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1. はじめに

バイオマスは，地域に広く低密度に存在し，その利用促

進には収集・運搬の効率化が重要とされている．収集・運

搬の評価指標の 1つとして， リソースマイルが提案されて

いる（柚山ら， 2005).

リソースマイルは，運搬するバイオマス量とその運搬距

離の積である．ある集積地点へのバイオマスの収集・運搬

のリソースマイルは，当該集積地点ヘバイオマスを収集・

運搬しようとする搬出地点毎にリソースマイルを求めて集

計（リソースマイル集計値）することで得られる．集積地点

をリソースマイル集計値が最小となる位置とすることが，

収集・運搬の効率が最も良い．

直線距離による場合， リソースマイル集計値が最小とな

る集積地点の座標(x,y)は，バイオマス量による重みづけし

た重心を算定する (1)及び(2)式で容易に求まる．

x = I:R;•x;/I:R; 

y=~R;•y;/~R; 

、̀
'
’
‘
.
l

l

2

 

（

（

 

ここで， Xi,y;: 搬出地点 iの座標値， R;:搬出地点 iのバ

イオマス量である．

道路距離を用いる場合，集積地点の複数の候補を定めて，

それぞれの集積地点でのリソースマイル集計値を比較する

ことで， リソースマイル集計値の小さい集計地点を選定で

きる（原科， 2010).

しかし，複数の候補を比較して集積地点を求める方法で

は，候補以外にもっとリソースマイル集計値が小さな地点

がないのかという疑問が残る．一方， リソースマイル集計

値が最小となる地点が明らかになったとしても，求められ

た地点の既存の土地利用によって集積地点として利用でき

ないことが多いかもしれない．それでも，土地利用条件を

考慮する前段として，道路距離によるリソースマイル集計

値が最小となる地点を明らかにすることは有効と考えた．

そこで，著者らは道路距離によるリソースマイル集計値が

最小となる地点を算定するシステムを開発した．

2. アルゴリズム

著者らが考えたリソースマイル集計値が最小となる地点

座標を求めるアルゴリズム（以下，「アルゴリズム」）は，搬

出地点が仮に与えた集積地点からの道路距離を考慮して定

めた仮想位置にあるとして，集積地点を (1)及び(2)式で再

計算するものである．具体的には以下のとおりである．

① (1)及び(2)式で求めた集積地点の座標 (xO,yO)を初期値

とする．②Fig.Iのとおり座標(xO,yO)から搬出地点 iまでの

道路距離(Lru),直線距離(Lo;)を求め，両者の差(clL;)を算出

する．③集積地点から搬出地点 iを結ぶ直線上で，搬出地

点から集積地点と反対方向に距離 dL;の地点を搬出地点の

仮想位置（座標 (xv;,yv;))とする (Fig.I参照）．④仮想位置の

座標（知， yv;)を用いて，再度 (1)及び(2)式で集積地点の座

標 (xl,yりを求める．⑤座標 (x1,yりを用いて②から④の計算

を行う．⑥以降，④で求められた集積地点の座標を用いて②

から④の計算を繰返す．⑦n回目の繰返し計算で得た座標

（汎y")とn-1回目で得た座標（炉一1,J,が）の距離が一定値を下

回ったら計算終了し，座標（炉，y")を集積地点とする．

なお，求められた集積地点が道路に接していない場合は，

Fig.I 仮想位置の座標の算定
Calculation of the virtual coordinate 
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当該地点から直線で最短距離にある道路に接する点を用い

て道路距離を算定する．

3. システムの構成

アルゴリズムによる計算を実施するには，2地点間の座

標を与える と，その 2地点間の道路距離を算定するサブル

ーチンが必要である このため，著者らは，GIS ソフ トと

して代表的なESRI社製ArcGISのエクステンションである

Network Analystを道路距離の算定サプルーチンとして使

い，アルゴリズムの処理を ArcGISの拡張スク リプ トとして

開発する ことと した

4. 計算例

4. 1計算データ

Fig.2に示す 15搬出地点の位置情報と道路網を計算デー

タとするなお，各搬出地 点には，Table1に示すバイオマ

ス量を与えた．

4.2計算結果

反復計算毎に算定された集積地点での リソースマイル集

計値を Fig.3に示した. Fig.3に示す距離は，1つ前の反復

計算回で計算された集積地点と当該反復計算回で計算され

た集積地点との直線距離を示す．

リソースマイル集計値は，反復計算回数を重ねると一定

の値に収束し，同時に距離も 0に漸近していったしかし，

座標 (x2,y2)以降の リソースマイル集計値は，座標 (x',yりで

の値に比べ大きくなっている．

算定された座標の各地点を確認すると， それらは同一の

区画内に存在した区画は周囲を道路で囲まれており ， リ

ソースマイル集計値が最小 となった地点は同区画の北東の

頂点であったつまり，アルゴ リズムはリソースマイル集

計値が最小 となる地点を含む区画を示すにとどまった．こ

の原因の究明は今後の課題である

5. おわりに

本システムは， リソースマイル集計値が最小 となる区画

位置までの算定であり，今後アルゴリズムを改良 し，計算

精度を向上させたい本システムの開発は，平成 25年度鹿

研機構広報 ・連携促進費の配分を受けて実施した．
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算出した集積地点の座標は， ー82,340.7,-36,526.2 
（平面直角座標第 6系）

Fig.2 兜出地点及び算出した集積地点の位置

Location of wheel-out points and calculated centers 

地点
No. 
I 
2 
3 
4 
5 

Table 1 各搬出地点のバイオマス量
Biomass quantities at wheel-out points 

R~'最 地点 R※贔 地点
No. No. 

10.75 6 1.83 11 
18 57 7 8.02 12 
13.20 8 14.22 13 
32.64 ， 7.06 14 
18.46 10 10.81 15 

※：バイオマス，単位(t)

565 ． —← リソースマイ ル集計値

R※最
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反復計算回数

※:1つ前の反復計算回で計算された集積地点と当該反復
計算回で計算された集積地点との直線距離を示す．

Fig.3 算出した集積地点の リソースマイル集計値
Total resource mile values at calculated centers 
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（研究ノート）

道路距離によるリソースマイルが最小となる集積位置の

算定システムの開発

山岡 賢・柚山義人・中村真人・折立文子

バイオマスの収集・連搬の評価指標であるリソースマイルが最

小となる集積地点を道路距離を用いて算定するシステムを開発

した， システムは， ESRI社製ArcGISと同エクステンションであ

るNetworkAnalystの道路距離の算定機能を利用し，メインの処理

をArcGISの拡張スクリプトとして開発したものである，現状の

アルゴリズムでは，リソースマイル集計値が最小となる地点を含

む区画までの算定である．

三 バイオマス．収集・運搬，リソースマイル,GIS, アルゴリズム，

最小化
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