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図-1 UAV とカメラの仕様 

機体名称 DJI Phantom4Pro
プロペラ数 4枚(クアッドコプター)
対角寸法 350mm
合計重量 1388g

最大飛行時間 約 30 分
GPS/GLONASS 姿勢制御＋画像埋込

カメラ FC6310（備え付け）
有効画素数 約2000万画素
最大解像度 5472×3648

レンズ （備え付け）
焦点距離 2.8-11mm 〔9mm〕

センササイズ 1型(13.2×8.8mm)
動画記録サイズ 4096×2160 (4K)

岩盤斜面の UAV 撮影写真における変状把握手法について（その２） 
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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，筆者は，これまでに，情報の取得や処理が容易なデジタル

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時期の異なる 2枚の斜面写真

を比較することで崩壊跡などの変状箇所を抽出できる背景差分法の開発を行ってきた１）。近年，UAV の利用がより身近

になってきたことから，岩盤斜面の UAV による空撮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とした検討

を行い，空中撮影では撮影の位置や方向が一致させづらく，撮影画像の構図がずれるため，背景差分法の成功確率が下

がるという課題を明らかにし２），構図を一致させる難易度の低い垂直写真に対しては，撮影画像をオルソ処理すること

で精度の高い背景差分抽出が可能となったことを報告してきた３）。そこで，本稿では，構図を一致させる難易度がより

高い水平写真に対しても背景差分法を適用可能とする方法を検討したので，その現地検証結果を報告する。 

 

２．背景差分法による変状把握手法の概要と検証項目 

 背景差分法を用いて２枚の斜面写真から変化箇所を抽出可能とする上で，条件が２つある。１つ目の条件は，前回と

ほぼ同じ構図の写真を撮影し，画像ソフトで重ね合わせられることであり，同じ機材を用いる場合には，同じ位置から

同じ方向で，同じ撮影設定で撮影する必要がある。過年度に検討した垂直写真の撮影においては，撮影方向が垂直であ

りさえすれば，高度の違いは撮影画像の縮尺調整で，位置ズレは画像切り出し範囲の調整で，背景差分の適用が可能と

なる。一方で，水平写真の撮影においては，撮影方向が鉛直方向の仰角と水平方向の方位の２成分に増える上に，撮影

位置のズレはそのまま撮影後の調整では対応しきれない構図のズレにつながるため，構図を合わせる事の難易度が高い。 

 もう１つの条件は，２枚の色調をほぼ同じくし，差分をとったときに，無変化箇所は黒く，変化箇所のみが白っぽい

色として表現されることであり，日照条件等による全体的な色調の違いを画像ソフトにより補正することになる。実務

作業では，差分抽出の後，植生や積雪などの被覆状況，地表水などによる湿潤状況及び局所的な陰などによって色合い

が異なってしまった箇所を元の撮影画像を参考に除外した残りの箇所を，岩盤斜面自体の変状と判定することになる。 

 そこで，前記の２条件に対応する形で，撮影時と撮影後の画像処理の手間が異なる４つの作業手順で背景差分を行い，

背景差分の可否や精度の違いを検証した。 

(a)前回の撮影の位置と方向をプログラムして自動で撮影し，そのまま背景差分を行う。 

(b)現地撮影時に，現地で前回画像と見比べて高さと方向を微調整した後に撮影し，背景差分を行う。 

(c)前回の撮影位置はプログラムし，高さと撮影方向を現地で微調整した後に撮影し，オルソ処理後に背景差分を行う。 

(d)２枚の画像の色調調整を追加することによって，重ね合わせ差分画像内から変化箇所の抽出を容易にする。 

 

３．調査解析方法 

 2017 年と 2018 年に，同じ Phantom4Pro（図-1）を用いて，同じ高度で岩盤斜面と平行

に移動させながら，水平方向から撮影を行った。過去の撮影画像の EXIF 情報から，GPS に

よる撮影位置（緯度・経度・高度），イメージセンサの解像度，カメラ撮影設定（(35mm

換算)焦点距離）の情報を取得し，プログラムすることで，前回とほぼ同じ構図となるよ

うな撮影を目指した（2.(a)）。 

 撮影後の作業として，パノラマ写真を合成する際に用いられる Photoshop の Photomerge

機能を用いて，画像を自動で変形させながら重ね合わせて，背景差分画像を作成すること

になるが，２枚の画像の構図のズレが大きすぎると重ね合わせができない場合がある。そ

れに対応するため，撮影位置をプログラム入力した上で，前回画像と UAV のモニターを見

比べながら，撮影高度と撮影方位を手動で調整し，前回と同じ構図で撮影した（2.(b)）。 

 さらに，見た目ではほぼ同じ構図の画像であっても，画像ソフト上ではうまく認識され

ず，重ね合わせができない場合もある。その時には，地形の起伏の影響による写像のゆが

みのない正射投影されたオルソ画像に変換することで，重ね合わせが可能となる３）。その

ため，Agisoft Photoscan Ver.1.4.1 を用いて，SfM 技術により複数枚の写真から地形モ

デルを構築し，撮影画像のオルソ化を行った後に，再度背景差分を試みた（2.(c)）。 

 これらの改善対応により，背景差分の抽出が可能となったとしても，あくまで画像上での色の変化箇所が把握できる

だけで，実際の斜面の変状であるのかは別途判断が必要とされる。そのため，２枚の画像の色調を前もって揃えた上で

背景差分を行い，精度向上を試みた（2.(d)）。 

 本検証におけるオルソ処理とその後の色調調整の手順を以下に示す。 

c-1：ベースとなる地形モデルを構築する 

対象箇所の撮影画像は，2018 年は 3 枚，2017 年は 2 枚であり，撮影枚数の多い 2018 年の地形モデルを構築する。 

c-2：地形モデルの点群データから標定点を設定する 

画面上で特徴となりそうな点を 6点抽出し，2画像を対比させる際の標定点とする。 

c-3：2017 年の画像に 2018 年モデルから抽出した標定点を与える 

c-4：標定点を与えた 2017 年の 2枚の画像から点群及び地形モデルを作成する 
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(b)2018/11/20 撮影 (c)2 枚の画像の重ね合わせ失敗画像 
図-2 高さ及び撮影方向ズレによる背景差分失敗事例 

(a)2017/11/15 撮影 

2018 年は 2017 年画像と同じ構図となる様
に現地で高さと方位を調整しながら撮影 (b)2018/11/20 撮影 

(a)2017/11/15 撮影 

(c)2 枚の画像の重ね合わせ成功画像 

図-3 高さ調整撮影による背景差分成功事例 

図-4 2018 年地形モデルと抽出した標定点位置 

2018 年の 3 画像から構築 
点群数：4,280,693 点 ■範囲の点群密度：1,349 点/m2 

図-5 標定点を追加して構築した 2017 年地形モデル 

2017 年の 2 画像から構築 
点群数：2,596,761 点 ■範囲の点群密度：1,036 点/m2 

図-7 色調整したオルソ画像同士の背景差分事例 
(c) 2 枚の画像の重ね合わせ画像 

(a)2017 年色調整オルソ画像 

(b)2018 年色調整オルソ画像 

図-6 オルソ画像同士の背景差分事例 
(b)2018 年オルソ画像 

(a)2017 年オルソ画像 

(c) 2 枚の画像の重ね合わせ画像 

c-5：2018 年と 2017 年のそれぞれでオルソフォトを作成する 

地形モデルの座標軸にそってオルソフォトを作成するた

めには２モデルで座標軸を合わせる必要があり，対象斜

面は南北方向に走向面を有する急崖斜面であるため，南

北と標高を座標軸とするオルソ平面図を作成した。 

d-1：Photoshop でオルソフォトの色調と範囲を調整する。 

2018 年と 2017 年とでは，日照状況等が異なったため， 

２枚の画像の色調に違いが出たと思われる。 

d-2：色調整したオルソフォト同士で背景差分を抽出する 

 

４．背景差分法適用結果 

 撮影位置と撮影方向をプログラムした自動撮影画像による背景

差分結果を図-2 に示す。GPS 測量における高さ方向の精度の悪さ

や UAV 機体の傾きによる高さ方向の撮影方向のズレにより，高さ

方向の撮影範囲が大きく異なり，画像が全く重ね合わせられない

結果となった。 

 撮影位置をプログラム入力した上で現地で微調整した撮影画像

による背景差分結果を図-3 に示す。画像もほぼずれなく重ね合

わせられ，積雪部のみが変化箇所として黒以外で表示されるなど，

変化箇所が精度良く抽出できている。ただし，頻度はそれほど高

くないものの，重ね合わせができない事例もあり，撮影時の調整

対応だけでは不十分であることが確認できた。 

 その対応として，オルソ化を追加したケースの結果を以降に示

す。写真から構築した地形モデルに撮影画像を貼り込んだモデル

を図-4 と図-5 に示す。元となる画像枚数の多い 2018 年のモデル

の方が，点群数が多く，形状の精度も高いと推察される。精度の

高い 2018 年のモデルを基に，全体に散らばるように標定点を抽

出し，2017 年モデルでも同じ標定点を与えて共通化することで，

２つのモデルの座標軸を一致させられるようにした。その上で，

同一方向から作成したオルソ画像による背景差分結果を図-6 に

示す。正射投影されたゆがみのない画像であるあるため，かなり

精度良く重ね合わせられているものの，元の両画像の色調に差が

あったため，色から変化箇所を判断するのは難しい画像である。 

 そこで，２枚のオルソ画像の色調をほぼ同じく調整し，再度行

った背景差分結果を図-7 に示す。全体がほぼ黒く表示され，変

化箇所がないことが精度良く確認できた。 

 

５．まとめ及び今後の課題 

 同じ機種の UAV で撮影した岩盤斜面の水平写真に対する背景差

分法による変状把握手法については以下のようにまとめられる。 

・UAV に前回撮影時の XYZ 座標を与えて飛行させた上で，現地で

モニタと前回写真とを見比べながら高度と方位（仰角は水平で

統一）を調整して撮影することで，UAV による岩盤斜面の水平

写真に対する背景差分が可能となる。 

・前記の方法では不適な場合又はより精度を上げたい場合は，近

傍で撮影した複数枚の写真から SfM 技術によって構築した地形

モデルを活用し，オルソ化した画像の背景差分をとることで，

より精度の高い変化の把握が可能となる。 

・前回とは違うカメラで撮影した画像において背景差分をとるた

めには，今回と同様にオルソ処理を追加することで対応可能と

推察されるが，多様な状況が想定されるため，細かな条件や手

順については，今後の検討としたい。 
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