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速報

曲線半径司路面の計画高およびI.Pの平面位置が土工量に与える影響*

田中良明**・山口智**・鈴木秀典料・宗岡寛子*紳

1. はじめに

森林路網を整備し，木材搬出の低コスト化を実現して

林業を活性化させようとする機運が高まる中，林野庁は

平成22年に林業専用道作設指針を定めた (3)。その中に

は，路親の糠形は，地形に沿った屈曲線形，波形勾配と

すること，土構造を原則とすること，切土高，盛土高は，

極力抑えること，切土，盛土の土工量の均衡かつ最小化

をはかることなど林業専用道が備えるべき要件が記述さ

れている。

こうした要件を実現させるために，近年入手しやすく

なった航空機レーザー測量等による数値地形モデル

(DEM) を用いて，道の平面線形，縦断線形，路線断面，

土工量等を検討することが有効で、あると考えられる。

森林総合研究所では，森林作業道に対してDEMを用い

た路線選定と土工量の計算プログラムを開発している

(5)。これはユーザーがマウスによって入力した平面線

形の軌跡に沿って等間隔に横断面を作成して断面積平均

法で土工量を計算するものであり，屈曲部ではGULDINの

定理に基づいた補正を行っている (6，8)。しかし，林

業専用道等の林道では，交角点(I.p) を定めて，そこに

円曲線を当てはめて，路線を定めている。さらにARUGA

ら (2)はDEMを用いた断面積平均法による土工量の計

算において，横断面の間隔を短くした場合に，その計算

結果が，モンテカルロ法によって，より正確に計算され

た結果に近づいていくことを指摘している。これは，断

面積平均法では横断面間でDEMデータの変化があって

も，つまり地形が変化していても，その変化が反映され

ないことによるものである。

これらのことから，この研究は， I.Pの選点による路線

選定に対応が可能で、， DEMの地形データを正確に反映で

きる土工量の計算方法を検討し，曲糠半径，路面の計画

高， I.Pの平面位置の変化が土工量に与える影響を定量的

に評価，分析することを目的とした。

2.方法

使用したDEMは航空機レーザー測量によるもので格子

点の平面直角座標と標高値が記録されたものであり，格

子間隔は2mで、ある。図-1に使用したDEMの鳥服図を示

す。このDEMは， トータルステーションを{吏った実測に

よる地形断面との比較において，おおむね一致していた

が，最大で、数十cm程度の高低差が含まれていた(7)。

DEMは格子点に標高値が与えられたものであるが，格子

内の標高値はパイリニア補間法によって内挿することが

できる (9)。ここで検討する土工量計算法はこの補間法

を使って，格子間隔をさらに細かくすることによって，

十分な離散化を行った地形モデルを作成，そのモデル上

でI.Pの選点，曲線半径，計画高を定めて土工量を計算す

るものである。図-2にその方法の概念を示す。

図に描かれた細かな格子は，離散化を行った地形モデ

ルであり，各格子の標高値はパイリニア補間法で求めら

れている。具体的にはC++言語による4バイト浮動小数

図 1 使用したDEMの鳥蹴図

矢印が計算に使用した尾根と谷を示す
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点数の2次元配列を用いた。計算には同じ大きさの整数

の2次元配列も必要であり，これはすべてゼロで初期化

しておく。各格子の平面座標は各格子の中央により与え

られる。

図のように， I.P点を与え，起点，終点を設ける。適切

な半径の円曲線を定めれば13.C，M.C， E.Cの平面座標が

定まる。起点とB.Cの間， E.Cと終点の聞は直線として，

全幅W (m)の道を作設するものとする。計算の簡略化

のため曲線部の拡幅は考慮しない。起点から終点までの

計画高は何らかの方法によって決定しておくものとす

る。

今，曲線部の路線のセンタ一線上にある点Aから円の

中心0に向かつて点線に沿った任意の断面abを設けると，

曲線部の断面の土工量は次のように計算される。

まず点Aが含まれている格子を求める。具体的には点

Aの含まれている2次元配列の位置を表す添字番号i，jを

点Aの平面座標XYから求める。図の上部に示した断面図

のように，その格子の標高値とAの計画高の差の絶対値

を求める。図のように点Aの計画高が格子の標高値より
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図-2 土工量の計算方法
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高ければ盛土であるので，その絶対値を盛土高として保

存しておく。逆に点Aの計画高が格子の標高値より低け

れば切土高として保存する。このときにゼロで初期化し

ておいた整数配列の同じ添字番号 i，jの位置に盛土の路

面であるのか，切土の路面であるのか区分できる整数値

を書き込む。

次に点Aから曲線の中心方向に微小な距離ムd(m)だ

け移動した位置を探索点とする。探索点が点Aから W/2

以内であればそこはまだ路面である。探索点の含まれる

格子の整数配列をチェックして値がゼロであれば，同じ

ように盛土による路面か，切土による路面であるのかを

判別して，結果を盛土高，切土高に加える。ムdの値に

よっては探索点が前と同じ格子となる場合があるが，整

数配列をチェックすることによって再計算されることを

防いでいる。

探索点がW/2を超えればそこはのり面となる。道の端

において計画高が格子の地表高より高ければ，盛土のり

面，低ければ，切土のり面と判定する。そして地表高と

比較するべきのり面の高さをのり面の勾配と道の端から

の距離によって計算し，それぞれの差の絶対値を盛土高，

切土高に加えてゆく。同時に整数配列にも盛土のり面，

切土のり面であることが区分できる数値を書き込んでゆ

く。ムdの加算をつづけて探索点の盛土のり面の高さが

地表高より下にくれば，切土のり面の高さが地表高より

上になれば片方の断面の計算終了である。これと同じ計

算を点Aから外側方向に向かつて行う。この計算をB.Cで

の断面から始めてE.Cの断面に向かつて繰り返すのであ

るが，そのとき微小角度ムOで断面を作成，計算を繰り

返す。

直線部では図中のBのように道の直角方向に向かつて

断面cdを作成して同様の計算を行う。このときは断面の

進行間隔ムLがパラメータとなる。

最終的に盛土高，切土高のそれぞれの合計に格子の面

積を乗じれば土工量が算定できる。この計算方法を実行

するプログラムをWindows7(64bit)上でVisualStudio 

2010のC+十によって作成した。計算では，全幅4mとし，

ムθは0.01度，ムdとムLは格子間隔のν4とした。

直線部や曲線部の外側においては道のセンターライン

からどこまで探索するのかというパラメータもある。地

形傾斜によっては盛土のり面が地形にすりつかないよう

な場合もあるからである。現在のところ，探索範囲は曲

線半径と Lて，そめ範囲内ですりつかなければエラー?を

返すようになっている。

このような方法によって土工量が計算されるが，その

分析に際して問題となるのは土工量の基準である。この

研究では，次のような基準を考えた。まず地形として代

表的な要素である尾根，谷を考える。比較的，対称性の
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ある尾根と谷を選ぴ，それぞれの一方の斜面から反対側

の斜面へのルートを考える。起点と終点を同一の等高線

上に選ぴ，その等高線の標高をそのまま起点，終点の計

画高とする。つまり尾根と谷において高さの等しい起点

から終点までを結ぶ路線を考える。 I.Pの位置はこれも同

じ等高線の尾根線，谷線付近に設けるものとする。曲線

半径を決めれば， B.C， M.C， E.Cが決まる。さらに計画

高をすべて起点，終点と同じ高さであるとすれば土工量

は先ほどのモデルを使って決定できる。この土工量を基

準土工量として考えて，曲線半径，計画高， lPの平面位

置を変えた時に土工量がどのように変化をするのか分析

した。

図-1に示した鳥搬図は筑波山の北側斜面を北側から

見下ろしたものである。矢印の位置にある尾根，谷を計

算例としてとりあげた。尾根線，谷線の平均傾斜はいず

れも19度であった。 DEMには既設道が現れているが，こ

の等高線に沿った道の上側斜面で尾根を，下側斜面で谷

を選んだ。計算に使用するのり面の勾配は，盛土は林業

専用道の1:1.2，切土は既設道の切土のり面が岩石主体で

あることから1:0.3とした。

3.結果

図-2に示した計算方法は格子間隔が狭ければ狭いほ

ど正確になるものと考えられる。もちろん，バイナリ補

間法によって， DEMの持っている誤差が補正されるわけ

ではないし，地形の情報量が増えるわけで、もない。盛土

や切土は人工構造物であり，するどいエッジをもってい

るため，格子間隔を細かくすればするほどするどいエッ

ジを表現できるからである。しかし格子を細かくしすぎ

ると， 2次元配列がPCでの実用に適さない大きさになる。

そこで，平坦面の地形を想定して，起点，終点からI.Pま

での距離を50m，交角的度，曲線半径25mの曲線を当て

はめ，路面の高さを変えることによって生じる両盛土，

両切土の路線の土工量を，格子間隔を変化させながら計
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算し， GULDINの定理を使って得られる理論値との誤差を

比較したのが表-1である (6)。

図-3，4には，それぞれ尾根，谷の同じ等高線に設け

られた起点，終点， I.Pが記されている。起点と終点，お

よびl.Pの位置はすべての計算に対して共通である。曲線

半径Rとして2伽nと3伽1をあてはめて，盛土と切土の合計

を土工量とじて，基準土工量を算定した(表-2)。

この基準土工量をもとにして路面のM.Cの計画高を上

下に0.5mず、つ変化させて，起点からM.C，M.Cから終点ま

での計画高は水平距離に比例させるものとして土工量の

変化を計算した。計算は，縦断勾配が14%以内であるこ

とをチェックしながら行った。次にI.Pの平面位置につい

て初期位置を中心に2mず、つXY方向に移動させて土工量

の変化を計算した。このときの路線の計画高は等高線の

値と同じ，つまり勾配はゼロである。最後にM.Cの高さ

表-1 格子間隔と誤差の関係

区分 高さ 土工量格子間隔 誤差
(m) (m3) (m) (%) 

2.000 2.36 
盛土 5 4，463.5 1.000 1.16 

0.500 0.57 
0.250 0.28 
0.125 0.14 
2.000 2.29 

盛土 10 14，283.2 1.000 1.13 
0.500 0.56 
0.250 0.28 
0.125 0.14 
2.000 8.83 

切土 -5 2，454.9 1.000 3.26 
0.500 0.64 
0.250 0.30 
0.125 0.14 
2.000 5.60 

切土 -10 6，248.9 1.000 1.23 
0.500 0.59 
0.250 0.29 
0.125 0.14 

表-2 基準土工量と最小土工量の計算結果

地形 方法 曲線 基準 移動量 最小土工量
半径 土工量 X Y Z 
(m) (m3) (m) (m) (m) (m3) 比率

Z 20 862.6 2.5 443.3 0.514 
30 953.9 3.0 354.1 0.371 

尾根 XY 20 862.6 -8.0 4.0 438.7 0.509 
30 953.9 -8.0 10.0 417.4 0.438 

XYZ 20 862.6 目2.0 -2.0 2.5 394.1 0.457 
30 953.9 -2.0 -2.0 3.0 328.2 0.344 

Z 20 1039.6 -2.5 443.8 0.427 
30 1209.7 同3.0 388.1 0.321 

谷 XY 20 1039.6 6.0 -6.0 433.0 0.416 
30 1209. 7 8.0 -10.0 365.6 0.302 

XYZ 20 1039.6 4.0 ー2.0 -1.5 398.6 0.383 
30 1209.7 4.0 -6.0 国1.5 322.1 0.266 
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とI.Pの平面位置を同時に変化させて土工量の計算を行っ

た。それぞれの計算方法を方法z，方法XY，方法XYZと

する。最終的に，それぞれの計算の中での最小値となっ

た土工量とそのときの計画高や平面位置の変化量を求め

た (表-2)。もっとも土工量が縮減できたのは方法XYZ

であり，曲線半径，計画高， I.Pの平面位置のすべてを変

化させた結果，基準土工量に対して尾根では34.4%，谷

では26.6%まで土工量が縮減する結果となった。

4.考察

4.1格子間隔

表-1では， DEMの本来の格子間隔である2mで言十算し

た場合， 2~9%の誤差が生じているが，格子間隔が小さ

くなるにつれて誤差は小さくなり， 0.125mではすべて

0.14%となった。切土のほうが，誤差の大きい傾向があ

るが，これは，切土のり面の勾配が急なことにより，離

散化による誤差が生じやすかったのではないかと思われ

る。この結果から，今回の計算では，すべてO.lmの格子

間隔を用いることとした。格子間隔を小さくすればする

ほど，土工量の計算には多くのメモリと計算時間を要す

ることとなるが，あえて小さな格子間隔を採用した理由

は，離散化による誤差を極力小さくしたいことに加えて，

100dpi程度の解像度であるPC上の画面でピクセルと格子

を対応させた場合に， 4∞分の1程度の縮尺となり画面上

で見やすいことと，結果をそのまま画像に保存できるた

めである。

4.2曲線半径

表-2からは，ほぼすべての計算方法に対して曲線半

-切土のり面 ・切土路面 ・盛土路面 盛土のり面

図-3 計画高の調整による最小土工量の計算結果

地形は尾根で、曲線半径は20m，等高線は2m間隔

]. ]pn. For. Eng. Soc. 28包)2013

径30mのほうが20mに対して7~14%程度の小さな最小土

工量を示していることがわかる。図-3から図-6までは

方法Zによって計算された最小土工量を与える計画高で

の盛土，切土の状態を平面図で表している。 4段階のグ

レースケールは黒いほうから切土のり面，切土路面，盛

土路面，盛土のり面を示している。図-3と図-5，図-

4と図-6をそれぞれ比較すると， 30mの曲椋半径のほう

が，結果としてより等高線に近い線形を与えていること

-切土のり菌 ・切土路面 ・盛土路面 d 盛土のり面

図-4 計画高の調整による最小土工量の計算結果

地形は谷で、曲線半径は20m，等高線は2m間隔

-切土のり面 ・切土路面 ・盛土路面 a 盛土のり面

図一5 計画高の調整による最小土工量の計算結果

地形は尾根で曲線半径は30m，等高線は2m間隔
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一一-切土量

一一一盛土量

ーーー土工量 、

がっていくように，谷で、は谷に向かつて下がってゆくよ

うに計画高を定めれば，土工量が削減され，かっ土工量

の均衡に近づいていくことがわかる。一方で，上げすぎ

ても下げすぎても土工量はかえって増大する。最小点で

は尾根では切土過多，谷では盛土過多となるが，最小と

均衡点の高さは1mlまどしか離れておらず，土工量も大き

く異なるわけではない。

4.4 I.Pの平面位置

図 9， 10はI.Pの平面位置の変化による土工量の変化

を示したものである。路線の計画高は等高線の値と同じ，

つまり勾配はゼロである。図中のI.Pを中心にして2m間

2.0 
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がわかる。曲線半径20mのほうは，起点と終点からの直

線部が尾根や谷の曲面部に食い込んで、きている。この傾

向は方法XYや方法XYZでも同じであった。すべての計算

方法において曲線半径3仇nのほうが，地形により追従し，

土工量を抑えるのに適していたことがわかった。

したがって，起点と終点が等高線上に固定されている

という条件下では，尾根や谷には土工量を抑制する上で

より適切な曲椋半径があることがわかる。

4.3計画高

計画高の影響を見るために， I.Pの平面位置を変えずに，

M.Cの計画高を変化させて最小土工量を求めた。表-2に

よれば，尾根ではM.Cの計画高を上げた場合，谷では下

げた場合に最小土工量がある。図-7，8は曲線半径が

30mの場合の最小土工量を与える付近の計画高の変化と

基準土工量を1としたときの相対土工量の変化を示した

ものである。これらの図からは，まず計画高を変化させ

ると切土，盛土，土工量は，なめらかな連続関数状に変

化していくことがわかる。また，尾根，谷ともに計画高

が高くなるにつれて切土が単調に減少，盛土は単調に増

大していく。その結果，両者の和である土工量が最小に

なる点と，土工量が等しくなる点があることがわかる。

それらの点は，唱尾根では等高線の高さよりも上側であり，

谷では等高線よりも低いところに存在している。また，

土工量が最小になる計画高と，等しくなる計画高は若干

異なる。

これらのことから，起点，終点の位置とI.Pの平面位置

が固定された条件下では尾根では，尾根娘に向かつて上
6 

計画高の変化による相対土量の変化

地形は尾根で曲線半佳は30m
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図 6 計画高の調整による最小土工量の計算結果

地形は谷で曲線半径は30m，等高線は2m間隔
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隔でI.Pの平面位置をXY方向に変化させた。変化させた

範囲は図中に点線で、囲つである。基準土工量を1.0とした

場合の等値線を0.25間隔で記入しである。谷では，閉曲

線を強調するために0.35の等値線を加えてある。図から，

まずI.Pの平面位置の変化によって土工量は滑らかに変化

していくことがわかる。図中のグレースケールは土工量

の最小値を与えたI.pmnによって定まる盛土，切土を示し

ている。土工量が最小となる場所は尾根でも，谷でも等

高線の外側の尾根糠，谷線付近にあるという結果であっ

-切土のり面 ・切土路面 ・盛土路面 盛土のり面

図-9 IPの平面位置による最小土工量の計算結果

地形は尾根，曲線半径は3仇ll，等高線は2m，等値線は0.25間隔

lfUm 
ごぺ--._j

-切土のり面 ・切土路面 ・盛土路面 盛土のり面

図-10 IPの平面位置による最小土工量の計算結果

地形は谷，曲線半径は30m，等高線は2m，等値線は0.25間隔
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た。

方法Zの結果から推測すれば，同じ計画高の起点と終

点を結ぶ勾配のない路線という条件下では，尾根線上に

おいて，等高線の内側にI.Pをとるほど切土が増え，外側

にいくほど盛土が増大する。谷線上では，等高線の内側

にI.Pをとるほど盛土が増え，外側にいくほど切土が増大

する。その結果として，両者の和である土工量の最小に

なる点が存在するものと考えられる。また図-9，10を

図 5， 6とそれぞれ比較すると，路線がより等高線に近

づいていて，より地形に追従していることがわかる。I.P

を決めてその内側に曲線を当てはめているので， 等高線

の外側に最小値があるのは当然の結果であるが，等高線

上にI.Pをとった場合に比べて5割以上，土工量が変化し

ていることがわかった。最小値を与えるI.P
min

では尾根で

切土過多，谷で盛土過多であった。この結果から考えて，

土工量が等しくなる点はIPmnのやや外側に存在すること

が推察された。

4.5計画高とI.Pの平面位置

尾根，谷いずれも最小土工量を与えるのは計画高とI.P

の平面位置の両方を動かしたXYZ法であった。この場合，

最小土工量を与える位置は，計画高とI.Pの平面位置の結

果から考えて， I.Pを等高線の外側にもってきて，計画高

をうまく調整することにより実現できるものと考えられ

る。しかし，表-2からは谷では確かにそのような結果

であるものの，尾根では， I.Pの平面位置について，その

ような結果となっていない。これは3次元で探索を行っ

た場合， DEMに表現されている微小な地形変化が影響を

与えたことが考えられる。図-9を見るとこの尾根は，

おおよそなだらかではあるものの，尾根線付近に微小な

地形の変化があり，最小値を与えるI.Pの平面位置と計画

高はそのような微地形条件を使って見つけ出された可能

性がある。

5. おわりに

DEMに表現されている地形をパイリニア法によって十

分に離散化を行って，切土，盛土の土工量を計算する手

法を検討し，曲線半径，計画高， I.Pの平面位置が土工量

に与える影響を分析した。尾根，谷において起点と終点

を同じ等高線上にとるという限られた条件下ではあるも

の，各条件の変化と土工量の変化のおおまかな傾向が明

らかになった。従来から指摘されている波型勾配やI.Pの

位置選定の重要性を定量的に評価することができるよう

になった。

今回の計算事例から明らかになったように，曲線半径，

計画高，I.Pの平面位置による土工量の変化はかなり大き

なもので， ARUGAら(1， 2)，斎藤ら (4)が行ったよう

にDEMを用いて路線全体の土工量を抑えるような線形を
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もとめるやり方は有効で、あろう。

一方，この手法の欠点は，大量のメモリや計算時間を

要する性質上，一度に長大な路線の土工量を計算するこ

とができないということである。

しかし，モデルの数を限定してI.P点ごとに，周辺の

地形データをコピーして計算させるような方法を使え

ば， PC上で対話的に土工量を計算しながら路線選定の検

討を行うようなソフトウェアを構築することは可能で、あ

ろう。

また最終的に得られたモデルは地形モデル上に路体の

モデルを構築したものとなっているため，格子間隔を広

げるなどして伐採箇所をモデル化すれば，森林作業のシ

ミュレーション等にも応用することが可能で、あろう。
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