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出来形管理の仕様変更と機能追加 
 仕様変更 
 標高較差計算からヒートマップデータ作成までをダイアログの移動なく一連で処理します。 

旧オペレーション 
標高較差計算を変化量出力で行い、そのデータの
読み込み・三角網計算を行ってから出来形管理表
で判定を行う必要がありました。 

→ 

新オペレーション 
現況地形データと計画モデルデータを準備しておけば、
出来形管理表のみで一連の処理が行えます。 

 

 

 

↓ 

 

 

 

 

 

 

 
 「印刷イメージ」ボタンを廃止。「出来形判定」実行後、自動的に印刷イメージ表示(白背景)になります。 

 →  

  

標高較差計算も管理表から行います 

「出来高判定」を実行 
 白背景でヒートマップを表示 
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仕様変更後の出来形判定処理の流れ 

★の箇所が主に変更となった部分です。 

 

1. あらかじめ、三角網計算済みの現況地形の観測データと計画モデルデ
ータを準備しておきます。★それぞれ三角網計算も行っておきます。 

2. LandForms画面左側の「出来形」ボタンをクリックし、画面右側に表
示された「管理表」をクリックします。 
「出来形管理」ダイアログが表示されます。 

3.★「現況ファイルを選んでください。」の ボタン(①)をクリックし、

現況地形の観測データを選択します。現況ファイルを読み込むと「計画

ファイルを選んでください。」の ボタン(②)が表示されるので、クリ

ックして計画地形データを選択します。 

画面上には現況地形と計画地形が重なった状態で表示され、★計画地形

は灰色の三角網で表示されます。 
4. 判定方法・規格値を登録します。(③) 
5.「天端、法面指定」で判定する場合は、天端線・法尻線・小段線を登録
するか(④)、「判定パラメータ読込」(⑤)または「横断計画データ読込」
(⑥)を行います。 

6. 出来形判定を実行します。 
「出来形判定」ボタン(⑦)を押すと、判定処理が開始され管理表内に数
値と判定結果が表示されます。★また画面にはヒートマップ段彩画像が
表示され、印刷イメージ表示(白背景)になります。 

7. 出来形合否判定総括表に出来形判定数値とヒートマップ画像を貼り付
け、帳票を作成します。 
「表コピー」ボタン(⑧)で出来形判定数値が、「ヒートマップ(画面)コピ
ー」ボタン(⑨)でヒートマップ画像がコピーされます。EXCEL等の表計
算ソフトで開いた出来形合否判定総括表に貼り付けます。 

 

 

 機能追加 
 点密度判定 
指定した値より面積が大きい三角網が存在するかを判定します。 
必要に応じて三角網の重心位置に点を１点追加し、三角網を再計算します。 

 

赤枠の欄に面積値を入力します。「判定」ボタンをクリックすると指定した面積より大きい三角網が
ピンク色の三角網で表示されます。「クリア」をクリックするとピンク色の表示が消えます。 
「点追加三角網計算」にチェックを入れて「判定」を行うと、該当した三角網の重心に点を追加し、
三角網を再計算します。 

  →  

「判定」を行った状態 「点追加三角網計算」にチェックを入れて「判定」を行った状態 
  

① 
② 

現況は緑の三角網 
計画は灰色の三角網 
 

③ 

④ ⑤ 

⑥ 

⑦ 
⑧ 

⑨ 
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 天端・法面の登録方法の追加 
追加された登録機能 ・計画モデルデータ端点情報 

・地形 3D表示中の天端・法面登録 
 

 

「計画端点」を選択し、計画モデ
ルの端点付近をクリックすると最
寄りの端点座標で登録することが
できます。 
 
※この例では現況地形データの点
群と三角網を非表示にして作業し
ています。 

 

 ヒートマップの 3D表示 

 

3D 表示をするには「3D」にチェ
ックを入れてから「出来形判定」
を行います。 
 
陰影表示する場合も同様に、判定
を行う前に「陰影」にチェックを
入れておきます。 
 
また判定後に表示/非表示できる
要素に計画モデルデータが加わり
ました。 

   

陰影あり 陰影なし  
 

 ヒートマップの 3Dビュワー(GeoView)用データ出力 
3D表示で「出来形判定」を行うと、 ボタンが表示されます。クリックし、任意の名前を付け

て保存してください。 

ファイル出力時に「天端線」「計画」にチェックを入れておくと、それらの要素が DXFファイルで出力さ

れます。出力したヒートマップデータを GeoViewで読み込む際に追従して読み込まれて表示されます。 

 





   
 

Ver.5.14AB   5 / 10 

 

GeoForm 
  &LandForms 

その他の追加・変更・修正 

 追加  
 GeoForm 
 ツールバーに「設定」「作業フォルダ指定」のアイコンを追加 

 ：設定ダイアログ(パラメータ設定、色設定、保存確認メッセージ)を開きます 

：作業フォルダを指定するダイアログを開きます 

 「作業フォルダ指定」 
フォルダの指定ダイアログに、フォルダのパスを直接指定する入力欄を追加 

 「ファイル」→「メッシュ」→「メッシュ土量クリップボード出力」 
メッシュ座標が 20000点以上になる場合はファイル保存選択を表示 

 「路線一覧」 
「点名変更」「幅杭変更」の機能を追加しました。 

 

点名変更 
LandFormsの「路線計算」で作成した路線データの
No杭・プラス杭の測点名を一括変更します。 
幅杭変更 
路線横断測点の左右の座標を幅指定で変更、もしくは
ランダム点外周の交点座標を算出し変更します。 

点名変更の操作 

 
点名変更ボタンをクリックすると、左のダイアログが開きます。 
変更したい箇所を編集し、適用ボタンをクリックします。 
各要素の変更方法については、下記の例を参照してください。 

 

「路線計算」を行った状態 

→  
プラス杭変更の「NO追加」にチェ
ックを入れると、プラス杭の点名
が左のように変更されます。 

→  

文字：Sta 
番号間隔：100.000 
「NO杭変更」にチェックを入れる
と左のように変更されます。 
プラス杭変更の「NO追加」にもチ
ェックが入っているため、プラス
杭の点名も変更されています。 
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→  

文字：No 
番号間隔：20.000 
追加距離：12.524 
(↑ブレーキ No杭の先頭距離) 
上記の設定でプラス杭変更の「NO
追加」にチェックを入れると左の
ように変更されます。 

「プラス杭」でブレーキの 
No杭追加距離を入力し、 
「路線計算」を行った状態 

幅杭変更の操作 

 
幅杭変更ボタンをクリックすると、左のダイアログが開きます。 
変更したい箇所を編集し、適用ボタンをクリックします。 
各要素の変更方法については、下記の例を参照してください。 

 

左・右の数値を指定すると、横断
幅が変更されます。 
 
行を指定している場合はその行の
横断測点のみが変更されます。 
指定していない場合は全ての横断
測点が変更されます。 

 
外周交点を指定すると、外周まで
の横断幅に変更されます。 

  

行
を
指
定 
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 ビデオ鳥瞰 
 「面設定」 
テクスチャとして使用可能な形式を追加 
モノクロ BMP、TIFF、PNG、GIF形式 

 「オブジェクト設定」 
配置オブジェクト(Xファイル)の「ランダム点で出力」「DXFで出力(3DFACE)」機能を追加 

 

表示リストのオブジェクト名を右クリックするとメニューが表示されます。 
該当項目をクリックし、保存先を選択すると保存されます。 

「ランダム点で出力」 配置したオブジェクトをランダム点(RND)
と三角網(TIN)のデータとして出力します。 

「DXFで出力(3DFACE)」 配置したオブジェクトを DXFデータとして
出力します。 

※複数のオブジェクトを選択して出力すると、一つのファイルとして出力され
ます。 

※VXファイルのオブジェクトは出力できません。 

 一つのオブジェクトを選択して出力 複数のオブジェクトを選択して出力 

出力する 
オブジェクトの 
選択 

  

ランダム点と 
三角網データの 
読み込み例 

  

DXFデータの 
読み込み例 

  

 

  

オブジェクト名を 
右クリックして 
メニュー表示 

複数選択状態 一つ選択状態 
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 横断計画 
 「連続処理」の法指定・定規図指定に「変更なし」を追加 
一度連続処理済みの区間を再計算する際に変更なしに指定すると、その区間は法・定規の変更を行わず、
前の結果が保持されます。 

 「連続処理」の法指定に「勾配変化」を追加 
勾配が異なる 2つの区間がある場合、その 2区間の間の勾配を計算する際に指定します。 

 

 

 

 

1.一つ目の区間の連続処理設定を登録します。(上図連続処理一覧の No.1の行、断面 1から 44の区間) 
2.一つ目の区間と異なる勾配の区間の連続処理設定を登録します。(同じく No.2の行、断面 58から 98の区間) 
3.二つの区間の間の連続処理設定を登録します。(同じく No.3の行、断面 44から 58の区間) 
この時、勾配変化をさせる要素(上図の場合は左盛法・切法)の指定の際に「勾配変化」をクリックします。 
勾配変化を指定した要素の表示は TRFとなります。 

※勾配変化区間の開始断面と終了断面は、以下のとおりにします。また、それぞれの横断に勾配の違う法が登録され
ている必要があります。 
開始断面：前区間の法を登録した最後尾の断面番号   終了断面：後区間の法を登録した先頭の断面番号 

4.連続処理を開始します。2つの区間の勾配は、前後の勾配に合わせて徐々に変化するように計算されます。 

 TIN変換 
 高さ誤差の指定に「誤差判定なし」を追加 
建物などのモデルを読み込む際に、誤差判定を行うと壁面が欠落することがあります。その場合は「誤差
判定なし」で読み込みを行ってください。なお「誤差判定なし」で変換すると土台面は作成されません。 

 XYZ-MESH 

 カスタムテキスト読込に対応  
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変更  
 GeoForm 
 メニューバーの内容区分を変更 
「設定」メニュー内の一部の機能を新設の「ツール」メニュー内に移動し、パラメータ設定と色設定を一
つのダイアログにまとめました。 
「ツール」メニュー内に移動した機能 

 

座標変換ユーティリティ 
変化量出力 
TINデータ変換 
データクリーナ 
XYZメッシュ 

設定ダイアログの変更と統合 
「設定」メニューをクリックすると直接設定ダイアログが表示されます。 

旧画面  新画面(設定ダイアログ) 

 

パラメータ設定 

 

色設定 

 
一つの 

ダイアログに 
統合 

  

 

 

 「IP入力」 
3D表示中でも端点(DXF)とランダム点を参照して IP点の入力が可能になります。 

 ビデオ鳥瞰 
 「ルートファイルを開く」 
ルートファイル選択後「走行設定」ダイアログが表示されるようになりました。また「走行設定」ダイア
ログ表示中は「ルートファイルを開く」メニューが選択できなくなります。 

 横断計画 
 「ランダムデータ出力」 
間隔指定の小数桁を 1桁から 2桁に拡張 

 「比較用横断データ読込」 
横断中心有効の場合、FHの値を読み込んだ横断中心標高とする 

 XYZ-MESH 
 扱える点数の上限値(20億点)を設定  
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 修正  
 GeoForm 
 「スライス数量」→「面積計算」 
ランダム点数が 2000点未満の場合、等高線が計算されず面積値が 0.0となる 

 ビデオ鳥瞰 
 「計画データ追加読み込み」 
計画データを読み込むと点群データが消えることがある 

 「面設定」 
テクスチャ登録でフォルダの違う画像ファイルを読み込んだ際、位置情報ファイルが読み込まれない 
ワールドファイル(bpw、jgw、tfw、pgw)が読み込まれない 

 横断テキスト 
 ODNファイル読み込み時に無効情報がずれて表示される 

 横断計画 
 「ランダムデータ出力」 
造成用補助測点を含むデータで行うと拡張部分に余分な点が出力される 

 「法座標」 
新規入力時に入力制限がかかる 

 「比較用横断データ読込」 
横断中心有効状態でも無効とみなされ垂直線が作成される 
垂直線作成時、距離が 1mm以下だと垂直線が作成されず「土量計算」で面積値が 0.0になる 

 等高線作画 
 「DXFファイル作成」 
メッシュ間隔が短く文字が小さい場合、文字の位置がずれる 

 縦断図 
 「DXF出力」 
縦断表の縦断区切り線表記で追加距離に端数のある測点の位置がずれる 

 DATA Cleaner 
 高解像度の表示環境でツールバーが隠れてしまう 

 XYZ-MESH 
 「データ読込」 
「取り込み設定」ダイアログのメッシュ分解距離の初期値に関する不具合 
「取り込み設定」ダイアログの最大読込点数にマイナス値が出る 
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