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〈あらまし〉 本論文では海岸地形の 3次元データ自動生成手法を提案する．地形生成はコンピュータグラフィックス

分野で盛んに研究されているトピックのひとつであり，本論文ではその中で海岸地形の生成に注目する．海岸地形生

成に大きな影響を与えるのが海からの波，つまり水の流れである．従来の地形生成手法では水の流れを簡易的に計算

したものが多く，水の流れが複雑な海岸地形に当てはめることは難しかった．また，水の流れを正確に計算したもの

であっても，大量の水が存在する海に関して計算するためには膨大な計算コストが必要であった．それに対して本論

文では，高速化された粒子法を用いて水の流れをシミュレーションし，数理地形学に基づいた浸食式を 3次元空間で

の地形生成に拡張することで浸食の計算を行った．最終的に岩石海岸と砂浜海岸の形成について実験を行い，その有

効性を確かめた．
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<Summary> This paper propose a coastal terrain generation method based on a particle method and

mathematical geography. The terrain generation is one of the important topic for computer graphics field

and we focus on the coastal landform generation. In order to simulate the generation of coast, we have to

consider a ocean wave. Most of previous terrain generation methods adopted simple water flow simulations

to calculate the erosion, while it is difficult to accurately simulate the ocean wave because of its scale and

its complex flow. Our method uses a low dimensional particle method to calculate the movement of the

ocean wave and mathematical geography to simulate the change of terrain due to the wave. As a result, we

archived a fast terrain generation for rock and sand coast.

Keywords: computer graphics, terrain generation, coastal landform, mathematical geography, particle

method

1. は じ め に

ゲーム,VRなどの分野において，没入感を高めるために自

然地形を模倣したフィールドが用いられている．近年，ハー

ドの進化に伴ってユーザの要求レベルが高まり，より大規模

で，リアリティのある地形が求められるようになってきた．

そのためフィールドを作成するデザイナーの負担が高まり，

これを軽減するために地形生成を簡易化することが求められ，

CG分野において多くの自動生成手法が提案されている．地

形生成の手法は大まかに 4つに分けられる．侵食を考慮した

Erosionベース法，フラクタルベースの Procedural，例示地

形を用いた Exampleベース法，ユーザ入力をメインとした

Sketchベース法の 4つである．この中で地形生成において

ユーザの負担が少なく，リアリティのある地形を生成できる

のは Erosionベース法であり，本論文ではこれについて取り

扱う．

Erosionベース法に分類される手法の多くは，計算の簡略

化のため，水の流れを高いところから低いところに流れ落ち

るといった簡単なモデルで近似しており，流れの方向をある

程度制限できる川などに比べて，複雑な海岸地形に打ち寄せ

る波のような，複雑な水流による地形生成には適用できない．

また，従来の手法でパーティクルやボクセルなどで離散化さ

れたナビエ・ストークス方程式を用いて，より物理的に複雑

な水流を再現できるものはあるが，その計算コストの高さか

ら，海など大量の水が存在する場所のシミュレーションには

適していない．これらの理由から海岸付近の地形の自動生成



に関しては山や川などの陸地に比べてあまり研究が進んでい

ない．

そこで本論文では，2次元粒子法と Shallow-Waterモデル

を用いた波のシミュレーションによる海岸地形の浸食シミュ

レーション手法を提案する．通常の粒子法を用いた手法では

水面下を含めたすべてのパーティクルに対して計算を行わな

ければならなかったものを，2次元の流体表面の運動計算で

近似することにより，大幅に計算コストを減らすことができ

る．浸食の計算には，数理地形学で提案されている基礎式を

用いる．ただしこれらの式は 1次元などの低次元でのシミュ

レーションで適用性を検証されたものであり，そのままでは

適用できない．そこで本論文では新たな座標系の定義，座標

変換などを用いて基礎式を 3次元空間で適用できるように改

良する手法を提案する．

2. 関 連 研 究

仮想空間上の地形は，ゲームやシミュレーション，デザイ

ンなど多くの分野で用いられており，地形を効率的に生成す

るアルゴリズムの研究が盛んにおこなわれている．地形生

成の手法は大まかに Procedural な手法，Example ベース

法，Sketchベース法，Erosionベース法の 4つに分けられる．

Proceduralは主要な地形が異なるスケールで繰り返されると

いう観察に基づいた，フラクタルベースの手法である．例え

ば，Ebertら1)がさまざまなノイズを用いた手法を提案した．

しかしこの手法で生成できる構造の分布は比較的新しい山脈

で観察されるものであり，浸食によって作られる地形を生成

することはできない．Example ベース法は実在する地形モ

デルの合成によって新たな地形を作る手法である．Zhouら2)

は実在地形から抽出したパッチを，ユーザ指定の荒い地図を

用いて合成する手法を提案した．しかしこれらの手法では土

地を形成するプロセスが考慮されず，大規模な地形生成を行

う際に現実感のない地形を生成することがある．Sketchベー

ス法はユーザの操作に基づいて地形を生成する手法である．

ユーザの思い通りの地形を生成することができるが，同時に

必要な作業量が大きくなってしまう．Erosionベース法は，主

に水による浸食のシミュレーションに基づいて地形を生成す

る手法である．Cordonnierら3)は Stream Power Equation

と呼ばれる式によって地殻上昇と川による浸食の合力を計算

し，地形生成に適用した．本論文では波による海岸浸食計算

の前にCordonnierらの手法を用いて初期地形の生成を行い，

その地形を用いて波による浸食のシミュレーションを行う．

水による侵食は，単位時間当たりの地形変動において，最

も影響力のある要素であり，コンピュータグラフィクスの

分野において侵食シミュレーションは長年研究されてきた．

Musgraveら4)はフラクタル・ベースの地形生成と連動した

水流と熱による侵食シミュレーションを提案した．千葉ら5)

は水流のシミュレーションに土の輸送と堆積を組み合わせた．

しかしこれらの手法は水流を高いところから低いところへ流

図 1 提案手法による海岸地形生成の流れ
Fig. 1 Flowchart of our method

れ落ちるといった簡単なモデルで近似しており，複雑な水流

のある箇所での地形生成に適していない．Benesら6)はナビ

エ・ストークス方程式を 3Dボクセル格子で離散化すること

で水流侵食のシミュレーションを可能にした．Krǐstofらは7)

は粒子法で水流をシミュレーションし，水流と同じく粒子で

地形を表すことで，両者のインタラクションを可能とし，水

流による浸食を再現した．また，大坪ら8)は粒子法とボクセル

データによる 3次元地形により侵食シミュレーションを行っ

た．しかしこれらの手法は水流の計算にかかるコストが大き

く，海岸などの大規模地形には不向きである．本論文では大

坪らと同様に粒子法を用いるが，2次元粒子による波シミュ

レーションにより，従来と比べて大幅な高速化を実現する．

3. 提 案 手 法

海岸地形は，波の力によって岩石が削られ，砂が運搬され

ることによって徐々に形を変えていく．提案手法では初期地

形上で波のシミュレーションを行い，毎フレーム各地形点近

傍の水流から浸食や運搬の力を計算して地形を変動させてい

く．図 1に提案手法の全体の流れを示す．
まず，Cordonnierらの手法3)を用いて初期地形の生成を行

う．ユーザによって定義された地殻上昇力マップと Stream

Tree と呼ばれる簡易的な水流を表すツリーを用いて地殻上

昇と浸食の合力を計算し，地形の高さを変動させる．これを

十分なタイムステップ分繰り返すことによって初期地形を得

る．生成された初期地形上で Solenthalerらの粒子を用いた

方法9)によって波のシミュレーションを行う．そして波のシ

ミュレーションを通して得られた各地形点近傍の波速・波高・

水深を用いて数理地形学の基礎式で浸食の計算を行い，地形

を更新する．波のシミュレーションと浸食の計算，地形の更

新を繰り返すことで最終的にリアリティのある海岸地形を生

成する．

本章では，これら提案手法を各ステップごとに詳しく説明

していく．まず，3.1節では，前計算として行う初期地形の

生成について述べる．3.2節では粒子法を用いた波のシミュ

レーションについて述べ，波による地形浸食の計算に関して

は 3.3節で述べる．



図 2 初期地形生成例
Fig. 2 Example of initial terrain genaration

3.1 初期地形生成

最終的に目的となる海岸地形を生成するために，大本とな

る初期地形の生成が必要である．本論文では初期地形生成の

ために Cordonnierらの手法3)を用いる．Coreonnierらの手

法では地殻変動による地形の上昇と川による地形の浸食 (下

降)を Stream Power Equationと呼ばれる 1つの方程式で

表すことによって高速に地形を生成する．本論文ではこの方

法で作成された地形データを地形メッシュと呼ぶ．これ以降

では，地形メッシュは地形の高さ方向を y軸とし，x軸と z

軸が地平面に対して平行である座標系に配置されているとし

て説明する．図 2に中央部分が盛り上がるようにして生成し
た初期地形の例を示す．

3.2 波のシミュレーション

3.1節で生成された初期地形に対して波のシミュレーショ

ンを行う．本論文では xz 平面を動く粒子の密度によって水

面の高さを変更する手法9)を用いる．また，本論文ではシミュ

レーション外周部に xz方向には動かない境界粒子を配置し，

その粒子の質量を変動させることで現実の海のような周期的

な波を生成する．

3.2.1 初期粒子配置

初期地形の高さがユーザが設定した水面基準値 S 以下で

ある座標に，粒子を任意の密度で格子状に配置していく．xz

平面上の位置X における地形の高さH(X)を求めるために，

まず座標 x⃗を含む地形メッシュを探索する．点X が地形メッ

シュを構成する点 A，B，C で構成される三角形上にあると

き，xz 平面上で A⃗X = aA⃗B + bA⃗C となる a, bを計算し，

3 次元空間上で再度 A⃗X を計算することで H(X) を求め，

H(X) < S であれば粒子を配置する．

3.2.2 水流のシミュレーション

水面を表現する 2D粒子の更新は，各粒子の速度場を更新

し，その速度をもとに高さ場を変化させることで行われる．

まず各粒子の速度を，ナビエ・ストークス方程式に基づく

Shallow Water Equationを粒子法のために書き換えた以下

の式によって更新する．

du⃗2D
xz

dt
= − g

ρ3D
∇ρ2Di + ν∇2u⃗2D

xz − g∇H(X⃗i) (1)

ここで u⃗2D
xz は xz方向速度，ρ3Dは水の密度を表す定数，ρ2Di

は粒子 iの近傍粒子の密度，g は重力加速度である．ν は動

粘性係数であり，粘性係数 µから ν = µ
ρ2D
i
で求められる. 本

図 3 粒子密度による高さ計算と境界粒子
Fig. 3 Calculation of depth of water and boundary par-

ticles

論文では ρ3D = 998.29，g = 9.8，µ = 1.0の値を用いる．

式 (1)右辺の各項は SPH法に基づき周囲の粒子の重み付

き和により計算される．本論文ではMüllerらの離散式10)に

より，∇ρ2Di と ∇2u⃗2D
xz を計算し，∇H(X⃗i)は点 Xi を中心

とした，x方向及び z方向に関するH(X)の中心差分を取る

ことで求める．

更新された速度を用いて位置の更新を行い，それに基づい

て各粒子の近傍粒子密度の計算を行う．各粒子の近傍粒子密

度 ρ2Di は，SPHにおける密度計算式10)を用いて以下のよう

に表される．

ρ2Di =
∑
j∈N

m2D
j Wpoly6(|X⃗i − X⃗j |，l2D) (2)

ここでN は有効半径 l2D 内の近傍粒子集合，m2D
j は粒子 j

の質量である．また，Wpoly6は以下の式で表される重み関数

である.

Wpoly6(r，l) =
4

πh8

{
(l2 − r2)

3
(0 ≤ r ≤ l)

0 (otherwise)
(3)

最後に計算された密度を用いて各粒子の持つ高さ情報，つま

り水面の高さを更新する．水面の高さは，粒子座標 X⃗i にお

ける地形の高さH(X⃗i)と水深 hiを用いてH(X⃗i) + hiで定

義され，水深 hi は以下の式で定義される．

hi =
ρ2Di
ρ3D

(4)

この式は，近傍粒子密度 ρ2Di が高い粒子ほど水深が大きいこ

とを表している．図 3に水深計算の模式図を示す．矢印は水
深の大きさを示している．

SPH 法ではシミュレーション境界において近傍粒子が少

なくなり，密度が低くなってしまうという問題がある．そこ

で図 3中に黄色の丸で示したように，境界部分に，位置が変

わらない物理量計算のための境界粒子を配置することで，こ

の問題を解決する．

3.2.3 周期的な波の生成

現実の海岸では，風や大型の船舶の影響などにより，周期

的に波が打ち寄せている．しかし，水流のシミュレーション

を行うだけでは穏やかな水面が再現されるだけであり，海岸

地形生成に欠かせないこの周期的な波が発生しない．そこで

本論文では境界パーティクルの質量を周期的に変動させ，周

辺密度に影響を与えることで疑似的な波を生成している．質



図 4 周期的な波の生成例
Fig. 4 Example of periodic wave generation

量を変動させるのは，図 3で示したように粒子密度によって

高さが変わるため，境界付近の粒子の密度を変動させること

ができるのが質量だからである．例として x = 0 のシミュ

レーション境界から波を生成する場合，以下の式によって質

量を変動させる．

mi = m(1 + aw sin
(t− zi · lw)π

fw
) (5)

ここで mi は各境界粒子の質量，mは初期状態の粒子質量，

zi は各境界粒子の z座標である. aw, lw，fw はユーザ指定の

係数であり，aw は波の振幅を表し，lw は z方向への波の進

行速度係数，fw は波の周期を表す．質量miがゼロとならな

いように aw は 1より小さい正の値を指定する．図 4に波の
生成結果の例を示す．各係数については aw = 0.7, lw = 20

，fw = 24と設定した．図 4では図中の左手前の境界から波

を生成している．

3.3 地形の浸食

波のシミュレーションによって得られた波の情報を用いて，

毎タイムステップで地形の浸食の計算を行う．本論文では，

数理地形学11)において低次元でのシミュレーションで適用性

が確かめられた浸食の基礎式を，3次元に適用できるよう改

良して利用する．地形の更新は，初期地形生成と同じく各地

形点の高さを更新することで行う．

海岸地形における浸食として，2種類の地形変化を考慮す

る．岩石海岸の海底面低下と砂浜海岸の海岸線変化である．

岩石海岸では，波によって水面下の岩石が浸食されることで

海底面が低下する．水深が浅いところほど浸食力が大きく働

くことによって，海食崖や海食台が生成されている．砂浜海

岸では，波による砂の運搬によって海岸線が変化している．

砂浜海岸は岩石海岸に比べなだらかな勾配であることが特徴

である．本論文では，この 2種類をそれぞれ異なる手法で実

現する．地形メッシュには各頂点ごとに砂の層の厚さの情報

を持たせ，厚さが 0の地点は岩石，それ以外は砂浜，という

ように 2つの浸食を使い分け，もしくは組み合わせることが

できる．この節では，それぞれの手法を分けて説明する．

3.3.1 岩石海岸の海底面低下

岩石海岸における浸食力には，水深が大きく関わっている．

各地形点における水深 hv は，波のシミュレーションで用い

た式から，

hv =
ρ2D(X⃗v)

ρ3D
(6)

と表せる．ここで ρ2D(X⃗v)は地形点付近の水粒子密度を表

す．水深が 0でなく，砂の厚さが 0である地点に関して，海

底面低下速度の計算を行う．数理地形学11)における海底面低

下速度の式は以下のように表される．

dhv

dt
= Ae−Bhv (7)

ここでAは海面付近における浸食速度で，岩石による定数で

あり，Bは水深増大による浸食力逓減の程度を表す定数であ

る．式 (7)は水面を基準とした測定データに基づいた式であ

るため，水深 hv のみを変数とした式となっている．本論文

では特に記述がない場合は A = 0.5 × 10−3，B = 0.3を用

いている．式 (7)における右辺の項はこれまでの説明ですべ

て求められている．そのため，dhv

dt を単純な時間差分で離散

化して計算する．海面の高さが常に一定であると仮定すると，

海底面低下速度をもとに，各地形点 y座標値を更新できる．

3.3.2 砂浜海岸の海岸線変化

砂浜海岸の海岸線変化は，場所によって漂砂の量が一様で

ないことから起こる．本節では，数理地形学における漂砂量

の計算式及び砂浜海岸の海岸線変化式を用いた砂浜海岸の海

岸線変化の手法を説明する．

エッジ法線を用いた座標系の定義 砂浜海岸の海岸線変化は，

地形点と地形点をつなぐエッジを用いて実現する．事前にす

べての地形点に関して岩石海岸と同じように水深を計算して

おき，エッジの少なくとも片方の端点の水深が 0より大きく，

どちらかの端点の砂の厚さが 0でないときに海岸線変化の計

算を行う．数理地形学における砂浜海岸の海岸線変化は，海

岸線の平面座標の移動のみを計算しており，実際の地形の高

さは計算していないため，海面下の地形の変動は考慮されて

いない．しかし海岸地形の 3次元データの生成においては海

面下の地形も重要になってくるため，本論文では完全に海面

下のエッジに対しても式を適用して実験し，その適用性を確

かめる．

砂浜海岸の海岸線変化に関する計算式では，沿岸方向・沖

方向と呼ばれる座標系を用いる．数理地形学で用いている定

義はそれぞれの方向に対する 1次元でのシミュレーションの

ものであり，そのまま用いることは難しいため，本論文では

沿岸方向・沖方向の座標系を図 5のように定義する．まず各
エッジに対して，そのエッジを含む三角形ポリゴンの法線を

求める．エッジを含んでいるポリゴンは，平面メッシュの高

さを変えたものであるため，基本的に 2つ，シミュレーショ

ン境界においては 1つである．エッジを含む 2つの三角形ポ

リゴンを図 5(a)に示す．図 5(a)の緑矢印は各地形ポリゴン

の法線であり，その平均からエッジの法線 (赤矢印) を求め

る．エッジの法線に基づく座標系の定義方法を図 5(b)に示



(a) (b)

図 5 沿岸方向 z′，沖方向 x′ の定義
Fig. 5 Definitions of coast direction z′ and offshore di-

rection x′

す．図 5(b)の赤矢印は図 5(a)で定義されたエッジ法線を表

し，エッジ法線を xz 平面上に投影したものが斜面の向きを

表すと考え，これを沖方向 x′とする (図 5(b)の点線が xz平

面への投影を表す)．そして，沖方向 x′ と xz 平面上で垂直

な方向を沿岸方向 z′と定義する．このようなエッジ方向を基

準とした座標系定義では，地形メッシュの生成に依存する可

能性があり，特に海岸線に対してエッジが平行に近い場合に

その部分の海岸線方向が局所的に周囲と大きく異なってしま

うことが考えられるが，実際に実験してみた結果，漂砂量が

局所的に大きく変化するといった現象は観測されなかったた

め，提案手法ではエッジを用いた座標系定義を用いている．

沿岸方向漂砂量微分計算 砂浜海岸は場所による漂砂量の差

によって変化するため，沿岸方向漂砂量Qsの微分を計算する

必要がある．沿岸方向量漂砂量Qsは以下の式で求められる．

Qs = a(Ez′)n (8)

ここで aは比例定数，nは数理地形学の実験で求められた値

であり，約 0.8 ∼ 1.0の値をとることが分かっている．En
z′

は波のエネルギー流束の沿岸方向成分であり，以下の式で求

められる．

Ez′ =
1

8
cρ3Dg∆h2 sinα cosα (9)

ここで cは波速であり，近傍水粒子の平均速度を用いる．α

は沿岸方向と波のなす角で，図 6に示すように波速ベクトル
と z′の角度から求める．∆hは波高，波の最も高いところと

最も低いところの差の値である．これは直接取得することが

難しいため，10タイムステップ分の水深を記憶しておき，そ

の最高値と最低値から概算する．

沿岸方向漂砂量微分計算 砂浜海岸の海岸線変化式 (12)の

ために沿岸漂砂量 Qs の沿岸方向微分が必要となる．Qs は

式 (8)で式 (9)により任意の位置で計算可能であり，ここで

は単純な中心差分を用いて微分量を計算する．沿岸漂砂量微

分の実際の計算はエッジの 2端点のうち，水面下判定の条件

より必ず水面下である y座標値が低い点を中心とした中心差

分で以下のように近似する．

図 6 沿岸に対する波の角度 αの求め方
Fig. 6 How to calculate the angle α

dQs

dz′
≈ Qs(z

′ +∆z′)−Qs(z
′ −∆z′)

2∆z′
(10)

ここで dQs

dz′ は各エッジ中心で定義され，Qs(z
′+∆z′)はエッ

ジ中心から∆z′だけ沿岸方向にオフセットした点での沿岸漂

砂量として計算する．

沖方向漂砂量計算 沖方向漂砂量 qs は，陸側から沖へと流

出する砂の量を表す．数理地形学では海面下に関して計算を

行っていないが，3Dデータの生成においては海面下も砂浜

が続くようにモデル化する必要がある．漂砂は通常陸側の浅

い部分ほど多く，沖側の深い部分ほど少なくなり，土砂収支

がほぼ完結する水深である漂砂帯外縁水深 D でほぼ漂砂が

生じなくなる．そこでエッジ角度と高さを用いて，海岸に近

いほど，もしくは水深が浅いほど漂砂量が多くなるように沖

方向漂砂量式を以下のように定義した．

qs = b(D − havg + ylow) cosβ (11)

ここで bはユーザ指定の係数，havg は海面の平均高さ，βは

エッジと y軸のなす角，ylow はエッジ上の 2点のうち低いも

のの y 値である．(D − havg + ylow)によって漂砂は，ylow

が低く，漂砂帯外縁水深のおよその高さに近づくほど少なく

なる．また，cosβによって，同水深であるならエッジの角度

が急であるほど沖方向への漂砂が起こりやすいということを

表現した．また，漂砂帯外縁水深の影響を考慮して，式 (11)

は D − havg + ylow > 0 の場合のみ計算し，それ以外では

qs = 0とする．

海岸線変化 数理地形学において，砂浜海岸の海岸線変化は

以下のように計算される．

dx′

dt
+

1

D
(
dQs

dz′
− qs) = 0 (12)

ここで dQs

dz′ と qsはこれまでの説明ですでに求められている．

そのため，dx′

dt を時間差分を用いて以下の式 (13)のように離

散化して計算する．

∆x′ = x′
t+∆t − x′

t = − 1

D
(
∆Qs

∆z′
− qs)∆t (13)



図 7 ∆x′ から ∆y への変換
Fig. 7 Transform from ∆x′ to ∆y

地形メッシュは三角形ポリゴン同士の重なり合いを防ぐため

に y方向のみの変化に限定している．そのため，地形の更新

には∆x′から∆y への変換が必要である．本来であればエッ

ジの 2端点のうち確実に水面下となる低い端点に対して上昇

及び下降の操作を行うべきところかもしれないが，その場合，

変換にエッジと y軸のなす角 θ に関するタンジェントの計算

を行わなければならなくなり，エッジの角度によっては非常

に大きな変化量が発生してしまう．そこで本論文では，砂浜

海岸が基本的になだらかに続くという観察に基づき，図 7に
示すように∆x′が正の時低い方の端点を上昇させ，負の時高

い方の端点を下降させることで問題を解決した．以下に∆x′

から∆yへの変換式を示す．

∆y =
∆x′|yedge|

|∆x′|+
√

x2
edge + z2edge

(14)

ここで xedge，yedge，zedgeはそれぞれエッジの x方向要素，

y 方向要素，z 方向要素である．砂の移動によって地形点に

砂が残るかどうか判定する必要があるため，上昇もしくは下

降した点の砂の厚さに dy を加算する．その結果砂の厚さが

0より小さくなる場合，砂の厚さは 0とする．

4. 結 果

提案手法の有効性を確かめるために，まず岩石海岸と砂浜海

岸について，それぞれ実験を行いさらに両者の複合地形につい

ても実験を行った．実験は Intel Core i7-8700K(3.7GHz)を

搭載したPC上で行った．各実験に共通のパラメータとして，

重力加速度 g = 9.8，波のシミュレーションにおいて粘性係

数 µ = 1.0，有効半径 l2D = 0.113，初期密度 ρ3D0 = 998.29

を用いた．

図 8に岩石海岸の設定で実験を行った結果を示す．地形点
数は 5600，粒子数 4022 で，計算時間は 1 タイムステップ

あたり 18.6msであった．岩石海岸に関する係数の値は A =

0.2× 10−2，B = 4.0とした．また，波は図の左下から右上

の地形に向かうように発生させた．図 8に示すように，岩石

海岸については，波の浸食による海食崖や海食台の生成など，

実際の岩石海岸にみられる特徴をシミュレーションによって

再現できている．ただし，水深増大による浸食力逓減の程度

であるBの値によっては，海底面の低下が延々と起こってし

まう可能性があるため，適切な値の設定が必要となる．

(a) 初期地形

(b) 100フレーム

(c) 200フレーム

(d) 300フレーム

(e) 300フレーム (水面あり)

図 8 岩石海岸のシミュレーション結果
Fig. 8 Simulation results of rock coast

図9に砂浜海岸の設定で実験を行った結果を示す．初期地形
と波の発生方法は岩石海岸と同じ設定とした．地形点数 5600，

粒子数 4022で，計算時間は 1タイムステップあたり 34.9ms

であった．砂浜海岸に関する各種係数の値は a = 0.5×10−4，

n = 1.0，b = 1.2× 10−4 とした．図 9に示すように，凹凸

のある地形が，砂の移動量の差によってなだらかに変化して

いく様子が観察できた．本論文は地形の波による変化を取り

扱うものであり，海面より上の部分の土砂の移動に関しては

考慮していない．しかし沖方向漂砂量 qs は主に陸地からの

土砂の流出によって発生するものなので，実際には海面より

上の部分の変動に関しても考慮が必要である．

図 10 に，向かって左半分に厚さ 0.02 の砂，右半分に砂

なしの設定で，島のような初期地形で実験を行った結果を示



(a) 初期地形

(b) 100フレーム

(c) 200フレーム

(d) 300フレーム

(e) 300フレーム (水面あり)

図 9 砂浜海岸のシミュレーション結果
Fig. 9 Simulation results of sand coast

す．波は右から左方向に向かうように発生させた．地形点数

5679，粒子数は 7392で，計算時間は 1タイムステップ当た

り 41.8msであり，十分インタラクティブなレートで生成で

きているといえる．図 10に示すように，200フレームまで

に左側に砂浜海岸，右側に岩石海岸が形成されており，200

以降では左側の砂が波によって右側へと運ばれ，漂砂によっ

て一時的に海底面が上昇しているのが観察できる．最終的に，

初期状態では左側にのみ存在していた砂が地形全体に運ばれ

るが，300フレームほどでは岩石海岸にみられる海食崖の特

徴も残っている．

図 11により複雑な地形での結果を示す．地形点数 13152，

粒子数は 5482で，計算時間は 1タイムステップ当たり 53.3ms

であった．図 11(a)が初期地形，図 11(b)は初期地形に対し

(a) 初期地形

(b) 100フレーム

(c) 200フレーム

(d) 300フレーム

(e) 300フレーム (水面あり)

図 10 岩石海岸と砂浜海岸の組み合わせ
Fig. 10 Combination of rock and sand coast

て砂の厚さを設定した領域を示している．黄色で描かれたポ

リゴン頂点に対して砂の厚さ 0.04を設定した．図 11(c)の

シミュレーション結果では，砂領域とした中央の島上部では

なめらかな地形が生成されている一方で，島の下部や右上の

領域では岩石海岸の浸食により崖のような地形が作られてお

り，既存のアルゴリズムで生成した地形に海面を指定しただ

けの結果 (図 11(a))と比べて，より現実的な海岸地形が生成

されていると考えられる．また，図 11及びこれまでの結果

において，従来の水流による浸食を考慮したシミュレーショ

ン，例えば，文献 7)では 90,000から 650,000の粒子を用い



(a) 初期地形 (b) 砂領域の設定

(c) 500 フレーム後

図 11 複雑なシーンでの結果
Fig. 11 Result of complex scene

ているのに対して，提案手法では 1/10以下の粒子しか用い

ていない．これは Shallow Water Equationにより水面上の

粒子のみで計算できるためであり，水中の粒子を考慮しない

ことで従来法7)に比べて，地形浸食計算も含めて 10倍以上の

高速化となっている．

図 10のシーン設定において，岩石海岸の浸食に関するパ

ラメータ (式 (7) の A と B) を変更したときの違いを図 12
に示す．図 12(d),(e)はそれぞれ図 12(a)との高さの差で色

分けしたもので，(a)より高いところほど赤く，低いところ

は青くなるように設定した結果である．図 12(b),(d)に示す

ように，Aを大きくすると浸食速度が早くなるため，より急

な崖が形成され，全体的に深く浸食されている．式 (7)より

同様の効果は B を小さくした場合も得られると考えられる

が，図 12(c),(e)に示すように全体的な浸食については，元の

パラメータの場合 (図 12(a))と大きくは変わらないという結

果になっている．ただし，結果画像ではわかりづらいが，B

を小さくすると水深 hv の影響が大きくなるため，海底面の

凹凸は大きくなっている．同様にして砂浜海岸の漂砂に関す

るパラメータ (式 (8)の a, n及び式 (11)の b)を変更した場

合の結果を図 13に示す．図 12と図 13に示した画像はすべ

て 300フレームにおける結果である．漂砂量に対しての比例

定数となる aと bを大きくすることで，砂の動きが大きくな

り，図 13(b),(d)では右の方の岩石海岸地帯にも砂が運ばれ

て，地形がなだらかになっていることがわかる．一方で nも

漂砂量に影響し，この値を小さくすることで図 13(c),(e)で

は砂が遠くまで運ばれにくくなるため，島の左側の形状変化

が小さくなり，元の地形の凹凸が残っている．逆に nを大き

くするとより漂砂量が大きくなり，よりなだらかな地形が得

られる．ただし，nを 1より大きくすると漂砂量が指数関数

的に増加し，反復計算による海岸線の変化が不安定になるこ

とが実験によりわかった．

5. む す び

本論文では，2次元粒子法を用いた Shallow waterモデル

による波のシミュレーションと，数理地形学で用いられる基

礎式を 3次元空間に適用させることによって，海岸地形のイ

ンタラクティブなレートでの自動生成を可能にした．Shallow

waterモデルにより，水面下の粒子を考慮する必要をなくし，

大幅な高速化を実現し，また，数理地形学で扱う低次元での

シミュレーションに適した基礎式を，3次元空間でのシミュ

レーションに適用できるよう拡張することで，地形学的に正

しい地形変動を 3次元空間上で再現した．実験においては，

岩石海岸や砂浜海岸，2つを組み合わせた小さな島などで浸

食シミュレーションを行い，本手法によって海岸地形が生成

されることを示した．

今後の課題としては，直角以上の崖や洞窟の生成があげら

れる．本論文では 3次元地形の表現に 2次元の高さ場を用い

ているため，直角以上の角度の地形に対応できない．ボクセ

ルなどの他の地形表現手法と組み合わせることで海食崖の後

退及び直角以上の崖の生成，海食洞の生成などにも対応した

い．また，今回行った周期的な波の生成は単純なものであり，

正確な波をシミュレーションするならば，海流などの影響を

考慮する必要がある．海岸地形の生成に影響する要素は波に

よる浸食のみではなく，様々な要素の相互作用であることを

考えると，さらにリアリティのある地形を生成するためには，

他の物理的作用に関しても考慮したシミュレーションの検討

が必要である．本論文では初期地形生成の後は波による浸食

以外は考慮していないが，川による浸食の追加や，河口にお

ける沖方向漂砂量の変化などを実現できれば，よりリアルな

地形を生成できると考えられる．これらの要素を追加し，現

実世界の海流や川と同じ設定でシミュレーションした結果と

実際の地形と比較することで提案手法の有効性を確かめるこ

とも今後の課題である．
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