サンプルプログラムを実装した環境を以下に示す．
OS : Microsoft Windows Vista
CPU :Intel(R)Core(TM)2 Duo CPU E8400
RAM :4.00GB
GPU :NVIDIA GeForce 9600GT
API :OpenGL

3.00GHz

図 11 粒子モデルの実行結果

図 10 ポリゴンモデルの実行結果
3.2 結果
このサンプルプログラムでは，画面上に配置された三卓
のテーブルにリング状オブジェクトを当て，破壊シミュレ
ーションを行う．128×128×128 でボクセライゼーション
を行い，まとめたセルは 4×4×4 である．ボクセライゼー
ションを行った結果，テーブルの粒子数は 84 となった．
リング状オブジェクトは，あらかじめプログラムで用意し
たオブジェクトであり，粒子数は 18 である．テーブルの
もろさは，左のテーブルを 4225，中央のテーブルを 650，
右のテーブルを 100 とした．
ポリゴンモデルの実行結果を図 10，粒子モデルの実行結
果を図 11 に示す．Fps を計測したところ，オブジェクトの
数が増える度に，少しずつ減少して行くがオブジェクト数
が 1000 個を超えても 40Fps を維持しており十分リアルタ
イムであるといえる．多少，動きが不自然ではあるが，粒
子法を用いた破壊シミュレーションをリアルタイムに表現
することができた．

クトを生成することで，オブジェクトの形を考慮した破壊
シミュレーションを可能とした．また，破片オブジェクト
をあらかじめ自動的に生成しておくことで，破壊にかかる
処理を軽減し，結果的として高速にシミュレーションを行
うことができた．
今後の課題として，他の破壊シミュレーションとの比較
を行い，どれほど高速なシミュレーションなのか調べる必
要がある．また，GPU を用いて，これにシミュレーション
の処理の一部を割り当てることで，より高速なシミュレー
ションが可能になると考えられる．さらに，現状では，破
壊時にオブジェクトを全て破片オブジェクトとして分解し
ているが，オブジェクトの一部を違和感なく破片オブジェ
クトに分解することで，より自然な破壊の表現が可能にな
ると期待される．
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