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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　不動産物件の間取り図画像の入力を受ける第１入力部と、
　前記不動産物件の広さ情報を含む物件情報の入力を受ける第２入力部と、
　前記間取り図画像に基づいて間取り情報を生成する間取り識別部と、
　前記間取り情報を用いて、前記不動産物件の３次元モデルを生成するモデル生成部と、
　生成した前記３次元モデルを出力する出力部と
を備える情報処理装置であって、
　前記間取り識別部は、
　前記間取り図画像に対して２値化処理を行った画像に対して収縮処理を施した上で線分
検出処理を行い、検出された線分に対してクラスタリングを行うことにより、間取り上の
壁に相当する線分を検出する線分検出部と、
　前記間取り図画像に対して膨張処理及び収縮処理を組み合わせたモルフォロジー演算の
オープン処理を施した上でセグメンテーション処理を行うことにより、間取り上の部屋に
相当する部屋領域を特定するセグメンテーション処理部と、
　前記間取り図画像に含まれる文字列を認識する文字認識部と、
　前記間取り図画像に含まれる設置物記号を検出する設置物検出部と、
　特定された前記部屋領域と、前記文字列の認識結果及び前記設置物記号の検出結果とに
基づいて前記部屋領域の部屋の種類を特定すると共に、前記部屋領域と前記線分検出部に
よる検出結果とに基づいて部屋構造を補完する統合部と
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を備え、
　前記モデル生成部は、
　前記間取り情報により特定される間取りと、前記物件情報に含まれる前記広さ情報とに
基づき、前記間取りの縮尺を推定する推定部と、
　前記間取り情報により特定される間取りと、前記縮尺と、推定される天井高とに基づい
て、前記不動産物件の３次元モデルを生成する生成部と
を備える、情報処理装置。
【請求項２】
　前記第２入力部から入力される前記物件情報には、前記不動産物件内で撮影した室内写
真が含まれ、
　前記モデル生成部は、前記室内写真に対するセグメンテーション処理により、前記室内
写真に写る１以上の被写体を特定すると共に、前記被写体の内、少なくとも壁及び床に相
当する部分をテクスチャとして抽出する室内情報抽出部を更に備え、
　前記生成部は、前記３次元モデルに含まれる各部屋の内、前記室内写真が対応すると推
定される部屋に対して、前記テクスチャを適用する、
請求項１記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記室内情報抽出部は、前記室内写真に対する線分検出及びエネルギー関数に基づく境
界線分の推定により、四方平面上の線と高さ方向の線の比を特定し、
　前記モデル生成部は、
　前記間取りと、前記縮尺と、前記比とに応じて、前記天井高を推定する、
請求項２記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記生成部は、前記不動産物件の建築年に応じて、前記天井高を推定する、
請求項１又は請求項２記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記第２入力部から入力される前記物件情報には、前記不動産物件の位置情報が含まれ
、
　前記モデル生成部は、前記位置情報から、前記不動産物件の風景情報を取得する風景情
報生成部を更に備え
　前記生成部は、前記３次元モデルに対して前記風景情報を適用する、
請求項１から４のいずれか１項記載の情報処理装置。
【請求項６】
　不動産物件の間取り図画像の入力を受ける第１ステップと、
　前記不動産物件の広さ情報を含む物件情報の入力を受ける第２ステップと、
　前記間取り図画像に基づいて間取り情報を生成する第３ステップと、
　前記間取り情報を用いて、前記不動産物件の３次元モデルを生成する第４ステップと、
　生成した前記３次元モデルを出力する第５ステップと
を情報処理装置が行う情報処理方法であって、
　第３ステップは、
　前記間取り図画像に対して２値化処理を行った画像に対して収縮処理を施した上で線分
検出処理を行い、検出された線分に対してクラスタリングを行うことにより、間取り上の
壁に相当する線分を検出するステップと、
　前記間取り図画像に対して膨張処理及び収縮処理を組み合わせたモルフォロジー演算の
オープン処理を施した上でセグメンテーション処理を行うことにより、間取り上の部屋に
相当する部屋領域を特定するステップと、
　前記間取り図画像に含まれる文字列を認識するステップと、
　前記間取り図画像に含まれる設置物記号を検出するステップと、
　特定された前記部屋領域と、前記文字列の認識結果及び前記設置物記号の検出結果とに
基づいて前記部屋領域の部屋の種類を特定すると共に、前記部屋領域と前記線分検出部に
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よる検出結果とに基づいて部屋構造を補完するステップと
を含み、
　前記第４ステップは、
　前記間取り情報により特定される間取りと、前記物件情報に含まれる前記広さ情報とに
基づき、前記間取りの縮尺を推定するステップと、
　前記間取り情報により特定される間取りと、前記縮尺と、推定される天井高とに基づい
て、前記不動産物件の３次元モデルを生成するステップと
を含む、情報処理方法。
【請求項７】
　不動産物件の間取り図画像の入力を受ける第１処理と、
　前記不動産物件の広さ情報を含む物件情報の入力を受ける第２処理と、
　前記間取り図画像に基づいて間取り情報を生成する第３処理と、
　前記間取り情報を用いて、前記不動産物件の３次元モデルを生成する第４処理と、
　生成した前記３次元モデルを出力する第５処理と
を情報処理装置に実行させるプログラムであって、
　第３処理は、
　前記間取り図画像に対して２値化処理を行った画像に対して収縮処理を施した上で線分
検出処理を行い、検出された線分に対してクラスタリングを行うことにより、間取り上の
壁に相当する線分を検出する処理と、
　前記間取り図画像に対して膨張処理及び収縮処理を組み合わせたモルフォロジー演算の
オープン処理を施した上でセグメンテーション処理を行うことにより、間取り上の部屋に
相当する部屋領域を特定する処理と、
　前記間取り図画像に含まれる文字列を認識する処理と、
　前記間取り図画像に含まれる設置物記号を検出する処理と、
　特定された前記部屋領域と、前記文字列の認識結果及び前記設置物記号の検出結果とに
基づいて前記部屋領域の部屋の種類を特定すると共に、前記部屋領域と前記線分検出部に
よる検出結果とに基づいて部屋構造を補完する処理と
を含み、
　前記第４処理は、
　前記間取り情報により特定される間取りと、前記物件情報に含まれる前記広さ情報とに
基づき、前記間取りの縮尺を推定する処理と、
　前記間取り情報により特定される間取りと、前記縮尺と、推定される天井高とに基づい
て、前記不動産物件の３次元モデルを生成する処理と
を含む、プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置、情報処理方法、及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、インターネットのホームページ等で、マンション等の物件情報を提供するサービ
スが普及している。このようなサービスでは、例えば、間取り図、物件内や周辺環境の写
真、物件の住所や広さ等の情報等が物件情報として提供される。
【０００３】
　物件情報の提供の際、２次元の間取り図のみならず、３次元の情報を提供するサービス
も考えられている（例えば特許文献１、特許文献２参照）。例えば特許文献２は、間取り
閲覧側からの指示に応じて、ＷＥＢサーバから取得した間取りデータが３次元立体形状に
変換され、その結果、３次元立体間取り図が画面上に表示されることを開示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００４】
【特許文献１】特開２００１－１９５４９９号公報
【特許文献２】特開２００３－００６６７４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１や特許文献２には、具体的な３次元立体間取り図の生成に係
る具体的な手法は十分に開示されていない。
【０００６】
　本発明のいくつかの態様は前述の課題に鑑みてなされたものであり、３次元の物件情報
を好適に提供することを可能とする情報処理装置、情報処理方法、及びプログラムを提供
することを提供することを目的の１つとする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一態様に係る情報処理装置は、不動産物件の間取り図画像の入力を受ける第１
入力部と、前記不動産物件の広さ情報を含む物件情報の入力を受ける第２入力部と、前記
間取り図画像に基づいて間取り情報を生成する間取り識別部と、前記間取り情報を用いて
、前記不動産物件の３次元モデルを生成するモデル生成部と、生成した前記３次元モデル
を出力する出力部とを備える情報処理装置であって、前記間取り識別部は、前記間取り図
画像に対して２値化処理を行った画像に対して収縮処理を施した上で線分検出処理を行い
、検出された線分に対してクラスタリングを行うことにより、間取り上の壁に相当する線
分を検出する線分検出部と、前記間取り図画像に対して膨張処理及び収縮処理を組み合わ
せたモルフォロジー演算のオープン処理を施した上でセグメンテーション処理を行うこと
により、間取り上の部屋に相当する部屋領域を特定するセグメンテーション処理部と、前
記間取り図画像に含まれる文字列を認識する文字認識部と、前記間取り図画像に含まれる
設置物記号を検出する設置物検出部と、特定された前記部屋領域と、前記文字列の認識結
果及び前記設置物記号の検出結果とに基づいて前記部屋領域の部屋の種類を特定すると共
に、前記部屋領域と前記線分検出部による検出結果とに基づいて部屋構造を補完する統合
部とを備え、前記モデル生成部は、前記間取り情報により特定される間取りと、前記物件
情報に含まれる前記広さ情報とに基づき、前記間取りの縮尺を推定する推定部と、前記間
取り情報により特定される間取りと、前記縮尺と、推定される天井高とに基づいて、前記
不動産物件の３次元モデルを生成する生成部とを備える。
【０００８】
　本発明の一態様に係る情報処理方法は、不動産物件の間取り図画像の入力を受ける第１
ステップと、前記不動産物件の広さ情報を含む物件情報の入力を受ける第２ステップと、
前記間取り図画像に基づいて間取り情報を生成する第３ステップと、前記間取り情報を用
いて、前記不動産物件の３次元モデルを生成する第４ステップと、生成した前記３次元モ
デルを出力する第５ステップとを情報処理装置が行う情報処理方法であって、第３ステッ
プは、前記間取り図画像に対して２値化処理を行った画像に対して収縮処理を施した上で
線分検出処理を行い、検出された線分に対してクラスタリングを行うことにより、間取り
上の壁に相当する線分を検出するステップと、前記間取り図画像に対して膨張処理及び収
縮処理を組み合わせたモルフォロジー演算のオープン処理を施した上でセグメンテーショ
ン処理を行うことにより、間取り上の部屋に相当する部屋領域を特定するステップと、前
記間取り図画像に含まれる文字列を認識するステップと、前記間取り図画像に含まれる設
置物記号を検出するステップと、特定された前記部屋領域と、前記文字列の認識結果及び
前記設置物記号の検出結果とに基づいて前記部屋領域の部屋の種類を特定すると共に、前
記部屋領域と前記線分検出部による検出結果とに基づいて部屋構造を補完するステップと
を含み、前記第４ステップは、前記間取り情報により特定される間取りと、前記物件情報
に含まれる前記広さ情報とに基づき、前記間取りの縮尺を推定するステップと、前記間取
り情報により特定される間取りと、前記縮尺と、推定される天井高とに基づいて、前記不
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動産物件の３次元モデルを生成するステップとを含む。
【０００９】
　本発明の一態様に係るプログラムは、不動産物件の間取り図画像の入力を受ける第１処
理と、前記不動産物件の広さ情報を含む物件情報の入力を受ける第２処理と、前記間取り
図画像に基づいて間取り情報を生成する第３処理と、前記間取り情報を用いて、前記不動
産物件の３次元モデルを生成する第４処理と、生成した前記３次元モデルを出力する第５
処理とを情報処理装置に実行させるプログラムであって、第３処理は、前記間取り図画像
に対して２値化処理を行った画像に対して収縮処理を施した上で線分検出処理を行い、検
出された線分に対してクラスタリングを行うことにより、間取り上の壁に相当する線分を
検出する処理と、前記間取り図画像に対して膨張処理及び収縮処理を組み合わせたモルフ
ォロジー演算のオープン処理を施した上でセグメンテーション処理を行うことにより、間
取り上の部屋に相当する部屋領域を特定する処理と、前記間取り図画像に含まれる文字列
を認識する処理と、前記間取り図画像に含まれる設置物記号を検出する処理と、特定され
た前記部屋領域と、前記文字列の認識結果及び前記設置物記号の検出結果とに基づいて前
記部屋領域の部屋の種類を特定すると共に、前記部屋領域と前記線分検出部による検出結
果とに基づいて部屋構造を補完する処理とを含み、前記第４処理は、前記間取り情報によ
り特定される間取りと、前記物件情報に含まれる前記広さ情報とに基づき、前記間取りの
縮尺を推定する処理と、前記間取り情報により特定される間取りと、前記縮尺と、推定さ
れる天井高とに基づいて、前記不動産物件の３次元モデルを生成する処理とを含む。
【００１０】
　なお、本発明において、「部」や「手段」、「装置」、「システム」とは、単に物理的
手段を意味するものではなく、その「部」や「手段」、「装置」、「システム」が有する
機能をソフトウェアによって実現する場合も含む。また、１つの「部」や「手段」、「装
置」、「システム」が有する機能が２つ以上の物理的手段や装置により実現されても、２
つ以上の「部」や「手段」、「装置」、「システム」の機能が１つの物理的手段や装置に
より実現されても良い。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】実施形態に係る情報処理装置の機能構成を示す図である。
【図２】図１に示した情報処理装置の間取り識別部の機能構成を示す図である。
【図３】図２に示した間取り識別部の一部の処理の実施形態を説明するための図である。
【図４】図２に示した間取り識別部の一部の処理の実施形態を説明するための図である。
【図５】間取り図画像の具体例を示す図である。
【図６】図２に示した間取り識別部の一部の処理の実施形態を説明するための図である。
【図７】識別器を生成する情報処理装置の機能構成の実施形態を示す図である。
【図８】図７に示した識別器に入力される教師データの実施形態を示す図である。
【図９】図２に示した間取り識別部の一部の処理の実施形態を説明するための図である。
【図１０】図２に示した間取り識別部の一部の処理の実施形態を説明するための図である
。
【図１１】図２に示した間取り識別部の一部の処理の実施形態を説明するための図である
。
【図１２】図１に示した情報処理装置のモデル生成部の機能構成を示す図である。
【図１３】図１２に示したモデル生成部の一部の処理の実施形態を説明するための図であ
る。
【図１４】図１２に示したモデル生成部の一部の処理の実施形態を説明するための図であ
る。
【図１５】図１２に示したモデル生成部の一部の処理の実施形態を説明するための図であ
る。
【図１６】実施形態に係る情報処理装置のハードウェア構成の具体例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
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【００１２】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態を説明する。ただし、以下に説明する実施形態
は、あくまでも例示であり、以下に明示しない種々の変形や技術の適用を排除する意図は
ない。即ち、本発明は、その趣旨を逸脱しない範囲で種々変形して実施することができる
。また、以下の図面の記載において、同一又は類似の部分には同一又は類似の符号を付し
て表している。図面は模式的なものであり、必ずしも実際の寸法や比率等とは一致しない
。図面相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれていることがある
。
【００１３】
［第１実施形態］
［１　概要］
　近年、不動産情報提供サービスが広く普及している。このような不動産情報提供サービ
スにおいては、ユーザは、携帯電話（いわゆるフィーチャーフォンであるかスマートフォ
ンであるかを問わない。）やパーソナルコンピュータ上で動作するブラウザや専用のアプ
リケーションなどを利用して、賃貸や購入が可能なマンション、一戸建て等の物件情報を
確認することができる。物件情報には、例えば、間取り図、物件内や周辺環境の写真、物
件の住所や広さ等の情報等が含まれる。
【００１４】
　しかしながら、このような数字や文字、２次元の情報のみでは、ユーザは居住イメージ
を掴みづらい。３次元の仮想空間画像、即ち３Ｄモデルを逐次手動で作成することも考え
られるが、大量の不動産物件の全てに対して３Ｄモデル作成するのは困難である。
【００１５】
　そこで本実施形態に係る情報処理装置は、間取り図画像や室内撮影写真等を含む物件情
報から自動的に不動産物件の３Ｄモデルを生成する。これにより当該情報処理装置は、生
成した３Ｄモデルを元に、バーチャルリアリティ（ＶＲ：Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｒｅａｌｉｔ
ｙ）での室内の閲覧や、インテリアのシミュレーション、更には現地に移動することなく
居ながらにして実際の内装や周辺環境を確かめられるオンライン商談などを可能とする。
また、当該３Ｄモデルのバーチャル空間内での不動産会社の営業担当と通話により、内覧
案内等も可能となる。加えて、インテリアコーディネータにより当該バーチャル空間内で
インテリアの提案を受けることにより、物件の販売から家具の販売までを一本化すること
も可能となる。
【００１６】
　このように、本実施形態に係る情報処理装置は、ユーザに大量に存在する不動産物件の
各々に対して居住イメージを持たせ、結果として住替えを促進させることができる。
【００１７】
［２　機能構成］
［２．１　全体機能構成］
　図１に、第１実施形態に係る情報処理装置１の機能構成を示す。図１に示すとおり、情
報処理装置１は、入力部１００Ａ及び１００Ｂと、間取り識別部２００と、モデル生成部
３００と、出力部４００とを含む。
【００１８】
　入力部１００Ａは、例えば、ＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）等の記憶媒体
に予め記憶された間取り図画像や、ネットワークを介して他の情報処理装置から受信した
間取り図画像などを読み込む。間取り図画像の具体例は、後述の図３（ａ）や図４（ａ）
、図５等に示す。
【００１９】
　入力部１００Ｂは、入力部１００Ａが読み込む間取り図画像に係る物件に関する各種情
報（物件情報）を読み込む。入力部１００Ｂが読み込む物件情報には、例えば、物件の室
内で撮影された写真、位置情報（住所や緯度経度等）、方位、階数、築年数、専有面積等
の情報を含むことができる。
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【００２０】
　間取り識別部２００は、入力部１００Ａから入力された間取り図画像に対する解析を行
う。当該解析の結果得られる間取り図解析結果には、壁の位置、部屋の領域、部屋の用途
（ダイニング、風呂等等）、設置物（風呂、便器、ドア等）の検出などを含むことができ
る。間取り識別部２００の機能や構成については、図２等を参照しながら後述する。
【００２１】
　モデル生成部３００は、間取り識別部２００による間取り図画像の解析結果、及び、入
力部１００Ｂから入力された物件情報を用いて、対象物件の３Ｄモデルを生成する。モデ
ル生成部３００の機能や構成については、図１２等を参照しながら後述する。
【００２２】
　出力部４００は、モデル生成部３００が生成した３Ｄモデルを外部へ出力する。出力部
４００による出力方法は種々考えられる。例えば出力部４００は、インターネット上のク
ライアント端末から仮想空間として表現される３Ｄモデル内をユーザが任意に視点を変え
ながら（仮想空間内で移動しながら）閲覧可能なように、３Ｄモデルをウェブコンテンツ
の一部として出力することが考えられる。又は、出力部４００は、生成した３Ｄモデルを
、ＨＤＤやフラッシュメモリ等の各種記憶媒体に出力することも考えられる。しかしなが
ら出力部４００による出力方法は、これらに限られるものではない。
【００２３】
［２．２　間取り識別部２００の機能構成］
　次に、間取り識別部２００の機能構成を、図２を参照しながら説明する。図２に示すと
おり、間取り識別部２００は、入力部２１０と、線分検出部２２０と、領域セグメンテー
ション部２３０と、文字認識部２４０と、設置物検出部２５０と、統合部２６０と、出力
部２７０とを含む。
【００２４】
　入力部２１０は、図１に示した入力部１００Ａから入力された、物件の二次元間取り図
画像の入力を受けるインタフェースである。入力部２１０は、入力された間取り図画像を
、線分検出部２２０、領域セグメンテーション部２３０、文字認識部２４０、及び設置物
検出部２５０にそれぞれ出力する。
【００２５】
　線分検出部２２０は、間取り図画像を解析することにより、壁に相当すると推定される
線分を検出する。線分検出部２２０の処理の詳細は図３を参照しながら後述する。
【００２６】
　領域セグメンテーション部２３０は、間取り図画像を解析することにより、各々の部屋
に相当すると推定される領域セグメンテーションを検出する。領域セグメンテーション部
２３０の処理の詳細は図４を参照しながら後述する。
【００２７】
　文字認識部２４０は、間取り図画像を解析することにより、間取り図画像に含まれる文
字列を検出する。例えば、図３（ａ）や図５に示した間取り図画像の例であれば、「和室
６」、「洋室６．５」、「ＤＫ７」、「洋室４．５」、「玄関」、「押入」、「物置」、
「バルコニー」等の文字列を文字認識部２４０は検出することができる。文字認識部２４
０は、後述の図１０に示すように、検出された文字列をキーとして部屋種類辞書１００１
を参照することで、どのような部屋の種類を示す文字列であるかを特定することができる
。例えば、「ＤＫ」という文字列が「ダイニングキッチン」を示すことを部屋種類辞書に
登録されていれば、文字認識部２４０は、「ＤＫ７」という文字列が配置されている座標
に対応付けて、「ダイニングキッチン」という情報を統合部２６０に出力することができ
る。また、「７」「６．５」等の数字が検出されれば、当該数字は例えば部屋の畳数等に
相当する情報と考えられるため、文字認識部２４０は数字を、文字列が配置されている位
置座標に対応付けて統合部２６０に出力しても良い。
【００２８】
　設置物検出部２５０は、間取り画像を解析することにより、間取り図画像に含まれる記
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号等から設置物を検出する。例えば、便器記号（トイレ）、浴槽記号（風呂）、ドア記号
、システムキッチン記号（台所）等を設置物検出部２５０は検出する。設置物検出部２５
０による検出処理は、図６を参照しながら後述する。
【００２９】
　統合部２６０は、線分検出部２２０、領域セグメンテーション部２３０、文字認識部２
４０、及び設置物検出部２５０による解析結果を統合して間取り図解析結果を生成する。
当該統合方法については、図９乃至図１１を参照しながら後述する。
　出力部２７０は、統合部２６０により生成された間取り図解析結果を、３Ｄモデル生成
のためにモデル生成部３００へと出力するインタフェースである。
【００３０】
［２．２．１　線分検出部２２０の処理］
　以下、線分検出部２２０による処理の実施形態を図３で画像の具体例を参照しながら説
明する。図３（ａ）は、線分検出部２２０に入力される間取り図画像の具体例である。
【００３１】
　線分検出部２２０は、入力された間取り図画像（図３（ａ））に対し、まず、各画素が
０～２５５のいずれかの画素値を持つグレースケールに変換する。その上で、線分検出部
２２０は、画素値が閾値（例えば１００）以上の場合に白、閾値未満の場合に黒となるよ
うに、画素値を２値化したモノクロ２値化画像を生成する。図３（ｂ）に、図３（ａ）の
間取り図画像を２値化したモノクロ画像の具体例を示す。なお、図３（ｂ）の例では、白
と黒が反転されている。
【００３２】
　次に、線分検出部２２０は、生成されたモノクロ２値化画像に対して収縮処理を行う。
以下、収縮処理について簡単に説明する。収縮処理では、処理対象画素の近傍領域内の各
画素の画素値のうち、最小のものを当該処理対象画素の画素値とする。例えば、処理対象
画素を中心とする３画素×３画素を近傍領域とすると、その３画素×３画素内に値が０（
黒）の画素が１つでもあれば、処理対象画素の画素値は０となる。一方、近傍領域内の全
ての画素の画素値が１（白）であれば、処理対象画素の画素値は１となる。なお、収縮処
理の反対となる膨張処理では、処理対象画素の近傍領域内の各画素の画素値のうち、最大
のものを当該処理対象画素の画素値とする。例えば、処理対象画素を中心とする３画素×
３画素を近傍領域とすると、その３画素×３画素内に値が１（白）の画素が１つでもあれ
ば、処理対象画素の画素値は１となる。反対に、近傍領域内の全ての画素の画素値が０（
黒）であれば、処理対象画素の画素値は０となる。なお、収縮処理や膨張処理において、
近傍領域のサイズは任意であり、例えば４画素×４画素等、任意の領域を近傍領域として
設定することができる。
【００３３】
　図３（ｂ）に示した２値化画像に対して収縮処理を行った結果を図３（ｃ）に示す。図
３（ｃ）に示すとおり、収縮後の画像では、図３（ｂ）において太く描かれていた壁部分
が少し細い線で表現されるとともに、壁よりも細い線で描かれていた窓や台所等の設置物
を表現していた線や、文字列等がほぼ消えている。
【００３４】
　なお、太い文字が間取り図に含まれている場合には、収縮処理を行っても消えずに残り
、壁として検出されてしまう可能性がある。そこで、間取り図画像に対して予め文字検出
処理を施し、文字列として判定された箇所を、文字列の周辺領域の色で予め塗りつぶす前
処理を行うことも考えられる。
【００３５】
　続いて線分検出部２２０は、収縮処理後の画像に対して線分検出を行う。線分検出処理
の手法は種々考えられるが、例えば確率的ハフ変換を用いることが考えられる。確率的ハ
フ変換では、図３（ｃ）に具体例を示した収縮処理後の画像に対し、まず、より多くの特
徴点（本実施形態では、画素値が白となる画素）を通る直線をハフ変換により検出する。
次に線分検出部２２０は、検出された直線の内、特に高い確率で線が存在する部分（線分
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）を検出する。
【００３６】
　なお、線分検出の方法は確率的ハフ変換を用いる手法に限られるものではなく、例えば
、線分検出器（ＬＳＤ：Ｌｉｎｅ　Ｓｅｇｍｅｎｔ　Ｄｅｔｅｃｔｏｒ）を用いる手法等
も考えられる。
【００３７】
　図３（ｄ）に、図３（ｃ）に示した画像に対して、線分検出部２２０による線分検出処
理がなされた画像の具体例を示す。図３（ｄ）に示すとおり、図３（ａ）に示した間取り
図画像において壁として表現されていた箇所が、各々線分として表現されている。
【００３８】
　更に線分検出部２２０は、線分検出処理により検出された各々の線分に対して、１つの
線から派生して生成されたと考えられる線分をまとめるクラスタリング処理を行う。線分
検出の元となる線が太い場合や画像の状態によっては、線分検出処理の結果、１つの壁に
対して２本の線分が検出される場合がある。よって、一方の線の始点及び終点座標が他方
の線の線上に近いか否かを判定し、一方の線の始点及び終点のいずれもが、他方の線に近
ければ、当該一方の線を他方の線と纏めるクラスタリング処理を線分検出部２２０は行う
。図３（ｅ）に、図３（ｄ）の線分検出結果に対してクラスタリング処理を行った後の画
像例を示す。この結果得られている線分は、間取り図画像において壁に相当する部分であ
ると捉えることができる。
【００３９】
［２．２．２　領域セグメンテーション部２３０の処理］
　続いて領域セグメンテーション部２３０による処理の実施形態を図４で画像の具体例を
参照しながら説明する。図４（ａ）は、領域セグメンテーション部２３０に入力される間
取り図画像の具体例である。
【００４０】
　領域セグメンテーション部２３０は、まず、入力された間取り図画像に対して文字列検
出を施す。その結果、文字列として判定された箇所を、領域セグメンテーション部２３０
は文字列の周辺領域の色で塗りつぶす文字消し処理を前処理として行う。図４（ｂ）に文
字消し処理を行った後の画像例を示す。
【００４１】
　領域セグメンテーション部２３０は、文字消し処理を行った画像に対して２値化処理を
施すことにより、図４（ｃ）に具体例を示す２値化画像を生成する。２値化画像の生成方
法については図３を参照しながら上述したため、ここでは省略する。
【００４２】
　領域セグメンテーション部２３０は、生成した２値化画像に対してモルフォロジー演算
のオープン（Ｏｐｅｎ）処理を行う。オープン処理は、処理対象の画像に対して、膨張処
理を施してから収縮処理を行うことを言う。なお、膨張処理及び収縮処理の組み合わせは
複数回行っても良い。膨張処理及び収縮処理については、図３を参照しながら上述したた
め、ここでは説明を省略する。図４（ｄ）にオープン処理後の画像の具体例を示す。図４
（ｄ）の例を見ると、図４（ａ）の間取り図画像において窓や引き戸等を表現していた部
分の多くが太く黒い線となり、壁と同様に表現されていることがわかる。
【００４３】
　領域セグメンテーション部２３０は、オープン処理により生成された画像に対して、セ
グメンテーション処理を施す。当該セグメンテーション処理において領域セグメンテーシ
ョン部２３０は、２値化された画像において、同じ画素値が連続している領域を抽出する
ことにより、画像を複数の領域を分割する。このようにして生成された領域は、間取り図
画像上、部屋に相当する部分であると推測される。
【００４４】
　なお、領域セグメンテーション処理は図４を参照しながら上述した手法に限られるもの
ではない。例えば、セグメンテーション処理前に、上記以外の各種処理を加えることによ
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り精度を向上させることも考えられる。或いは、２値化画像を生成せずに、色特徴を利用
してセグメンテーションを行っても良い。この場合には、色特徴やテクスチャ特徴等を用
いて、類似する特徴の領域を、同一のセグメンテーションを示す領域として判定すること
ができる。この他、セグメンテーション手法としては、例えば、グラフカットや領域成長
、エッジ検出、深層学習（畳み込みニューラルネットワーク）、統治分割法等を用いるこ
とも考えられる。
【００４５】
［２．２．３　設置物検出部２５０の処理］
　設置物検出部２５０の処理の実施形態を、図５乃至図８を参照しながら説明する。設置
物検出部２５０は、先述の通り、間取り図画像に、記号（以下、設置物記号ともいう。）
として描写される設置物を検出する。検出対象の設置物としては、例えば、便器（トイレ
）、浴槽（風呂）、ドア、システムキッチン（台所）等が考えられる。ここでは、ドアを
検出する場合を中心に説明する。図５に示した間取り図画像の例であれば、玄関のドアに
相当するドア記号５１、及びトイレのドアを示すドア記号５２が間取り図画像に含まれて
いる。設置物検出部２５０は当該ドア記号５１及び５２を検出する。
【００４６】
　以下、図６を参照しながら、設置物検出部２５０による処理の流れを説明する。まず、
設置物検出部２５０は、図６（ａ）に具体例を示す間取り図画像に対し、２値化等の各種
画像処理を行う。図６（ｂ）は、画像処理後の画像例を示している。次に設置物検出部２
５０は、当該画像処理後の画像を順次走査することにより（図６（ｃ））、記号候補領域
を抽出する（図６（ｄ））。この際、記号候補領域のサイズを変えながら複数回走査する
ことで、様々な大きさで記号候補領域を抽出することができる。
【００４７】
　なお、記号候補領域の抽出方法は、対象画像上の走査に限られるものではない。例えば
、セレクティブ・サーチ（Ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ　Ｓｅａｒｃｈ）により、ピクセルレベル
で類似する領域をグルーピングしていくことで、記号候補領域を選出することも考えられ
る。
【００４８】
　このようにして生成された記号候補領域の各々に対して、設置物検出部２５０は特徴量
を算出する。設置物検出部２５０が記号候補領域に対して算出する特徴量は種々考えられ
るが、例えば、ＨＯＧ（Ｈｉｓｔｏｇｒａｍｓ　ｏｆ　Ｏｒｉｅｎｔｅｄ　Ｇｒａｄｉｅ
ｎｔｓ）特徴量が考えられる。ＨＯＧ特徴量を用いる場合には、まず設置物検出部２５０
は、入力画像（ここでは記号候補領域）を例えば８画素×８画素等のブロックに分割する
。次に設置物検出部２５０は、当該ブロック内に含まれる各々のピクセルに対して、画像
の明るい部分から暗い部分へ向けた、局所領域での輝度勾配（エッジ方向）を算出する。
この輝度勾配をブロック内で集計することで、輝度勾配のヒストグラムがブロックの数だ
け生成される。このヒストグラムの集合が、ＨＯＧ特徴量となる。なお、設置物検出部２
５０が算出する特徴量はＨＯＧ特徴量に限られるものではなく、例えば、ＳＩＦＴ（Ｓｃ
ａｌｅ－Ｉｎｖａｒｉａｎｔ　Ｆｅａｔｕｒｅ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）、ＳＵＲＦ（Ｓｐ
ｅｅｄｅｄ　Ｕｐ　Ｒｏｂｕｓｔ　Ｆｅａｔｕｒｅｓ）、ＬＢＰ（Ｌｏｃａｌ　Ｂｉｎａ
ｒｙ　Ｐａｔｔｅｒｎ）等、他の特徴量であっても良い。
【００４９】
　このようにして算出された、各々の記憶候補領域の特徴量を、検出対象となる設置物記
号（ここではドア記号）を検出するための検出器に入力することで、記憶候補領域が検出
対象の設置物記号であるか否かを判定することができる。
【００５０】
　以下、設置物記号（ここではドア記号）を検出するための検出器の生成方法の実施形態
を、図７乃至図８Ｂを参照しながら説明する。図７は、設置物記号を検出する検出器の生
成を情報処理装置７０の機能構成を示す図である。図７に示すとおり、情報処理装置７０
は、入力部７１と、画像特徴量算出部７３と、機械学習モデル生成部７５と、出力部７７
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とを含む。
【００５１】
　入力部７１は、検出器となる機械学習モデルを生成するために必要となる正解データ及
び不正解データ（以下、総称して教師データともいう。）の入力を受ける。図８に、入力
部７１に入力される正解データ及び不正解データの具体例を示す。入力データは、正解デ
ータであるか不正解データであるかを示す情報（例えばフラグ）と、画像との組み合わせ
で構成される。
【００５２】
　画像特徴量算出部７３は、入力された教師データの画像から、画像特徴量を算出する。
この際算出する特徴量は、上述の設置物検出部２５０で算出する特徴量と同一であれば、
ＨＯＧ、ＳＩＦＴ、ＳＵＲＦ、ＬＢＰ等、いずれを用いても良い。
【００５３】
　機械学習モデル生成部７５は、算出した画像特徴量と、正解データであるか不正解デー
タであるかの情報とを用いて、機械学習を行う。機械学習の手法は種々考えられるが、例
えば、畳み込みニューラルネットワークによる深層学習等が考えられる。当該学習方法に
おいては、教師データの入力毎に、機械学習モデルであるニューラルネットワークを構成
するノードのパラメータが変化する。多数の教師データ入力により、機械学習モデルは、
好適に正解であるか不正解であるか（ドア画像であるか否か）を判別できるようになる。
　出力部７７は、このようにして生成された機械学習モデルを、設置物記号を検出するた
めの検出器として出力する。
【００５４】
　なお、上述の設置物検出部２５０の実施形態では、入力された間取り図画像に対して、
記号候補領域を選択した上で、機械学習モデルである検出器に記号候補領域を入力するこ
とにより、検出対象となる設置物を検出していたが、これに限られるものではない。例え
ば、記号候補領域の選定から検出対象となる設置物記号の判別までを行う深層学習手法、
例えばＦａｓｔｅｒ　Ｒ－ＣＮＮを用いて設置物検出部２５０が設置物を検出することも
考えられる。
【００５５】
［２．２．４　統合部２６０の処理］
　統合部２６０の処理の実施形態を、図９乃至図１１を参照しながら説明する。先述の通
り、統合部２６０は、線分検出部２２０、領域セグメンテーション部２３０、文字認識部
２４０、及び設置物検出部２５０による検出結果を統合することにより、間取り図解析結
果を生成する。
【００５６】
　まず、線分検出部２２０による検出結果と、領域セグメンテーション部２３０による検
出結果との統合方法を、図９を参照しながら説明する。先述の通り、入力部２１０に入力
された間取り図画像（図９（ａ））に対し、線分検出部２２０は、物件の壁に相当する線
分を検出する（図９（ｂ））。領域セグメンテーション部２３０は、間取り図画像（図９
（ａ））に対して部屋に相当する領域を検出する（図９（ｃ））。
【００５７】
　ここで一般的に、各々の部屋は、壁、窓、ドア、引き戸等により周囲を囲われる。よっ
て、領域セグメンテーションの結果部屋として検出された各領域（以下、部屋領域）は、
線分検出の結果壁として検出された線分に加え、窓やドア等で囲われるべきだと考えられ
る。そこで統合部２６０は、線分検出部２２０による検出結果と、領域セグメンテーショ
ン部２３０による検出結果とを、位置を合わせて照合する（図９（ｄ））。その結果、部
屋領域の周囲に線分の開放部分があれば（図９（ｄ）の点線部分）、当該部分を窓やドア
、引き戸に相当する部分に統合部２６０は設定する。具体的には、例えば、外部との開放
部分は窓やドアに、部屋領域間の境界部分は引き戸やドアに設定することができる。この
ような処理により統合部２６０は部屋構造を得ることができる。なお、ドア部分について
は、設置物検出部２５０によるドア記号の検出結果を用いることもできる。この場合、ド
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アとして検出された以外の部分を、引き戸や窓として設定すれば良い。
【００５８】
　次に、領域セグメンテーション部２３０による検出結果と、文字認識部２４０や設置物
検出部２５０による検出結果との統合方法を、図１０を参照しながら説明する。
【００５９】
　先述の通り、領域セグメンテーション部２３０は、間取り図画像（図１０（ａ））から
部屋に相当する領域を検出する。しかしながら、部屋領域への分割だけでは、各部屋がど
のような機能をもった部屋なのか（例えば、台所なのか、リビングなのか、洋室なのか、
トイレなのか、等）はわからない。そこで統合部２６０は、文字認識部２４０や設置物検
出部２５０による検出結果により部屋の種類等を特定する。
【００６０】
　先述の通り、文字認識部２４０は、間取り図画像（図１０（ａ））中に含まれる文字列
を検出する。図１０の例であれば、図１０（ｃ）中点線で囲われた、「ＤＫ７」「洋室４
．５」「和室６」「押入」「玄関」等の文字列が検出される。文字認識部２４０は、当該
検出した文字列をキーとして部屋種類辞書１００１を参照することで、部屋の種類である
「ダイニングキッチン」「洋室」「和室」「押入れ」等を特定することができる。統合部
２６０は、「ダイニングキッチン」等の部屋の種類を特定することになった文字列（この
例では「ＤＫ７」）の位置と、領域セグメンテーション部２３０により検出された領域と
を照合することで、どの領域が「ダイニングキッチン」に相当するかを特定することがで
きる。なお、各部屋の広さ（畳数）の情報も、間取り図画像の文字列から文字認識部２４
０が特定し、各部屋と対応付けても良い。
【００６１】
　設置物検出部２５０は、先述の通り間取り図画像（図１０（ａ））中に含まれる設置物
記号を検出する。図１０の例であれば、図１０（ｃ）中破線で囲われた、便器（トイレ）
、浴槽（風呂）、システムキッチン（台所）等の設置物記号が検出される。よって統合部
２６０は、それらの設置物記号の位置と、領域セグメンテーション部２３０により検出さ
れた領域とを照合することで、どの領域が「トイレ」や「風呂」に相当するかを特定する
ことができる。
【００６２】
　続いて、図９を参照しながら説明した処理により得られた補完後の部屋構造（図１１（
ａ））と、図１０を参照しながら説明した処理により得られた部屋の種類情報（図１１（
ｂ））との統合処理について、図１１を参照しながら説明する。なお、図１１（ａ）に示
す補完後の部屋構造では、壁と推定される部分、ドアと推定される部分、引き戸と推定さ
れる部分、窓と推定される部分は、それぞれ区別して管理される。先述の通り、例えば、
ドア記号により特定された部分をドア、部屋間の補完部分を引き戸、外部と部屋との間の
補完部分を窓として管理することができる。
【００６３】
　統合部２６０は、図１１（ａ）に示した補完後の部屋構造と、図１１（ｂ）に示した部
屋種類特定後の部屋とを照合する（図１１（ｃ））。その上で統合部２６０は、当該間取
りにおける部屋構造をグラフ化して表現する（図１１（ｄ））。当該グラフ構造では、部
屋がノードとして表現されている。図１１（ｄ）の例では、「ダイニングキッチン」は「
ＤＫ」、「玄関」は「玄」として簡略化して表示されている。部屋間の接続関係（窓やド
ア、引き戸等）はリンクとして表現されている。例えば、ダイニングキッチンと洋室が引
き戸でつながっていると推定される場合には、ダイニングキッチンのノードと洋室のノー
ドとの間にリンクが設定される。
【００６４】
　このようにして生成された部屋構造のグラフにおいて、どの部屋とも繋がっていない部
屋があれば、推定した部屋構造に誤りがあると考えられる。よってこの場合には、間取り
識別部２００は再度、線分検出処理や部屋構造の補完処理等を、パラメータ等を変えてや
り直す。
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　もし生成された部屋構造グラフに大きな問題がなければ、図１１（ｃ）に具体例を示し
たものが間取り解析結果として出力部２７０に渡される。
【００６５】
［２．３　モデル生成部３００の機能構成］
　続いて、モデル生成部３００の機能構成を、図１２を参照しながら説明する。図１２に
示すとおり、モデル生成部３００は、入力部３１０Ａ及び３１０Ｂと、スケール推定部３
２０と、室内情報抽出部３３０と、周辺風景生成部３４０と、家具配置生成部３５０と、
３Ｄモデル生成部３６０とを含む。
【００６６】
　入力部３１０Ａは、図１に示した間取り識別部２００から出力された間取り図解析結果
の入力を受ける。また入力部３１０Ｂは、図１に示した入力部１００Ｂから入力された各
種物件情報の入力を受ける。入力部１００Ｂから入力される物件情報には、例えば、物件
の室内で撮影された写真、位置情報（住所や緯度経度等）、方位、階数、築年数、専有面
積等の情報が含まれる。
【００６７】
　スケール推定部３２０は、間取り解析結果に係る間取りのスケールを推定する。物件情
報には専有面積の情報が含まれるが、間取り解析結果に係る間取りの外縁内の面積が当該
物件の専有面積に相当すると考えられるため、両者の比率に応じて、スケール推定部３２
０はスケールを算出する。
【００６８】
　室内情報抽出部３３０は、入力部３１０Ｂから入力された物件の室内画像を解析する。
具体的には、テクスチャの抽出処理や部屋の構造解析（例えば部屋の高さの推定）等を室
内情報抽出部３３０は行う。室内情報抽出部３３０の処理の詳細は、図１３及び図１４を
参照しながら後述する。
【００６９】
　周辺風景生成部３４０は、物件の窓等から見える昼夜の風景情報や日差し情報を生成す
る。具体的には、入力部３１０Ｂから、物件の位置情報（例えば、緯度経度情報や住所情
報）や物件の向きの情報、階数情報（高さ情報）が入力されれば、周辺風景生成部３４０
は、風景情報をインターネット上の風景生成サービス（例えば、Ｇｏｏｇｌｅ（登録商標
）　Ｅａｒｔｈ）、天体情報及び日照時間データ等から取得する。
【００７０】
　家具配置生成部３５０は、物件の３Ｄモデルにどのような家具が配置できるかをユーザ
がイメージできるように、３Ｄ家具情報を生成する。この時、生成する３Ｄ家具情報は、
例えば、家具を配置する部屋の種類毎に予め用意することができる。リビングであればソ
ファとテーブル、ダイニングであればダイニングテーブルとダイニングチェアの組み合わ
せ等を、事前準備の３Ｄ家具モデルとして用意すれば良い。物件の３Ｄモデルに配置する
家具のスケールは、スケール推定部３２０が推定したスケールに合わせて調整可能である
。なお、物件の３Ｄモデルに３Ｄ家具モデルを配置しないのであれば、家具配置生成部３
５０は不要である。
【００７１】
　３Ｄモデル生成部３６０は、入力された間取り図解析結果と、スケール推定部３２０、
室内情報抽出部３３０、周辺風景生成部３４０、及び家具配置生成部３５０が生成した情
報とを統合して、物件の３Ｄモデルを生成する。具体的には、例えば、間取り図解析結果
により得られる２次元の間取りに対して、室内情報抽出部３３０が検出した高さを持たせ
ることで、物件の３次元化ができる。更に、当該３次元化された物件に対して、室内情報
抽出部３３０が抽出した床や壁等のテクスチャ情報を適用することで、テクスチャを含む
３次元モデルが生成される。これに、周辺風景生成部３４０が生成した風景情報や、家具
配置生成部３５０が生成した３Ｄ家具モデルを組み合わせれば、窓から見える眺望や室内
に配置される家具等も３Ｄモデル上で再現される。３Ｄモデル生成部３６０の処理の一部
は、図１５を参照しながら後述する。
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【００７２】
［２．３．１　テクスチャ抽出処理］
　以下、図１３を参照しながら、室内情報抽出部３３０による室内画像からのテクスチャ
抽出処理を説明する。先述の通り、室内情報抽出部３３０は、物件情報の一部として入力
された室内画像から、物件内部の壁や床、天井のテクスチャを抽出する処理を行う。当該
抽出されたテクスチャは、３Ｄモデル生成部３６０により３Ｄモデルが生成される際に、
壁や床に適用される。そのためには、処理対象の室内画像が、どの部屋（キッチンである
か、リビングであるか等）の画像であるかを特定する必要がある。また、床や壁等に適用
すべきテクスチャを画像中のどの部分から抽出すべきかを特定しなければならない。
【００７３】
　室内画像がどの種類の部屋に対応するかは、例えば、深層学習により生成した識別器に
より判定することができる。部屋を判別するための識別器は、例えば、図７及び図８を参
照しながら説明した設置物記号を検出するための検出器と同様の方法で生成できる。具体
的には、例えば、正解データであるキッチンの多数の画像と、不正解データであるキッチ
ン以外の画像、例えば風呂やリビングの多数の画像とを教師データとして入力し、深層学
習により生成可能である。このような識別器を部屋の種類の数だけ用意し、例えば最も可
能性の高い種類の部屋を、入力された室内画像が対応する部屋とすることができる。
【００７４】
　次に、テクスチャの抽出について説明する。テクスチャ、即ち対象物の色・模様・想定
される素材等の抽出に際しては、まず、室内写真のどの部分に何が写っているかを特定し
、その上で、例えば壁が写っている部分や床が写っている部分の特徴を解析する。よって
、まずは写真内のどの位置に何が写っているかを特定するためにセグメンテーションする
必要がある。
【００７５】
　セグメンテーション処理は、例えば、深層学習モデルにより行うことができる。まず、
室内写真に対し、どの領域が、壁、ソファ、ベッド、テーブル等の何に対応するかを人手
でタグ付けした、教師データを用意する。当該教師データを、セグメンテーション用に設
計された深層学習モデルで学習させる。このようにして生成された学習後の深層学習モデ
ルに対し、処理対象の室内写真を入力することで、図１３（ｃ）に例示する、セグメンテ
ーション後の画像が生成される。この結果、壁や床、台所等として検出された領域（例え
ば、その部屋の特徴的な部分について図１３（ｃ）中、点線領域）を、テクスチャとして
抽出すれば良い。
【００７６】
［２．３．２　部屋画像の構造解析］
　以下、図１４を参照しながら部屋画像の構造解析を説明する。部屋画像の構造解析を、
間取り解析結果などと組み合わせれば、部屋の天井の高さ等を推定することが可能である
。
【００７７】
　図１４（ａ）に記載した室内画像が入力され、当該室内画像に対して線分検出処理を行
うと、図１４（ｂ）に示すような画像が生成される。図１４（ｂ）において、検出された
線分は太線で示されている。図１４（ｂ）を見ると、壁の境界や床と壁の境界、ドアと壁
の境界等に加え、床の突板の境界の一部等も、線分として検出されている。
【００７８】
　線分検出結果を、エネルギー関数に適用する。当該エネルギー関数は、線分の長さや交
差、角の構成等を考慮して定義されるものである。例えば、長く、画像の端で交差し、３
点で角を構成する線分ほど、部屋を構成する境界線分である可能性が高いものとしてエネ
ルギー関数を定義できる。よって、図１４（ｂ）に示す線分検出に、このようなエネルギ
ー関数を適用すると、図１４（ｂ）に示すように、壁間の境界や、床と壁の境界、壁と天
井の境界等が線分として検出されている。
【００７９】
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　このようにして、部屋の構造を構成する、壁間の境界や床と壁の境界や、壁と天井の境
界の線分が特定されれば、間取りの幅と、天井の高さとの比が特定できる。よって、３Ｄ
モデル生成部３６０において、間取り図解析結果と物件の広さとから推定される物件の縮
尺と、室内情報抽出部３３０での構造解析結果とを組みわせることにより、天井高を推定
することができる。
【００８０】
　なお、３Ｄモデル生成部３６０における天井高の推定方法はこれに限られるものではな
い。例えば、建築年に応じて建築基準が異なることを利用する手法も考えられる。この場
合には、建築年毎に平均的な天井高のテーブルを予め用意しておき、物件情報から取得さ
れる建築年に応じた天井高を適用することも考えられる。また、施主の種別、例えば公社
などの物件等で仕様の規格化が見られるような場合は、この規格のテーブルを用意する。
【００８１】
［２．３．３　テクスチャ適用処理］
　以下、３Ｄモデル生成部３６０に係る一部の処理の実施形態を説明する。先述の通り、
室内情報抽出部３３０において、どの種類の部屋において、床や壁、天井等に、どの種類
のテクスチャを適用すべきかが特定される。そこで、３Ｄモデル生成部３６０は、間取り
図解析結果中で、種類が合致する部屋の床や壁、天井等に、室内情報抽出部３３０におい
て抽出されたテクスチャを適用すれば良い。
【００８２】
　或いは、部屋を周状に撮影したパノラマ画像が取得できる場合には、位置合わせをした
上で、当該パノラマ画像をそのままテクスチャとして貼り付けることも考えられる。パノ
ラマ画像の具体例を図１５（ａ）に示す。室内情報抽出部３３０は、当該画像に対して曲
線補正する。また室内情報抽出部３３０は、セグメンテーションにより写っている構造物
を特定するとともに、それらの位置関係（相対角度）を特定する（図１５（ｂ））。
【００８３】
　その情報を受け取った３Ｄモデル生成部３６０は、間取り図解析結果に含まれる各部屋
の構造物の内、構造物の相対的な位置関係が合致する部屋を探す。例えば、扉と窓、収納
扉の相対的な角度が、パノラマ画像から特定された相対的な角度と略合致する部屋があれ
ば、当該部屋とパノラマ画像が対応することがわかる。よって３Ｄモデル生成部３６０は
、当該部屋のテクスチャとして、構造物の位置合わせをした上でパノラマ画像を適用すれ
ば良い。
【００８４】
［３　ハードウェア構成］
　図１６を参照しながら、情報処理装置１のハードウェア構成について説明する。図１６
に示すように、情報処理装置１は、制御部１６０１と、通信インタフェース（Ｉ／Ｆ）部
１６０５と、記憶部１６０７と、表示部１６１１と、入力部１６１３とを含み、各部はバ
スライン１６１５を介して接続される。
【００８５】
　制御部１６０１は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ。図示
せず）、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ。図示せず）、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏ
ｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）１６０３等を含む。制御部１６０１は、記憶部１６０
７に記憶される制御プログラム１６０９を実行することにより、一般的なコンピュータと
しての機能に加え、上述した間取り図画像や物件情報からの３Ｄモデル生成処理を実行可
能に構成される。例えば、図１を参照しながら説明した入力部１００Ａ及び１００Ｂ、間
取り識別部２００、モデル生成部３００及び出力部４００は、ＲＡＭ１６０３に一時記憶
された上で、ＣＰＵ上で動作する制御プログラム１６０９として実現可能である。
【００８６】
　また、ＲＡＭ１６０３は、制御プログラム１６０９に含まれるコードの他、入力される
間取り図画像やその他物件情報等の一部又は全部を一時的に保持する。更にＲＡＭ１６０
３は、ＣＰＵが各種処理を実行する際のワークエリアとしても使用される。
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【００８７】
　通信Ｉ／Ｆ部１６０５は、必要に応じて外部装置との間で、有線又は無線によるデータ
通信を行うためのデバイスである。例えば、間取り図画像やその他の物件情報は、通信Ｉ
／Ｆ部１６０５から受信したものであり得る。また、作成した３Ｄモデルは、通信Ｉ／Ｆ
部１６０５を介して、例えばネットワークを介してクライアント端末に送信可能である。
【００８８】
　記憶部１６０７は、例えばＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）やフラッシュメ
モリ等の不揮発性の記憶媒体である。記憶部１６０７は、一般的なコンピュータとしての
機能を実現するためのオペレーティングシステム（ＯＳ）やアプリケーション及びデータ
（図示せず）を記憶する。また記憶部１６０７は、制御プログラム１６０９を記憶する。
前述のとおり、図１に示した入力部１００Ａ及び１００Ｂ、間取り識別部２００、モデル
生成部３００、及び出力部４００は、制御プログラム１６０９に含むことができる。
【００８９】
　表示部１６１１は、ユーザに各種情報を提示するためのディスプレイ装置である。表示
部１６１１の具体例としては、例えば液晶ディスプレイや有機ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏ－Ｌ
ｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）ディスプレイ等が挙げられる。出力部４００により出力された
３Ｄモデルは、表示部１６１１が表示可能である。
【００９０】
　入力部１６１３は、管理者から入力を受け付けるためのデバイスである。入力部１６１
３の具体例としては、キーボードやマウス、タッチパネル等を挙げることができる。
【００９１】
　なお、情報処理装置１は、表示部１６１１及び入力部１６１３を必ずしも備える必要は
ない。また表示部１６１１及び入力部１６１３は、ＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒ
ｉａｌ　Ｂｕｓ）やディスプレイポート等の各種インタフェースを介して外部から情報処
理装置１に接続されても良い。
【００９２】
［４　本実施形態の効果］
　以上説明したように、本実施形態に係る情報処理装置１は、間取り図画像や室内撮影写
真等を含む物件情報から自動的に不動産物件の３Ｄモデルを生成する。これにより当該情
報処理装置は、生成した３Ｄモデルを元に、バーチャルリアリティでの室内の閲覧や、イ
ンテリアのシミュレーションを可能とする。また、当該３Ｄモデルのバーチャル空間内で
の不動産会社の営業担当と通話により、内覧案内等も可能となる。加えて、インテリアコ
ーディネータにより当該バーチャル空間内でインテリアの提案を受けることにより、物件
の販売から家具の販売までを一本化することも可能となる。
【００９３】
［５　付記］
　以上説明した実施形態は、本発明の理解を容易にするためのものであり、本発明を限定
して解釈するためのものではない。実施形態が備える各要素並びにその配置、材料、条件
、形状及びサイズ等は、例示したものに限定されるわけではなく適宜変更することができ
る。また、異なる実施形態で示した構成同士を部分的に置換し又は組み合わせることが可
能である。
【符号の説明】
【００９４】
１…情報処理装置、７０…情報処理装置、７１…入力部、７３…画像特徴量算出部、７５
…機械学習モデル生成部、７７…出力部、１００Ａ、１００Ｂ…入力部、２００…間取り
識別部、２１０…入力部、２２０…線分検出部、２３０…領域セグメンテーション部、２
４０…文字認識部、２５０…設置物検出部、２６０…統合部、２７０…出力部、３００…
モデル生成部、３１０Ａ、３１０Ｂ…入力部、３２０…スケール推定部、３３０…室内情
報抽出部、３４０…周辺風景生成部、３５０…家具配置生成部、３６０…３Ｄモデル生成
部、４００…出力部、１６０１…制御部、１６０３…ＲＡＭ、１６０５…通信Ｉ／Ｆ（イ
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ンタフェース）部、１６０７…記憶部、１６０９…制御プログラム、１６１１…表示部、
１６１３…入力部、１６１５…バスライン
【要約】
【課題】３次元の物件情報を好適に提供することを可能とする情報処理装置、情報処理方
法、及びプログラムを提供する。
【解決手段】間取り図画像に基づいて間取り情報を生成する間取り識別部と、間取り情報
を用いて３次元モデルを生成するモデル生成部とを備える。間取り識別部は、間取り上の
壁に相当する線分を検出する線分検出部と、間取り上の部屋に相当する部屋領域を特定す
るセグメンテーション処理部と、間取り図画像に含まれる文字列を認識する文字認識部と
、間取り図画像に含まれる設置物記号を検出する設置物検出部と、部屋領域の部屋の種類
を特定すると共に、部屋構造を補完する統合部とを備える。モデル生成部は、間取りの縮
尺を推定する推定部と、間取り情報により特定される間取りと、縮尺と、推定される天井
高とに基づいて、不動産物件の３次元モデルを生成する生成部とを備える。
【選択図】図１

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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