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１．はじめに

　国道斜面の安全を保つための道路防災点検では、大
量の斜面写真が撮影されるが、従来はデジタル的な対
比・活用が困難であった。このため、防災地質チーム
では、手持ちカメラによる地上からの斜面点検写真の
有効活用法として、背景差分法を用いた2時期の写真
の変化を自動的に抽出する方法を提案し1）、2）、その
手順を、「写真計測技術を活用した斜面点検マニュア
ル（案）」3）としてとりまとめてきたところである。
　背景差分法とは、2枚の画像の差分からその変化箇
所を把握する手法である。図－1に示すように、異な
る時期に撮られたほぼ同じ構図の2枚の写真の背景差
分をとることで、より客観的な変化箇所の抽出が可能
となる。この手法を点検時に撮影される斜面写真に適
用することで、人の眼による比較では見落とされるよ
うな斜面の変化を、より客観的に拾い出すことを目的
としている。

　背景差分の作業では、先ず、画像処理ソフトでパノ
ラマ写真作成時の画像合成機能を利用して、自動で2
枚の画像の変形と重ね合わせを行う必要がある。ある
程度構図の揃った2枚の写真を用意できなければ、画
像の変形重ね合わせ処理が行えない上に、差分変化の
抽出精度にも大きな影響がある。その変形重ね合わせ
後の2画像の差分である背景差分画像において、色調
の変化がないPixelは、（R:G:B=0:0:0）と黒く表示され
るため、白っぽく表示される領域が2回の撮影の期間に
実際に変化のあった箇所として認識できる。
　前記のマニュアル3）では、地上からの斜面撮影を前
提としていたため、斜面の遷急線より上位の箇所や高
比高部の箇所では、地上からの高解像度の撮影が困難
なため、背景差分法が一部適用できずにいた。近年実
用性が増してきた無人航空機（Unmanned Aerial 
Vehicle、以下UAV）により、上空からの撮影や近接
撮影が簡易かつ自在に行えるようになっている。斜面
点検にUAVを活用すれば、安全性も高まる上に高所
や遠方の点検精度が向上し、労力や時間も節約できる
と考えられる。
　今回、岩盤斜面の点検調査において、地上撮影写真
だけではなくUAV撮影写真に対しても背景差分を適
用するため、技術的課題や検証結果を整理したので報
告する。

２．背景差分に向けたUAVの特徴と撮影時の留意点

２．１　UAVの特徴

　本研究で使用したUAVを図－2に示す。カメラが内
蔵されたものや普通の一眼レフのカメラを後付けで搭
載できるもの、座標値などをプログラムして自動航行
が可能なものなど、様々な機種がある。カメラが内蔵
されたUAVでは、撮影画像のExifファイルに、内蔵
のGPSから撮影位置（緯度･経度･高度）の情報が自動
で記録される。DJI S1000のような一眼レフカメラを
後載せできるUAVでは、高解像度の画像が取得でき
る反面、カメラがUAVのGPSとは連動しないため、
UAVの軌跡データから事後に時間あわせで撮影位置

図－1　背景差分法による崩壊発生状況の把握2）
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を特定するほかなく、高速移動時の撮影では位置特定
の精度には課題がある。両者の利点を合わせたDJI 
Inspire2などでは、カメラシステムが選択式で、レン
ズも交換可能なため、フルサイズのカメラほどではな
いものの、センササイズの大きな高画質の画像が撮影
座標付きで入手可能となっている。

２．２　UAVによる斜面撮影における留意点

　背景差分法が適用できるほぼ同じ構図の写真を入手
するためには、同機種のUAVやカメラを使用できる場
合は、撮影位置と撮影方向を揃えた上で、同じ設定で
撮影する必要がある。また、撮影範囲とその分解能
は、撮影距離やレンズの焦点距離、センササイズや画
素数から、図－3に示すように求めることができる。
　地上からの斜面撮影では、マーキングなどにより撮
影位置をほぼ一致させることができる。それに対し、
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図－4　同一機材による垂直写真撮影イメージ

図－3　撮影範囲と分解能の算出方法2）

図－2　使用したUAVと掲載カメラの仕様

UAVからの空中撮影では、機体位置や撮影方向も三
次元で自由度があり、撮影条件を一致させることは容
易ではない。そこで、近年一般化してきた、撮影範囲
や撮影条件を予め設定することのできる自動航行シス
テムを利用し、写真の構図を揃えることを目指した。
また、点検者の変更やUAVの更新により撮影機材が
変わる場合にはカメラ特性が異なるため、撮影位置を
合わせたとしても写真の構図は違ったものとなる。
　そこで、同機種のUAVを用いた異なる条件下での
斜面撮影画像に対して背景差分を試行することで、同
機種のUAV撮影における背景差分法の適用可能条件
を検証したので、その結果を3章で報告する。また、
実際の斜面点検での運用を想定し、異なる時期に異な
る機種のUAVによって撮影した2画像においても背景
差分を可能とするための方法について検討を行ったの
で、その結果を4章で報告する。

３．同機種UAVにおける背景差分法の適用性検討

３．１　UAV撮影イメージと使用機材

　撮影範囲周縁部は斜射投影になるため地形の影響を
受けやすいものの、同一機種機材で同一距離から撮影
するのであれば撮影範囲の幅もほぼ同じとなり、撮影
位置のズレが小さければ、画像の重ね合わせが可能と
なると考えられる（図－4）。
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　UAVはDJI Phantom4 Proを用い、自動航行ソフト
ウェアであるDJI Ground Station Proによって機体の
座標・高度・機首方向・カメラの水平角を予め設定す
ることで、斜面とおおよそ並行に水平移動しながら一
定時間間隔で連続撮影を行った。斜面からのUAVの
距離や撮影水平移動距離が異なる4ケースについて、
背景差分の可否に係る撮影条件を検証した。

３．２　背景差分法適用結果

　背景差分が成功した事例を図－5に、失敗した事例を
図－6に示す。両事例とも、画像ソフトウェアの自動処
理により、重ねられた画像が作成されたものの、後者
では、細部形状の二重写りが確認され（図－7）、画像
の重ね合わせが正しく行えていなかった。
　図－3に示すように、斜面からの距離及びカメラの焦
点距離並びにイメージセンサの大きさから撮影範囲幅
は定まることから、2回の撮影位置の水平移動距離か
ら、2枚の画像のラップ率を算出した。その結果、背景
差分の成功事例のラップ率は89.8％と91.8％、失敗事
例のラップ率は83.0％と83.6％であった。
　本検証は、ほぼ同時期に同一機材（DJI Phantom4 
Pro）によって撮影した極めて好条件下での2画像の比

図－5　背景差分が成功した事例

較ではあるが、写真の正確な重ね合わせ、すなわち背
景差分の抽出が可能となる撮影条件は、UAVの斜面
からの距離と撮影水平移動距離から算出される2画像
のラップ率が概ね90％以上になることと考えられる。
このことより、ラップ率が90％以上になる撮影位置の
ズレの許容範囲をあらかじめ把握しておき、現地撮影
時の撮影位置の適切な管理につなげることが、背景差
分を確実に成功させる上で重要となる。
　本検証で使用した自動航行ソフトウェアでは、撮影
条件は保存可能であるが、データファイルの受け渡し
ができないため、データを手動で書き出した上でプロ
グラム入力する必要がある。UAVメーカー以外のサー
ドパーティ製有料ソフトウェアには、データの受け渡
し等が可能なものもあるが、一般化しているとは言い
難く、課題があるのが現状である。

図－7　二重写りによる背景差分失敗状況（図-6(b)拡大図）

図－6　背景差分が失敗した事例
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で生じる写像の歪みを補正するため、航空写真の補正
でよく用いられている正斜投影によるオルソ補正を行
うことにした（図－12）。正射投影に変換すること
で、レンズの焦点距離や撮影位置に係わらず、歪みの
ない連続合成画像を作成した。

４．異機種UAVにおける背景差分法の適用性検討

４．１　異機種UAVにおける背景差分法の適用性検討

４．１．１　UAV撮影イメージと使用機材

　撮影間隔を2016年11月と2017年12月で約1年あけ、
DJI Phantom4とDJI Phantom4 Proの2機種を用い
て、自動航行システムに前回の撮影位置データを入力
することで、ほぼ同一地点からの垂直撮影を行った。
2機種のUAVは、機体本体性能はほぼ変わらないもの
の、カメラ性能は大きく異なっている（図－3）。
４．１．２　背景差分法適用結果

　カメラの焦点距離が異なっていても、図－8に示す
ように撮影距離を調整することで撮影範囲をある程度
同じくすることは可能であるが、カメラのセンササイ
ズや画像の縦横比が異なるため、写真の構図は異なっ
たものとなっている（図－9）。これら2枚のオリジナル
画像に対して背景差分を試行した結果、正しい重ね合
わせとはならなかった（図－10）。
　2枚のオリジナル画像における構図のズレを小さくし
て背景差分の成功率を上げるため、オリジナル画像か
らほぼ同一範囲を手動で切出した後に、背景差分を試
行したが、図－10と同様に、正しい重ね合わせが行え
ていない（図－11）。撮影方向が垂直でほぼ同じ撮影
軸を持った、見た目もほぼ変わらない2画像において
も、正確に重ね合わせられていないことから、撮影範
囲や構図のズレだけでなく、レンズの焦点距離の違い
からくる地形の起伏と射角の関係による写像の歪み
が、背景差分の成否に大きく影響していると考えられ
る。この写像の歪みをオルソ化で補正することで、背
景差分を適用可能とする方法を次節に示す。

４．２　オルソ画像における背景差分法による解析

４．２．１　オルソによる地形補正方法

　起伏のある地形に対し射角を持った撮影を行うこと

図－8　異機材による垂直写真撮影のイメージ 図－11　異時期･異機材による切出し画像における背景差分

図－10　異時期･異機材による撮影画像における背景差分

図－9　異時期･異機材による撮影画像
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出されるという、極めて一致率の高い結果となった。
　上記のことから、図－16に示すように、比較検討す
べき写真を撮影する機材が異なってしまう場合におい
ても、オルソ化を行い、起伏による写像の歪みを除去
することで、斜面の変化を高精度で抽出可能なことが
明らかとなった。細かな転石が多数ある箇所など、精
緻な背景差分が求められる場面においては、撮影機材
が同一か否かにかかわらず、オルソ化処理を追加する
ことが望ましいと考える。実務においては、撮影軸の
ブレがオルソ化可能範囲に収まっているのかを現地撮
影時に判断することは困難なため、同一範囲を複数コ
ースで撮影しておくことが望まれる。

　2016年にDJI Phantom4で撮影した18枚（1コース）
の垂直写真から図－13に示すオルソ画像を、2017年に
DJI Phantom4 Proで撮影した34枚（2コース）の垂直
写真から図－14に示すオルソ画像を作成した。1コー
ス分の写真からオルソ化が可能であった図－13に対
し、図－14では並行する2コース分の写真が必要であっ
た。UAVのカメラを垂直方向に固定して撮影した画像
であっても、実際の飛行機体には微小な傾きが生じて
いるため、写真ごとの撮影軸のばらつき状況により、
オルソ画像作成に必要となる写真の枚数が異なったと
考えられる。
　そのため、地形の起伏の影響による歪みのない、撮
影軸が垂直方向で統一された2画像を基に、背景差分
法を適用した結果を次項に示す。
４．２．２　背景差分法適用結果

　オルソ化した画像から同一範囲を切出した後に、背
景差分を試行した結果を図－15に示す。正斜投影され
た画像同士の重ね合わせであるため、1年の撮影時期
の差にもかかわらず、堆雪部のみが変化箇所として抽

図－14　Phantom4 Proによるオルソ画像

図－13　Phantom4によるオルソ画像

図－12　オルソ化のイメージ

図－16　異機材による垂直写真における背景差分

図－15　オルソ切出し画像における背景差分
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えられる。
（3） 異機種UAVによる撮影画像において背景差分

を成功させるためには、地形の起伏と射角の関係
による写像の歪みを除去したオルソ画像を一旦作
成した後に、同一範囲の切出し画像に対し背景差
分を行う必要がある。オルソ化処理を行うこと
で、撮影機材や撮影位置が同じでなくても、より
高精度の差分抽出が可能となる。

　本稿ではUAV撮影画像に対して背景差分法を適用
させる上での技術的課題を中心に考察を行ったが、今
後は、捕捉できる経年的な変状の種類や程度について
も現地検証を重ねるとともに、実際の斜面点検におけ
る運用方法についても検討を行いたい。
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４．２．３　オルソ化における課題

　従来、オルソ化は垂直に撮影される航空写真におい
て地形による歪みを補正するための技術であるため、
一般のオルソ化ソフトウェアをUAVで撮影した水平写
真に対して用いるためには、撮影座標のｙ軸（あるい
はｘ軸）とｚ軸を変換して、垂直写真と見なす必要が
あるなど、作業の煩雑化が懸念される。
　また、水平写真のオルソ化の際には、撮影軸をある
程度揃える必要があり、撮影方向を水平面に収めた上
で斜面に対する角度も合わせなければならないため、
撮影時の位置や方向の精度管理が特に重要となる。

５．まとめ及び今後の課題

　UAVによる岩盤斜面写真に対する背景差分法の適用
可能性については、以下のようにまとめられる。
（1） 背景差分法を行うためには、撮影方向や射角な

どを合わせ、構図の揃った2枚の写真を用意する
必要がある。UAVメーカーの自動航行システム
を利用して、撮影位置や撮影方向を一致させるこ
とはできるが、現状ではデータの受け渡しに課題
がある。

（2） 異なる時期においても同機種UAVによる撮影
が可能な場合は、自動航行システム等により撮影
位置や撮影方向をある程度合わせられるため、背
景差分の成功率も高まる。その際の2枚の画像の
ラップ率が90％以上となることが成否の目安と考
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