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1. 序論 
 

1.1 研究の背景と目的 

 

被災直後の被害状況を把握するために，人工衛星や航空機を使って上空から広範囲の計

測が行われる．衛星画像を使って被災状況を把握する場合，被災前後に取得された光学画

像や合成開口レーダ (synthetic aperture radar: SAR) 画像を組み合わせる手法が報告されて

いる．推定精度に加えて，街区単位だけでなく建物単位での解析という観点でも光学画像・

航空写真の方がSAR画像よりも被災状況を把握しやすく，実利用に適している．その半面，

航空写真を用いた被災街区や建物の特定においては目視による手作業が多く，処理速度や

広域展開の点で課題が残っている．被災直後に迅速にステレオ航空写真から被災建物を抽

出する手法も多数報告されているが，その多くは建物面積である．事前に建物の境界線の

データが存在していれば，被災建物数の推定は難しくない．しかし建物境界線データがな

い中では，特に建物間隔が狭い密集市街地では個別建物の認識自体が困難になり，それに

伴い建物数の推定も困難になる．地震工学者の話では，被災状況の推定では建物面積より

も建物数の推定が重要であるため，被災直後に迅速に被災建物数を推定する技術の確立が

望まれる． 
 

 

1.2 本報告書の構成 

 

 第 2 章では，被災建物抽出に活用される建物境界線データを自動抽出する手法を報告す

る．第 3 章では，被災建物を抽出する際に，被災前後の航空写真を用いた手法，航空写真

から生成された地表面高さデータ（digital surface model: DSM）を併用する手法を比較し，

有効性を論じる．最後に第 4 章で結論を述べる． 
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2. 航空写真からの建物境界線の自動抽出 
 

2.1 はじめに 

 

本研究の全体的な枠組みでは，被災前の航空写真に対し建物の境界線を推定し，被災後

の航空写真を用いて被災棟数を推定する二段階の処理を想定している．本論文では，その

前段階の処理として，特に密集市街地でも適用可能な二次元建物境界線の自動生成手法を

提案する．提案手法では二次元の航空写真に加えて，建物境界線の抽出精度向上のために

高さデータを使用する．データには比較的計測精度の高い航空機レーザ (light detection and 

ranging: LiDAR)  データの使用を想定するものとする． 
  

2.2 対象地域 

 

本研究では代表的な密集市街地として京都市東山区の住宅地を研究対象地域として選定

した．図 2-1 に対象地域の一部の航空写真と航空機 LiDAR データを示す．道路の幅員が約

4 m 程度の細い路地で囲まれた街区内に，多数の住宅が隣接して立ち並んでいる． 

航空写真は Ultra CamX (UCX) で撮影され，元々15 cm の地上解像度であったが，オルソ

投影に変換した後に 25 cmの地上解像度の写真を解析に用いた．航空写真の諸元を表 2-1に，

航空機 LiDAR データの諸元を表 2-2 に示す．航空写真と航空機 LiDAR データの撮影日の間

には約 5 年の違いがあるものの，両データを確認しながら極力建物分布に変化が発生して

いない地域を選んだ．また，両データとも平面直角座標系に投影されているものの，両デ

ータ間で最大数十 cm 程度の水平方向のずれが確認できた．しかしながら，本研究では建物

単位での境界線抽出を目標にしており，数 m 以上の長さを有する建物群に対しこの位置ず

れは十分に許容できるとして処理を進めた． 

  



3 
 

 

 

(a)  航空写真(25 cm 解像度) 

 

(b)  航空機 LiDAR データ（1 m 解像度で画

像を生成．黒色は欠損データを表す． 

図 2-1 対象地域の一例（京都市東山区：150 m × 150 m） 

 
  

表 2-1 航空写真の諸元 

 

取得者 ウエスコ(株) 

撮影日 2007 年 11 月 17 日 

地上解像度 25 cm 

 
 

表 2-2 航空機 LiDAR の諸元 

 

取得者 朝日航洋(株) 

取得日 2002 年 6 月～2003 年 2 月 

公称取得点密度 1 点/m2 

実質取得点密度 

約 1 点/m2 

（1 m グリッド内に複数の点が存在しても 1 点とみなす

と，約 0.7 点/m2） 

フットプリントのサイズ 0.21 m 

レーザの波長 1.064 μm 
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2.3 方法 

 

2.3.1. 概要 

図 2-2 に提案手法のフローチャートを示す．航空写真に領域分割を行い初期の領域分割結

果を得る．次に，航空機 LiDAR データの三次元座標点群に対しフィルタリング処理を実施

し，地盤面と非地盤面データに分離する．この非地盤面データの各点に対し，近傍の点を

含めて平面の法線を計算する．この法線を領域ごとに集計した領域の法線データを活用し

て，対となる領域のペアを生成し，領域を建物単位で捉え直す．以下，処理の各段階を，

理解促進のために処理結果を交えながら説明する． 

 

 

図 2-2 提案手法のフローチャート 

 

 

2.3.2. 領域分割 

 これまでに多数の領域分割手法が提案されているが，本研究では影領域が存在しても頑健

に機能する Susaki (2012a)の手法を利用するものとする．以下，その概要を記す．輝度値の

分散が大きいテクスチャを持つ屋根も抽出するため，輝度値を少数個の値に離散化した上

で領域分割を試みる．離散化する輝度値の幅は，異なる分散の程度に対応するために複数

用意する．複数の離散化幅値で生成された領域分割結果に対し，長方形に近い領域を優先

的に抽出していく．領域分割で使用した各閾値は，Susaki (2012a)に示されている値に従っ

た．図 2-3 に領域分割の結果を示す． 

 
 

フィルタリング

Start

航空機 LiDAR航空写真

非地盤面データ

領域の法線

領域

単独領域
のリスト

領域分割

領域ペア
のリスト

境界線1
（平屋根建物）

境界線2

各点の法線

境界線3
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図 2-3 領域分割結果 

 
 

 

2.3.3. フィルタリング 

2.3.2で得られた領域は建物以外の地物に相当するものも多数含まれており，特に道路や

裸地等の地盤面データは建物境界線抽出においては不要である．LiDARデータの基本的な

処理の一つに，地盤面データと非地盤面データを分離するフィルタリングが挙げられる．

フィルタリングには局所的な傾斜に基づく手法 (Vosselman, 2000; Sithole, 2001)，一定区画内

の最低標高値を利用する方法 (Wack and Wimmer, 2002)，クラスタリングに基づく方法

(Sithole and Vosselman,2005)等が提唱されている．本研究では，局所的な傾斜と一定区画内の

最低標高値を利用しつつ，平坦な地形と急峻な地形が混在していても柔軟に対応可能な

Susaki (2012b)のアルゴリズムを利用した．1つのグリッドに複数の点が存在する場合には，

最低標高値を持つ点の座標を当該グリッドの代表値として採用した． 

使用データは 1 m2 に複数の点が存在しても 1 点とみなすと，約 0.7 点/m2 の点密度に過ぎ

なかった．図 2-1 に示すように，データが欠損しているグリッドが多数存在することが分か

る．しかしながら欠損グリッド数を減らすために 1 m2 よりも解像度を落とすと，1 つのグ

リッド内に複数の地物が混在する可能性が高まる．上述のように，グリッドの標高値はそ

のグリッド内の最低標高値で定められるとすると，例えば緩やかな傾斜のある坂道でもグ

リッドの解像度を落とすことで不連続な標高値が発生しやすくなる．その結果，法線の推

定精度が大きく低下すると考えられる．欠損データと法線の推定精度を考慮した結果，1 m2

の解像度で処理を進めた．図 2-4 にフィルタリングの結果を示す．このフィルタリングにお

いても，必要とされる閾値は Susaki (2012b)に示されている値に従った． 

 

2.3.4. 法線の計算 

 研究対象地域に限らず，日本国内の密集市街地では切妻屋根や寄棟屋根の建物が多数存在

する．そのような建物では，対となる屋根の法線は鉛直軸に対し線対称とみなせる特徴を

有する．このような特徴を利用して複数領域を建物単位で統合するために，各領域の法線
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を計算していく．これ以降は対象地域で得た閾値を交えて説明していく．対象地域は約 5 m

の狭い間口を持つ切妻屋根型の建物も多く，そのような建物を抽出できるようにパラメー

タを設定した． 

領域の法線の計算の前に，まず点群の各点において法線を計算する．ある点を中心とす

る一辺の長さがrの正方形領域に存在する点数が一定数以上であれば，計算の対象とした．

研究対象地域では道路の幅員が約4.0 mの狭い道路も多数存在したことから，r = 4.0 mとし

た．平面の方程式を式(2-1)で表す． 
 

0 dczbyax  (2-1) 

 

ここで，a, b, c, dは係数を表し，N = (a, b, c)が求めたい法線ベクトルである(a2 + b2 + c2  =1)．

式(2-1)の未知数は3点が与えられると確定するが，計測データには誤差を含むことからより

多くの点数を用いて推定することが望ましい．本研究では計算の対象とする際の，正方形

領域に存在する点の最低数を6とした． 

Nを求めるには，計算対象である点群の三次元座標を使って式(2-2)で表される分散・共分

散行列を求め，その最小固有値に相当する固有ベクトルを計算する． 
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(2-2) 

 

ここで， x , y , z はそれぞれ正方形領域内に存在するデータのx, y, z座標の平均値を表す．

法線計算の際に使用した各点から推定平面までの距離の2乗和の平方根が閾値 (0.1 m) 以下

であれば，有効な法線として採用した． 

このようにして得られた点単位の法線を領域単位で集計する．各法線の鉛直成分が閾値

（0.9）以上であれば鉛直方向として除外し，それ以外の法線に対し，方位角ごとに法線の

発生頻度を記録する．ここでは大まかな方位角の分布が把握できれば十分であるので，本

研究ではヒストグラムの階級の幅を 3°とした．そのヒストグラムでの最大頻度を占める方

位角をその領域の方位角とする．法線を鉛直方向と東西南北の 5 グループに分類した結果

を図 2-5 に示す． 

 
 
 

2.3.5. 法線の分布に基づく領域ペアの探索と領域の分割 

2.3.2で得られた領域は，同一の建物であっても屋根単位で分割されたり，あるいは影に

よって屋根や建物自体が更に複数の領域に分割されたりしている．これらの領域を法線を

使って統合することを考える． 

例えば，図2-6(a)に示すように，同一建物から2つの領域とが抽出され，他の領域（領

域や）と誤って統合することなく2つの領域を統合することを考える．影の影響にせよ，
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領域とのテクスチャの違いにせよ，このような事態は多々発生する． 

今，領域に着目して考えると，領域周辺に存在する領域を探索し，領域の法線と最も

対をなす法線を持つ領域を検出したい．そのような領域が見つかれば，両者を一つの領域

1に統合する．同様に，領域と領域も法線を手掛かりに領域に統合する．
 他方，図 2-6(b)に示すように，建物が 2 棟存在し対となる屋根が 2 組存在するものの，領

域分割が十分に機能せず隣接する建物の屋根が統合されて，領域として抽出されることも

発生する．この場合には以下の処置を行う．法線が対となる領域の組合せを調べて置く．

領域が領域，領域と 2 つの領域の組合せに現れることが確認できれば，領域を 2 つに

分割し，2 つの対となる領域を生成する．その結果，領域 1 と領域 2 が生成される．  

 

 

図 2-4 フィルタリング結果．黒色は地盤面

を表す． 

 

図 2-5 各点の法線．青色は鉛直方向，赤色

は東西方向，緑色は南北方向の法線，黒色は

地盤面または欠損データを表す． 

 

 
 

図 2-6 領域の統合 

 

領域
領域

(a)

領域

領域

領域

領域
領域

領域

領域

(b)
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2.3.6. 建物境界線の生成 

以上の処理を踏まえて，建物境界線を生成していく．まず，平屋根の境界線は航空写真の領域

分割結果を使用せずに，航空機LiDARデータのみを使用して生成していく．平屋根の建物（一

般的に直方体型の建物）に領域分割を適用すると，エアコンの室外機や水道タンク等屋上

に設置してある地物に影響を受けて，一つの建物が細かく分割されることが多い．そのた

め平屋根建物に対しては以下に述べる手順で先行して分離する．まず，水平距離，鉛直距

離の閾値（2.0 m, 1.0 m）を航空機LiDARデータに適用して，点群グループに分離した．2.3.4

で得られた法線を点群グループで集計し，鉛直方向を向く法線が支配的で，かつ点数が一

定数以上（50点：点密度が0.7点/m2であるため約70 m2の面積に相当）であれば平屋根建物

として判定する．平屋根建物の場合には大型で形状が複雑な建物が含まれることが多く，

抽出した境界線をそのまま採用する． 

次に2.3.5で述べたように，対となる領域が存在する場合には統合した領域の境界線を生

成する．対となる領域が存在しない単独領域はその境界線を生成する．ここで抽出される

境界線は長方形で近似するものとする．長方形の向きを単純に領域の法線の方位角に従っ

て決定すると，LiDARデータに含まれるノイズのために法線の向きが安定せず，そのため

に整然としない建物境界線が記述される．街区毎にほぼ一定の向きに従って建物が配置さ

れている密集市街地では，特にその傾向が強まる．そのため，まず水平距離，鉛直距離の

閾値（3.0 m, 3.0 m）を用いて，点群を街区単位に分ける．ここでの閾値は街区全体を一つ

の集合として分離するために，平屋根建物抽出用の閾値よりは大きい値とした．次に，街

区毎に法線の方位角を集計し，支配的な方位角を決定する．最後にこの街区における方位

角に従って，建物境界線を表す長方形の向きを決定する．不十分な領域分割で過小に屋根

や建物が抽出されることも考えて，5 m2以上の領域を処理の対象とした． 

地上投影面積の大きな建物から順次，建物境界線を生成していく．密集市街地を対象に

処理を行うと，生成した境界線が干渉してしまう．そのため，生成する境界線が既に存在

している境界線に干渉しないか確認し，干渉する場合には干渉しないように縮小する．図

2-7 に，四つの地域に対し抽出した建物境界線を航空写真に重ねた結果を示す．四つの地域

には低層住宅が密集している二地域，低層住宅の中に高層建物が混在している二地域を選

んだ． 

 
 

2.4. 精度検証 
 

Mohammad et al. (2010)では画素単位の評価と地物単位の評価と 2 種類報告されているが，

本研究では最終的に被災建物数の推定に応用することを念頭に置いて，地物単位の評価を

採用した．具体的には，抽出された境界線から見た評価と，既存の建物から見た評価を実

施した．前者の評価では，本研究が建物単位の境界線抽出を目的としていることを踏まえ

て，抽出境界線が 1 戸だけを含む場合と 2 戸以上を含む場合を分けて集計した．また後者

の評価では，1 戸の建物が一つの境界線に対応する場合と二つ以上の境界線を含む場合に分

けて集計した．航空機 LiDAR の計測時点では存在し，航空写真の撮影日には消滅した建物

は対象外とした．図 2-7 の四つの対象地域に対し，上記の四つの評価指標を算出した結果を

表 2-3 に示す．表 2-3 中の(b)は 2 戸以上の建物を含む境界線の数を表している．厳密には完
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全に正しく建物の境界線を抽出できている訳ではないが，抽出漏れと断定するほどではな

い．表 2-3 中の(a)/(d)で評価すると抽出性能を過小評価することになると考えて，((a)+(b))/(d)

であくまでも抽出境界線の抽出能力を示し，一方で建物から見た評価((e)+(f))/(h)と併せて検

討することで提案手法の検証と位置付けた． 
 

(a) (b) 

(c) (d) 

 

図 2-7 建物境界線抽出結果．(a)(b)低層住宅が密集している地域，(c) (d)低層住宅の中

に高層建物が混在している地域（いずれも京都市東山区の 150 m × 150 m の範囲）．紫色

は抽出した境界線を表す． 
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表 2-3 抽出精度の検証結果 

 

評価方法 

(1) 境界線から見た評価 
建物 

(c) 非建物 (d) 計 ((a)+(b))/(d) 
(a) 1 戸 

(b) 2 戸 
以上 

シーン a 185 22 20 227 91%
シーン b 153 3 27 183 85%
シーン c 179 14 17 210 92%
シーン d 204 12 16 232 93%

計 721 51 80 852 91%
 
 

評価方法 

(2) 建物から見た評価 
境界線あり 

(g) 
境界線なし

(h) 計 ((e)+(f))/(h) 
(e) 1 つ 

(f) 2 つ 
以上 

シーン a 191 22 22 235 91%
シーン b 146 7 15 168 91%
シーン c 183 10 18 211 91%
シーン d 168 28 16 212 92%

計 688 67 71 826 91%
 
 
 
2.5. 考察 
 

2.5.1. 密集市街地における建物境界線抽出 

図2-8に図2-7の一部を拡大した様子を示す．図2-7及び図2-8の提案手法の適用結果からは，

実際の境界線とのずれは生じていても，密集市街地でも抽出漏れが少ないことが分かる．

既存研究（例えば10)）を調べると，建物間の距離が十分にある比較的建物を個別に抽出しや

すい市街地での事例であり，本研究のように建物が密集した地域での適用事例は筆者の知

る限り見られなかった．表2-3中の(b)欄が示すように，複数戸の建物が1つの建物として取

り扱われて境界線が生成されている事例も存在するが，1戸の建物の推定数に比べて遥かに

少なかった．また，表2-3中の(c)欄はほとんど全てが植生を誤って抽出していることが判明

した．本研究では一般的な航空写真を使用したが，近赤外域を計測できる画像を使用する

と，この誤りは大きく減少できると考えられる． 

本提案手法の有効性を定量的に検討するために，須﨑(2014)で報告されている建物境界線

抽出手法を実装しようと試みた．提案手法では，航空機LiDARデータから生成した2種類の

マスクを用いて建物の中心位置を特定する．RGB高解像度画像（15 cm解像度）をYIQ画像

に変換し，建物境界線に位置するエッジやコーナーを抽出し，補間処理を加えた上で境界

線を推定する．図2-9にYIQ画像から抽出したエッジとコーナーを示す．Matlabを用いて， 

Cannyのアルゴリズムでエッジを， Harrisのアルゴリズムでコーナーを抽出した．共に広く
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使用されているアルゴリズムである． 

まずエッジ抽出は良好とは言い難い結果となった．建物と陰影のある道路との境界線上

のエッジや，隣接する建物間のエッジの抽出漏れが多い．そのため，提案手法が想定して

いる境界線の初期値を15%の延長したとしても，建物の周囲を閉じることは困難で境界線の

抽出精度は大きく低下すると予想される．また図2-9(a)中の楕円で示す墓地やその他の細か

い地物のエッジが抽出されている．Awrangjeb et al. (2010)でも=3画素のガウスフィルタを

適用して，不要なエッジを除去する処理が述べられているが，エッジ除去によって本来必

要な境界線上のエッジも更に減少することになる．また図2-9(d)に示すコーナーも本来の建

物数を考えると大きく不足していると言える．建物が隣接し，密集市街地で多数の陰影が

発生していることで，建物の境界線が鮮明でない箇所が多数発生し，エッジと同様にコー

ナーの抽出能力も低下していると考えられる．これらの結果を踏まえて，Awrangjeb et al. 

(2010)での手法で得られる境界線データは極めて不十分なレベルになると判断し，最終的な

境界線データの生成を断念した． 

図2-9の比較手法の結果を検討すると，提案手法においては最終的な建物境界線データは

領域分割の結果に大きく依存すると考えられる．既にSusaki (2012a)で報告されているよう

に，採用した領域分割は上述の墓地やトタン屋根のようなテクスチャ付きの屋根に対して

も，境界線情報を保持しつつ輝度値のばらつきを緩和するために良好な領域分割結果を生

成できる．また建物と道路との不明瞭な境界線も，複数の離散化輝度値を適用することで

抽出できることが判明している．図2-3に示す領域分割手法自体の優位性と，図2-6(b)に示す

不完全な領域分割結果からも建物単位で領域をまとめる処理によって，安定的に建物境界

線を抽出できていると考えられる． 

 

 

図 2-8 提案手法による境界線抽出結果の一例（図 2-7(a)の 50 m × 37.5 m の範囲） 

 
 
  



12 
 

 

(a) (b) 

(c) (d) 

 

図 2-9  Awrangjeb et al. (2010)の手法で生成される境界線抽出に関する結果．(a)YIQ

変換した Y画像，(b)I 画像，(c)Q 画像から Canny のアルゴリズムで抽出したエッジ，(d) 

Harris のアルゴリズムで抽出したコーナー．赤色は Y画像，緑色は I画像，青色は Q画像

から抽出したコーナーを表す． 

 

 

2.5.2. 領域の二次元形状に着目したアプローチ 

筆者は，領域が持つ二次元の形状を指標化し，細分割された近接領域を統合した上で建

物境界線を抽出する手法を検討した11)．その概要を以下に記す．最初に二次元画像として航

空写真から「長方形指数」を用いて初期の領域分割を試みる．この結果，建物の屋根だけ

でなく，道路や植樹等の地物が抽出される．次に，ステレオ写真から写真測量の処理を通
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じて三次元座標を持つ点群を生成する．続いて，三次元点群に対しフィルタリング処理を

実施し，地盤面と非地盤面データに分離する．更に非地盤面データに対し，「長方形指数」

と「正方形指数」を組み合わせて，同一建物に属すると推定される複数領域を統合する．

最終的に影領域を除去する． 

東日本大震災以前の2009年5月15日に撮影された宮城県名取市閖上地区の1 km × 0.75 

kmの画像を対象に解析を行った．対象地域のうちの200 m × 150 m範囲に対し検証を行い，

200画素未満の小領域は検証の対象外とした．建物境界線の抽出結果を図2-10に示す．検証

の結果，94棟の建物のうち，少なくとも1つ以上の領域を含む建物が85棟，全く領域を含ま

ない建物が9棟あった．また，抽出された領域は全部で146あり，そのうち建物に該当する

ものは107，それ以外のものは39あった．建物の抽出漏れは少なかったものの，全体的に過

剰推定していた．また，建物に該当してはいるものの統合されないままの領域も多数残っ

ていることが判明した．やはり二次元の領域の形状を反映する指標に頼った統合には限界

があり，本研究で提案しているように，三次元建物モデルを経由した上で建物境界線を抽

出する手法の方が安定的な結果を生成できると言える． 

 
 

2.5.3. 航空写真単独からの建物境界線抽出 

図 2-10 の結果は，ステレオ航空写真から生成された航空写真 digital surface model (DSM) 

を用いてフィルタリングした結果を含んでいる．初期の領域分割の結果（図 2-10(b)）には，

道路や河川，空き地等も含まれており，このような領域分割結果から建物だけを抽出する

ことは困難である．したがって，領域統合の前に三次元点群に対しフィルタリングを適用

した．1 km × 0.75 km の対象地域全体に対してフィルタリングが良好であった．しかしな

がら，一部の橋梁や道路，特に建物に起因する道路上の影が非地盤面領域として誤って残

っていた．これらの領域が除去できなかったために，建物数が過剰推定されている． 

航空写真から生成される DSM の鉛直方向の精度（一般的に±50 cm）に影響を受けてい

ると言える．図 2-11 に航空機 LiDAR の DSM と航空写真 DSM を比較している．一般的に

航空機 LiDAR（一般的に±15 cm）よりも鉛直方向の精度が悪く，特に建物等の地物の境界

線付近の精度が極端に悪いことが知られており，図 2-11 からもそのことが容易に理解でき

る．図 2-10 のように比較的建物間の距離が離れている住宅地においてすら建物境界線の抽

出精度は十分でなかった．図 2-1 のような密集市街地では細い道路が多く，航空写真 DSM

では更に鉛直方向の精度が悪化するため，航空機 LiDAR データの使用が不可欠と言える． 
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(a) 航空写真(200 m × 150 m: 2009 年 5 月

15 日撮影） 

(b) 領域分割結果 

  
(c) フィルタリング後の非地盤面領域 (d) 影領域除去後の最終領域 

 

図 2-10 二次元の領域の形状を手掛かりに領域を統合した事例 11)（宮城県名取市閖上地

区） 

 
 

 
49.9 m  75.4 m 

(a)  (b) 

図 2-11  (a)  航空機 LiDAR DSM と(b) 航空写真 DSM．1 m 解像度で画像を生成． 

黒色は欠損データを表す． 
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2.6. 結論 
 

 本論文では，航空写真と航空機 LiDAR データから建物境界線を自動推定する手法を提案

した．提案手法では，航空写真から生成された領域分割結果と，フィルタリング処理後の

航空機 LiDAR データから得た法線分布を組み合わせて，屋根単位で分割された建物を統合

する処理を行う．建物単位で生成された二次元の境界線データを検証した結果，提案手法

は密集市街地であっても良好な境界線データを生成できることが判明した．今後は，領域

分割手法の改良と，使用 LiDAR データの点密度の向上を通して，更に抽出精度を向上させ

ていく予定である． 
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3. 被災前後の航空写真を用いた被災建物の自動抽出 

 

3.1. はじめに 

 
被災状況の迅速な把握のために，衛星や航空機等のリモートセンシングを用いた被災建

物の自動抽出が検討されてきた．被災建物を抽出する際に建物領域データを利用できる場

合には，利用しない場合に比べて抽出精度が大幅に向上することが報告されている(Gamba 

et al., 2007; Susaki, 2015)．そのため，日照条件に関係なく，また建物等の影が画像に写り込

んでいても，頑健に建物領域を抽出する領域分割手法が研究されてきた(Benediktsson et al., 

2005; Bellens et al., 2008; Tuia et al., 2009; Novack et al., 2011; Susaki, 2012a)． 

本研究では，建物領域データが利用可能な場合に，航空写真から直接被災建物を抽出す

る手法（二次元データを用いた分類手法）と，航空写真から生成される高さデータを併用

して抽出する手法（三次元データを用いた分類手法）の有効性を比較する．また後者の分

類手法において，建物領域データを利用する場合と利用しない場合の推定精度も比較する． 

 

3.2. 対象地域 

 
本研究では，2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災で被災した地域の中から，宮城県

石巻市（エリア 1），名取市閖上地区（エリア 2）を選定した．被災前後の航空写真が利用

可能であり，被災前を t1，被災直後を t2，被災後約 2 か月経過した時期を t3として，三時期

の画像を解析した（表 3-1）．各々の時期の航空写真から DSM を生成し，図 3-1 にエリア 1

の t1，t2の DSM を，図 3-2 にエリア 2 の t1，t2の DSM を示す． 

 
 

表 3-1. 実験で使用した航空写真 
 

(a) 
エリア 1 t1 t2 t3 
撮影日 2009/05/18 2011/03/12 2011/05/18 

カメラの種類 Digital (UCX) Digital (UCD) Analog 
 

(b) 
エリア 2 t1 t2 t3 
撮影日 2009/05/15 2011/03/12 2011/05/26 

カメラの種類 Digital (UCX) Digital (UCX) Digital (UCX) 
 

 

3.3. 方法 

本研究では，建物領域データを使う二次元データを用いた分類手法を「手法 1」と呼ぶ．

また建物領域データを使わない三次元データを用いた分類手法を「手法 2」，建物領域デー

タを使う三次元的分類手法を「手法 3」とする．エリア 1，2 ともに被災前後で 3～5 m の水

平移動が確認された．そのため三つの手法に共通して，被災前後の航空写真間での水平移

動量を自動的に決定するものとする． 
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手法 1 では被災後の画像を使用する．建物の境界線から一定距離内にある建物領域内の

輝度値と，別の一定距離内にある建物領域外の輝度値の確率分布を計算する．両者の確率

分布間の距離を Jensen–Shannon divergence を用いて計算し，特定の閾値以上であれば建物の

可能性が高く非被災建物と判定し，それ以外は被災建物と判定する． 

手法 2・3 では被災前後の DSM を使用する．手法 2 では建物境界線なしに処理するため

に，被災前の DSM にフィルタリングを適用する．フィルタリング処理後の結果では建物領

域が断片的に存在するので，膨張処理を行い建物に相当する画素を抽出する．但し，建物

単位に画素を統合することは極めて困難であるため，特定の画素を中心とする窓領域で被

災状況を判定する．画素ごとに被災前後の DSM を比較して，両者の差が一定の閾値以上で

あれば被災建物に相当する画素と判定する． 

手法 3 では，Susaki (2015)の手法をそのまま採用する．手法 2 と同様に被災前後の DSM

を比較するが，手法 2 では窓領域内で画素ごとに高さの差を算出したのに対し，手法 3 で

は建物領域単位で画素ごとに高さの差を算出する． 

 

(a) 被災前の航空写真 (2009/05/18) (b) 被災直後の航空写真(2011/03/12) 

 
0                 51 m 

(c) 被災前の航空写真から生成した DSM (d) 被災後の航空写真から生成した DSM 

 

図 3-1 エリア 1（宮城県石巻市）の DSM（1 km×0.75 km） 
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(a) 被災前の航空写真 (2009/05/15) (b) 被災直後の航空写真(2011/03/12) 

 
0                 51 m 

 

(c) 被災前の航空写真から生成した DSM (d) 被災後の航空写真から生成した DSM 

 

図 3-2 エリア 2（宮城県名取市閖上地区）の DSM（1 km×0.75 km） 

 
 

3.4. 結果 

 
まず被災前後の水平移動量を算出する際に，画像の回転や縮小，輝度変化に頑健に二枚

の画像間の対応点を抽出できる Scale-Invariant Feature Transform (SIFT) (Lowe, 2004)を用い

た．Susaki (2015)では局所的に移動量を決定して被災状況を判定するよりも，画像全体（1 km

×0.75 km）で求めた平均移動量を適用して判定する方が最終的な被災建物抽出精度は高か

った．そのため今回も画像全体での平均移動量を採用して判定した． 

手法 1 では，まず RGB 画像を HSI 変換し，Intensity 画像を生成した．複数のサンプルを

用いて，建物境界線から内側，外側の対象とする距離を各々2, 6 画素，Jensen–Shannon 

divergence に対する閾値を 0.01 と決定した．手法 2 では，Susaki (2012b)のフィルタリング手

法を採用した．膨張処理は 5 画素分実施した．手法 2・3 で被災判定に使用されたパラメー

タ値は，Susaki (2014)の値を採用した．手法 2 での窓領域，手法 3 での建物領域で被災前後

の DSM の差を計算するが，差の絶対値が 2.0  m 以上ある画素が領域全体の 50%以上を占
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めれば被災していると判定した．抽出された被災建物を図 3-3, 3-4 の(a), (c), (e)に示す． 

手法 2 は建物領域単位で判定していないため，抽出結果の検証は画素単位で行った．検

証結果の画像を図 3-3, 3-4 の(b), (d), (f)に示す．式(3-1)で定義される F 値を計算した． 
 

F-measure = 2 Precision Recall / (Precision + Recall) 

Precision = TP / (TP + FP), Recall = TP / (TP + FN) 

(3-1) 

(3-2) 

 

ここで，TP, FP, FN は各々true positive, false positive（誤って被災建物と判定）, false negative

（誤って非被災建物と判定）を意味する．図 3-5 に F 値のグラフを示す．エリア 1，2 の t2, 

t3画像に対して，手法 1，2，3 を適用した抽出精度を示している． 
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(a) 手法 1で抽出した被災建物 (b) (a)の精度検証結果 

(c) 手法 2で抽出した被災建物 (d) (c)の精度検証結果 

(e) 手法 3で抽出した被災建物 (f) (e)の精度検証結果 

 

図 3-3 被災建物抽出結果（宮城県石巻市） 

 
 

True positive         False positive            False negative 

True negative        Building omitted by filtering 
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(a) 手法 1で抽出した被災建物 (b) (a)の精度検証結果 

(c) 手法 2で抽出した被災建物 (d) (c)の精度検証結果 

(e) 手法 3で抽出した被災建物 (f) (e)の精度検証結果 

 

図 3-4 被災建物抽出結果（宮城県名取市閖上地区） 

 

 

True positive         False positive            False negative 

True negative        Building omitted by filtering 
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図 3-5 検証結果 

 
 

3.5. 考察 

 
まず，高さデータを使わない手法 1に関して考察する．図 3-3(b), 3-4(b), 3-5が示すように，

輝度値に基づくテクスチャを用いた変化抽出手法は効果的に被災建物を抽出できていない．

例えば，図 3-3(b)の画像左上の丘陵地域では FP の建物が，また図 3-3(b)，3-4(b)の被災建物

が多数発生している箇所で FN の建物が多数確認される．今回は建物境界線内外の輝度値の

確率分布に基づく距離を計算したが，それよりも機能するテクスチャが存在するかもしれ

ない．しかしながら，被災後の画像の輝度値に基づくテクスチャは，単に建物境界線の内

外のコントラストを表現する指標であって，被災していない建物でも日照条件の違いによ

って建物境界線の内外のコントラストが低下すると，誤って被災していると判定される可

能性が高まる．今回，実際に手法 1 を適用し検証した結果，予想以上に手法 1 は誤って被

災した建物（図 3-3(b)の黄色の FP）と判定する事例が多いことが判明した．反対に，図 3-4(b)

からは，被災建物の抽出漏れが多数に上っていることが分かる．これは津波によって堆積

した泥土が均質な輝度値を示さず，建物が存在している場合と同様のテクスチャの値を示

すことがあったためである．このような誤った判定事例が多数発生していることから，二

次元データからテクスチャを計算して被災状況を判定する手法は，極力避けるべきだと言

える． 

 次に，高さデータを使う手法を考察する．図 3-5 から，手法 3 が最も精度よく被災建物を

抽出できていることが分かる．図 3-1(b), 3-2(b)からは一部煙が発生している地域が確認でき

るが，輝度値ではなく高さデータを使うことでこのような輝度値の変化からの影響を抑え

て，被災建物を抽出できている．図 3-5 からは，手法 2 は手法 1 と手法 3 の中間の抽出精度
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を持つ結果を生成することが分かる．しかしながら，図 3-3(d)，3-4(d)の黄色の FP が示すよ

うに，建物間の道路を誤って被災建物としている事例が多く，このために精度が低下した

と考えられる．また，一般に航空機 LiDAR からの DSM に比べて，航空写真からの DSM は

高さ精度が落ちる．建物領域データがない状況下で，高さ精度が十分でない DSM を用いる

と，被災状況の判定以前に建物かどうかの判定で誤分類が発生する．建物領域データを手

動あるいは自動で生成する手間がかからない点を考えると，図 3-3(d)，3-4(d)の結果は被災

状況の概略を知る上では利用価値があると言える．よって，高さデータを使う手法の有効

性を確認しただけでなく，建物領域データがなくても一定の被災建物抽出能力があること

を示した． 

 
 

3.6. 結論 

 
本研究では，建物領域データが利用可能な場合に，航空写真から直接被災建物を抽出す

る二次元データを用いた分類手法と，航空写真から生成される高さデータを併用して抽出

する三次元データを用いた分類手法の有効性を比較した．被災後に発生していた煙等の輝

度値に影響を与える要因が存在していても，高さデータを使うことで頑健に被災建物を抽

出できることが確認できた．また三次元データを用いた分類手法において，建物領域デー

タを利用する場合の分類精度の方が，利用しない場合の分類精度よりも高かった．しかし

ながら後者の分類結果も，建物領域データが存在しない場合には一定の利用価値があるこ

とが確認できた． 
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4. 結論 
 

本研究では，被災直後に迅速にステレオ航空写真から被災建物を抽出する手法を開発す

ることを目的として，主に二次元建物境界線データの自動生成と，高さデータまたは建物

境界線データを使わない被災建物自動抽出手法を検討した． 

二次元建物境界線データの自動生成に関しては，フィルタリングから得られた大まかな

輪郭を初期値として領域分割結果を統合することで，航空写真 DSM からの二次元建物境界

線データの自動生成を試みた．その方法では影が発生した領域での良好に領域を統合でき

ている事例は確認できたものの，一部の影領域が除去できずに残り，過剰推定する傾向が

確認された．それを踏まえて，大まかな三次元建物モデルの生成を通じて建物境界線デー

タを生成する方法が確実だと判断した．航空写真 DSM からでは，高さデータのばらつきが

大きく，大まかな三次元建物モデルの生成も安定しなかった．そのため，最終的に航空機

LiDAR の DSM を使って三次元建物モデルを生成してから建物境界線データを生成した． 

高さデータまたは建物境界線データを使わない被災建物自動抽出手法に関しては，被災

後の二次元画像のテクスチャを算出することで被災建物を推定する手法を実装した．結局，

抽出精度が DSM を使用した方法より大幅に低下し，DSM の有用性が確認できた．また，

建物境界線データを使わない場合も抽出精度が低下するものの，建物間の道路等を誤って

抽出している事例も多く，建物自体は良好に被災・非被災の判定がなされていることが判

明した．このため，処理時間の制約がある場合には，建物境界線データよりも DSM を生成

して被災判定処理に活用することを提言する． 
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様式－３－３ 

 
DEVELOPMENT OF A METHOD TO AUTOMATICALLY EXTRACT 
BUILDINGS DAMAGED BY DISASTERS USING AERIAL IMAGES  

 
Susaki, J. 

Kyoto University 
 

 
To improve the efficiency of damage mapping after disasters, various approaches for automatically 

detecting damaged buildings or districts have been investigated. Studies have used satellite optical and 
synthetic aperture radar (SAR) images, and aerial optical images. It is more suitable to extract the buildings 
and districts damaged by disasters from optical images than SAR images. On the other hand, such extraction 
may be conducted manually, and an automatic and accurate extraction is expected. Therefore, in this research, 
we developed a method to automatically and rapidly extract the buildings damaged by disasters using stereo 
aerial images. 

First, we investigated filtering algorithms that can be applied to image-driven digital surface model (DSM). 
Existing filtering algorithms may falsely extract points reflected from non-ground objects when the algorithms 
are applied to image-driven DSM. It may be partly because the boundaries between ground and buildings of 
the image-driven DSM are not as clear as those of light detection and ranging (LiDAR)-driven DSM. The 
examination showed that the existing algorithms can be used even for image-driven DSM as long as the 
iteration to find ground points is not implemented. It was found that the iterative search for ground points may 
falsely extract non-ground points because the boundaries of the buildings may be misunderstood as natural 
slopes. 

Next, we examined the speeding up the segmentation of aerial images to save computation time. It was 
revealed that it is difficult to save the computation time without deteriorating the segmentation performance. 

Then, we examined the performance to automatically extract boundaries of buildings for identifying the 
damaged buildings after disasters. A two-dimensional (2D) method was not effective to extract boundaries 
because it is not robust to shadows of buildings. Three-dimensional (3D) methods using DSM data generated 
more stable results than the 2D method. In terms of DSM data, LiDAR-driven DSM can be used to generate 
more accurate results than image-driven DSM because of the height accuracy. 

 Finally, we compared three methods to extract buildings damaged by disasters from aerial images. We 
examine the methods in relation to height and building-region data availability. The 2D approach exploits a 
texture measure by using post-disaster images and building-region data. The contrast between the inside and 
outside of each building region is calculated. There are two 3D approaches: one uses building-region data, and 
the other does not. Both 3D approaches extract pixels/regions representing damaged buildings by examining 
the height difference between pre- and post-disaster images. The validation results show that the 3D approach 
that uses building-region data had the best accuracy, whereas the 3D approach that does not use 
building-region data produced acceptable results. In contrast, results from the 2D region were not reliable 
because of complex texture patterns and illumination effects. Because of the cost of generating the 
building-region data, we conclude that the 3D approach with no building-region data is a suitable method for 
rapid mapping of damage caused by disasters. 
. 

 

KEYWORDS:  Damaged buildings, aerial images, DSM, segmentation 
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被災直後には被害状況を把握するために，
人工衛星や航空機を使って上空から広範囲の
計測が行われる．衛星多偏波SARを用いた解
析手法も報告されるようになってきたもの

の、建物単位はもちろんのこと街区単位の解
析であっても光学画像・航空写真の方が被災
状況を把握しやすく、実利用に適している。
その半面、航空写真を用いた被災街区や建物
の特定においては目視による手作業が多く、
処理速度や広域展開の点で課題が残ってい

る。そこで本申請において、被災直後に迅速
にステレオ航空写真から被災建物を抽出する
手法を開発した。 
まず、航空写真DSMからの道路面の自動生

成手法を検討した。既存のフィルタリングア
ルゴリズムは局所的な地形勾配を考慮して収

束するまで地盤面データを抽出する。航空写
真DSMに対しては、道路と建物の境界が明瞭
に分かれていないこともあるため、過度に地
盤面を抽出する傾向があった。しかし、収束
するまで繰り返し処理せずに1回だけ処理す
るように変更したところ、航空写真DSMでも

有効に機能することが判明した。つまり、フ
ィルタリングアルゴリズムを改良するまでも
なく、設定パラメータの値を調整することで
十分対応できた。 
次に領域分割アルゴリズムの高速化を検討

した。研究代表者が開発した領域分割アルゴ

リズムでは、例えば1 km × 0.75 kmの範囲
においては約15～20分の処理時間がかかり、 
処理時間短縮が課題として挙げられる。広域
展開を考えて、領域分割性能は落とさずに処
理時間を短縮するよう領域分割アルゴリズム
の改良を試みた。その結果、領域分割性能は

落とさずに処理時間を短縮することは困難と
判明し、領域分割アルゴリズムの高速化は断
念した。 

続いて、2次元建物境界線データの自動生成
に着手した。被災状況の推定では面積よりも 

戸数の推定が重要との指摘もある。本研究で
は、フィルタリングから得られた大まかな輪
郭を初期値として領域分割結果を統合するこ
とで、2次元建物境界線データの自動生成を試

みた。その方法では影が発生した領域での良
好に領域を統合できている事例は確認できた
ものの、一部の影領域が除去できずに残り、
過剰推定する傾向が確認された。この結果を
踏まえて、大まかな3次元建物モデルの生成を
通じて建物境界線データを生成する方法が確

実だと判断した。航空写真DSMからでは、高
さデータのばらつきが大きく、大まかな3次元
建物モデルの生成も安定しなかった。そのた
め、最終的に航空機LiDARのDSMを使って3
次元建物モデルを生成してから建物境界線デ
ータを生成した。 
 最後に、高さデータを使わない被災建物自
動抽出手法を検討した。広域を対象にする場
合には被災直後にDSMを生成する時間が大
きな障害になり得ると考えられる。そこで、
DSMを生成せず、絶対座標系に投影された被
災前後の2次元画像を利用して被災建物を推

定する手法を実装し、処理時間と抽出精度の
観点から有用性を検討した。種々の検討の結
果、結局、抽出精度がDSMを使用した方法よ
り大幅に低下したため、採用しなかった。 
 本研究で得られた成果は、避難シミュレー
ションの有効性向上のために活用できないか

検討されている。和歌山県某自治体を対象に、
2次元建物境界線データではなく航空写真DS
Mから、建物の可能性が高い一定の高さを有
する地物だけを残したデータを生成した。避
難シミュレーションにおいて、避難者の分布
状況や建物外へ到達する時間の推定等の点に

置いて、改善できると考ええられている。当
該研究テーマに詳しい研究者と連携しなが
ら、シミュレーションの精度向上につなげら
れるか検討されている。 
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