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１．研究目的
構造物変形あるいは自然の斜面崩壊などによる地形変化などをそれらの初期段階から的
確に把握する事は、将来的におこりうる大変形、大崩壊などの事前の予知・予測を行う上
で基礎となる。それらの形状変化を的確に把握できれば（以下モニタリングと記す）、効果
的な対策が可能となる。この考えを模式的に図-１に示す。

時間
微小変形把握

大変形・崩壊予測
対策

図-１ 形状変化の把握、将来予測、対策模式図
形状変化モニタリングには多くの方法が考えられる。例えば下記である。
① 構造物あるいは自然斜面上に定点を何点か設け、基準点から定点までの距離・方位の変
化を測量する。
② 定点相互の距離・方位の変化を連続観測する。
これらの方法は、変形例えば斜面崩壊の発生場所があらかじめ予測できれば、また、その
崩壊がすでに開始していれば、それらの場所に対して高精度で行う事ができる。しかし、
実際には、崩壊あるいは構造物変形の場所は把握する事が難しい。そのため、
③ 変形、崩壊が想定される広範囲の地形、もしくは構造物群を 3 次元画像で把握し、その
画像化を異なる時点で行い、変形場所を捕捉する。
事が現実的であろう。一般的には、構造物変形などは、クラックの発生や表面被覆剥落な
どによって観察される事も多い。その場合は、それら変形場所の 3 次元映像化を行い、前
の時点の画像と比較する事によって変形の進行を定量的に把握できる。3 次元形状の把握に
は、大きく分けて（１）レーザー測量、（２）写真測量の２つがある。
もし、変形する構造物の場所などが予測できれば、レーザー測量が有利と思われる。しか
し、現実問題としてはその場所が予測できない事が多く、その場合、変形しない場所も含
めて、広範な３次元画像化が必要となる。その問題を模式的に図-２、図-３に示す。図-２
は斜面崩壊、図-３は構造物群の各場合を示している。この場合では、データの取得が容易
な写真測量が有利と考える。
実際に、写真測量によって土構造物の局所崩壊を定量評価した例を図-４に示す。これは、
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斜面崩壊兆候

図-２ 斜面崩壊場所予測の困難さ模式図

壁面崩落

クラック発生
局所変形
地盤沈下

図-３ 変形する構造物把握の困難さ模式図
ユネスコが 2005-2008 年に行った、中央アジアタジキスタンの仏教寺院遺跡アジナ・テパ
で行った例である。図中、2006 年から 2007 年にかけて、土壁の一部が崩壊していることが
分かる。この場所が崩壊する事は 2006 年段階では全く予測できなかった。しかし、その時
点で多くの土壁の 3 次元画像を作っていたため、崩壊後に再度画像化を行い、同図中に示
すような壁の形状変化（図中には断面変化の例を示す）が定量評価しえた。さらに、他の
部分にも局所的な表面削剥が起こっている事も評価できた。このことから、写真測量が構
造物や地形の形状変化をモニタリングする上で実用的には有利と判定した。
一般的に、写真測量は、用いるカメラ、太陽光線方向、太陽光線方向とカメラ撮影方向、
カメラ位置、撮影時の光の条件などでその精度が影響されろ事が指摘されている。これら
の問題があるため、レーザー測量に対して一般には精度上問題があるとされている。しか
し、上記の実用的な有利さを考えると、写真測量に問題があるならば、その問題点を改良
してゆく研究が必要と考えた。そのため本事業では、
① 大構造物の変形がどの程度の精度で把握できるかを明らかにする事。
② 光や撮影条件による影響を、人工ニューラルネットワークや遺伝的アルゴリズムなどの
いわゆる人工知能を用いて補正する技術の研究。
を目的として行った。
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図-４ 写真測量で定量評価した土構造物崩壊。タジキスタン、アジナテパ遺跡の例。
崩壊位置が予測できない場合の崩壊評価に写真測量が適している。
２．研究内容
２．１

研究に用いた器材、写真測量ソフト

研究に先立って、2 台のデジタルカメラ（キャノン、パワーショット G12）を購入した。
また、電磁リレーを用いた同期写真撮影装置を作成した。全３体図を図-5 に示す。その結
果

、

図-５ 用いた写真機と作製した同期撮影装置
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1/200 秒程度の同期撮影が可能となった。ただし、今回の写真測量の対象とした構造物は短
期的には静止していると考えられるため、手動でシャッターを押して撮影した。写真測量
のソフトとしては、Stereo-Eye V3 を用いた。
２．２

写真測量による大構造物の変形評価研究

この研究は実際の２つ大構造物を対象に行った。その対象は、下記である。
① タイ国、アユタヤ遺跡ストゥーパ
② 横須賀米軍基地内の第１ドライ・ドック
まず①について説明する。アユタヤは世界遺産に指定されており、その中には多数のス
トゥーパ（仏舎利塔）がある。図-6 にストゥーパの例を示す。それらのストーパでは上部
が崩落しているものが多い。最近のアユタヤ地域の地盤沈下によって、さらにストゥーパ

図-６ アユタヤのストゥーパ例。上部が崩落しているものも多い。
の変形が進み崩壊が加速される事が危惧されている。しかし、その形状変化を精度良く測
定されていない。そのため、写真測量により３次元形状を計測し、さらにその変状が定量
的に評価できるかを調べた。多くのストゥーパは、平成 23 年度に発生した大洪水によりそ
の下部や基礎部が水没した。そのため、その影響が写真測量で評価できるかを研究した。
写真測量は、下記の３回行った。
（１） 平成 23 年 3 月 31 日～4 月 7 日、
（２） 平成 24 年 1 月 25 日～2 月 3 日、
（３） 平成 24 年 7 月 14 日～7 月 26 日、
調査は、主にワット・ヤイチャイ・モンコン寺院で行った。
なお、3 回目では、渡邉は、ストゥーパ基礎工の情報を取得するなどの目的でミャンマーに
も併せて出張した。
次に横須賀第１ドライ・ドックについて説明する。このドックは、慶応 3 年に着工し、
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明治 4 年に完成した日本最古の近代型ドックである。図-7 に第１ドライ・ドックを示す。
ドック本体は切石積であり、日本の伝統工法と西欧型工法の折衷である。ドックの海に面
したゲート部周辺から漏水が見られ石積みの変形が危惧され、また将来の大地震によって
大きく変形する事危険性が指摘されている。そのため、基礎情報として現状の 3 次元形状
把握が重要と考えた。これにあわせ、ゲート部の漏水と潮位の関係を測定した。潮位と石
積みの変異の関係を写真測量で把握する事も考えたが、変形が極めて小さく評価はできな
かった。

図-７ 横須賀米軍基地内第１ドライ・ドック。明治４年竣工。石積み壁。
２．３

人工知能を用いた補正技術の開発研究

まず室内実験を行った、紙を適宜曲げて凹凸を作り、光の当て方を変えて写真を撮り、
その影響を見た。しかし紙素材が光を反射するなどうまく 3 次元化ができなかった。その
ため、埼玉大学構内の複雑な表面形状を持つ樹木表面を対象に行った。ついで、その画像
について後述する方法で補正を試みた。
３．線形、非線形回帰モデルを用いた補正方法
補正の考え方を図-8～図-10 に示す。ここで図-8(a)に示すような 3 次元画像があり、図
中の任意方向（ｘ方向）の断面形状として図-(b)が得られたとする。なお、(a)図において、
ｘの直交方向をｚとしている。写真測量に光状態や写真撮影方向の影響があるならば、写
真測量によって 3 次元かされた画像の断面形状は図-8 とは異なるはずであり、図-９のよう
に多少とも差が生ずるはずである。この形状差を図-9 のように、他のデータ、例えば、写
真測量で得られたｘ、ｚ方向の勾配、ｘ方向の勾配変化、Ｒ，Ｇ，Ｂなどから推定する事
を考える。今、差を D(xi)として他の量を Ej(xi)とする。ここに、xi は、等間隔に離散か
された点である。D(xi)の推定に線形回帰モデルを使えば、
D(xi)=α1E1(xi)+ α2E2(xi)+ α3E3(xi)+・・+ αnEn(xi)

(1)

と書ける。ここに、αj (j=1,n)は各要因の重み(寄与度)であり、総和が 1.0 となる。線形
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図-８ 断面線と断面形状模式図
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図-９ 写真測量による、撮影条件による断面形状の誤差模式図。
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図-１０ 補正方法模式図
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RGB

回帰モデルを図で示せば、図-11 となる。問題はαj の決定であり、今回は遺伝的アルゴリ
ズムを用いて決定した。
一方、非線形回帰モデルとしては、人工ニューラル・ネットワークを用いた。このモデ
ルは、図-12 で表されるより複雑な構造を持っている。非線形性は、隠れ層及び出力層のノ
ードに非線形関数（今回はシグモイド関数）を与える。問題は、このような回帰モデルで
誤差が補正できるかどうかの検証であり、その検証が本研究の 1 つの骨子である。
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図-１１ 線形回帰モデル構造模式図
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図-１２ 非線形人工ニューラル・ネットワーク構造模式図
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４．研究結果
４．１

アユタヤのストゥーパ変形研究

研究は、タイ国タマサート大学との共同研究として行った。タマサート大学から、Uruya
Weesakul 准教授、 Nakhorn Poovaradom 准教授、博士前期課程の Bhakapong Bhadrakom 君
が参加した。また埼玉大学から、博士前期課程の河野聡君が参加した。
図-13 に今回の研究対象としたワット・ヤイ・チャイモンコン寺院のストゥーパ群を示す。
測量対象は写真の右端のストゥーパとした。高さは約 20ｍである。写真中の他のストゥー
パは上部が崩落している。図-14 に写真撮影状況を示す。異なった方向から撮影し、全体の
3 次元画像を作成した。

図-１３ ワット・ヤイ・チャイモンコン（Wat Yai Chaimongkon）寺院のストゥーパ群。
今回の研究では写真中、右端のストゥーパを対象とした。他のストゥーパは上部が
崩落している。

図-１４ 調査状況
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図-15 に、撮影されたステレオ写真の例を示す。図-15 左図には、ストゥーパ位置を確定
するためのコントロールポイントを白丸で示している。これらコントロールポイントの位
置をトータルステーションで測量した。
今回の撮影では、カメラから対象ストゥーパまでの距離が 25ｍ、2 台のカメラ距離が約 3
ｍ、カメラ焦点距離 6.1ｍｍであり、解像度(Resolution)は概略下記である。
σxy (写真の面方向) ：
σz

8ｍｍ

（写真面直交方向） ：70ｍｍ

これらから、3 次元画像の作成で問題となる、カメラ位置、方向の推定計算が概ねできる事
がわかった。これらを用いて、エピポーラー図を図-16 に示すように作成する。また、カメ
ラのレンズの歪を補正する。
作成されたエピポーラー図を用いて、3 次元映像化を行い、また。ストゥーパ上の多数点
の座標を計算する。図-17 は、ストゥーパ表面に約 10,000 点を設定し、それらを繋いで不
定 3 角形群（Triangle Irregular Netoark ：TIN）である。これにより、約 10,000 点の座
標が計算できることになる。図-18 は、その 3 角形分割を取り出した図（Degital Terrane
Model: DTM）であり、図-19 は、写真映像を貼り付けて 3 次元画像としたもの（Texture Mapping
Model ：TMM）である。
本研究の目的は前述したように、写真測量により、昨年 10 月～12 月まで続いた大洪水によ
り、このストゥーパが変形したかどうかを調べる事である。この洪水により、対象地点付
近は約 1ｍ推進した。そのため、
（１）平成 23 年 3 月 31 日～4 月 7 日、
（２） 平成 24 年 1 月 25 日～2 月 3 日、
の調査で作成した 3 次元画像を比較して変形を調べた。

図-１５ ステレオ写真例。左図には、ストゥーパ上の位置確定のためのコントロール・
ポイントを示す。これらの位置をトータル・ステーションで測量した。
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図-16 作成したエピポーラー図

図-17 ストゥーパ表面の不定形 3 角形分割。分割点数は約 10,000 点。
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図-18

Degital Terrane Model: DTM

図-19

Texture Mapping Model ：TMM
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図-20 は、洪水前後のコントロールポイントの鉛直方向の移動を示している。図中、No.1
点は場所そのものが変ったため、変位データとしては意味が無い。また、最上位の No.10
は測量上の問題から測定していない。この図から、ストゥーパ下部に比べて、上部（中部
の、No.9 点）の変異が約 150ｍｍと大きい。さらに上位では 300ｍｍに達した。つまり、変
位がストゥーパで一様な沈下となっていない。この事は一見、奇異に思われる現象である。
このような変位が生ずる１理由として、ストゥーパ構造が模式的断面として図-21 のように
なっていることが想定される。つまり、中心の塔部分が、周辺の壁部によって何重にも支
えられている構造である。この考えによれば、各部分は一体化しておらず、理想的には相
互に独立して変形する。そのため、基礎地盤に加わる鉛直荷重の大きい塔部が沈下しても
鉛直荷重の相対的に小さい周囲の部分はあまり沈下しない事になる。このような下部の変
形様式と塔部の変形が異なる現象は、他のストゥーパでも観察できる。もしこの考えが正
しいならば、鉛直変形ばかりでなく水平方向の変異でも同様な傾向が認められるはずであ
る。その事を図-22 に示す鉛直断面で調べた。

図-20 洪水前後のストゥーパの鉛直変形。中央の塔部の沈下が下方の周辺部に
比べて大きい。
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図-21 想定されるストゥーパの断面構造。中央の塔部が多重に囲まれている。

図-22 水平変位を調べた鉛直断面
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図-23 は図-22 の断面における水平方向変位を示している。図では、ストゥーパの下部と
塔中部の一部を拡大している。この図から、鉛直変位と同様、ストゥーパ下部では殆んど
変形していないが、中部では約 50ｍｍ、さらに上位では 130ｍｍ程度の水平変位が見られ
る。これらの大きさは、前述した解像度（σxy

(写真の面方向) ： 8ｍｍ）に比べて十

分に大きく、有意の値と考えられる

図-２３ 平成 23 年 4 月から平成 24 年 1 月の間の水平方向変位
４．２

ストゥーパ壁面の塩類風化による風化の評価

アユタヤのストゥーパは焼成レンガで造られており、塩類風化の影響を受けて表面から
削剥されている。今回、図-13 に示す右から 2 番目のストゥーパ下部壁面を対象として、平
成 24 年 1 月から 7 月までの表面風化を評価する事を試みた。図-24 に、その状況を示す。
なお、この壁面は約 1ｍまで水に浸かった。図-25 は、平成 24 年 1 月と同年 7 月の比較で
ある。この壁面の風化の特徴を纏めると下記である。
（１） レンガに比べて目地部の風化抵抗性が大きく、レンガ部がえぐられたような状態に
なっている。
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（２） 風化した壁においては、残った目地部と風化したレンガの間がほぼ切り立っており、
影ができやすい。
（３） たとえ曇りの日を選んでも、目地とレンガ部の影を無くす事は難しい。
この問題があるため、写真測量による 3 次元化が極めて難しい。図-26 は、図-25 に示す、
平成 24 年 1 月と同年 7 月に撮影されたステレオ写真から、表面を不定形 3 角形で分割した
物である。3 角形の分布が、図中左側中央部の抉られたレンガ部でかなり異なっている。こ
れは、影の部分の評価が難しい事を示したものである。図-27 は、両時点の写真から計算さ
れた値の差をとったものである。所々に大きな差が見られる。これは影の部分に対応して
いる。しかし、影があるからといって、全ての部分で同じような値を示さず、このような
壁では補正は極めて難しい事が分かった。

図-２４ 対象としたストゥーパ下部の壁面の状態

図-２５ 平成 24 年 1 月と同年 7 月の壁面状態
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図-２６ 壁面の不定形 3 角形分割。左：平成 24 年 1 月、右：平成 24 年 7 月。

+3.5
cm

0

-1.5

図-２７ 写真測量による、平成 24 年 1 月と同年 7 月の壁面状態の差。
このような浸食形態の壁の変化の評価は難しい。
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５．結論
本研究では、主に、下記３点の研究を行った。
① タイ国アユタヤ地域のストゥーパの変形を写真測量で 3 次元映像化し、2011 年の洪水
前後の微小変形の定量評価を行った。
②

タイ国アユタヤ地域のストゥーパ下部のレンガ壁の塩類風化を定量化する試みを行い、
問題点を把握した。

③ 室内実験、および野外で光条件を変えて樹木の幹形状の 3 次元画像化を行い、補正する
研究を行った。
④

さらに、横須賀第一ドライドックの 3 次元映像化を試みた。

研究の結果、ストゥーパの微小変形を定量評価できることが明らかとなり、写真測量が構
造物変形のモニタリングに使用できることが明らかとなった。塩類風化の定量評価は、目
地とレンガの境界が鉛直になるような風化形状を示し、その部分は影となり、うまく評価
できなかった。また。光の影響がＧＡやＡＮＮである程度補正できる事が明らかとなった。
今後は、さらに実証的研究を進め、とくに構造物の変形モニタリング技術を完成させる
事が重要である。
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P17．タイ王国アユタヤ遺跡における洪水と仏塔土台の塩類風化について
Salt weathering on base of stupa and flooding in Ayutthaya historic park Thailand, 2011
○藤井幸泰（公益財団法人深田地質研究所），渡邉邦夫（埼玉大学 地圏科学研究センター）
河野

聡（埼玉大学大学院理工学研究科）

Bhakapong Bhadrakom・Uruya Weesakul・Nakhorn Poovarodom （Thammasat University）
FUJII Yukiyasu，WATANABE Kunio, KAWANO Satoshi
1．はじめに
世界遺産はその内容によって，文化遺産・自然遺
産・複合遺産の 3 種に大別される．応用地質学といえ
ば，まずは自然遺産との結びつきを思い浮かべる．世
界遺産条約には顕著な普遍的価値を有する文化遺産な
どの保護も目的と謳われている。文化遺産の保護にあ
たっては，風化や劣化を含んだ遺産の変形状況を把握
することが第一に必要である．その地域の風土や，利
用されている素材の種類によって，劣化形態が異なる
ため，これらの解明は極めて重要であり，応用地質学
分野に求められる期待も大きい．
アユタヤ王朝は 1351 年に建国後，400 年以上タイの
王都として発展した．アユタヤはバンコクの北部約 70
km に存在し，チャオプラヤ－川とその支流に囲まれ
ている．水路は外敵を防ぐ堀と同時に船の通り路とな
り，港湾都市として交易・外交が栄えた．さらにアユ
タヤからバンコクに至る地域は海抜 3m 以下の低地と
なっており

1)

，この水路は度重なる洪水の原因になっ

た．王都の平和と芸術の繁栄を示すように，煌びやか
な王宮や大小の仏塔が設けられたアユタヤであったが，
1767 年に陥落してビルマ軍によって破壊をうけた．
現在，アユタヤでは塩類風化が問題になっている 2) ．

写真-1 Wat Yai Chaimongkhon 入口の洪水跡
る．写真-1 は Wat Yai Chaimongkhon の入口で撮影され
た写真であり．およそ 1m の浸水があった．Wat Yai
Chaimongkhon にはアユタヤで最も高い 70m の仏塔が
存在する．そしてそれ以外にも数十 m の高さの複数の
仏塔が境内に分布する．そのうち入り口付近の 25m の
高さの仏塔（写真-1 の左奥の仏塔）については，洪水
後に傾斜がわずかに増加した報告がされている

3）

．そ

の隣の仏塔基礎の写真が写真-2 である．この仏塔は上
部が崩壊して存在しない．写真-2 上でも約 1m の浸水
跡が確認できるが，こちらは水が引いた際の蒸発によ
り，塩類析出で表面が白くなっている．

また地盤となる地質は沖積層であり，不安定で地下水
面も高い．雨期と乾期における季節変動が，遺跡に及
ぼす影響の把握を目的に，写真測量を用いた調査・計
測を 2011 年 4 月から実施している．2011 年の夏～秋
にかけてアユタヤ地域では大洪水が起こり，アユタヤ
の遺跡群も 1～2m ほどの浸水を被った．この洪水が原
因と考えられる塩類風化について報告する．さらに塩
類風化による変化について，写真測量を用いた定量的
把握の試みについても報告する
写真-2

Wat Yai Chaimongkhon 境内の仏塔基礎

2．アユタヤ遺跡における洪水と塩類風化
2011 年 7 月からチャオプラヤー川流域で
発生した洪水は，アユタヤ地域に大きな被
害をもたらし，およそ 5 ヶ月継続した．こ
こ で 紹 介 す る ア ユ タ ヤ の 遺 跡 群 も 1～ 2m
ほどの浸水を被った．写真-1 は 2012 年 1
月に現地調査を行った際の写真であり，左
の人が指し示す位置まで水位が上昇したこ
とが，棒や壁面上での泥の跡から推測でき

図-1

仏塔基礎の 2012 年 1 月（左）と 7 月（右）の状態

図-1 は写真-2 の仏塔基礎の 2012 年 1 月（左）と同

が形成されず，1 月と 7 月では最大 5cm 程度の差が出

年 7 月（右）の様子を示した図である．7 月の方が析

ている．これは窪みの深さとほぼ一致する．また図-1

出した塩類が減少している．これは雨水によって溶出

からもわかるように，1 月と 7 月では太陽の方向が異

したと思われる部分もあるが，表面剥離で侵食が進ん

なり，影のできている部分も異なる．このような写真

だ部分もいくつか確認できる（例：図中の白丸）．

の違いにより，三次元モデルの形成に微妙な影響を与
え，これらの差が特に高さの変わる段差部分で顕著な

3．写真測量による変化抽出の試み

差となって図-2 に現れたと考えられる．

上記のような変化を定量的に捉えることを目的に，
写真測量による三次元化および 1 月と 7 月の比較を行

5．まとめ

った．写真測量は写真上で対象物の計測を行う技術で

2011 年のタイの大洪水による，アユタヤ遺跡内の仏

ある．カメラを用いて立体写真を撮影するのだが，そ

塔の基礎における壁面上の塩類析出を観察し（2012 年

れだけでは絶対的な大きさや座標を決めることが出来

1 月），塩類風化による剥離も観察することができた

ない．そこで標定点と呼ばれる目印を設置して立体写

（2012 年 7 月）．1×2m 程度の範囲に写真測量を適用

真に写しこみ，標定点の位置をトータルステーション

し，1 月と 7 月の壁面変化を捉えようと試みたが，写

などの機器で測量を行う．今回のようなモニタリング

真の光源方向の違いなどにより三次元モデルが微妙に

が目的の場合，通常は移動しない基準点を設置するの

異なり，特に段差などでの差が大きく出てしまった．

であるが，世界遺産の構造物に釘などの基準点を打ち
込むのは困難である．そこでシールの標定点を設置し，

文献

測量と立体写真の撮影後に標定点をはがした．標定点

1） 大津康宏（2012）：バンコク地下鉄駅部における洪水対

から左右写真のカメラ位置と撮影方向を計算すること
をバンドル計算というが，この計算時の二乗平均平方
根誤差は 0.3mm 程度となった．
2012 年 1 月および 7 月それぞれの仏塔基礎の表面を
三次元化し，それぞれの表面の位置を合わせ，その差

策，土と基礎，No.60，No.3，pp. 30-33．
2） Kuchitsu, N., Ishizaki, T., Nishiura, T. (1999) ： Salt
weathering of the brick monuments in Ayutthaya, Thailand,
Engineering Geology 55，Vol.55，pp. 91-99．

3） 藤 井 幸 泰 ・ 渡 邉 邦 夫 ・ Uruya Weesakul ・ Nakhorn

を取ったものを図-2 に示す．図-1 の白丸部と同じ部分

Poovarodom・Bhakapong Bhadrakom・河野

を図-2 にも示す．塩類風化による剥離を捉えることに

写真測量による 2011 年タイ王国アユタヤ洪水前後の仏

は失敗している．図-2 で変化が出ている部分は，主に

塔の変化について，第 47 回地盤工学研究発表会．

聡（2012）：

段差の大きい部分である．
+3.5

4．考察
図-3 は図-2 上の白四角部分の三次元モデルの 2012
年 1 月と 7 月の比較である．どちらも TIN（Triangle
Irregular Network）で構成されている．しかしながら左

0

右で形状が異なることがみてとれる．
左中央部の窪みであるが（白波線丸記），左の 2012

-1.5

年 1 月のほうでは窪みの中まで三次元ポイントが形成
されているが，右の 7 月の方では窪みの中にポイント
図-2

図-3

仏塔基礎の 2012 年 1 月と 7 月の差

仏塔基礎の三次元モデルの比較．2012 年 1 月（左）と 7 月（右）
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Deformation of stupas measured by photogrammetry before and after
Ayutthaya Flood in Thailand, 2011
Y. Fujii
Fukada Geological Institute, Tokyo, Japan
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Department of Civil Engineering, Thammasat University, Thailand
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ABSTRACT: Ayutthaya is one of the UNESCO World Heritage Sites in Thailand. The scientific documentation of some stupas in the site of Ayutthaya had been carried out by digital stereo-photogrammetry in April,
2011. After that, Ayutthaya province had been suffered from the big flood during October to December, 2011.
Temples and constructions in Ayutthaya were inundated for approximately two months. After this flood, the
same stupas were documented by the same technique in January, 2012. A stupa in Wat Yai Chaimongkhon
had leant at an angle of 2-3 degrees in April, 2011. The inclination of the upper part of the stupa has increased
a little in January, 2012. Many ruins in Ayutthaya have been deteriorated year after year. The documentation
by photogrammetry could be very valuable for monitoring them and it also produces important basic data for
restoration and preservation of Ayutthaya ruins.
recorded before and after the flood could be compared through these documentations.
1 INTRODUCTON
One of the aims of the Convention Concerning the
Protection of the World Cultural and Natural Heritage is to protect and conserve heritage which is of
such outstanding universal value for current and
future generations. The first step to protect heritage
is documentation, which includes archival research, observation and recording. Recently, the
new methods of digital photogrammetry and terrestrial laser scanning are used to investigate and record cultural heritage as scientific three-dimensional
(3-D) documentation (Koutsoudis et al., 2007;
Yastikli, 2007; Yilmaz et al., 2007). On the basis
of 3-D information taken by two different times,
it’s possible to get the change or deformation of
the same heritage (Fujii et al., 2009). In the case of
digital photogrammetry, it’s possible to collect not
only 3-D information but also digital images of the
heritage simultaneously. We can take more information from the comparison of images taken by
two different times.
In this study, the documentation of some stupas
in the historical city of Ayutthaya had been carried
out by digital stereo-photogrammetry before and
after the flood in 2011. During the flood, many ruins in Ayutthaya were inundated for approximately
two months. The 3-D models of the same stupa

2 STUDY AREA
2.1 Ayutthaya Historical Site
Historic city of Ayutthaya is about 80 km north
from Bangkok, the capital city of Thailand, and located in the valley of the Chao Phraya River (Fig.
1). The city was founded by King Ramathibodi I in
1350, and had been developed as a port city surrounded by rivers during about 400 years. It was
reflected in the palaces and the multitude of ornate
temple buildings (including stupas) showing its
wealth of art and prosperity (Fig. 2). After the
complete destruction by the war in 1767, they had
been left as ruins. In 1969, the Fine Arts Department began with renovations of the ruins, which
became more serious after it was declared a historical park in 1976. The park was declared a
UNESCO World heritage site in 1991. The conservation and preservation of them has been continued. However the historical city is so large, therefore some of them have been deteriorated year
after year.

Historically, photogrammetry has been employed to construct topographic maps from stereophotographic pairs of aerial photographs. The
technique of photogrammetry can be applied to
close-range observations with a hand-held camera
and lens. The close-range photogrammetry has
been applied to fracture surfaces in granite (Fujii,
2007a, Fujii 2007b), cultural heritages (Yilmaz et
al., 2007, Fujii et al., 2009), and many kind of objects (Mikhail et al., 2001, Linder, 2003).
3.2 Construction of 3-D surface model from a
pair of stereo-photographs of stupa

Fig. 1 Location of Ayutthaya in Thailand (Map Data
©2012 Google, Tele Atlas, SK M&C, ZENRIN).

A 3-D morphology can be produced from a pair of
overlapping stereo-images. The information of
camera positions and orientations (X, Y, Z, ω, φ, κ
for left and right cameras) are needed to get the 3D co-ordinates of the target object (Fig. 3). However, it is difficult to get the accurate positions and
directions at the same time when taking a pair of
photographs. Control points, of which the 3-D coordinates are measured in advance, are included in
the photograph (Fig. 4). Total Station was applied
to measure the control points. The Total Station
(TS) is an optical measurement for surveying that
is formed by an electronic theodolite, an electronic
distance measuring tool and an external computer.

Fig. 2 Photograph of the precinct of Wat Yai
Chaimongkhon in the historical city of Ayutthaya.
Fig. 3 An overlapping pair of stereo-photographs and a
target object.

3 METHOD
3.1 Digital Photogrammetry
Photogrammetry is the process of deriving metric
information about an object through measurement
on photographs of the object (Mikhail et al., 2001).
Obviously, two-dimensional co-ordinate can be
gained from a single photo (two-dimensional
plane). If we have two photos of the same object
from different directions, we can get threedimensional co-ordinates of the object (Linder,
2003).

The camera positions and directions can be inversely calculated from the control points by
means of least-square adjustments (LSA) with 3-D
digital photogrammetric software. At least five
control points, which might be spread over the object, can be needed for the calculation of the camera positions and directions. After the LSA in the
stereo-photogrammetric program, the residuals can
be calculated for each pair of stereo-photographs.
The root mean square of residuals is about 30 mm
for the stereo-pairs of southwestern-side photographs of Stupa (Fig. 4). The resolution of photogrammetry can be calculated as follows,

σxy=(H/C)δCCD

(1)

σz=(H/B)σxy

(2)

where σxy: the resolution parallel to the photoplane, x is horizontal and y is vertical on the photograph. σz: the resolution vertical to the photoplane. δCCD: the resolution of CCD of the camera.
H: the distance from the cameras to the object. B:
the distance between two cameras. C: focal length
of the camera (lens). In the above case, H is about
25 m, B is about 3 m, and C is about 6.1 mm (Figure 3). So σxy is about 8 mm, and σz is 70 mm. The
above residual from the calculation of LSA is 30
mm, and it is less than σz. Therefore, it is thought
that the calculation of camera positions and directions has been successfully done.

Fig. 4 A pair of stereo-photographs of a stupa, which is located at the right side in Fig. 2. White circles on the left photograph show control points.

After the calculation of camera positions, the
software can make epipolar images (Fig. 5). Lens
distortion is calibrated on the pair of stereophotographs and each calibrated photographs are
rotated and paralleled to the epipolar line. The epipolar lines are two lines where epipolar plane intersects a pair of overlapping photographs. The
epipolar plane is known as the plane defined by the
three points L, R, and A (Fig. 3).
The softwasre can give matching of the same
positions on epipolar lines over a pair of epipolar
images by means of the difference of color and
contrast, and generates 3-D coordinates of the
points. The 3-D data of about 10,000 points were
generated on the surface of stupa. These points are
connected with each other and a 3-D surface model
of the stupa is composed of them as TIN (Triangle
Irregular Network, Fig. 6). This model is called
DTM (Digital Terrain Models, Fig.7a). The great
advantage of digital photogrammetry is to put the
photo images together with the DTM. The results
is a texture mapping model, this can be viewed
from arbitrary directions (Fig. 7b).

Fig. 5 Pair of epipolar images of the stupas.

Fig. 6 3-D surface model of the stupa on the epipolar images.

Fig. 7 a: DTM of the stupa composed of TIN.
b: Texture mapping model of the stupa.

4 RESULTS
4.1 Displacement of the photogrammetric control
points on the stupa before and after the flood
Northwest side of a stupa, its height is about 25
meter, in Wat Yai Chaimongkhon was measured in
3-D with digital photogrammetry in April, 2011
(Fig. 7). After that, Ayutthaya province had been
suffered from the big flood during October to December, 2011. Many ruins, including the above
stupa, in Ayutthaya were inundated for approximately two months. About a month later from the
recovery of this flood, the same stupa was documented by the same photogrammetric technique in
January, 2012.
Some benchmarks had been already set on the
ground around the stupa in Wat Yai
Chaimongkhon for the geodetic references in 2011
(Fig. 8). In this study, TS was used for measuring
the geodetic reference benchmarks and the photogrammetric control points (see Fig.4 for control
points) both in 2011 and 2012. If the benchmarks
are assumed not to be deformed before and after
the flood, we can compare the deformation of the
control points on the stupa between 2011 and
2012. Figure 9 shows the displacement of the photogrammetric control points on the stupa in the vertical direction.

Fig. 8 An example of benchmarks in Wat Yai
Chaimongkhon. The width is about 200 mm.

Except the control point No.1, there is more
large displacement in the vertical directions as
higher part of the stupa. About No.1 control points,
the position might be a little miss-located between
2011 and 2012. About No.10 control points at the
top part of the stupa, it is too high to be measured
from the location of camera position by TS.
4.2 Sections generated form DTMs of the stupa
The northwest side of the stupa was measured in 3D with digital photogrammetry in January, 2012
again. Another pair of stereo-photographs was taken in the very similar situation of the case in 2011.
In addition same analysis was applied to the pair of
photographs (Fig. 4 to 6), and a similar DTM was
constructed from the photographs.

a

Fig. 9 Displacement of the photogrammetric
control points on the stupa. White circles and
numbers mean the photogrammetric control points

b

Fig. 10 a: Location of a vertical section on DTM in
2011. b: A comparison of vertical sections between
2011 and 2012. Horizontal axis is exaggerated than
vertical axis.

Fig. 10 shows a comparison of vertical sections
between year of 2011 and 2012. Each section is
generated from each DTM in 2011 and 2012. The
lower part of the stupa, which is less than 10 meter
height, has no deformation. However the upper
part of the stupa is deformed and has more lean to
the direction of northwest. This deformation reflects the result of the displacement of the photogrammetric control points.

and some of fired bricks have been fallen down to
the ground. About the right stupa, its upper part
has totally collapsed and only the basement has
been left with deteriorated fired bricks. In Wat Yai
Chaimongkhon, there are also some stupas that
have been left with only those basements (Fig. 2).
Therefore the conceptual deterioration progress
suggests that the stupa, which is documented in
this study, will be collapsed in the future. The estimation of that time might be another future study
for historical monument in Ayutthaya.

5 DISCUSSION
5.1 Displacement of the stupa before and after
the flood
The stupa in Wat Yai Chaimongkhon had already
been leaning at an angle of 2-3 degrees to the
northwest direction in 2011. After the big flood,
the inclination of the upper part of the same stupa
has increased a little in January, 2012 (Fig. 9 &
Fig. 10b). At the lowest part of the stupa in Fig.
10b, the sections between 2011 and 2012 have
been changed. This is caused by a bush just at the
front of the stupa. The bush has been grown in
spite of the inundation of the flood. The flood level
was about 1 meter from the ground here, and the
height of the bush is about 1.2 meter.
At the lower part of the stupa, less than 10 meter height, there is no deformation in Fig. 10b. At
the height of about 13 m around the No. 9 control
point, the displacement is 150 mm in the vertical
direction and about 50 mm to the northwest in the
horizontal direction. At the top part of the stupa
more than 20 meter, the displacement is 300 mm in
the vertical direction and about 130 mm to the
northwest in the horizontal direction. Those displacements are enough large compare to the residual (30 mm) from the calculation of LSA in photogrammetry and the resolution σz (70 mm) of
photogrammetry.
It must be true that the leaning of the upper part
of the stupa has been increased a little during the
flood of 2011. However it is uncertain that the
leaning is caused by the flood directly. The data of
geological and underground water around Ayutthaya might be considered in the future study.
5.2 Deterioration of stupa in Ayutthaya historical
city
There are many ornate temple buildings, including
many stupas, in the historic city of Ayutthaya. Fig.
11 shows three different stupas in Wat Phra Si
Samphet. This figure shows conceptual deterioration progress for historical stupa. The left stupa in
Fig. 11 has not been so deteriorated and it’s similar
to the stupa in Wat Yai Chaimongkhon. About the
center stupa in Fig. 11, its surface is deteriorated

Fig. 11 Conceptual deterioration progress for historical
stupa. Those stupas are in Wat Phra Si Samphet.

6 CONCLUSION
A stupa of Wat Yai Chaimongkhon in historic
city of Ayutthaya has been documented with digital stereo-photogrammetry before and after the
2011 flood in Thailand. The stupa had leant at an
angle of 2-3 degrees in April, 2011. The inclination of the upper part of the stupa has increased a
little in January, 2012. Consideration of other stupas in the historic city, a conceptual deterioration
progress is considered. The documentations by
photogrammetry could be very valuable and important as basic data for restoration and preservation of Ayutthaya ruins.
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APPLICATION OF PHOTOGRAMMETRY TO THE MONITORING OF LONG TERM
DEFORMATION OF BUILDING AND STUDY ON THE IMPROVEMENT OF
MEASUREMENT ACCURACY USING TWO SOFT COMPUTATION TECHNIQUES
(ARTIFICIAL INTELIGENCE)
Watanabe, K. 1 Fujii, Y. 2
Geosphere Research Institute of Saitama University 2Fukada Geological Institute

1

The objectives of this study are divided into the following two items:
*Application of photogrammetry to the monitoring of long term defamation of large structure
*Improvement of the accuracy of the measurement by using techniques of soft computing (in the
other word, Artificial Intelligence). As the technique of the soft computing, two models were
adopted. These are liniar regression model and non-linear Artificial Neural Network (ANN)
model. Parameters in the linear regression model were estimated by using Genetic Alghorithm
(GA) with considering the robustness of this technique to the estimation. By applying those
techniques, the effects of the lightening and imaging conditions were corrected.
The scientific documentation of some stupas in the site of Ayutthaya, Thailand, was carried
out by using digital stereo-photogrammetry in April, 2011. After that, Ayutthaya province had
been suffered from the big flood during October to December, 2011. Temples and many big
constructions in Ayutthaya were inundated for approximately two months. After this flood, the
same stupas were documented by the same technique in January, 2012. From the comparison between
two 3D graphics digitized before and after the flooding, it was clearly found that a stupa
in Wat Yai Chaimongkhon had leant at an angle of 1-2 degrees during the flooding period. The
deformation was large enough compared to the resolution of photogrammetry. From the result,
it could be concluded that photogrammetry can be used for the long term deformation of big
structures such as Stupa.
Photogrammetry was applied to a surface of tree in the cases of cloudy and sunny sky, and
some cross-sections of the tree were generated from the three-dimensional surface models. The
effect of the lightening condition on the accuracy of the measurement could be evaluated with
comparing cross-sections along the same line. ANN and GA were applied to correct the difference
of the sections with using the gradient of tree surface, gray value of photo images and so
forth. It was found that the difference of sections caused by the effects of light and imaging
conditions could be corrected to some extent by using ANN and GA.
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人工知能理論を適用した写真測量の精度向上による
建設工事及び建設物変形モニタリング技術の開発研究

１．研究目的
構造物変形や自然斜面崩壊による地形変化
などを、それらの初期段階から的確に把握す
ることは、将来おこりうる大崩壊などの事前
の予知・予測を行う上で基礎となる。それら
の形状変化を適確に把握できれば（すなわち
モニタリング）、効果的な対策が可能となる。
形状変化モニタリングには様々な手法があ
る。ここでは現場への適用やデータ取得が比
較的容易で，画像情報も同時に取得できる写
真測量を利用した。ただし写真測量は用いる
カメラ、撮影時の太陽光線方向やカメラ位置
などの条件により、その精度に影響が出る。
そこで以下2点を目的に本事業を行った．
①大構造物の変形がどの程度の精度で把握で
きるかを明らかにする
②光や撮影条件による影響を、人工ニューラ
ルネットワークや遺伝的アルゴリズムなど
の所謂人工知能を用いて補正する技術の研
究

研 究 者・所 属
渡邉 邦夫・埼玉大学
地圏科学研究センター

３．補正方法について
三次元モデルから作成した断面を対象に、
線形回帰モデルを基にして、パラメーターを
遺伝的アルゴリズム（GA）で求める方法（以
下、GAモデルと略記）と非線形回帰モデルで
ある人工ニューラルネットワーク（ANN）を用
いて、誤差の補正ができるか検証を行った。
４．研究成果
4.1 アユタヤの仏塔変形
2011年後期に発生した大洪水の影響を調べ
るため、2011年4月と2012年1月、さらに2012
年7月に調査を行い、レンガ造りの仏塔の変形
を調べた。その結果、仏塔の微小な変形が捉
えられる事および、仏塔上部ほど変位が大き
いことが判明した。このことから、仏塔の内
部構造が推定できた。
4.2 仏塔基礎壁面の塩類風化の評価
レンガ造りの基礎を対象に、塩類風化の影
響を写真測量で把握する試みを行った。目地
部の抵抗性が大きいためにレンガ部がえぐら
れており、段差が急で変化の評価が難しいこ
とがわかった．
4.3 写真測量精度向上の研究
晴天時と曇天時に計測した樹木表面の断面
を対象に、グレー値なども利用して線形回帰
モデルと非線形ANNモデルを用いた補正を行
った結果、GAの方が良い結果となった。しか
し補正は十分でなく、今後の検討が必要であ
る。

２．研究内容
以下の手順で研究を進めた。
2.1 同期写真撮影装置の作成
2台のデジタルカメラと電磁リレーを利用
し、1/200秒程度の同期撮影を可能とした．
2.2 大構造物の変形評価研究
タイ王国アユタヤ遺跡の仏塔（ストゥーパ）
を対象に、雨季と乾季による地盤変形との関
連把握を試みた。これは、①微小と思われる
構造物の変形が写真測量で把握できるか、ま
た、②長期的な変形が捉えられるかを調べる
目的である。また横須賀のドライドックを対
象に，基礎情報としての三次元形状把握を実
施した。
2.3 人工知能を用いた補正技術の開発研究
複雑な表面形状を持つ樹木表面を対象に、
光を変化させて複数のモデルを作成し，人工
知能を利用した補正を試みた。

５．研究の新規性および研究成果の活用
写真測量の成果に、人工知能を用いた補正
の試みは初であり，その可能性を示すことが
できた。しかし今後の更なる検討が必要であ
る。
タイ王国アユタヤ遺跡の仏塔調査は、タイ
のタマサート大学との共同研究である。この
モニタリングはタマサート大学を中心に継続
し，今回の成果が活用され続ける予定である。
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