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1. 序論
1.1 研究の背景と目的
近年，都市域の中でも密集市街地において，地震・火災を含む災害シミュレーション，景観保
全の解析などの目的のために建造物の三次元モデルへの注目が高まっている．三次元モデリング
のための既存の計測手法としては，衛星画像や航空写真，航空機 LiDAR，地上型 LiDAR，近接
写真測量が挙げられる．地上からの計測では屋根面の計測が困難になるが，人間の視点から見た
効果的なモデリングが得られる．特に近接写真測量は，機器が非常に安価で可搬性に富み，モデ
リングの際に必要となるテクスチャを得られるという利点を有する．
しかしながら，密集市街地では交通量が多く，道幅が狭いなど観測条件が悪いことが制約にな
っているため，密集市街地を対象としたモデリングは手作業が中心にならざるを得ない．また計
測の困難さに加え写真測量の後処理においても，2 枚のステレオ画像に共通に写っているパスポ
イントの目視での抽出に多大な時間を要し，モデリングの大きな支障の一つといえる．
そこで本研究では，密集市街地における三次元建造物モデリングへの応用を念頭に置いて，近
接写真測量のパスポイントの自動抽出，およびステレオ画像を用いた 3 次元モデリングのための
建物平面の自動抽出手法の構築を目的とした．

1.2 本報告書の構成
第 2 章では，近接写真測量のパスポイントの自動抽出に焦点を当てて，密集市街地の建物モ
デリングを目的とした近接写真測量の省力化手法を報告する．第 3 章では，ステレオ画像を
用いた 3 次元モデリングのための建物平面の自動抽出手法を報告する．最後に第 4 章で結論を述
べる．
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2. 密集市街地の建物モデリングを目的とした近接写真測量の省力化
2.1 はじめに
近年，京都などに多く存在する伝統的建造物群保存地区において，防災，減災の観点でシミュ
レーションを行うために建物モデリングの需要が高まっている．また，伝統的な地区においては
景観をデジタル保存する需要も高い．三次元都市モデル作成には，空中写真測量や航空レーザ測
量といった上空からの計測技術や，それらに既存の 2 次元デジタル地図データを組み合わせるこ
とが一般的である．しかし，上記のような防災および景観分野での利用を考えた場合，人間の視
点における景観の再現性が必要となる．地上での計測技術としては，トータルステーション（TS），
LiDAR（Light detection and ranging）および近接写真測量などが挙げられる．その中でも，近接
写真測量は市販のデジタルカメラを用いて面的な計測を高精度に行うことが可能であるため，簡
便・安価な建物モデリングを目的とした計測手法となる可能性がある．
密集市街地における近接写真測量においては狭い路地からの撮影が多くなり，画像枚数が増加
し，その結果としてパスポイント選択する過程の労力が増大する．多量の航空写真を処理する空
中写真測量の分野では，パスポイントの自動抽出はさかんに研究されており，エッジやコーナー
を検出し，コーナー間を対応付ける手法が一般的であるが[1][2]，近接写真測量においては，撮
影距離に対する被写体の奥行の差が，空中写真のそれと比べてずっと大きいため，左右画像の投
影歪みがかなり大きくなる．そのため，近接写真測量の場合には，被写体の形状による画像特徴
の変化の影響をかなり受けることになり，エッジやコーナーの対応付けによりパスポイントを抽
出すると，誤抽出が増加すると考えられる．一方，動画像は画像間の視点の変化が小さく，画像
特徴があまり変化しないため，エッジやコーナーを用いた対応付けが容易となることから，地上
で撮影した画像を用いたモデリングの分野では動画像を用いる事例がある[3][4]が，いずれも計
測範囲が狭く，処理時間が長いことが予想される．また，絶対的な精度の考察がなされておらず，
例えば開口部の大きさの計測に適用できるかが不明である．
以上のことから，動画像を用いた手法は，市街地における効率的な計測・モデリングに適して
いないと考え，本研究では，静止画像を用いて安定的にパスポイントを自動取得する手法を構築
することを目的とする．

2.2 対象地域および撮影形態
計測対象を，京都市東山区の高台寺周辺の 9 棟の建物群とした（図 2-1）．産寧坂伝統的建造
物群保存地区に含まれており，歴史的に価値の高い建造物が数多く存在する．
撮影にはデジタル一眼レフカメラである Eos Kiss X3(Canon)を用い，レンズの焦点距離は最も
広角側である 18 mm に設定した．35mm 判換算で焦点距離は 28.8 mm，画角は 73°であった．
レンズの設定を広角にすることで，画角の広い画像が撮影可能になり，少ない枚数で広い範囲の
建物群を撮影することが可能である．また，被写界深度が大きくなりピントの合う領域が広がる
ため，鮮明な画像を撮影することが容易となる．画素数は 2800×1867（画素）に設定した．使
用カメラを決定し，焦点距離を設定した後，カメラキャリブレーションにより正確な内部標定要
素を求めた．本研究では，写真測量ソフトウェア Image Master Carib (Topcon)を用いてキャリブ
レーションを行った．建物に対して正面から撮影し，カメラ位置を建物群の方向と平行に移動し
ていき，9 棟の家屋を 19 枚の連続画像に収めた（図 2-2）．撮影距離は約 8 m，カメラ間の距離
は約 2 m であった．
本研究において，撮影方向を建物正面からに限定したのは，撮影位置の決定を容易にするため
である．斜め方向からの撮影を含めると，撮影位置・方向の選定に時間を要し，効率的でないと
考えた．本研究は，専門的な知識や経験を出来るだけ必要としないで計測する手法の構築を目指
すため，建物正面から撮影した画像のみを用いて解析を行った場合に達成できる精度について明
らかにすることを目指す．
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図 2-1 高台寺周辺地域の建物群

図 2-2 計測に用いた 19 枚の連続画像

2.3 パスポイント自動選択手法
本研究では，近接デジタル写真測量を用いた計測を効率化するために，パスポイント取得過程
の自動化を試みた．提案手法のフローチャートは図 2-3 のようになる．まず，特徴ベースマッチ
ング手法である Scale-Invariant Feature Transform (SIFT) [5] を用いて，多数の対応点を取得する．
次に，その中に含まれる誤抽出を除去していく．誤抽出の除去には，ノイズデータに対して頑健
なパラメータ推定手法である Random Sample Consensus (RANSAC)を用いる．RANSAC を用いて，
隣接画像を撮影した二台のカメラについての相互標定要素を推定する過程で，誤抽出を除去して
いく．最後に，バンドル調整計算の際の計算負荷を低減するため，パスポイント数を低減する．
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図 2-3 パスポイント自動選択手順

2.3.1. SIFT を用いた対応点探索
Scale-Invariant Feature Transform (SIFT) [5]とは，特徴点の検出と特徴量の記述を行うアルゴリ
ズムで，SIFT をパスポイントの自動取得に適用した．本研究では建物群に対して真正面から撮
影しているが，カメラの傾きの微妙な変化により，画像がわずかにアフィン変換されることがあ
る．また，屋外での撮影となるため，撮影画像の明るさが変化することもあるが，SIFT 特徴量
は照明変化や，画像のわずかなアフィン変換に対応可能であるため，安定した対応点探索が可能
となることが予想される．また，SIFT では特徴点がサブピクセル単位で推定されるため，精確
な計測が可能となる．
19 枚の連続画像からなる，18 組の画像ペアについて対応点探索を行った結果，十分な数のパ
スポイント候補点を自動取得できた．しかし，取得した対応点の中には異なった点同士を対応点
としてしまっている，誤抽出が存在する（図 2-4）．誤抽出をパスポイントとして用いてしまう
と，精度の低下を招くため，除去する必要がある．さらに，誤抽出を目視で判別し手動で除去す
る作業は非効率的であるため，誤抽出を自動で除去する必要がある．

図 2-4 Pair4 において，SIFT を用いて自動取得した対応点の例（上）と
その中に含まれる誤抽出の例（下）．対応点同士を赤線で結んでいる．

2.3.2. RANSAC を用いた誤抽出の除去
Random Sample Consensus (RANSAC)とは，ノイズデータに対して頑健なパラメータ推定手法
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である．本研究では，RANSAC を用いて相互標定要素を推定する中で，対応点の誤抽出を除去
する．RANSAC を用いて正しいパラメータを推定するためには，k 回の繰り返し処理の中で，最
低一回はノイズデータを含まないデータセットを選択する必要がある．つまり，RANSAC 処理
によって正しいパラメータが推定されない確率は，ノイズデータを含むデータセットが k 回連続
で選ばれてしまう確率と考えてよい．よって，RANSAC 処理の信頼性，つまり正しいパラメー
タが推定される確率を z，ランダムで選択したデータがノイズデータでない確率を p とすると，
以下の式が成り立つ．

1  z   1  p m k

(2-1)

両辺の自然対数を取り，整理すると k は以下のように求まる．

k

ln 1  z 
ln 1  p m





(2-2)

本研究では，z を 0.99，p を 0.5，m を 10 としたため，k=4713（回）であった．実際に，SIFT
で自動抽出した対応点に対して，RANSAC による誤抽出の除去を適用し，目視により誤抽出が
残存していないかを確認したところ，ほとんどの誤抽出は除去できたものの，数点の誤抽出が残
っていることがわかった（図 2-5）．
相互標定要素が既知の時，対応点の画像上の位置は一次元的に拘束されることが知られている．
例えば，相互標定要素が既知の時に，対応点の左画像上の位置がわかれば，右画像上の位置は一
定の直線上に存在することがわかる．この直線をエピポーラ線と呼ぶ．本手法の中においては，
RANSAC の過程で推定された相互標定要素を用いて，縦視差が 1 画素未満の対応点を選択して
いるが，このことは 2 画素分の厚みを持ったエピポーラ線上に対応点の位置を限定していること
に等しい．つまり，エピポーラ線上にある誤抽出は除去できないといえる．RANSAC で除去で
きなかった誤抽出は全て，エピポーラ線上にあった．このため，本研究では誤抽出を完全に除去
するために，対応点の画像上の移動距離を用いた除去を行う．

図 2-5

SIFT を用いて自動探索した対応点（上）と RANSAC を用いた
誤抽出の除去を行った後の対応点（下）

2.3.3. 画像上の移動距離を用いた誤抽出の除去
RANSAC を用いて相互標定要素を推定する手法では，誤抽出を完全に除去できないことが判
明した．そこで，対応点の画像上の移動距離を用いる絞り込みにより，RANSAC 処理で除去で
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きない誤抽出の除去を試みた．
対応点の左画像上の写真座標

x1 , y1  を，右画像上の写真座標を x2 , y 2  としたとき，対応点

の画像上の移動距離 d (mm)は，以下の式から求める．

d

x1  x2 2   y1  y 2 2

(3)

本研究では，建物が立ち並ぶ方向に対して平行にカメラ位置を移動しながら撮影を行った．こ
のとき，地物とカメラまでの距離が長い時，その地物上にある対応点の画像上の移動距離 d は
小さくなる．逆に，地物とカメラまでの距離が短い時， d の値は大きくなる．この性質を利用
して誤抽出を除去していく．
RANSAC を用いた手法だけでは，対応点がエピポーラ線上にある場合には除去できないこと
がある．そこで，対応点の位置に対してエピポーラ線による拘束だけでなく，画像上の移動距離
による拘束を加えることで，誤抽出が残存する可能性を低減する．本研究では道路に面した建物
群を計測対象としているため，対応点が道路に面した建物壁面付近にあるときの d の値の範囲
を求め，その範囲に無い d の値を持つ対応点を除去する．
対応点が建物壁面付近にあるときの d の値の範囲を求める手順を以下に示す．
(1) 対応点の画像上の移動距離 d のヒストグラムを作成する．
(2) d i , d i  d の範囲に含まれる d の度数が最も多いような d の値を決定する．





(3) 決定した範囲内において， d の平均値  d と標準偏差  d を計算する．
(4)

 d   d ,  d   d  を建物壁面付近にある対応点の持つ d の値の範囲とする．

なお，本研究では経験的にd=3 (mm)とした．例として，Pair4 の対応点を用いた処理を示す．
Pair4 の対応点の d の値を用いて，ヒストグラムを作成すると図 2-6 のようになる．d=4 付近に鋭
いピーク，d=7 付近になだらかなピークがあることがわかる．このうち，d=4 付近の値を持つ対
応点は後ろ側の建物壁面上にある．カメラから比較的離れているため d の値が比較的小さく，
狭い範囲に密集しているため，d の値はあまり広く分布していない．d=7 付近の値を持つ対応点
は道路に面した建物壁面付近にある．道路に面した建物壁面付近の対応点は画像全体に広がって
いるため，d は広い範囲に分布している．(2)の処理により d=7 付近のなだらかなピークを探索す
ることが出来る．さらに(3)，(4)と処理を行うことで，建物壁面付近の対応点が持つ d の値を限
定することが出来る．本論文で提案する手法は，対象に壁面を多く含む市街地で，壁面に対して
鉛直にかつ平行に移動しながら撮影することを前提としている．

図 2-6 ヒストグラムを用いた d の値の限定
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RANSAC 過程で推定されるエピポーラ線による拘束に加えて，d の値による拘束を加えた状
態を図示したものが図 2-7 である．対応点の d の値を限定することで，RANSAC 過程で除去で
きなかった誤抽出についても除去できることがわかる．この処理を RANSAC 過程の前処理とし
て行うことで，RANSAC 過程で除去することが出来ない誤抽出を先に除去する．

図 2-7 エピポーラ線と d の値を用いた対応点位置の限定（緑の場所が対応点があるべき範囲）

2.3.4. 対応点数の低減
前節までの過程で，誤抽出を含まないパスポイントを自動取得することが出来た．しかし，一
つの画像ペアにつき多いもので 500 点以上のパスポイントがあった．そのため，バンドル調整計
算の過程の計算時間を短縮するために，パスポイント数を低減する必要がある．点数の低減の結
果，パスポイントが画像上の狭い範囲に集中しないように，以下のように点数の低減を行った．
(1) 対応点探索時の SIFT 特徴量の距離が最小の点を選択する（P0 とする）
．
(2) P0 からの距離が r 画素未満の対応点を選択対象から除外する．残りの点から，SIFT 特徴量
の距離が最小の点を選ぶ（P1 とする）．以下，同様にして P2，P3…を選択する．
(3) 選択可能な点が無くなった時点で処理を終える．このとき，選択した対応点数があらかじ
め設定した点数より少なければ，r → r – 10 として(2)に戻る．
SIFT で算出される特徴量距離が小さいほど，より特徴の類似した点であるということが出来
るため，対応点数を絞り込む際の指標として妥当であるといえる．本研究では r=500 として処理
を開始し，パスポイントの数を 10～20 点前後に低減した．Pair4 の例を図 2-8 に示す．誤抽出の
無いパスポイントを 11 点，狭い領域に密集することなく選択出来たことが分かる．

図 2-8 パスポイント数の選択結果例（Pair4）

2.3.5. パスポイント自動選択手法適用結果
19 枚の連続画像について，パスポイントを自動取得した結果が図 2-9 である．また，対応点
の画像上の移動距離 d を用いた除去を行わずに取得したパスポイントを図 2-10 に示す．
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図 2-9 提案手法により自動選択したパスポ
イント

図 2-10 対応点の画像上の移動距離 d を用い
た除去を行わずに取得したパスポイント

2.3.6. パスポイント自動選択手法に関する考察
(1) SIFT を用いた対応点探索について
SIFT を用いることで，ターゲットを設置せずとも多量の対応点を選択することが出来た．ま
た，処理を自動化出来たことにより労力を大幅に低減できた．一方で，計算時間については改善
の余地があると考えられる．今回の処理では合計 15 分を要しているため，さらなる処理の高速
化が求められる．SIFT を拡張した PCA-SIFT は，SIFT によって検出された局所領域から得られ
る勾配情報を，主成分分析（Principal Component Analysis：PCA）を用いて次元圧縮することで，
対応点探索に要する時間を短縮することが出来ると報告されている[7]．今後は，こういった他
の特徴点抽出・対応点探索技術の利用を検討していく必要がある．
(2)誤抽出除去について
RANSAC を用いて相互標定要素を推定することで，エピポーラ線上に無い対応点を誤抽出と
して除去することが出来た．また，画像上の移動距離 d のヒストグラムを用いて，道路に面した
建物壁面付近の対応点が持つ d の値の範囲を推定し，その範囲内にある d の値を持つ対応点だけ
を選択することで，エピポーラ線上にある誤抽出を除去することが出来た．以上の処理により，
SIFT による対応点探索と合わせて，誤抽出を含まない対応点を自動で選択することが出来，計
測の効率化を達成できたといえる．一方で，今回の処理ではヒストグラムを用いた処理の際の探
索幅 d を経験的に定めたが，他の地域への適用を想定した場合，自動的に妥当な値を決定する
必要があると考えられる．
また，RANSAC と画像上の移動距離 d を用いた手法では，誤抽出が残存する可能性が残され
ている．対応点の存在可能範囲は，まだ一定の面積を持ってしまっているため，その範囲に誤抽
出が含まれていれば除去することが出来ない．また，画像上の移動距離 d を用いた除去により，
建物壁面から離れた地物上にある対応点は，誤抽出でなくても除去されてしまった．バンドル調
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整計算の際には，パスポイントが平面的に配置されると，カメラ配置に関する幾何学的な拘束が
弱まり精度が低下する可能性があるため[6]，本来ならば建物壁面から遠いところに存在する対
応点も選択すべきである．上記の問題を解決するには，あらかじめ画像について領域分割を行う
ことが有効であると考えられる．分割した領域ごとに d の範囲を限定することで，誤抽出の除去
の精度を高めることが出来るとともに，建物壁面から遠い対応点を除去せず選択することが出来
ると考えられる．

2.4. 精度検証
本研究では，建物の開口部の辺長の計測結果を用いた精度検証についても行った．自動選択し
たパスポイントを用いてバンドル調整計算による外部標定を行い，開口部の辺長を計測し，その
結果とトータルステーションを用いた計測結果とを比較した．
また，前節において対応点の画像上の移動距離 d の値を用いた除去を行わないと誤抽出が残存
することが明らかになったが，ここでは誤抽出が残存している場合についてもバンドル調整計算
を行い，d の値を用いた誤抽出の除去が計測結果に与える影響についても検証する．以下では，
d の値を用いた誤抽出の除去を行って得られたパスポイントを用いる場合を Case1，d の値を用
いた誤抽出の除去を行わずに誤抽出が残ったままのパスポイントを用いる場合を Case2 と呼ぶ．
さらに，d の値を用いた誤抽出の除去により，パスポイントが建物壁面付近に限定されてしまっ
たことが，計測結果にどのような影響を与えるかを調べるために，Case2 に含まれる誤抽出を手
動で除去した Case3 を設定し，同様の精度検証を行った．

2.4.1. 開口部長を用いた検証
対象地域において，トータルステーション（TS），SET350RX（SOKKIA）を用いて基準点座
標および精度検証用に，建物壁面上の開口部の角などの特徴点を TS のノンプリズムモードで座
標計測した．ここでは，開口部の辺長についての精度検証結果を示す．写真測量で計測した値と
TS で計測した値の残差と RMSE を図 2-11 に示す．また，残差を TS 計測値で除した値とその
RMSE を図 2-12 に示す．いずれの Case についても，辺長残差の RMSE が約 3.5 cm，残差の実測
長に対する割合が約 1.5 %という精度であった．また，Case ごとの比較であるが，いずれもそれ
ほど大きい差異は無かったものの，Case2 と Case3 が同等の精度であり，両者が Case1 と比較し
てわずかに精度が落ちるという結果が得られた．一方，Case1 と Case2 を比較すると，Case1 の
方がわずかではあるが精度が良い．また，Case2 と Case3 を比較すると同等の精度である．この
ことより，Case2 と Case3 において精度が低下した原因は，誤抽出が残存していることより，建
物壁面以外のパスポイントを含んでいることの影響が大きいと考えられる．今回の計測では，視
準しやすい建物壁面上の点のみを基準点としたため，建物壁面から遠い地物上に抽出されたパス
ポイントを含むことで精度がわずかに低下したと考えられる．また，Case2 において誤抽出を含
んでいるのにもかかわらず，Case1 とほとんど精度が変わらず，Case3 と同等の精度であったこ
とは，残存する誤抽出がエピポーラ線に近い点に抽出されているため，外部標定要素の推定にそ
れほど大きな影響を及ぼさなかったと考えられる．しかし，誤抽出されたパスポイントについて
3 次元地上座標を推定すると，異常値を示すことが予想される．RANSAC で除去できなかった
パスポイントの誤抽出は，バンドル調整計算後も異常値として検出されず，3 次元地上座標を推
定して初めて明らかとなる．3 次元地上座標を推定してから誤抽出を除去し，モデリングを行う
作業は非効率的であるため，事前に除去することが望ましい．したがって，画像上の距離を用い
た誤抽出の除去によって，モデリングを目的とした写真測量による計測がより効率的になるとい
うことが出来る．
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2.4.2. パスポイントの 3 次元地上座標に関する検証
バンドル調整計算により，パスポイントの 3 次元地上座標を求めることが出来る．2.4.2 の結
果より，RANSAC 過程で除去できなかった誤抽出は辺長の計測結果に大きく影響しないことが
明らかになったが，誤抽出されたパスポイントの写真座標を用いてパスポイントの 3 次元地上座
標を推定すると，異常な値となることが予想される．パスポイントの 3 次元地上座標を用いて建
造物のモデリングを行うことを想定すると，そういった異常値は事前に除去するべきだと考えら
れる．ここでは，誤抽出されたパスポイントの写真座標を用いると，パスポイントの 3 次元地上
座標が異常値となることを以下の操作によって確認する．
まず，TS で計測した基準点座標から建物ごとに平面の方程式を算出する．基準点は全て建物
壁面上にあるため，算出した平面の方程式は建物壁面の方程式を表すと考えてよいとする．次に，
パスポイントの中から建物壁面上にあるものを選択し，前方交会法により 3 次元地上座標を算出
する．最後に，基準点座標から推定した平面の方程式と，前方交会法により推定した 3 次元座標
との距離を計算する．以上の処理を，Case1 と Case2 のそれぞれにおいて行い，結果を比較する．
なお，この処理で用いる外部標定要素は，基準点 41 点を全て用いてバンドル調整計算を行った
結果得られたものを用いた．結果を図 2-13 および図 2-14 に示す．図 2-14 のグラフ中では，建物
壁面から遠い地物上にある対応点を含めていないため，図 2-13 に比べて点数が少なくなってい
る．
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図 2-13 推定したパスポイント地上座標と建物壁面との距離（Case1）
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図 2-14 推定したパスポイント地上座標と建物壁面との距離（Case2）

Case1 においては，パスポイントと基準点から推定した平面との距離は全て 20 cm 以内に収ま
っている．対して，Case2 においては，図 2-14 の No.24 の平面との距離が 3.17 m となり，異常
値である可能性を示すパスポイントがあった．このパスポイントの画像上の位置を確認したとこ
ろ，誤抽出されていることが判明した．以上のことから，RANSAC 過程で除去できなかった誤
抽出は，辺長の計測結果に影響は与えないものの，推定されるパスポイント 3 次元地上座標が異
常値をとることが明らかとなった．モデリングの際には，パスポイントの 3 次元地上座標を用い
て平面の方程式を算出し，建物壁面の位置を推定するといった利用が考えられる．そのため，モ
デリングの精度を高めるためには，誤抽出は完全に除去しなければならない．また，効率的にモ
デリングを行うためには，パスポイント選択の段階で誤抽出を除去しておく必要がある．したが
って，モデリングを効率良く行うことを想定した場合，画像上の移動距離を用いた誤抽出の除去
は必要であるということが出来る．

2.4.3. 精度検証結果に関する考察
各 Case ともに，残差や残差の TS 計測値に対する割合に大きな差は無く，開口部の辺長の残
差の RMSE が約 3.3 から 3.5 cm，残差の TS 計測値に対する割合が約 1.5 %であった．この結果
は，延焼シミュレーションにおいて，開口部の情報として概算値を入力している[8][9]．現状を
考えると十分な精度での計測が行えたといえる．一方で，RANSAC 過程で除去できなかった誤
抽出は，辺長の計測結果に大きな影響を与えなかった．しかし，誤ったパスポイントの 3 次元座
標について建物壁面との距離を計算すると，異常な値が推定されることが確認された．建物モデ
リングを行う際には，パスポイントの写真座標を用いて 3 次元地上座標を推定し，建物壁面の平
面の方程式を推定することが予想される．その時には，異常値を示す 3 次元地上座標を除去する
必要があるが，効率的な作業のためには，バンドル調整計算を行う前に，パスポイント選択の段
階で誤抽出を除去することが必要である．したがって，効率的なモデリングを行うことを想定す
ると，画像上の移動距離を用いて，パスポイント選択の段階で誤抽出を完全に除去することが必
要であるといえる．
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また，位置や距離の計測やモデリングの際には，バンドル調整計算後に対応点を追加し，多く
の点の 3 次元地上を前方交会法により推定する必要がある．その際の対応点の自動選択過程にお
いても，画像上の移動距離を用いた誤抽出の除去は有効であると考えられる．

2.5. 結論と今後の課題
本研究では，密集市街地の建物モデリングを想定した近接写真測量の効率化としてパスポイン
ト選択過程の自動化に取り組んだ．計測対象として，歴史的に価値の高い木造建造物が多く存在
し，防災・景観分野で 3 次元モデル化の需要があると考えられる高台寺周辺の建造物群を選択し，
民生用のデジタルカメラを用いて 19 枚の連続画像を撮影した．
パスポイント自動取得の主な流れとしては，SIFT を用いて対応点探索を行った後，対応点の
画像上の移動距離を限定する前処理および RANSAC による相互標定要素の推定により，誤抽出
を除去した．様々な画像変化に対して頑健な特徴量を記述する SIFT を用いることで，安定して
対応点を探索することが可能であった．対応点の誤抽出の除去については，RANSAC により相
互標定要素を推定し，一定の厚みを持つエピポーラ線上に無い点を誤抽出として除去した．さら
に，エピポーラ線上にあり除去できなかった誤抽出を除去するために，画像上の移動距離 d に着
目し，RANSAC 過程の前処理として d が一定の範囲に無い点を除去することで，誤抽出を完全
に除去することが出来た．
最後に，提案手法により自動取得したパスポイントを用いてバンドル調整計算を行い，建物の
開口部の辺長について TS 計測値と比較することで残差を求めた．その結果，3.5 cm 前後の残差
が確認された．この結果は，既存の延焼シミュレーションプログラムにおいて，開口部の情報と
して概算値を入力している現状を考慮すると，十分な精度であるといえる．さらに，RANSAC
過程で検出されなかったパスポイントの誤抽出は，バンドル調整計算後に 3 次元地上座標を推定
することで初めて誤抽出であると判明することが分かった．本研究で提案した画像上の移動距離
を用いた手法により，事前に誤抽出を除去することで，パスポイントの 3 次元座標を用いた効率
的なモデリングを行うことが出来ると考えられる．よって，密集市街地における近接デジタル写
真測量において，パスポイント選択過程を提案手法により自動化することで，低コストで簡便な
計測，および防災・景観分野に利用可能な精度を実現できることが明らかとなった．
今後の課題としては，パスポイント自動取得処理の高速化およびモデリング過程の自動化が挙
げられる．また，画像から輪郭抽出や領域拡張といった手法により建物壁面領域を抽出し，写真
測量で得た計測結果と組み合わせることで，自動的にモデリングを行う仕組みを開発する必要が
ある．その際，建物の前に存在する樹木や柵といった地物のために，輪郭や領域が寸断されて抽
出されることが予想される．そうした場合には，推定したパスポイントの 3 次元座標を用い，点
同士の位置関係を考慮することで，輪郭や領域の寸断を防ぐ仕組みを開発する必要あると考えら
れる．また，領域分割を精確に行うことで，対応点の画像上の移動距離を用いた限定において，
移動距離の範囲を領域ごとに設定することが可能となり，さらなる高精度化とともに，本研究の
手法では除去されてしまった建物壁面から遠い対応点を取得することが出来るようになると考
えられる．この課題については，第 3 章で対応手法を述べる．
また，今回対象とした建物の裏側の通りは非常に幅が狭く，建物面との間に十分な撮影距離が
確保できなかった．そのため，本研究で行った撮影方法を適用した場合，建物面全てを映しこん
だ画像を得るためには，非常に多くの撮影を行う必要があり，労力が増大する．効率よく計測を
行うためには，撮影手法にさらなる工夫が必要と考え，今回は閉合した計測を見送った．道幅が
狭い地域での計測手法の改善も，今後の課題の一つである．
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3. ステレオ画像を用いた 3 次元モデリングのための建物平面の自動抽出
3.1. はじめに
近年，防災や景観シミュレーションを行う際に必要なデータとして，建物の精細な 3 次元モデ
ルの需要が高まっている．
その中で，建物が密集する地域を対象とするモデル作成の例は少なく，
密集しているがゆえに困難とされ，今後そうした地域でのモデリングの需要が見込める[10]．3
次元モデリングの方法は利用目的や対象区域によって大別されるが，機材の搬入が難しい密集市
街地では，安価で可搬性に富み比較的扱いやすいという点で，デジタルカメラによる近接写真測
量が適切であると考えられる．しかしながら，近接写真測量による 3 次元モデリングは手動によ
る作業が多く，多大な労力を要するという課題がある．中でも，解析段階での写真のマッチング
と形状モデリングでの労力が大きく，省力化することで作業効率を高めることが求められている
[11]．
近年の研究により，画像処理における画像認識の精度が向上した結果，デジタル写真測量の自
動化が実用的になりつつあるが，3 次元モデリング作業全体の自動化は難しいとされている．部
分的な自動化の例としては，Scale-Invariant Feature Transform (SIFT)による画像処理技術を利用し
た 3 次元座標計測の自動化が挙げられる[5][12]．ところが，形状モデリング作業に関しては，簡
易に行う為のソフトの開発も進んではいるが，手動による図化が依然として基本となっている
[13]．Topcon 製のソフトウェア『Image Master』を用いた場合，まずデジタルカメラで撮影され
た画像を取り込み，2 枚以上の画像間で対応点(パスポイント)を 6 点以上抽出する．そしてステ
レオペア毎にバンドル標定計算がなされ，カメラの撮影位置と回転角度(標定要素)が判明する．
それにより，ステレオ画像上の任意の点の 3 次元座標が計算可能となり，建物の幅や高さなどの
情報が得られる．計測された 3 次元座標データから，対象物の輪郭などの形状を 3 次元で表現す
る際には，計測した点群を手動で結線しており，この労力を避けることはできない．対象建物数
や画像内に写りこむ障害物数が多くなるほど，労力は膨大になる．
このような背景を鑑みると，デジタル近接写真測量による自動 3 次元モデリングに求められる，
形状モデリング段階での省力化の方法を提案することは大変有意義であるといえる．一般的に，
建物は壁面や屋根を基本に，扉や窓，看板，庇など様々な構成要素から成り立っている．現実に
要求されるモデルを生成するには，こうした様々な構成要素を所要の精度内で精確に抽出しなけ
ればならない．この点に注目し，本研究では，建物を構成する壁面と看板等の平面領域の 3 次元
座標を，デジタルカメラで撮影したステレオ画像から自動で抽出する方法について提案し，その
有効性について検討した．

3.2. 方法
図 3-1 に示すように，本論文で提案する建物平面をステレオ画像から自動抽出する方法は，大
きく 4 段階に分けられる．まず，2 枚以上の連続する画像から，パスポイントを自動抽出する
(Step1)．パスポイントの探索には SIFT を用いた既存のアルゴリズムを用いた．これは，ステレ
オ画像ごとに特徴点を算出し，その特徴点における特徴量を比較することで，パスポイントを探
索する[12]．この処理を適用することで，多数のパスポイントが得られる．標定計算を行うこと
で，標定要素とパスポイントの 3 次元座標が算出される(Step1-1)．
しかしながら，SIFT により多数のパスポイントを抽出した場合，誤差が含まれやすいため，
パスポイントを特徴量の強い順に少数に絞り込み，標定計算を行う(Step1-2)．ここで得られる標
定要素は，Step1-1 で得られる標定要素よりも精度が高いと考えられる．
次に，Step1-1 から得られた多数のパスポイントの 3 次元座標を用いて，これらの点群を属す
る平面領域ごとに分類し，各平面の方程式を算出する (Step2)．またこの際，建物の正面にあた
る主平面方向を推定し，一定値以上の傾斜を持つ平面については平面の法線を補正した．
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図 3-1 提案手法のフローチャート

また，標定に用いたステレオ画像において，RGB 輝度値をもとに平面領域の推定を行う(Step3)．
これは，隣接する画素間での RGB 輝度値を比較し，類似度に応じて統合していく方法をとる．
この方法を用いて，1 枚の画像で平面領域を推定したものを図 3-2 に示す．このままでは，空や
道路など，モデリングに不必要な部分まで抽出してしまう．そこで，画像全体を対象に行うので
はなく，隣り合うステレオペアどうしでオーバーラップ範囲を算出し，その範囲のみ領域推定を
行う．オーバーラップ範囲の算出には，相関係数(式 1)を用いる．
n

 (x
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n

 (x
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i

i

 x )( yi  y )

 x) 2

n

(y
i 1

i

 y)2

(1)

(i  1,2,..., n)

( x , y )  {( xi , yi )}( i  1,2,..., n ) x, y : 相加平均
これにより，ステレオ画像内における扉や窓，看板，庇といった建物の構成要素の領域を決定す
る．ただし，閾値を定めて平面領域の小さなものは除去する．
最後に，Step1-2 で得られた標定要素，Step2 で得られた平面方程式を利用して，Step3 で得られ
たステレオ画像内における平面領域の 3 次元座標を求める(Step4)．これには，カメラの撮影位置
とステレオ画像，そして対象点が一直線上に並ぶ共線条件を用いる．
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図 3-2

RGB 類似度による領域推定

3.3. 検証
京都市東山区高台寺周辺における伝統的木造建物群を対象に検証を行った．Canon 製のカメラ
『EOS kiss X3』を用いて，建物に対してほぼ正面から，写真を連続して 10 枚撮影した(図 3-3)．
1 枚の画像における縦×横の幅は，1867×2800 画素であった． また，SOKKIA 製トータルステ
ーション『SET3 50RX』のノンプリズムモードを用いて，現地での 3 次元座標を計測した．
1 つのペア毎に数百点のパスポイントが存在し，その 3 次元座標から，平面を推定した．これ
らのパスポイントを精度の高い順に 10 点に絞り，標定要素を算出した．この際の標定精度結果
を表 3-1 に示す．
領域分割における隣接画素間の統合条件は，(1)隣接画素間で，Red，Green，Blue それぞれの
輝度値の差が 4 以内であることと，(2)すでに統合済みの平面における平均輝度値を算出し，輝
度値の差が 20 以内であることの 2 つを同時に満たすこととした．これらの閾値は経験的に決定
した．この条件を用いて平面領域を推定した結果を図 3-4 に示す．なお，表 3-2 には隣接するス
テレオペア毎のオーバーラップ範囲から求めたずれ幅が示されている．
最後に，Step4 に従い，建物を構成する一定面積を有する平面領域を抽出した(図 3-5)．中でも
比較的はっきりと平面領域が抽出されたステレオペアの結果を図 3-6 に示す．そのうち，看板の
端点の 3 次元座標を得ることができた(図中の赤色の×印)．この結果を，現地での実測値の 3 次
元座標と比較したところ，RMSE は 20.7 cm であった．

図 3-3 撮影画像
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表 3-1 ステレオペア毎の標定精度

表 3-2 ステレオペア毎のずれ幅

3.4. まとめ
今回の研究では，ステレオ画像から建物の構成要素を自動で抽出する方法を提案した．建物の
平面を点群の 3 次元座標のみで推定するのは困難であるとされているのに対し[14]，本研究の抽
出方法には，画像の持つ RGB 輝度値の情報と，隣接画像間におけるオーバーラップ，また，実
物と画像間で成り立つ共線条件を利用した．京都の高台寺周辺の建物群を対象に検証を行ったと
ころ，窓や扉，看板，板壁，庇などの建物壁面を構成する一定面積を有する平面に対しては，ほ
ぼ全て抽出できた．ここから，密集地域における効率のよい 3 次元モデリングのための足掛かり
になると考えられる．しかしながら抽出精度は，明瞭に抽出されたステレオペアにおける結果で
あっても 20 cm を超えた．景観シミュレーションなどに求められるモデルの精度は規模にもよる
が，密集していない都市の建物に対しては誤差が 1 ％以内の研究例もある[15]．今回対象とした
建物群の高さはせいぜい 7～9 m であるため，そのレベルの精度を目指すためには，少なくとも
誤差 10 cm 以内が妥当であると考えられる．したがって，現段階では，おおまかな構成は抽出で
きても精度の高いモデリングには応用できないため，精度向上のための改善が必要であると考え
られる．具体的な課題としては， RGB 輝度値に頼る平面の抽出では，日照条件によっては過剰
に統合もしくは分割してしまい，平面領域を確定できない個所がいくつかみられた．また，パス
ポイントの 3 次元座標から大まかな平面を推定するが，パスポイントが少ない平面では，平面推
定に誤差が生じやすい．したがって，今後は RGB 輝度値では判別できない平面領域の抽出手段
と，パスポイントを画像全体，とくに対象建物に疎らに分散させる方法について，検討を進める
必要がある．
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図 3-4 ペア毎の平面領域の推定結果

図 3-5 全体の平面領域抽出結果(3 次元座標)

図 3-6 平面領域抽出結果(ステレオペア 1-2)
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4. 結論
本研究では，安価で可搬性に富んだ近接写真測量を密集市街地の三次元建物モデリングへ適用
する際の問題の点の一つである，多数枚の画像からのパスポイントの自動抽出，およびモデリン
グの参考となる情報作成として，建物平面の自動抽出手法の構築を報告した．パスポイントの自
動抽出においては，誤った対応点を除去する問題は古くて新しく，様々な取り組みがなされてき
た．今回提案する方法は，特定の平面に存在するパスポイントを中心に抽出するという限定的な
方法ではあるが，密集市街地での実際の壁面の分布等を考えると現実的ともいえる．そうした状
況下で誤ったパスポイントを除去する方法を提示した．また，モデリングの基礎情報となる建物
平面の自動抽出手法の構築においては，ステレオ画像から 3 次元点群の生成と壁面と思われる平
面の推定する手法を提案した．実験で使用した京都市東山区の建物群自体は同様の構造であり，
モデリングがしやすいと思えるが，建物を構成する平面を漏れなく抽出するとなると非常に困難
になる．今回は大きな面積を持つ平面を推定する基礎的な成果に留まるものの，今後は手法を改
良し，より三次元建物モデリングに有益となる情報を近接写真測量から得る方法を提示したい．
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DEVELOPMENT OF AUTOMATIC ORIENTATION SYSTEM FOR 3D
MODELING OF BUILDINGS IN DENSE URBAN AREAS USING
CLOSE-RANGE PHOTOGRAMMETRY
Susaki, J.
Kyoto University
Close-range photogrammetry has potential to meet the demand for efficient and low-cost 3D modeling of
buildings in dense urban areas. In this research, two methods were proposed that support efficient 3D building
modeling: method to automatically select passpoints and exclude false passpoints, and method to automatically
extract components of a building using stereo images.
In the first part, the method was developed that automatically select passpoints. In this method, matches on
stereo-pairs are extracted using Scale-Invariant Feature transform (SIFT), and erroneous matches are removed using
Random Sample Consensus (RANSAC). Erroneous matches on epipolar line may remain after RANSAC process
and they may be found after the three dimensional (3D) coordinates are estimated with bundle adjustment. Because
estimated 3D coordinates of erroneous matches cause to decrease the accuracy of modeling, erroneous matches have
to be removed before bundle adjustment for efficient modeling. In the proposed method, the erroneous matches
which RANSAC processing fails to remove are removed using the distance between left and right photo coordinates
of matches. As a result, all erroneous matches could be removed and the validation result demonstrated that the
accuracy of segment lengths was acceptable.
In the second part, the method s developed to automatically extract components of a building for efficient 3D
building modeling. In the proposed method, homogenous surfaces are extracted by using RGB bright values and
passpoints are accurately matched by using an association program automatically. Then, 3D coordinates are
calculated. This method was validated by using photographic images taken near Kodaiji temple. The RMSE was
about 16 cm, showing that the proposed method of automatic estimation of feature points generates acceptable
models in terms of accuracy.
.
KEYWORDS: Close-range Photogrammetry, Automatic Selection of Passpoints, 3-D modeling.
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ングのための自動標定システムの構築

近年，都市域の中でも密集市街地において，
地震・火災を含む災害シミュレーション，景
観保全の解析などの目的のために建造物の三
次元モデルへの注目が高まっている．三次元
モデリングのための既存の計測手法として
は，航空写真，航空機LiDAR，地上型LiDAR，
近接写真測量が挙げられる．地上からの計測
では屋根面の計測が困難になるが，人間の視
点から見た効果的なモデリングが得られる．
特に地上写真測量は，機器が非常に安価で可
搬性に富み，モデリングの際に必要となるテ
クスチャを得られるという利点を有する．
しかしながら，密集市街地では交通量が多
く，道幅が狭いなど観測条件が悪いことが制
約になっているため，密集市街地を対象とし
たモデリングは手作業が中心にならざるを得
ない．また計測の困難さに加え写真測量の後
処理においても，2枚のステレオ画像に共通に
写っているパスポイントの目視での抽出に多
大な時間を要し，モデリングの大きな支障の
一つといえる．
そこで本研究では，密集市街地における三
次元建造物モデリングへの応用を念頭に置い
て，近接写真測量のパスポイントの自動抽出，
およびステレオ画像を用いた3次元モデリン
グのための建物平面の自動抽出手法の構築を
目的とした．
まず第1の課題として，密集市街地の建物モ
デリングを想定した近接写真測量の効率化と
してパスポイント選択過程の自動化に取り組
んだ．計測対象として，歴史的に価値の高い
木造建造物が多く存在し，防災・景観分野で3
次元モデル化の需要があると考えられる高台
寺周辺の建造物群を選択し，民生用のデジタ
ルカメラを用いて19枚の連続画像を撮影し
た．パスポイント自動取得の主な流れとして
は，SIFTを用いて対応点探索を行った後，対
応点の画像上の移動距離を限定する前処理お
よびRANSACによる相互標定要素の推定によ

り，誤抽出を除去した．それでもエピポーラ
線上にあり除去できなかった誤抽出を除去す
るために，画像上の移動距離dに着目し，
RANSAC過程の前処理としてdが一定の範囲
に無い点を除去することで，誤抽出を完全に
除去することが出来た．本研究で提案した画
像上の移動距離を用いた手法により，パスポ
イントの3次元座標を用いた効率的なモデリ
ングを行うことが出来ると考えられる．本研
究の課題として，得られた結果のモデリング
過程の自動化への活用が挙げられる．
それを受けて，第2の課題であるテレオ画像
を用いた3次元モデリングのための建物平面
の自動抽出手法に取り組んだ。本研究の提案
手法では，画像の持つRGB輝度値の情報と，
隣接画像間におけるオーバーラップ，また，
実物と画像間で成り立つ共線条件を利用し
た．京都の高台寺周辺の建物群を対象に検証
を行ったところ，窓や扉，看板，板壁，庇な
どの建物壁面を構成する一定面積を有する平
面に対しては，ほぼ全て抽出できた．ここか
ら，密集地域における効率のよい3次元モデリ
ングのための足掛かりになると考えられる．
しかしながら抽出精度は，明瞭に抽出された
ステレオペアにおける結果であっても20 cm
を超えた．誤差10 cm以内を目標に設定し，
今後は精度向上のための改善を加えていく予
定である．
本研究の応用事例としては，密集市街地に
おいて低コストで簡便な近接写真測量を行
い，提案手法を適用することで，計測を通じ
て，災害等における建物群の被害状況の定量
的な把握や，通常時の建物群のモデリングの
支援，建物モデルを活用した災害・景観シミ
ュレーションが考えられる。
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