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1.はじめに 

 日常的に実施されている道路斜面点検の高度化のために，筆者らは，情報の取得が容易なデジタル写真を活用した客

観的な変状箇所把握手法の確立を目的として，点検時などに撮影される斜面写真に対し，撮影時期の異なる２枚の写真

を比較することで崩壊などの変状箇所が抽出できる背景差分法による技術開発に取り組んでいる。近年，UAV の利活用

が容易になってきたことから，従来の地上からの撮影だけではなく，UAV を用いた上空から撮影した岩盤斜面写真に対

しても背景差分法を適用可能とすることを目標に，本稿は，地上とは異なった UAV による写真の撮り方や画像の前処

理方法等について予備的に行った検討について報告するものである。 

2.背景差分法による岩盤斜面の点検 

 背景差分法とは，異なる画像を重ね合わせその変化箇所を抽出する手

法である。筆者は，変状箇所の抽出･把握を目的として，道路斜面点検時

に撮影される斜面写真に対する背景差分法の適用方法を検討し１），２），

作業にあたっての詳細な手順や精度等に関する基礎情報を，「写真計測

技術を活用した斜面点検マニュアル（案）」３）として公表してきた。 

 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，崩壊の抜け落ちによる色調の変化箇所の抽出

が可能となっている。その抽出精度を保つ上では「ほぼ同じ構図の写

真」を揃えることが肝要となるが，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，マーキングすることなどである程度

撮影位置は揃えた上で，カメラの撮影設定を前回と同じくすることで，

背景差分法が適用できるほぼ同じ構図の写真の入手を可能としていた。 

 斜面の遷急線より上位の箇所や高比高部などの箇所においては，地上からの高解像度の撮影が困難という理由から，

背景差分法の適用が制限されていた。UAV の発達により，斜面の近接撮影が簡易にかつ自在にできるようになったこと

から，UAV 撮影画像でも背景差分法を適用するため，UAV 撮影の必要条件抽出に向けた検討を行うこととした。 

3.背景差分に供せる UAV による斜面写真撮影条件 

 斜面撮影に用いた UAV の仕様を図-2 に示す。大型機

で高解像度デジタルカメラを後載せでき，制御プログ

ラムに GPS 座標を入力設定できる機体として DJI 社

S1000 を，画像に位置座標を埋め込める低解像度カメラ

が組み込まれた機体として DJI 社 Phantom4 を選定した。 

 完全に同じ構図の写真を撮るためには，同じカメラ

と画角で撮影する必要があり，撮影変数としては，撮

影位置の X･Y･Z 座標，向き，倍率など多岐にわたる。 

撮影範囲については撮影画像上で縮尺を調整すること

とし，さらに撮影変数を減らすため，検討の初期段階として，撮影方向を垂直と水平の 2 つに限定した上で，各々の場

合において，画像のズレに対する背景差分法適用の許容度合いを検証した。 

4.垂直写真における背景差分比較 

 Phantom4 で撮影した画像（図-3(a)）の Exif 情報から X･Y･Z 座標を読み取り，S1000 にプログラムすることで，ほぼ

同じ位置からの撮影を行った（図-3(b)）。ただし，機体及びカメラの向きの情報はないため，画角の回転が生じている。

この 2 枚の写真を Adobe 社 Photoshop の Photomerge 機能により合成を行った（図-3(c)）。周縁部の道路境などは重なっ

ているものの，転石のあった中央部においては重なりが悪く，転石が二重に写っている（図-3(d)）。そのため，手動で

傾きを補正した後に（図-3(e)），再度合成を試みた結果（図-3(f)），中央部の二重写りも解消された（図-3(g)）。 

 UAV のモニター上で撮影位置などを正確に合わせることは極めて困難であるが，写真撮影時の GPS 位置座標の取得

や UAV への GPS 位置誘導が可能な機体であれば，垂直写真における背景差分は可能であることが確認できた。 
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図-1 背景差分法による崩壊箇所の抽出例

図-2 UAV とカメラの仕様 

DJI Phantom4

DJI S1000

機体名称 DJI Phantom4 DJI S1000
プロペラ数 4枚(クアッドコプター) 8枚(オクトコプター)
対角寸法 350mm 1045mm
合計重量 1380g 約4400ｇ

最大飛行時間 約 28 分 15分（@離陸重量9.5kg）
GPS/GLONASS （後載せ）
姿勢制御＋画像埋込可 姿勢制御と位置誘導

カメラ （備え付け） Canon EOS5D Mark III
有効画素数 約1240万画素 約2230万画素
最大解像度 4000×3000 5760×3840

レンズ （備え付け） EF28mm F2.8 IS USM
焦点距離 2.8mm(35mm換算で20mm) 28mm

画素サイズ 1/2.3インチ 約36×24mm
動画記録サイズ 4096×2160 (4K) 1920×1080（Full HD）

GPSモード
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隣接位置の写真であれば
背景差分法適用可能 

連続写真撮影状況
少しでも離れた写真だと 
背景差分法適用不可 

× 
図-4 水平写真における背景差分法の適用性検討例 

5ｍのズレ 10ｍのズレ

路面転石の垂直写真（S1000） 

路面転石の垂直写真(Phantom4) 

図-3 垂直写真における背景差分法の試行例 

傾き補正後の Photomerge 機能

による合成写真 
Photomerge 機能による自動合成写真

自動合成写真の拡大中央部 

（中央部で重なりが悪く，二重写りが発生）

傾き補正後合成写真の中央部拡大

（重なりの二重写りが解消） 

傾きを補正した路面転石の 

垂直写真（S1000） 

パノラマ写真を作る際に用
いられる Adobe Photoshop
の Photomerge 機能を用い
て，2 種類の写真の重ね合
わせ合成を行った。 

倍率を除き回転や位置の
調整は自動処理となっている
が，重なりの精度が悪かった
ため，傾きを手動で補正した
上で再度合成を試みた。 
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5.水平写真における背景差分比較 

 垂直写真の比較では，カメラの向きを垂

直方向に固定し，UAV を一定高度で水平

飛行させることで，画角と倍率が一定の写

真を撮る必要があるのに対し，水平写真で

は，追加として，UAV の X･Y 座標と機体

の向きの他に，対象物との距離も揃えて撮

影する必要がある。今回の検討では，図-4

に示すとおり，水平飛行中に連続写真を撮

影し，水平に 5m 毎ずらして撮影した写真

において背景差分を行った。差分抽出が可

能であったのは極近傍の写真ペアのみであ

ったことから，撮影位置と撮影向きを一致

させない限り，水平写真における背景差分

の適用は極めて困難であると考えられる。 

6.オルソ写真における背景差分比較 

 撮影位置と方向を揃えて補正する手段として，3D

地形情報が必要とはなるが，画像をオルソ化する方

法が考えられる。近年では，低価格で操作も簡便な

写真測量ソフトウェアが市販されており，本検討で

は Agisoft 社 PhotoScan を用いて作成した地形情報か

らオルソ処理を行った後に，背景差分を試行した。

図-5 に示すとおり，平坦な道路以外の傾斜部におい

ても画像の重なり度は増しており，影や波以外の箇

所ではほぼ一致した重ね合わせが可能となった。 

7.まとめ及び今後の課題 

 岩盤斜面の UAV 撮影画像に背景差分法を適用するためには，撮影位置と向きを揃える必要があり，UAV の機種のよ

っては，GPS 制御機能により位置の再現は可能となるが，向きに対する要求精度は極めて高く，従来方法３）では対応が

困難であることが明らかとなった。今回は垂直写真のオルソ画像による検討ではあったが，写真から作成した詳細な 3D

地形モデルから地形影響を補正して疑似オルソ化することで，任意の方向においても背景差分法が適用できる可能性が

確認できた。今後は，補正情報としての地形モデルの精度や，疑似オルソ化する写真の解像度や構成枚数の影響につい

て更なる検証をおこない，UAV 撮影画像に対しても適用可能な背景差分技術の確立に努めたい。 
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図-5 オルソ写真における背景差分法の適用性検討例 
オルソ写真（S1000） オルソ写真(Phantom4) 重ね合わせ画像 
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