TVRSJ Vol.8 No.3, 2003

基礎論文

布挙動のシミュレーションと真空実験による評価
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Dynamic Cloth Simulation and its Evaluation Experiments in Vacuum
Kazuyoshi Tagawa*1, Hirotaku Hayashi∗1 and Ryugo Kijima∗1
Abstract – In spite of many dynamic cloth simulation methods have been proposed
in computer graphics and textile engineering field, there are no quantitative evaluation
method for comparing real and virtual with various dynamic deformations that can be
seen our daily life. Therefore dynamic cloth simulation method have been improved
based on subjective evaluations. In this paper, the evaluation experiments in vacuum is
proposed and sevral result of experiment is evaluated and discussed.
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はじめに

1.1 VR における柔軟体の変形計算
仮想着衣形状計算や手術シミュレーションなど，VR
においても柔軟体の変形計算がしばしば用いられるが，

高

繊維工学

精
度
低

ＣＧ

コンピュータの処理能力の都合から，簡易的な計算ア
ルゴリズムによる実装がなされることが多い．しかし
コンピュータの高速化に伴い，より高精度な変形計算
が可能となりつつあり，このためには各計算対象物体
に応じた，精密な物理モデルおよび算法を考案しなけ

高精度な
動的変形計算

静的

動的
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図 1 布変形計算手法の研究領域と分類
Fig. 1 Research ﬁeld and classiﬁcation of
cloth simulation method

ればならない．
本論文では，柔軟体のうち最も身近な存在である，

いたもの [2, 3, 4]，Baraﬀ，Desbrun，Choi らによる，

布（衣服）を対象とする．アパレル業界では，衣服の

これに陰的解法（後退オイラー法）を適用した，大き

プロトタイピングだけは未だデジタル化されておらず，

な時間ステップをとることができる高速な変形計算手

最後のボトルネックとなっている．これはデザインの

法 [5, 6, 7] や，Terzopoulos，今岡，Breen，坂口らに

確認という目的に対し，現実のプロトタイプと等価な

よる，エネルギー最小化を利用したもの [8, 9, 10, 11]

シミュレーションが必要だからである．以下，この布

などがあげられる．また，金属板の変形問題を布に適

シミュレーション手法の評価の現状と，新たに提案す

用したものとして，Collier らや Yu らによる，シェル

る評価法について述べる．

の理論に基づくもの [12, 13] もある．これらは，どう

1.2

布シミュレーション手法の評価の現状

図 1 に示すように，布のシミュレーション手法は、

しても計算方法の詳細な部分にのみ注意が行きがちで
あり，多くが見た目での評価程度しかなされていない．

これまで CG と繊維工学との両分野で研究がなされて

簡単な数理モデルが利用された初期の段階では，実物

きた．

との印象の違いが大きかったため，主観的な評価によ

CG 分野では，主にゲームや映画などの CG アニメー

る恣意的な改良であっても十分であった．しかし計算

ションへの応用を目的とした， 布のシミュレーション

手法の進展により，実物との差が小さくなるにつれて，

手法の研究がなされており，多くの手法の開発がなさ

主観的な評価ではより高度な接近は困難となりつつあ

れてきた．Weil による，懸垂曲線を当てはめることに

る．一部の研究では，定量的な評価がなされてはいる

より布らしい形状を生成する，幾何学ベースの手法 [1]

が，多くは静止（釣り合い）状態での評価 [14, 15] し

や，Provot，Thalmann，Eberhardt らによる，質点・

かなされていない．動的状態の評価を行うにしても，

バネ・ダンパに離散化したパーティクルシステムを用

簡易的な手法で空気のシミュレーションを行っている

*1 岐阜大学
*1 Gifu

University

[16] ため，相違の原因が布と空気のどちらの側にある
のか，特定は難しい．
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そこで繊維工学の分野を調べてみると，この分野で

加えて，せん断力も働く変形の実験である．このよう

も糸や布モデルに関して古くから研究がなされてきて

にして，布シミュレーションの各要素モデルを段階的

おり [17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24]，レーザー変位計

に評価・改良していく．

等による精密な評価 [25, 26] もなされている．しかし，

布の動的変形には空気の流れが大きく関わっており，

1) 布周辺の空気抵抗の影響を避け，なおかつ，2) 解析
的に解くことができる布挙動でなければならない，と

空気流のシミュレーションができない限り現実の布シ

いう古典的な制限から，布の動きが定常的で微小な振

気抵抗力を分離し，まずは布自体のシミュレーション

動のみに限られたモデル [27, 28] や，静止状態もしく

手法の確立を目標とする．

ミュレーションは難しいが，本研究では布の内力と空

は非常にゆっくりとした準動的状態での，ごく単純な

本論文では，まずは繊維工学で提案されている，鮑

布の曲げ問題のみを扱うことができる片持ち梁を布に

らの曲げヒステリシスモデル [34] を組み込んだ布のシ

適用したモデル [26] など，定常的もしくは単純な布の

ミュレーション手法を簡単に説明する．その後，曲げ

挙動しか扱うことができない．

および引張りを評価するために，このうちの 2 種類の

我々の目的は，現実にある多様な布の挙動を生成可

実験を行った結果を述べ，実物と計算結果との比較結

能な，高精度な布の動的変形計算を実現することであ

果から，布変形計算アルゴリズムの精度を確認し，ま

る．このためには系統立った評価法が必要となるが，

た本評価によってはじめてはっきりと確認できる相違

このような評価法はいまだ提案されておらず，十分な

点について考察を行う．

評価がなされていなかった [29]．

1.3

本論文で提案する評価・改良方法

高精度な布の動的変形計算の実現

そこで本論文では，布挙動の新たな評価法として，
真空を用いた段階的接近法を提案する．これまで布シ
ミュレーションの評価実験は空気中にて行われていた
が，空気は布の動きを鈍らせるため，布自体のシミュ

曲げ
＋引張り
＋せん断

長方形の
垂下した布

レーションが多少違っていても，空気抵抗がこれを覆

CG の分野で行われている主観的な評価で見いだすこ
とは，もはや困難であった．また繊維工学で行われて

ステージ３

上端左右両端への撃力による回転

い隠してしまっていた．このため，この違いや原因を，

本論文で
行う実験

曲げ
＋引張り

引張り
（中） 布
上端への撃力に
よる曲げ回転

いる精密な評価にしても，空気の影響を避けるために，

引張り
（中）

布

引張り
（大）

ステージ２

定常的もしくは単純な挙動に限定した実験しか行われ
ていなかった．
本研究では空気の影響を無くした真空中にて，図 2

布

主に曲げ

減衰振動

に示すような，布の変形計算アルゴリズムを見直すた
めの実験を段階的に行い，比較・評価の結果から，布
自体の動的変形計算における各要素を順に改良しつつ，

ステージ１

図 2 真空を用いた段階的接近法の実験例
Fig. 2 Example of experiments for realizing
accurate cloth simulation

精度保証を行っていく．最終的には，現実にある多様
な布の挙動を生成可能な，高精度な布の動的変形計算
を実現することを目標とする．
ステージ１は，布の曲げ減衰振動の実験である．上

2

布のモデルと数値計算手順

端部分（把持点付近）の布の曲げ剛性が支配的な曲げ

2.1 布のモデル
布・フィルムのような薄柔軟体の力学特性の計測試

運動であり，動的な変形の中でも最も単純な挙動であ

験法としては，KES(Kawabata’s Evaluation System

る．真空のため空気抵抗はほとんど無く，また布には

for fabric)[35] が一般的である．本研究では，この試

粘性がほとんど存在しないため [30]，減衰のカーブか

験法を利用した計測試験機 (株式会社カトーテック製，

ら布の曲げヒステリシスモデルを評価できる．また

KES-FB1/2) を用いて，布の各種力学特性の計測を行

減衰の振動周波数から，布の曲げ剛性を評価できる．

う．以下，この試験法にて計測される各力学特性につ

繊維工学の分野でも布の曲げ減衰振動を計測した例

いて説明をする．

[31, 32, 33] はあるが，真空中で行った例はない．ス
テージ２は，ステージ１と同様に曲げ変形の実験であ

a) 引張り特性
引張り特性とは，ある伸び率 ε だけ伸びた布に，ど

るが，撃力によって曲げ変形を行うため，引張り剛性

れだけ引張り回復力 F が生じるのかを示す．図 3(a)

が関わる試験である．ステージ３は，曲げと引張りに

に示すように、点 A を通って最大荷重 500gf·cm まで
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引張り (点 B)，その後点 C を通って回復する．非線形
で，なおかつヒステリシスをもつカーブを描く．

b) 曲げ特性
曲げ特性とは，布がある曲率 K で曲がっていると

Ftensile

きに，どれだけの曲げ回復モーメント M が生じるの
Pi

かを示す．引張り特性と同様、図 3(b) に示すように，
原点からスタートし，点 A から順に点 G までたどる．
非線形，ヒステリシスをもつカーブを描く．
B

500

B

F [gf cm]

A

る布の幅，l は Pi と Pj 間の距離，Ni は線分 Pi Pj に

C

垂直な単位法線ベクトルであり，その向きは曲げを回

G
-2.5

A

F

D

2.5
K [cm -1 ]

C
ε [%]

0

(a) 引張り特性

εm

(b) 隣接する２つの質点

図 4 引張り回復力の計算
Fig. 4 Calculation of tensile force

M [gf cm/cm]

0

(a) 質点と構造バネ

Pj

復する方向とする．M (K) は曲率 - モーメントの関数
であり，ヒステリシスモデルとして鮑らの Rate モデ
ルを試みたが，曲率 0 を中心としたヒステリシスルー

E

プしか表現できないため，以下に示す改良したモデル

(b) 曲げ特性

を用いた．

図 3 一般的な布のヒステリシス曲線
Fig. 3 Typical hysteresis curves of fabric

を行う．各質点に接続されたバネの合力を求め，数値

M (K) = DK − D1 exp{−α(K0 + K)} + M0


dK
>0
(3a)
dt
M (K) = DK + D1 exp{−α(K0 − K)} − M0


dK
<0
(3b)
dt

積分により質点の座標を更新する．以下，それぞれバ

K0 は KES 計測試験で計測を行った際の最大曲率であ

ネに生じる力の計算法，および数値計算手順について

り，通常 2.5 である．M0 は，

2.2 変形計算手順
本研究では，布をいくつかの質点・ばねに離散化し
たパーティクルシステムを用いて，布の動的変形計算

述べる．

M0 =

1
D1 {1 + exp(−2αK0 )}
2

(4)

a) 引張り回復力
引張り回復力の計算は，図 4(a) に示すように，隣
接する質点間（縦糸・横糸方向）をつなぐ構造バネを

である．本研究では，原点以外の曲率周りのヒステリ

用いて行う．図 4(b) に示すような，隣接する 2 つの

このループをヒステリシスの中心軸に沿って平行移動

質点 Pi , Pj があるとき，質点 Pi に生じる引張り回復

することで，各曲率周りのヒステリシスループとして

力 Ftensile は，以下の式で表される．

利用した．

Ftensile

l − l0
= T(
) l0 Lij
l0

シスについても，このループ形状と一致すると仮定し，

(1)

ただし，l は現（計算）時点でのバネの長さ，l0 はバ
ネの初期長，Lij は Pi から Pj に向かう単位方向ベク
トルである．T (ε) は伸び率 - 引張り回復力の関数で
あり，本論文で行う実験では大きな引張り力は生じな
いため，ヒステリシスを無視し，ループ上側の曲線を

4 次関数で近似したものを用いる．
b) 曲げ回復力
曲げ回復力の計算は，図 5 に示すように，隣接する
3 つの質点間 Pi , Pj , Pk をつなぐ巻きバネを用いて行
う．Pi に生じる曲げ回復力 Fbend は，以下の式で表さ
れる．

Pj
Fbend
Ni
Pi

f
Pk

図 5 曲げ回復力の計算
Fig. 5 Calculation of bending force

また中央の質点 Pj には，両端の質点に加えた曲げ
回復力の合力の逆ベクトル f を与える．

2.3 数値計算手順
本研究では，Euler 法と呼ばれる数値積分法により
各質点の運動を求める．まず全てのバネに働く力を求

l
Fbend = M (K) Ni
(2)
w
ただし，K は 3 点 Pi , Pj , Pk を通る外接円の半径 R

め，各質点に働く力の合力を計算する．その後，以下

の逆数（すなわち曲率），w はこれらの質点が支配す

xn+1
= xni + vni dt
i

の式で次時刻における各質点の座標を求める．

(5)
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i
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(6)
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上端を把持
x
回転
0
布 (87,37) 固定
レーザ 75mm
y
変位計
解放

ここで mi は質点 i の質量，xi は質点 i の位置ベクト
ル，vi は質点 i の速度ベクトル，Fi は質点 i の力ベ
クトル，dt は時間刻み幅である．添え字の n は現時刻
を，n + 1 は次時刻を示す．

3
3.1

真空実験による評価

落下

実験内容

(a) 減衰振動

図 6 に示す真空実験装置内にて，図 7 に示すような

2 種類の真空実験を行い，布挙動のシミュレーション

把持

の評価を行う．いずれも，長方形（縦糸方向:100mm+

回転

x

把持領域 20mm× 横糸方向:50mm，毛 90%・ナイロ
ン 10%）の布を用いる．(a) は，この布の上端（固定

y

端側）を鉛直に把持・固定して垂下させ，さらにその
下端（自由端側）を変位して把持し，その後これを解

布

放して自重により曲げ運動を与える．引張りがほとん
ど発生しない，曲げ剛性が支配的な減衰振動の実験で
ある．(b) は，垂下した布の上端に，撃力による回転

(b) 撃力による回転

を与える実験であり，(a) に比べて複雑な曲げ挙動と

図 7 実験内容
Fig. 7 Detail of experiments

なる上に，引張り力も作用する．なお (a) の布の下端
（自由端側）は，把持のために布自体の縦糸を 3 箇所

500

これを真横からビデオカメラにて 1/60 秒間隔での撮

400

影を行った．(a) については，これと同時にレーザー変
位計を用いて，減衰振動における振幅の変化を計測し
た．(b) については，回転角度をロータリーエンコー

F [gf/cm]

2 本ずつ，1cm ほど長く残しておいた．
布はあらかじめ，撮影側手前の辺を着色しておき，

ダにて計測し，4 次関数と直線で近似した関数を求め，

300
200
100

これを用いることによりシミュレーション側でもほぼ

0
0

同様の回転を与えた．

ビデオカメラ

Experimental
F = 0.100191 ε4 + 8.570408 ε 2

1

布

2

3

4
ε [%]

5

6

7

(a) 引張り特性

レーザ変位計

真空ポンプ

Fig. 6

真空デシケータ
図 6 実験装置
Experimental equipment

Bending Moment [gf cm/cm]

0.4
0.3
0.2
0.1

D=0.12266
D1=0.11801
α=24.94

0
+
- 2.5(Experimental)
+
- 2.0(Experimental)
+
- 1.5(Experimental)
+
- 1.0(Experimental)
+
- 0.5(Experimental)

-0.1
-0.2
-0.3

Rate Model

-0.4
-2

-1

0

1

Curvature [cm-1 ]

(b) 曲げ特性
図 8 に，様々な曲率範囲にて，KES 計測試験機で計
測した布の縦糸方向の特性（引張り特性・曲げ特性）を

図 8 布の力学特性
Fig. 8 Physical properties of the cloth
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波線で示す．布は湿度によって特性が変わるため，繊
維工学では通常 65%程度の一定湿度環境下にて計測を
行うが，本実験ではあらかじめ布をシリカゲル中に１
日置いておき，絶乾状態にしてから計測を行った．質
量は 2.03 × 10−2g/cm2 であった．真空装置として，ア
クリル製の真空デシケータおよび真空到達度 10−5 Pa
の真空ポンプを用いた．
シミュレーションでの布モデルとして，奥行き方向
（図 7 での紙面に垂直な方向）を無視し，減衰振動で
は 5mm，撃力による回転では 2.5mm ごとに分割した
直線状の 2 次元モデルを用いた．布の力学特性を図 8
に実線で示す．引張り特性として，上側のループを 4

(a) 実物

次関数で近似したものを，曲げ特性として，2 章で述
べた Rate モデルを用い，非線形・ヒステリシス共に
0

考慮したシミュレーションを行った．残留空気の抵抗
と布中のごくわずかな粘性は計測が難しいため，実物

20

と計算結果が良く合うように粘性係数を調節し，速度
間刻み幅は 0.1 マイクロ秒とした．Xeon 2.0GHz の

PC-AT 互換機を用いて計算を行った．ただし並列計
算は行っていない．
3.2

実験結果と考察（減衰振動）

図 9 に実験結果を示す．布の下端を x 軸の正の位置
から解放し，その後 2 往復した後の，正の位置から負

y[mm]

に比例する粘性抵抗を加えた．シミュレーションの時

40
60
80

100

-60

-40

-20

の位置に移動する過程である．良好な一致を得ている
が，実物の布の最下点付近は，布を取り付けてから空

0
x [mm]

20

40

60

(b) シミュレーション

気を抜くまで 30 分ほど把持し続けた際の，布の癖が

図 9 減衰振動
Fig. 9 Dumped swing

そのまま残っている．図 10 にレーザー変位計を用い
て計測した，振幅の変化の様子を示す．こちらも良好
な一致を得ているが，時間が経過するにつれて周期の
ずれが見受けられる．この原因として，把持点付近で
は布を構成する糸が拘束され自由に動けないことによ
り，見かけの曲げ剛性が高くなってしまうことが原因

100

と考えている．なお，シミュレーションに要した時間
は 210 秒であった．
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実験結果と考察（撃力による回転）

図 11 に実験結果を，図 12 に回転角の実測値，およ
び 4 次関数と直線にてフィッティングしたグラフを示
す．布上端の把持部最下点を実物の回転中心としてい
るが，わずかなずれでも布の形状に影響を与えるため，
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跳ね上げを除いて，実物とシミュレーションは良い一
致を得た．回転中心の移動量は，鉛直上（y 軸負）方
向へ，少し大きめである 2.8mm であった．この原因
として回転軸の遊びが考えられるが，これを考慮して
も少し大きすぎる値である．減衰振動で見受けられた，
把持点付近での布の見かけの曲げ剛性の増加が，この
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図 10 減衰振動における振幅の変化
Fig. 10 Relationship between time and amplitude
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実験でも同様に発生しているものと考えている．なお，
シミュレーションに要した時間は 155 秒であった．
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(4) シミュレーションの精度が高いことを，主観的に
ではなく，高い信頼性を持って確認できた．
今後さらに続けて実験を行い，布シミュレーション
の改良を行っていく．
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まとめ

以下本論文をまとめる．

(1) 布挙動の新たな評価法として真空実験を提案し，
さらに真空を用いた段階的接近法として，5 種類の実
験案を考案した．

(2) このうちの 2 種類の実験を行い，曲げヒステリシ
スを考慮したシミュレーションと良好な一致を得た．

(3) わずかに残る相違点として，布の癖と，把持による
見かけの曲げ剛性の増加を指摘した．これらは本論文
で主張している高度な接近法をもって，はじめてはっ
きりと確認できるレベルの現象であるため，当初の意
図に沿った結果の例である．
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