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エッジ点の段階的統合に基づく
レーザレンジデータからの市街地モデル構築
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本論文では，レーザレンジデータから得た地表面の Digital Surface Model（DSM）を使って建物
形状を抽出する手法を提案し，市街地の 3 次元モデルを全自動で構築できることを示す．本手法では
DSM から得られた建物輪郭部の点（エッジ点）を段階的に統合することで建物の輪郭形状を抽出す
る．元の形状を残しつつ頂点数をできるだけ削減するため，Minimal Description Length（MDL）
原理に基づいて，エッジ点列に対する適合性と抽出形状の簡潔性を統一の評価尺度で最適化を図り，
両者のバランスのとれた形状を選択する．実験では，住宅地図を正解データとして簡潔性と適合性の
両面から提案手法の有効性を定量的に評価した．その結果，従来法と比べて少ない頂点数で正解形状
に高い適合性を持った形状を抽出できることを示した．続いて 6.4 平方キロメートルの市街地モデル
構築実験を行い，頂点数の削減効果を確認するとともに，処理時間の面から数十平方キロメートル規
模の広域市街地モデルの自動構築が実用上可能であるとの見通しを得た．

3D City Reconstruction Based on Gradual Edge Point Integration
from Laser Range Data
Yuji Ishikawa,†,☆ Kaoru Wakabayashi,† Tomohiko Arikawa†,☆☆
and Kenichi Arakawa†
In this paper, we propose a method for building outline extraction from Digital Surface
Models (DSM) of the earth surface acquired from laser range data, and show that the method
makes it possible to reconstruct 3D city models automatically. Our method extracts building
outline polygons by integrating edge points, which are points on the building contour in DSM,
in incremental process. In order to decrease vertices keeping the original shape, based on the
Minimal Description Length (MDL) principle, the outlines are optimized with an evaluation
measure that uniﬁes conformity to the edge points and simplicity of the outlines. And then
the outline most balancing between the conformity and the simplicity is selected for each
building. We evaluated quantitatively the proposed method from both sides of conformity
and simplicity by using a house map as answer data. Experimental results showed that the
outlines were extracted that had high conformity to the answer map with the small number
of vertices. Then we reconstructed 3D city models in the area of 6.4 square kilometers. Those
results made the eﬀectiveness of the proposed method for vertex decrease clear, and illustrated
the possibility of city modeling over 10 square kilometers from the standpoint of processing
cost.

ション，カーナビゲーションの 3 次元コンテンツ，さ

1. は じ め に

らに，施設管理や災害時の情報共有システムなど，多
岐にわたる利用が期待され，また実現されつつある1) ．

現実の市街地構造を 3 次元化したモデルデータ（市
街地モデル）は，災害や電波伝搬の数値シミュレー

広域の市街地モデル構築には，データ取得の効率性か
ら上空から獲得したデータが利用される2) ．従来，航
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空写真のステレオ視による手法が研究されてきたが，
複数画像間における対応点探索が難しいという問題が
あった．これに対し，近年，レーザプロファイラの性
能向上が急速に進み，高密度なメッシュ状の標高デー
タ（Digital Surface Model: DSM）を取得できるよ
うになっている3) ．
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DSM から市街地の建物形状を復元する場合，輪郭

があるが，それぞれに必要な簡素化の程度は入力デー

部分ではレーザが散乱しやすいため計測誤差が比較的

タとアプリケーションに依存している．そのため本研

大きいという問題がある．これに対して DSM を航空

究では目的を限定せずに，汎用的手法として形状抽出

写真4),5) や地図情報6) と組み合わせる手法が提案さ

手法を提案し，ユーザが簡素化の度合いを 1 つのパラ

れているが，外部情報の利用によりデータ間の位置ず

メータによって設定できるようにする．

れやモデル構築のコスト増加などの問題が生じてしま

「形状の簡素化」を「形状データの圧縮」と考えれ

う．一方，Alharthy ら7) や Vosselman 8) は外部情報

ば，元の形状を残しつつ頂点数をできるだけ削減する

を利用せずに，建物の平面形状に対する制約（直角か

問題ととらえることができる．つまり，頂点数（=簡

平行な辺に限定）を導入して計測誤差の影響を除去し

潔性）と元の形状に対するずれ（=適合性）の双方の

ている．しかし，近年の都市部では様々な形状の建物

バランスをとって形状を決定することが望ましい．本

が建てられており，市街地モデルの構築時には修正作

研究では Minimal Description Length（MDL）原理

業の増加が懸念される．

を採用し，簡潔性と適合性の 2 つの評価項目を符号長

一方，アプリケーション側の要求として，市街地モ
デルには頂点数の少ない簡素な形状モデルが求めら
れることが多い．具体的には以下のような例があげら
れる．

という統一尺度で定式化することで両者を反映した評
価関数を定義し，バランスのとれた最適化を図る．
実験では，住宅地図を正解データとして簡潔性と適
合性の両面から提案手法の有効性を定量的に評価し，

• 市街地モデルはナビゲーションや景観シミュレー

少ないデータ量で正解形状に高い適合性を持った形状

ションなど市街地空間の把握に利用されることが

を復元できることを示す．続いて 6.4 平方キロメート

多い．その場合，視認性の向上のために，簡素な

ルの市街地モデル構築実験を行い，データ量の削減効

形状が求められる☆ ．また，モデルデータを車載

果を確認するとともに，処理時間の面から広域市街地

や携帯の端末に格納する必要からデータ量の削減

モデルの自動構築が実用上可能であることを示す．

が必要となる．

• 3 次元モデルを伝送および表示する場合，ネット
ワークの伝送量やレンダリングの処理量が大き
な問題となり，形状モデルの頂点数削減が必要と
なる．

2. 建物平面形状の抽出手法
2.1 建物の 3 次元形状復元の流れ
建物の 3 次元形状復元の概要を 図 1 に従って説明
する．入力データである DSM の例を 図 1 a に示す．

• 電波伝搬や都市熱拡散の物理シミュレーションで

最初に DSM を一定以下の高さの点（地上点）と，そ

は，計算時間を短縮するため，計算結果に影響し

れ以外の点（建物点）に分割し，地上点に隣接する建

ない範囲で細かな形状の削除が望まれる．

物点（エッジ点）を抽出して建物の輪郭を得る（Step

形状の簡素化はアプリケーション側の要求であると

1，図 1 b）．次節で述べる方法によりエッジ点の列を

同時に，計測誤差によって生じる凹凸を除去する効果

グループ分けし，各グループから線分を求めて連結す

が期待できる．そこで本研究は DSM から必要な頂点

ることで初期の建物平面形状を得る（Step 2，図 1 c）．

だけを残した簡素な建物形状を抽出し，3 次元形状を

次にエッジ点のグループを段階的に統合することで形

復元することを目的とする．具体的には，DSM から

状を簡素化する．統合の各段階で得られる形状を評価

得られた詳細な形状を段階的に簡素化することにより，

して，最適な形状を選択する（Step 3，図 1 d）．最後

計測誤差による凹凸を除去し，頂点数の少ない 3 次元

に，抽出した建物平面形状に対して形状内部の高さの

モデルを復元する手法を提案する．本研究では DSM

平均値を算出し，柱状の 3 次元形状モデルを復元する

のみを用いた自動形状復元の可能性検証を目的として，

（Step 4，図 1 e）．

外部情報（航空写真，地図情報，オペレータの教示情

なお，1 つの建物が階層的に複数の上面を持つ場合

報など）やヒューリスティックな仮定（建物形状には

には，
（たとえば文献 10)，11) の手法により）高さの

直角や平行線分が多いなど）を利用しないこととする．

近い点どうしを集め，各集合に対して Step 2〜4 を実

また，上記で述べたように形状の簡素化には，計測誤

行して多層の 3 次元形状モデルを復元する．以下では

差による凹凸の除去とデータ量の削減，の 2 つの目的

提案内容の主要部分である Step 2 と 3 の処理を詳細
に説明する．

☆

建物形状の簡素化は，地図学では “総描（generalization）” と
呼ばれ，地図作製時に一般的に行われている9) ．

2.2 エッジ点の分類による初期形状の生成
2 つの地上点に隣接するエッジ点（以下，着目エッジ
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図 1 建物の 3 次元形状復元の流れ
Fig. 1 Outline of shape recovery method.

図 3 エッジ点のグループ分けによる形状抽出
Fig. 3 Shape extraction based on edge grouping.

図 2 エッジ点の分類
Fig. 2 Edge classification.

点と呼ぶ．図 2）では点列の向きが変わることが多く，

図 4 抽出線分の交点を建物平面形状の頂点とした場合
Fig. 4 An example of building shape with vertices that are
intersections of lines extracted from edge groups.

線分で構成される形状の抽出には重要な特徴となる．
文献 12) では地上点との隣接関係から着目エッジ点を
4 種類に分類して同じ種類のエッジ点を集め（図 2 a），

する．

Step 2-3：同じ種別で連続しているエッジ点集合を

各グループから線分を抽出後，線分を連結して建物平

1 つのグループにする．なお，エッジ点を 1 つしか含

面形状を抽出している．しかし実際の市街地から計測

まないグループ {pi } は pi+1 が属するグループに含

した DSM では図 1 b のように，エッジ点列全体とし

めておく．

ては直線的な構造を持っていても細かい部分では多数
の凹凸が存在する．たとえば図 2 において，(a) では

Step 2-4：各グループから線分を抽出し，グループ
の並び順に連結することで，
（仮の）建物平面形状を得

着目エッジ点のグループ分けは容易であるが，(b) で

る（図 3）．

は困難であり，文献 12) の方法を単純に適用できない．
本手法では着目エッジ点の分類結果およびエッジ点

Step 2-4 における建物平面形状の生成方法を具体的

の連結関係に基づいて，すべてのエッジ点を 4 種に分

に説明する．各グループから直線を抽出し，その交点

類し，その後，線分の抽出および連結を行う．具体的

を建物平面形状の頂点とすると，隣接する直線の傾き

に Step 2 の処理は以下のようになる．

が近い場合には交点の位置がエッジ点から大きく離れ

Step 2-1：文献 12) の方法（図 2）で着目エッジ点を

は以下に示す方法で頂点を決定する（図 5）

4 種に分類する．
Step 2-2：任意に選択した着目エッジ点から，エッ

(1)

ジ点が並んでいる順 p1 , . . . , pn , pn+1 (= p1 ) に走査し

(2)

てしまう場合がある（図 4）．そのため，提案手法で

ていき，pi が未分類であるならば pi−1 と同じ分類と

各エッジグループから最小二乗法によって直線
を抽出する．
各エッジグループの両端の点から抽出直線に垂
線を引いて直線を切断し，線分を得る．
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図 6 エッジ点の線分からのずれ di
Fig. 6 A displacement di of an edge point from a line
segment.

図 5 Step 2-4 の線分連結方法
Fig. 5 Edge line connection method in Step 2-4.

そして，MDL 基準が最小となるモデルが最良のモデ
ルである，とする符号化の理論を MDL 原理と呼び，
その有効性が多くの分野で認められている18),19) ．本

(3)
(4)

隣接する線分において端点の中点 P を求める．

研究では MDL 原理を採用し，簡潔性と適合性の 2 つ

P で線分を連結する（つまり，P が建物平面形

の評価項目を符号長という統一尺度で定式化すること

状の頂点）．

で両者を反映した評価関数を定義し，バランスのとれ

Step 2 ではすべてのエッジ点の連結性を保持したま
まグループ分けするため，線分の抽出および連結が容
易であり，異常な形状を生成することがない．

た最適化を図る．以下，MDL 基準 M (= Mm + Md )

2.3 エッジ点グループの段階的統合と最適形状の
選択

m 個の頂点からなる抽出形状を n 個のエッジ点に
対する記述モデルと考えると，モデルの符号長 Mm

Step 2 で得られた建物平面形状は細かい線分の集
合であるため，Step 3 ではエッジ点グループを段階的
に統合し，各段階で生成した形状の中から最適な形状
を選択する．点列から最適な形状を抽出するには，点

を抽出形状の評価関数とし，符号長 Mm および Md
を示す．なお，いずれも導出は付録 A.1 に示す．

は式 (1) となる．

Mm = m ln n

(1)

この値が抽出形状の簡潔性の評価値となる．
一方，データ（=エッジ点）はモデル（=抽出形状）

列に対する抽出形状の評価関数をどのように定義する

からのずれとして符号化され，その符号長が抽出形状

か，そして，評価を最大にする形状をどのように探索

の適合性を示す．
「ずれ」の定義としては「各エッジ

するか，という 2 つの課題がある．本研究における，

点と抽出直線の距離」が考えられるが，その定義では

それぞれの課題に対する提案を 2.3.1 項および 2.3.2

図 4 に示したように，建物平面形状の頂点の位置が

項で説明する．

エッジ点から大きく離れても最適な形状と判断される

2.3.1 抽出形状の評価関数

場合がある．これに対し，本研究では「ずれ」を「エッ

抽出形状の「良さ」には頂点数（=簡潔性）と点列

ジ点の各グループ Gj と輪郭形状の辺（線分）の間の

に対するずれ（=適合性），という 2 つの評価項目が

ずれ」とし，Gj に含まれるエッジ点 pi の線分からの

ある．頂点が多い形状の方が点列に対するずれを小さ

ずれ di を図 6 のように定義する．各ずれ di は絶対

くできるため，一般に両者は相反する評価項目となっ

標準偏差 σ の指数分布☆ に従うと仮定すると，データ

ている．多くの既存研究13)〜16) では片方の評価項目

の符号長 Md は式 (2) となる．

に上限を設定し，他方を最小化することを目的として

Md =

いる．しかし市街地における建物形状の複雑度は様々

は困難である．

(2)

j=1 pi ∈Gj

であり，さらにエッジ点列の位置情報に誤差が含まれ
ていることから，適切な上限を統一的に設定すること

m
1 
di
σ

よって，抽出形状の評価関数となる MDL 基準 M
は以下のようになる．

2 段階符号化の考え方を元に Rissanen が提案した
Minimal Description Length（MDL）基準17) は「モ
デルを記述するための符号長 Mm とそのモデルを使っ
て記述したデータの符号長 Md の和」と定義される．

☆

指数分布は (1/σ) exp(−x/σ) で表され，正規分布よりもデー
タの外れ値による影響が少ない20) ．
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を再計算すればよいことから，Step 3-1( 1 ) の計算回

1 
di
σ
m

= m ln n +
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(3)

j=1 pi ∈Gj

数は 2n 回であり，Step 3 の計算量は O(nm) とな
る．つまり，Step 2 で n 個のエッジ点を m 個のグ
ループに統合することで Step 3 の計算量削減が可能

本手法の利用者は σ の設定値を変更することによ
り，Mm（=簡潔性）と Md（=適合性）の重みを変え
ることができる．たとえば σ が大きな場合，点のずれ

となっている．

3. 実 験 結 果

di が増加しても Md の増加は緩やかであるが，Mm
の値（つまり頂点数 m）の増加が M に大きな影響を
与える．つまり，ずれの標準偏差 σ を（たとえば）大

3.1 建物平面形状の抽出
レーザプロファイラを搭載したヘリコプタを利用
し，建物が密集した市街地のレンジデータを取得した．

きくすることで，大きなずれを許容し，より簡素な形

このデータに対し重み付き平均による補完を行って，
50 cm 間隔のメッシュ状標高データに変換し，DSM

状を得られる．以下，σ を簡素化パラメータと呼び，

3.3 節では実験結果に基づいて σ の設定例を示す．
2.3.2 形状の生成と選択
Step 2 で抽出される建物平面形状は多数の線分に

す．図 7 a の DSM は 18 m × 15 m の範囲であり，平

よってエッジ点列を詳細に近似している．そのため，

行に並ぶ大小 2 つの長方形の建物を抽出対象とした．

を作成した．
図 7 に提案手法による建物平面形状の抽出過程を示

Md は小さいものの Mm が大きく，M が最小化され

対象領域は平地であったため，Step 1 では標高 6 m 以

ているとは限らない．しかし，削減する頂点の選び方

上の点を建物領域とし，その周辺部をエッジ点とした．

は指数オーダであるため最適解の全探索は実用的とは

なお，起伏がある場合でも，たとえば文献 22) の手法

いえない．Step 3 では，階層的クラスタリング21) を

により，地表面と建物領域の分離は可能である．領域

用いた手法によりエッジ点のグループ {Gj } を段階的

の形状が点もしくは線状で，エッジ点のみを含むよう

に併合して，M の最小化に関する準最適解を見つけ

な建物領域に関しては自動で削除した．図 7 b を見る

る．具体的な手続きを以下に示す．

と建物輪郭部に細かな凹凸が多数生じており，計測誤
差の影響と考えられる．

Step 3-1：Step 2 で得られたエッジ点グループの集

Step 2 の処理により 98 個のエッジ点を 11 のグルー

合 G(m) = {G1 , . . . , Gm } に対して以下を行う．

プに分割した（図 7 c，d）．各グループから線分を求

(1)

j = 1, . . . , m に対して，Gj と Gj+1 を併合

め，形状を抽出した結果を 図 7 e に示す．エッジ点列

した場合の MDL 基準 M (m, j) を求める（ただし

が形状の頂点となる部分で分割され，元の形状の概形

Gm+1 = G1 ）．

が得られていることが分かる．

( 2 ) M (m, j) が最小となる j = jmin に対して，
Gjmin と Gjmin +1 を併合し m = m − 1 とする．
( 3 ) M (m) = M (m, jmin ) とする．

続いて Step 3 を実行してグループの段階的併合を
行い，MDL を算出した．その結果，グループ数が 8
のときに MDL が最小となり図 7 f の建物平面形状を

( 4 ) m > 3 ならば (1) に戻る．
Step 3-2：M (m) が最小となる m = mmin を見つ

示す．細かな線分を統合することで，不要な頂点が削

出力した．図 7 f の黒線はグループを併合した部分を

ける．

除され，輪郭を構成するうえで主要な頂点だけが残っ

Step 3-3：G(mmin ) から建物平面形状を抽出し，出
力する．

た．左下の小さな建物についてはエッジ点列の生成時
点で形状の欠損があり，抽出形状にも同様の影響が生
じたが，全体としては最小限の頂点数で，大小 2 つの

点列から評価関数を最小にする近似形状を効率良く
探索するために，動的プログラミングや遺伝的アルゴ
13),14)

建物平面形状をほぼ再現できた．
グループ数 m が 8 に決定された理由を詳しく見るた

が提案

めに，図 8 に m に対する MDL の値 M (= Mm +Md )

されているが，基本的な計算量は O(n2 ) である．広

の変化を示す．簡潔性を示す Mm と適合性を示す Md

域な市街地に含まれる多数の建物の復元を考えると，

の値は相反する変化をしており，Md をほぼ最低に保っ

より処理コストの低い手法が求められる．本手法で

たまま Mm を低減した m = 8 が最適と選択された．

は Step 2 の計算量は O(n) である．Step 3-1( 1 ) の

MDL 原理を導入したことで，エッジ点列に適合しつ
つ，頂点数の少ない簡潔な形状を選択できたことが分

リズムを利用した準最適解を求める手法

M (m, j) の算出では Gj と Gj+1 だけに対して Md
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図 9 建物平面形状の抽出結果（従来手法12) ）
Fig. 9 Building 2D shape extraction process (Fujii’s
method 12) ).

図 7 建物平面形状の抽出結果（提案手法）
Fig. 7 Building 2D shape extraction process.

図 10 3 次元形状の復元（1）：復元対象領域の DSM と航空写真
Fig. 10 3D model recovery (1): DSM and aerial photo in
the target region.

3.2 3 次元形状の復元
建物平面形状の抽出処理を用いて建物の 3 次元形状
を復元する実験を，図 10 の領域を対象に行った．復

Fig. 8

図 8 MDL M とグループ数 m の関係
Relationship between MDL M and the number of
groups m.

元過程では建物領域（標高 6 m 以上の領域）の DSM
に対して文献 10) の手法を適用し，DSM に含まれる
標高データを 4 つの階層に分離した（図 11）．階層ご
とに，含まれる標高データに対して高さの平均値を算

かる．

出し，各階層の標高を決定した．各階層から提案手法

提案手法と比較するために，文献 12) で提案されて

によって形状を抽出し，Step 4 の処理で，先に決定し

いる着目エッジ点のみから建物平面形状を抽出する手

た標高の柱状モデルを復元した．その結果，4 つの柱

法（以下，従来手法）を，図 7 c に適用した．抽出の過

状モデルの複合体として図 12 の 3 次元形状モデルを

程と結果を 図 9 に示す．最初に 1.5 m 以内にある同一

復元できた．

種別の点を順次同じグループに入れ，図 9 d’ のグルー
プ分けを得た．各グループから線分を抽出し（図 9 e’）
，

続いて，複数の建物がほぼ隙間なく隣接している領
域の復元結果を図 13 に示す．図中の A，B および a〜

最も近い端点どうしの中点で線分を連結した．線分の

d は建物ごとの記号であり，それぞれ 2 棟および 4 棟

抽出が不足しているため，図 9 f’ の結果は元のエッジ

の建物が隣接している．図 13 の上段が DSM，中段

点列から異なる形状となった．

が建物平面形状の抽出結果，下段が 3 次元形状の復元
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図 13 隣接する建物の復元結果
Fig. 13 Shape recovery results of neighboring buildings.

3.3 定量的評価
3.3.1 正解データと抽出形状の評価値
本論文では抽出した建物形状を評価するための正解
データとしては以下の 2 つを用いる．
図 11 3 次元形状の復元（2）：階層ごとの形状抽出結果
Fig. 11 3D model recovery (2): extracted shape for each
layer.

詳細正解形状：簡素化を行わずに実際の建物形状に忠
実に作成した形状データ
（エッジ点列と航空写真を参照し，人手で作成）
住宅地図：建物形状や位置関係の把握を容易にするた
めに必要十分な簡素化が図られた形状データ
（市販品を利用．一般に航空写真を参照し，人手で
作成）
住宅地図は簡素化された建物形状データとして広く
利用されており，簡素化の程度として 1 つの基準と考
えられ，本研究の目的に合致した正解データと考えら
れる．一方で，航空写真と DSM の取得時期のずれか
ら住宅地図と抽出形状の間で建物の有無が異なる場合
がある．さらに，提案手法の基本的な形状抽出性能や

DSM データに含まれるノイズの影響を評価するため
図 12 3 次元形状の復元（3）：復元結果
Fig. 12 3D model recovery (3): recovery result.

には，簡素化を行う前の正解データが必要となる．こ

結果である．建物平面形状では隣接する建物を分離で

抽出を行い，抽出形状の品質を定量的に評価した．利

きていないが，階層ごとに形状を抽出することで各建

用した正解データ（詳細正解形状と住宅地図）を 図 14

物を分離して復元できていることが分かる．3 次元形

に示す．

れらの理由から詳細正解形状による評価を最初に実施
する．本項では 300 m 四方の市街地領域に対して形状

状復元によって建物の識別性能が向上する効果に関し
ては，3.3.4 項において定量的に評価を行う．

抽出形状の評価としては，正解データの形状に対し
て輪郭どうしを比較してずれを算出すべきであるが，
建物の密集地域では隣接する複数の建物が一体の形状
を形成しており，1 つの建物として抽出される．その
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図 16 提案方式による抽出形状の適合率と再現率
Fig. 16 Precision and recall ratios of extracted shapes by
proposed method.

高い値をとる．

3.3.2 簡素化パラメータ σ と抽出形状の関係
2.3.1 項で述べたように，本手法では式 (3) の簡素
化パラメータ σ によって，抽出形状の簡潔性とエッジ
点列への適合性のバランスを変更し，抽出形状の簡素
化の度合いを設定できる．本項では σ の値を変えて実
験を行い，抽出形状の変化を示すとともに，図 14 (b)
の住宅地図を正解データとしたときの最適値を示す．

σ を 1，4，8 と変えたときの抽出結果を 図 15 に示
す．σ = 1 の場合はエッジ点列に従って詳細な形状が
抽出された．σ = 4 では形状の簡素化が進み，σ = 8
では図中に丸印を付けた部分に形状の欠落が見られた．

σ に対する適合率および再現率を 図 16 に示す．い
ずれの正解データに対しても適合率と再現率は同様に
増減した．具体的には，σ の値を大きくするに従って
再現率は単調に減少した．これは抽出形状の簡素化に
図 14 抽出形状の評価に用いた正解データ
Fig. 14 Reference map for extracted shape estimation.

より抽出されない部分が増加し，正解形状をカバーで
きない部分が増加したためであった．一方，適合率は
σ = 4 のときに最大となり，住宅地図で評価した場合

ため，正解データと抽出形状の間で建物の 1 対 1 対応

には再現率とほぼ同じになった．σ が小さなときには

をとって輪郭を比較することが難しい．

不要な凸部が残っていたこと，σ が大きなときには凹

参考文献 5) や 23) では正解形状と抽出形状の不一
致部分の面積を評価値に用いている．不一致部分の面
積は輪郭のずれの積分値であり，輪郭の一致度を図る

部が再現されなかったことが，それぞれ正解形状から
のはみ出し増加となり，適合率が低下した．
増減ではなく絶対値としては，詳細正解形状の評価

評価値と見なすことができる．また，面積を使うこと

値のほうが σ = 0 の時点で 5%ほど高い値を示した．

で複数の建物が一体となって抽出された場合でも評価

そして σ が大きくなると，適合率ではこの差を保った

が可能である．よって，本研究では抽出形状と住宅地

まま推移し，再現率では差がなくなった．DSM から

図の建物総面積 Sm ，Sr および，それらの重複面積

は住宅地図にない建物も抽出しており，住宅地図から

So を求め，評価値として適合率 100 ∗ So /Sm と再現

のはみ出しが一定の面積で生じていた．そのため，適

率 100 ∗ So /Sr の 2 つを用いた．適合率は正解形状か

合率に一定の差が生じていた．一方の再現率に関して

らのはみ出しが少ない（=抽出形状が大きすぎない）

は，σ が大きくなると抽出形状が簡素化されるため，

と高い値となる．一方，再現率は正解形状に対して未

住宅地図の簡素化が評価値に影響しなくなり，再現率

抽出の部分が少ない（=抽出形状が小さすぎない）と

が同じ値になった．
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図 15 パラメータ σ と抽出形状の関係
Fig. 15 Relationship between parameter σ and extracted shapes.

詳細正解形状の評価値は 90%前後と高い値である

3，6 の場合の結果を示す．

が，100%にならない原因としては，(a) 抽出手法の問

誤差レベルとしては γ = 3 のときが 図 16 の評価

題と (b)DSM の計測誤差，の 2 つが考えられる．ま

値と近いため，この値（3[m]）が今回の実験で利用し

ず原因 (a) を検証するために，詳細正解形状から生成

た DSM の誤差レベルであり，評価値を低下させてい

した DSM に対して形状抽出を行い，元の形状を再現

る要因であると推定した．誤差レベルがさらに大きく

できることを検証した．その結果，再現率 100%，適

なると，σ が小さい場合には抽出形状に不要な凹凸が

合率 97.1%となった．適合率低下の原因としては，凹

残るため評価値も低いが，σ を大きくすることで評価

部で着目エッジ点が生じない場合があり，抽出に失敗

値を改善できることが分かった．

していた．次に，形状抽出過程においてエッジ点列に
を検証した．位置誤差はエッジ点列の直角方向に，各

1 章で述べたように，市街地モデルの頂点数はモデ
ルデータの伝送帯域や描画処理量に直接的な影響を
与える．そのため，抽出形状の評価基準としては形状

エッジ点に距離 d の位置ずれを発生させた．なお，d

の品質（適合率と再現率）とあわせて頂点数の少なさ

は両側指数分布に従ってエッジ点ごと異なる値を与え

も重要である．両方の観点から復元結果を評価する

た．そのうえで，分布の絶対標準偏差 γ の値を 0[m]〜

ため，提案手法の Step 3 で削減された頂点の数を横

10[m] に変えて評価値を算出した．図 17 に γ = 0，

軸に，住宅地図を正解データとした場合の適合率と再

位置誤差を発生させ，原因 (b) が評価値に与える影響
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図 19 形状抽出方式の比較（上段：適合率と再現率，下段：頂
点数）
Fig. 19 Comparison of all methods (upper: precision and
recall ratios, lower: the number of vertices).

設定値を用いた．

3.3.3 形状抽出手法の比較
最初に，エッジ点列の凸包を建物平面形状とする簡
易的手法（凸包手法）を用いて評価実験を行い，比較
基準となる評価値を得た．次に，3.1 節で述べた従来
手法について形状抽出と評価値算出を行い，提案手法
の結果と比較した．各手法における適合率と再現率を
図 18 頂点削減数と適合率と再現率の調和平均（F-measure）の
関係
Fig. 18 Relationship between F-measure and vertex
decrease in Step 3.

図 19 上段に，頂点数を 図 19 下段にそれぞれ示す．
なお，頂点数については 3 次元モデルの結果も示した．
凸包手法では建物平面形状が大きくなる傾向にある
ため 93.6%の高い再現率を示したが，凹部を無視し

現率の調和平均 F-measure☆ を縦軸にとったグラフを

ているため適合率が非常に低い結果（80.5%）となっ

図 18 に示す．全体的な傾向としては，頂点を削減す

た．このように再現率のみを上げるのは容易であり，

ると F-measure も低下するため，頂点の少なさと形

適合率とのバランスが重要である．凸包手法でも再現

状の品質を同時に満たすことは難しいことが分かった．

率が 100%にならないのは住宅地図作成後の建物取り

ただし σ が 1 から 4 までは F-measure の低下を緩

壊しによるもので，住宅地図の 100 − 93.6 = 6.4%は

やかに保ったまま，頂点数の大きな削減に成功してい

再現不能領域と考える必要がある．つまり，再現率は

た．このことから 図 14 の住宅地図を正解データとし

93.6%を上限として，その低下を抑制しながら適合率

た場合には，σ = 4 が両方の基準を最も満足する設定

を 80.5%からどの程度改善できるかが，評価の観点と

値と考えられる．また，この値は DSM の誤差レベル

なる．

（3 m）より少し大きい値であり，住宅地図の簡素化を

従来手法と提案手法はともに適合率を 87.0%に改善

考慮しているといえる．よって，以下の実験ではこの

した．再現率については，従来手法は 84.9%であった

☆

が，提案手法では 87.1%として適合率とのバランスを
自然言語処理やデータベース検索の分野で分類結果の客観的評
価指標として用いられている．適合率を P，再現率を R とした
ときに F-measure は 2PR/(P+R) で表される．

保つことができた．頂点数に関しても提案手法は従来
手法に比べて，建物平面形状で 53.3%，3 次元形状で
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図 20 重複度のヒストグラム
Fig. 20 Histogram of multiplicity.

30.1%の削減を実現した．
3.3.4 3 次元化による建物識別の効果
3.2 節では 3 次元形状モデルの復元結果から，隣接
する建物を分離，識別して復元できることを示した．
本項では建物識別の効果を定量的に評価する．評価方
法としては，住宅地図に含まれる各建物（正解建物）
に対し，F-measure が最大となる建物平面形状もしく
は 3 次元形状（生成建物）を対応付け，それぞれの正
解建物が相異なる生成建物と対応付けされれば，建物

図 22 市街地モデル復元結果（建物単位）
Fig. 22 Reconstruction results in wide urban areas
(buildings).

が識別されたと評価する．同一の生成建物に対応付け
された正解建物の個数を「重複度」とし，重複度が 1
に近いほど識別の度合いが高いとして，定量的な評価
を行う．
建物平面形状と 3 次元モデルの重複度を比較するた
めに，以下の手順で各正解形状の重複度を算出し，両
者の重複度のヒストグラムを作成した．

(1)

各生成建物に対して重複度を算出する．

( 2 ) 正解建物のそれぞれに対して，対応する生成建
物の重複度を割り当てる．なお，正解建物が，どの生
成建物とも重ならない場合には重複度を 0 とする．

( 3 ) 各重複度に対して重複度が同じ正解建物の軒数
をカウントし，ヒストグラムを作成する．
その結果，重複度の平均は建物平面形状では 4.57，

表 1 生成されたデータと処理時間
Table 1 The amount of data and processing time on
reconstruction process.
地区 A（2.7 km2 ）
評価項目

提案手法 (a)

従来手法 (b)

17,415
5.8

28,238
10.7

a/b [%]
61.7
54.2

2.67

3.50

76.2

提案手法 (a)

従来手法 (b)

45,320
14.5

122,196
33.8

a/b [%]
37.1
42.9

18.0

18.0

100

頂点数
モデルデータ
サイズ [MB]
処理時間 [時間]
地区 B（3.7 km2 ）
評価項目
頂点数
モデルデータ
サイズ [MB]
処理時間 [時間]

3 次元モデルでは 1.98 となり，ヒストグラムは 図 20
となった．建物平面形状では重複度が高く十分に建物

提案手法により地区 A，B において構築した市街地

が分離・識別できていないが，3 次元モデルを復元す

モデルを 図 21，図 22 に示す．構築結果では個々の

ることによって建物の識別度が向上していることが分

建物形状が復元されているだけでなく，街路の整備状

かった．

況など整合のとれた市街地構造を明確に確認でき，市

3.4 広域市街地モデルの構築
広域市街地モデルの構築可能性を検証するため，2 つ

街地モデルとして正しく構築できていることが分かる．
処理時間とデータサイズについて提案手法と従来手

の地区で合計 6.4 平方キロメートルの地域を対象とし

法による構築実験の結果を比較した（表 1）．A 地区

た構築実験を行った．2 地区の内訳は地区 A が 2.7 平方

の頂点数については前節の実験結果（図 19）と同様

キロメートル，地区 B が 3.7 平方キロメートルであっ

の削減効果が確認でき，同時に形状モデルのデータサ

た．なお，実験は 1 台の PC（Xeon 2.6 MHz，メモ

イズや計算時間も削減できた．B 地区では計算時間は

リ 1.0 GB）で実施し，モデルデータは VRML フォー

短縮されなかったが，頂点数については 37.1%という

マット

24)

のテキストファイルとして出力した．

大幅な削減効果があった．
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図 21 市街地モデル復元結果（上：地区 A，下：地区 B）
Fig. 21 Reconstruction results in wide urban areas (upper: area A, lower: area B).

4. 考

察

に線分が抽出できない部分が生じ，形状欠損の原因と
なる．形状抽出手法の比較結果（図 19）において，適

4.1 形状抽出結果について
本節では 3.1 節の形状抽出結果から 3.3 節の定量的

合率は同じだったものの再現率が提案手法より低下し

評価結果が得られた要因について考察する．最初に提

それに対して提案手法では，Step 2 において，す

案手法が従来手法に対して再現率と頂点数に関して優

べてのエッジ点情報を利用して形状を抽出するため形

位性が示された点について述べる．

たのは，形状の抽出不足が要因であったと考えられる．

状の欠損が起きにくい．さらに Step 3 では MDL 基

従来手法では，線分を抽出するために，同一種別の

準によってエッジ点列からのずれを小さく保ったまま

着目エッジ点が連続して並んでいる必要がある．しか

頂点を段階的に削減する．そのため，エッジ点列から

し，形状が複雑になるとエッジ点列上で着目エッジ点

大きく外れることなく簡潔な形状を安定して抽出でき

の種別は変化しやすい．そのため，図 9 に示したよう

る．この点が 図 19 の定量的評価に表れ，提案手法で
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は再現率を適合率と同程度に維持すると同時に，デー
タ量の大幅な削減に成功したといえる．
次に提案手法において簡素化パラメータ σ の値と
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と考えられる．
描画処理をより高速化するためには，視点からの距
離に応じて建物の頂点数を増減する手法 Level of De-

考察する．σ ≤ 4 では σ の増加に従って再現率が低

tail（LOD）が有効である．提案手法では簡素化パラ
メータ σ の変更によって，簡素化の度合い（簡素度）

下したが適合率は向上した．図 15 の抽出結果から分

の異なる複数の市街地モデルを作成することは可能で

かるように σ の値が増加するに従って細かな凸部か

ある．しかし，視点の変化に従って市街地モデルの簡

して 4 が最適とされた結果（3.3 節，図 16）について

ら順に除去されていた．その結果，(A) 正解形状に含

素度を部分的，可逆的，連続的に変化させる枠組みを

まれる凸部の除去，によって再現率が低下し，(B) 正

持っていない．これには Progressive Mesh 16) のよう

解形状にない凸部の除去，によって適合率が向上した

な多重解像度表現を導入し，描画時に簡素度の異なる

と考えられる．

モデルを動的に生成することで，LOD を実現できる

形状の簡素化には，(1) 計測誤差による凹凸の除去，

(2) データ量の削減，の 2 つの目的がある．(A) は形
状品質を低下させるが (2) の目的には必要であり，(B)
は両方の目的に合致する．つまり，σ ≤ 4 では上記の

と考えられる．
処理時間については，2 地区合計で 6.4 平方キロメー
トルの市街地空間モデルを 20.67 時間で構築できた．

B 地区の結果に対して述べたように処理時間は建物の

目的に沿った簡素化が行われたといえる．一方，σ > 4

大きさにも左右されるが，提案方式により 100 平方キ

では，さらに大きな凹凸が削除されるが，適合率が低

ロメートルの市街地でも約 2 週間で構築できると考え

下していることから (1) の目的には効果がなく，削除

られる．構築対象地域を分割して並列に処理できるこ

できる頂点の数が限られることから (2) に対しても効

とや，この種のコンテンツ生成に対する時間的制約が

果が薄い．以上の議論から，両方の目的に沿った改善

比較的緩いことを考慮すれば，数十平方キロメートル

を最もよく行った結果が σ = 4 の簡素化であるとい

規模の構築に実用上の問題はないといえる．

える．

5. お わ り に

2.3.1 項で述べたように σ の値を大きくした場合に
は，エッジ点列への適合性よりも抽出形状の簡潔性を
重視した設定を選択したことになる．本実験のエッジ

を提案し，3 次元市街地モデルを自動構築できること

点列（図 15）は誤差レベルが 3 m （図 17）と計測誤

を示した．提案手法では DSM からエッジ点列として

差の影響が大きく，さらに，正解形状（図 14）も簡潔

得られる輪郭において，エッジ点を段階的に統合する

な形状が多い．そのため，エッジ点のずれの平均値と

ことで安定した形状抽出を行う．統合の過程では MDL

してはやや大きな値（4 m）が簡素化パラメータの最

原理に基づいて，抽出形状の「簡潔性」とエッジ点列

適値になったと考えられる．

に対する「適合性」を符号長という統一の評価尺度で

4.2 広域市街地モデルの構築結果について
B 地区は大きな建物が多いため提案手法における
Step 2 の処理によって比較的多数のエッジ点グループ
が生成された．そのため Step 3 のグループ併合が多

本論文では DSM から建物平面形状を抽出する手法

最適化を図り，両者のバランスのとれた形状を自動で
選択できる．
実験では計測誤差を含む DSM から安定的に建物平
面形状を抽出できることを示し，高さ別に分割された

数行われ，処理時間の短縮効果はなかったものの，頂

DSM から建物平面形状を抽出することで，3 次元形

点数は大幅に削減されたと考えられる．

状モデルの自動復元が可能であることを示した．住宅

次に頂点数削減による描画処理の低減効果を考察す

地図を用いた定量的評価により，従来手法に対する形

る．3 次元 CG の描画処理では 3 次元モデルを三角面

状品質の改善とデータ量の削減効果を確認した．さら

の集合として描画する．市街地モデルの各オブジェク

に，2 つの地区で合計 6.4 平方キロメートルの地域を

トは上面と側面から構成される角柱として復元され，

対象とした構築実験を行い，広域のモデル構築でも同

N 角柱であれば 3N − 2 個の三角面に分割される．つ

等のデータ量削減効果が得られた．また，処理時間の

まり，市街地モデルは頂点数のほぼ 3 倍の三角パッチ

面から数十平方キロメートル規模の広域市街地モデル

として描画されるため，提案手法による頂点数の削減

の自動構築が実用上可能であるとの見通しを得た．

は描画処理の高速化に非常に有効であるといえる．た

本研究では航空写真などの外部情報や建物形状の特

とえば，広域のテクスチャ付き市街地モデルをウォー

徴（直角や平行の線分が多いなど）を利用せず，誤差

クスルーする場合に操作レスポンスの改善効果が高い

要因が多く含まれる DSM から MDL 基準の最小化と
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いうルールのみで形状抽出を行った．そのため，小さ
な部分形状に対しては正解形状を正しく推定するのは
困難であり，形状簡素化の目的から一律に削除してい
た．より積極的に正解形状の推定を行うためには建物
形状の特徴を導入することが有用である．従来研究の
ように直角や平行の線分に限定するのではなく，形状
の評価値となる MDL 基準の定義式に上記の特徴を反
映することで，小さな部分形状でも特徴に合致すれば
正規の建物形状の一部として認識できると考えられる．
もう 1 つの課題として，提案方式を実システムとし
て利用する際には，簡素化パラメータの決定方法を利
用者に提供する必要がある．簡素化パラメータの値は
形状の簡素化をどの程度行うかを決定するものであり，
利用者が望む市街地モデルの詳細度によって決まる．
ただし DSM の計測誤差が大きければ，詳細な形状を
復元することは不可能である．このように入力データ
が持つ情報量と出力データが必要とする情報量を明確
化し，利用者に適切な設定値を提示する枠組みが求め
られる．
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であるから，式 (4) および式 (7) に ln 2 を掛けて式
(1) および式 (2) を得る．
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録

成 12 年 5 月から平成 16 年 1 月まで日本電信電話（株）

A.1 符号長 Mm および Md の導出
この節では式 (1) のモデルの符号長 Mm ，および式
(2) のデータの符号長 Md の導出について説明する．
文献 17) に従えば，n 個のデータから得られた k 個

NTT サイバースペース研究所に勤務し，市街地構造
物の形状復元，ならびに，市街地景観の空間モデリン
グに関する研究開発に従事．現在，
（株）NTT データ
技術開発本部に勤務．

のパラメータを持つモデルの符号長は (k/2) log2 n と
なる．m 個の頂点からなる多角形近似は，m 個の平

若林 佳織（正会員）

面座標つまり 2m 個のパラメータによって一意に決定

昭和 57 年電気通信大学電気通信

できる．エッジ点の数を n 個とすると，多角形近似

学部応用電子学科卒業．同年日本電

の最短符号長は式 (4) となる．

信電話公社（現日本電信電話（株））

Mm = m log2 n

(4)

次にデータの符号長 Md について説明する．図 6 に

横須賀電気通信研究所入所．以来，
ファクシミリ通信網の研究実用化，

示した点 p のずれ d(p) が現れる確率 Q(p) は，絶対

2 値画像変換処理，地図情報処理，認知地図理解，3 次

標準偏差 σ の指数分布を仮定すると式 (5) となる．

元景観情報獲得・復元等の研究に従事．現在，日本電



Q(p) =

d(p)
1
exp −
σ
σ



(5)

17)

信電話（株）NTT サイバースペース研究所メディア
通信プロジェクト主任研究員．工学博士（東京大学）．

Shannon の情報量理論 によれば，あるデータセッ
トの出現確率が P である場合には − log2 P だけの符

電子情報通信学会，地理情報システム学会各会員．

号長があれば十分である．各点 p に対する d(p) の出

有川 知彦

現確率は独立とすると，エッジ点グループ Gi に対し

昭和 56 年東京電機大学工学部電

て d(p)(∀p ∈ Gi ) を記述する最小の符号長 Md (i) は

気工学科卒業．同年日本電信電話公

式 (6) のように求まる．

社（現日本電信電話（株））横須賀



Md (i) = − log2





電気通信研究所に入所．以来，マル

Q(p)

チメディア通信会議システム，医用

p∈Gi

=

1 
d(p) + const
σ ln 2

画像システム，空間情報獲得復元，画像処理の研究開

(6)

よってデータの符号長 Md は，可変な部分だけを総
和して

Md =

m
1 
d(p)
σ ln 2

発・実用化に従事．現在，NTT レゾナント株式会社コ
ミュニケーション事業本部に勤務．画像電子学会会員．

p∈Gi

(7)

i=1 p∈Gi

と得られる．Mm および Md それぞれに定数を掛け
ても MDL 基準 M = Mm + Md の大小関係に無関係
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