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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）地上オブジェクトに対する空間位置情報を含む地形情報データから、前記地上オ
ブジェクトの空間位置を決めるのに用いられる地上オブジェクトを表す地上基準フィーチ
ャーを抽出するステップと、
　（ｂ）カメラパラメータの一部または全部が互いに異なるカメラによって獲得した空間
映像において、該空間映像が、フレームカメラによって獲得した航空映像及びラインカメ
ラによって獲得した衛星映像からなり、前記抽出した地上基準フィーチャーに対応する映
像基準フィーチャーを特定するステップと、
　（ｃ）前記空間映像の重畳領域に対し、前記地上基準フィーチャー及び前記映像基準フ
ィーチャー間の幾何学的関係から制限条件式を確立するステップと、
　（ｄ）前記制限条件式から前記空間映像の各々に対する外部標定パラメータを計算し、
前記外部標定パラメータを前記空間映像に適用して前記地上オブジェクトに対する空間位
置を決めるステップと
　を含むことを特徴とする異種センサ統合モデリングによるデジタル写真測量方法。
【請求項２】
　前記地上基準フィーチャーは線形状の地上オブジェクトを表す地上基準線または面形状
の地上オブジェクトを表す地上基準面であり、前記映像基準フィーチャーは前記地上基準
線または地上基準面に各々対応する映像基準線または映像基準面であることを特徴とする
請求項１に記載の異種センサ統合モデリングによるデジタル写真測量方法。
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【請求項３】
　前記地上基準フィーチャーが前記地上基準線である場合に前記ステップ（ｃ）は、前記
地上基準線の両端点、前記空間映像の投影中心、及び前記映像基準線に沿って存在する中
間点が共通の面に存在するという幾何学的関係から前記制限条件式を確立することを特徴
とする請求項２に記載の異種センサ統合モデリングによるデジタル写真測量方法。
【請求項４】
　前記地上基準フィーチャーが前記地上基準面である場合に前記ステップ（ｃ）は、前記
地上基準面に含まれている点と前記映像基準面との間の法線距離が０であるという幾何学
的関係から前記制限条件式を確立することを特徴とする請求項２に記載の異種センサ統合
モデリングによるデジタル写真測量方法。
【請求項５】
　前記地上基準フィーチャー及び前記映像基準フィーチャーは、点形状の地上オブジェク
トを表す地上基準点及び前記地上基準点に対応する映像基準点を各々さらに含み、前記ス
テップ（ｃ）は、前記空間映像の投影中心、前記映像基準点、及び前記地上基準点が同一
線上に存在するという幾何学的関係から誘導した共線条件式を前記制限条件式としてさら
に確立することを特徴とする請求項２に記載の異種センサ統合モデリングによるデジタル
写真測量方法。
【請求項６】
　前記地形情報データはＬｉＤＡＲデータを含み、前記ステップ（ａ）は前記ＬｉＤＡＲ
データから前記地上基準フィーチャーを抽出することを特徴とする請求項２に記載の異種
センサ統合モデリングによるデジタル写真測量方法。
【請求項７】
　前記ステップ（ｄ）は、前記空間映像をブロックで構成するステップと、前記ブロック
内の空間映像に対するバンドル調整により、前記外部標定パラメータと前記地上オブジェ
クトの空間位置を同時に決めるステップとを含むことを特徴とする請求項１に記載の異種
センサ統合モデリングによるデジタル写真測量方法。
【請求項８】
　（ｅ）複数の地形標高モデルのうちの１つ以上の地形標高モデルによる正射補正を通じ
て前記空間映像に対するオルソフォトを生成するステップをさらに含むことを特徴とする
請求項１に記載の異種センサ統合モデリングによるデジタル写真測量方法。
【請求項９】
　前記地形標高モデルはＬｉＤＡＲシステムによって作成したＤＥＭ、ＤＳＭ、及びＤＢ
Ｍを含み、前記ＤＥＭは地表面の高度を表す地形標高モデルであり、前記ＤＳＭは建物を
除いて地表面上に存在する構造物の高さを表す地形標高モデルであり、前記ＤＢＭは地表
面上に存在する建物の高さを表す地形標高モデルであることを特徴とする請求項８に記載
の異種センサ統合モデリングによるデジタル写真測量方法。
【請求項１０】
　地上オブジェクトに対する空間位置情報を含む地形情報データから、前記地上オブジェ
クトの空間位置を決めるのに用いられる線形状の地上オブジェクトまたは面形状の地上オ
ブジェクトを各々表す地上基準線または地上基準面を抽出し、フレームカメラによって獲
得した航空映像とラインカメラによって獲得した衛星映像を含む空間映像において、前記
抽出した地上基準線または地上基準面に各々対応する映像基準線または映像基準面を特定
する基準フィーチャー設定部と、
　前記空間映像をブロックで構成し、前記空間映像に対して、前記地上基準線及び前記映
像基準線間の幾何学的関係または前記地上基準面及び前記映像基準面間の幾何学的関係か
ら制限条件式を確立し、前記制限条件式に対するバンドル調整により、前記空間映像の各
々に対する外部標定パラメータ及び前記地上オブジェクトの空間位置を決める空間位置測
量部と
　を含むことを特徴とする異種センサ統合モデリングによるデジタル写真測量装置。
【請求項１１】
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　前記基準フィーチャー設定部は、前記地上基準面を抽出して前記映像基準面を特定し、
点形状の地上オブジェクトを表す地上基準点をさらに抽出して前記地上基準点に対応する
映像基準点をさらに特定し、
　前記空間位置測量部は、前記地上基準面に含まれている点と前記映像基準面との間の法
線距離が０であるという幾何学的関係から前記地上基準面に対する前記制限条件式を確立
し、前記空間映像の投影中心、前記映像基準点、及び前記地上基準点が同一線上に存在す
るという幾何学的関係から誘導した共線条件式を前記制限条件式としてさらに確立するこ
とを特徴とする請求項１０に記載の異種センサ統合モデリングによるデジタル写真測量装
置。
【請求項１２】
　前記地形情報データはＬｉＤＡＲデータを含み、前記基準フィーチャー設定部は前記Ｌ
ｉＤＡＲデータから前記地上基準線または前記地上基準面を抽出することを特徴とする請
求項１０に記載の異種センサ統合モデリングによるデジタル写真測量装置。
【請求項１３】
　互いに異なる地上オブジェクトに対する複数の地形標高モデルのうちの１つ以上の地形
標高モデルによる正射補正を通じて、前記空間映像に対するオルソフォトを生成するオル
ソフォト生成部をさらに含むことを特徴とする請求項１０に記載の異種センサ統合モデリ
ングによるデジタル写真測量装置。
【請求項１４】
　ＬｉＤＡＲシステムによって作成した地形標高モデルであるＤＥＭ、ＤＳＭ、及びＤＢ
Ｍのうちの１つ以上の地形標高モデルによる正射補正を通じて、前記空間映像に対するオ
ルソフォトを生成するオルソフォト生成部をさらに含み、前記ＤＥＭは地表面の高度を表
す地形標高モデルであり、前記ＤＳＭは建物を除いて地表面上に存在する構造物の高さを
表す地形標高モデルであり、前記ＤＢＭは地表面上に存在する建物の高さを表す地形標高
モデルであることを特徴とする請求項１０に記載の異種センサ統合モデリングによるデジ
タル写真測量装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、異種センサ統合モデリングによるデジタル写真測量方法及びその装置に関し
、より詳細には、互いに異なる映像取得センサによって撮影された映像を統合して地上オ
ブジェクトの３次元位置を決められる異種センサ統合モデリングによるデジタル写真測量
方法及びその装置に関するものである。
【０００２】
　本発明は、大韓民国情報通信部及び情報通信研究振興院のＩＴ中核技術開発事業の一環
として行った研究から導き出されたものである（課題管理番号：２００７－Ｆ－０４２－
０１、課題名：３次元ＧＩＳ基盤電波分析高度化技術の開発）。
【背景技術】
【０００３】
　デジタル写真測量法（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｐｈｏｔｏｇｒａｍｍｅｔｒｙ）とは、カメラ
によって取得したイメージデータから地上オブジェクトの３次元位置情報を抽出し、抽出
した３次元位置情報に３次元地形モデルを適用して最終的にオルソフォト（ｏｒｔｈｏｐ
ｈｏｔｏ）を生成する技術である。
【０００４】
　特に、効率的な３次元地図の作成などのため、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏ
ｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）やＩＮＳ（Ｉｎｅｒｔｉａｌ　Ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ　Ｓｙｓ
ｔｅｍ）を搭載した航空機や衛星に取り付けられたカメラによって獲得した航空映像や衛
星映像から地上オブジェクトの３次元位置情報を抽出する空中写真測量技術が最近注目を
浴びている。
【０００５】
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　一般的に、地上オブジェクトの３次元位置情報は、地上基準点（Ｇｒｏｕｎｄ　Ｃｏｎ
ｔｒｏｌ　Ｐｏｉｎｔ、ＧＣＰ）の特定、特定した地上基準点を用いた標定（ｏｒｉｅｎ
ｔａｔｉｏｎ）処理、及び標定処理によって計算した外部標定パラメータに対する幾何学
的な計算によって得られる。
【０００６】
　地上基準点としては、道路表示板、街灯、建物の曲がり角のように地図上で１つの点で
表し得る地上オブジェクトを用いることができる。地上基準点の３次元座標はＧＰＳ測量
または地上測量によって得られる。
【０００７】
　標定処理は内部標定及び外部標定（相対標定、絶対標定）の順に進行されるか、内部標
定及び空中三角測量（Ａｅｒｏｔｒｉａｎｇｕｌａｔｉｏｎ）の順に進行される。内部標
定によってカメラの焦点距離、主点（ｐｒｉｎｃｉｐａｌ　ｐｏｉｎｔ）、及びレンズの
歪みを含む内部標定パラメータが得られる。内部標定の目的がカメラ内部の光学的環境を
再現するものであるならば、外部標定の目的はカメラと対象物体間の位置関係を規定する
ものである。外部標定はその目的に応じて相対標定と絶対標定に分けることができる。
【０００８】
　相対標定とは重畳領域を有する２つの航空映像の相対的な位置と姿勢の関係を明らかに
する過程である。この時２つの映像の重畳領域を「モデル」といい、このように再構成し
た３次元空間を「モデル空間」という。相対標定は内部標定が行われた後に可能であり、
モデル空間においてカメラの位置と姿勢を取得すると同時に共役点に対する縦視差（ｖｅ
ｒｔｉｃａｌ　ｐａｒａｌｌａｘ）を取り除く。
【０００９】
　相対標定によって縦視差が取り除かれた１対の写真は完全な実体モデルを形成するが、
このモデルは一方の写真を固定させた状態で２つの写真の相対的な関係を規定したもので
あるため、縮尺と水平がろくに合わず、実際の地形とは正確な相似関係を成していない。
よって、このモデルを実際の地形と合わせるためには３次元仮想座標であるモデル座標を
対象空間座標（ｏｂｊｅｃｔ　ｓｐａｃｅ　ｃｏｏｒｄｉｎａｔｅ　ｓｙｓｔｅｍ）に変
換する過程が必要であり、このような過程を絶対標定という。つまり、絶対標定は３次元
座標を有する最小３つの地上基準点を用いてモデル空間を地上空間に変換する過程である
。
【００１０】
　外部標定によって航空写真のカメラ（センサ）モデルに必要な６個の外部標定パラメー
タが決定される。６個のパラメータはカメラの投影中心（ｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅ　ｃｅ
ｎｔｅｒ）の位置Ｘ、Ｙ、Ｚと３次元軸に対する回転要素（姿勢）ω、φ、κである。よ
って、２つの映像の共役点を観測すれば、外部標定によって決められた６個の外部標定パ
ラメータを用いて、例えば前方交会法（Ｓｐａｃｅ　Ｉｎｔｅｒｓｅｃｔｉｏｎ）によっ
て地上座標を得ることができる。
【００１１】
　一方、絶対標定によって１対の重複した写真から各点の３次元絶対座標を測定するため
には少なくとも２つの平面基準点と３つの標高基準点が要る。よって、絶対標定によって
精密な３次元位置測定を行うためには、求められる基準点全部に対する測量、すなわち、
全面地上基準点の測量が必要である。しかし、大規模の航空写真を用いて３次元位置測定
を行う場合、このような全面地上基準点測量作業では過大な時間と費用が必要となる。
【００１２】
　したがって、少数の地上基準点だけに対して測量を施し、測量した地上基準点の地上座
標と、図化機などの精密座標測定機によって得られた写真座標、モデル座標、またはスト
リップ座標を用いて数学的計算によって残りの点に対する絶対座標を決めることができる
が、これを空中三角測量という。空中三角測量では、バンドル調整を通じて外部標定パラ
メータと対象空間座標に対して最小自乗法によって同時解を求める。
【００１３】
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　一方、上述したような過程によって算出した３次元座標は、地表面が所定の基準高度に
位置するという前提条件下で算出されるため、該当３次元座標に地形標高モデル（Ｅｌｅ
ｖａｔｉｏｎ　Ｍｏｄｅｌ）を適用してオルソフォトを生成する。地形標高モデルは、特
定領域に対する地形の高度情報を表わすデータの形態として、対象地域を一定大きさの格
子に分け、空間上に現れる連続的な起伏変化の値を該当格子に数値的に表わしたものであ
る。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　従来のデジタル写真測量方法は、同一映像取得センサ（カメラ）によって撮影された航
空映像または衛星映像に対して地上オブジェクトの３次元位置情報を算出した。
【００１５】
　ところが、最近では光学技術の発達によって様々な映像取得センサから様々な時期にか
けて映像が作られている。例えば、航空映像はフレームカメラによって撮影され、衛星映
像はプッシュブルーム（Ｐｕｓｈｂｒｏｏｍ）センサやウィスクブルーム（Ｗｈｉｓｋｂ
ｒｏｏｍ）センサのようなラインカメラによって撮影される。よって、互いに異なる映像
取得センサによって撮影された映像を統合するための新たな方式のセンサモデリング技術
を開発する必要がある。特に新しいセンサモデリング技術では３次元オブジェクトの位置
を決めるのに必要な基準点の数を最小化することによって全般的な処理速度を改善する必
要もある。
【００１６】
　また、３次元地上座標の決定において、地上基準フィーチャー（ｇｒｏｕｎｄ　ｃｏｎ
ｔｒｏｌ　ｆｅａｔｕｒｅ）として用いられる地上基準点データは、オブジェクト認識の
ような高精度作業ではその正確度が落ちる。また、地上の点に対応する映像上の点を抽出
するためには多くの場合手作業が必須であるが、線や面のような２次元以上のオブジェク
トデータの抽出はわりと自動化の可能性が非常に高い。特に、高い空間正確度により最近
その活用性が増大しているＬｉＤＡＲ（Ｌｉｇｈｔ　Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ　Ａｎｄ　Ｒａ
ｎｇｉｎｇ）データを加工処理すれば、地上基準線（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｌｉｎｅ）または
地上基準面（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｓｕｒｆａｃｅ）を容易に得ることができる。したがって
、ＬｉＤＡＲデータから３次元オブジェクトを自動抽出できる技術の開発が必要である。
【００１７】
　また、デジタル写真測量システムの最終結果物であるオルソフォトを生成するために用
いられる従来の地形標高モデルは地表面を単純化して表している。しかし、地上基準点が
有する空間位置エラーによって地形標高モデルも空間位置エラーを有する。よって、最終
生成されるオルソフォトもこのような地形標高モデルの影響で建物や地上オブジェクトに
対する正射補正がろくに行われないため、様々な空間エラーを有する。
【００１８】
　しかし、ＬｉＤＡＲデータは、正確度と点密度が高いため、複雑な地上構造を精密に表
現できるＤＥＭ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｅｌｅｖａｔｉｏｎ　Ｍｏｄｅｌ）、ＤＳＭ（Ｄｉｇ
ｉｔａｌ　Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｍｏｄｅｌ）、及びＤＢＭ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｂｕｉｌｄｉ
ｎｇ　Ｍｏｄｅｌ）などを生成することができる。よって、ＬｉＤＡＲデータから生成さ
れたＤＥＭ、ＤＳＭ、ＤＢＭを活用してより精密でかつ正確なオルソフォトを作り出す技
術を開発する必要がある。
【００１９】
　本発明は、このような問題に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、互いに
異なる映像取得センサから取得した映像、特に航空映像と衛星映像を統合して地上オブジ
ェクトの３次元位置を決定することができ、地上オブジェクトの３次元位置決定に必要な
地上基準点の個数を減らすか無くすことのできる異種センサ統合モデリングによるデジタ
ル写真測量方法及びその装置を提供ことにある。
【００２０】
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　また、本発明は、点データのみならず線データと面データを活用して、地上オブジェク
トの３次元位置を自動的でかつ精密に決定できる異種センサ統合モデリングによるデジタ
ル写真測量方法及びその装置を提供することを他の目的とする。
【００２１】
　さらに、本発明は、求められる精密度に応じて様々な種類の地形標高モデルを正射補正
に活用して、様々な精密度のオルソフォトを得ることができる異種センサ統合モデリング
によるデジタル写真測量方法及びその装置を提供することをまた他の目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
　上記のような目的を達成するための本発明のデジタル写真測量方法は、（ａ）地上オブ
ジェクトに対する空間位置情報を含む地形情報データから、前記地上オブジェクトの空間
位置を決めるのに用いられる地上オブジェクトを表す地上基準フィーチャーを抽出するス
テップと、（ｂ）カメラパラメータの一部または全部が互いに異なるカメラによって獲得
した空間映像において、該空間映像が、フレームカメラによって獲得した航空映像及びラ
インカメラによって獲得した衛星映像からなり、前記抽出した地上基準フィーチャーに対
応する映像基準フィーチャーを特定するステップと、（ｃ）前記空間映像の重畳領域に対
し、前記地上基準フィーチャー及び前記映像基準フィーチャー間の幾何学的関係から制限
条件式を確立するステップと、（ｄ）前記制限条件式から前記空間映像の各々に対する外
部標定パラメータを計算し、前記外部標定パラメータを前記空間映像に適用して前記地上
オブジェクトに対する空間位置を決めるステップとを含む。
【００２３】
　また、上記のような目的を達成するための本発明のデジタル写真測量装置は、地上オブ
ジェクトに対する空間位置情報を含む地形情報データから、前記地上オブジェクトの空間
位置を決めるのに用いられる線形状の地上オブジェクトまたは面形状の地上オブジェクト
を各々表す地上基準線または地上基準面を抽出し、フレームカメラによって獲得した映像
とラインカメラによって獲得した映像を含む空間映像において、前記抽出した地上基準線
または地上基準面に各々対応する映像基準線または映像基準面を特定する基準フィーチャ
ー設定部と、前記空間映像の重畳領域に対して、前記地上基準線及び前記映像基準線間の
幾何学的関係または前記地上基準面及び前記映像基準面間の幾何学的関係から制限条件式
を確立し、前記制限条件式から前記空間映像の各々に対する外部標定パラメータを計算し
、前記外部標定パラメータを前記空間映像に適用して前記地上オブジェクトに対する空間
位置を決める空間位置測量部とを含む。
【００２４】
　よって、後述する実験結果から明らかなように、本発明によれば、地上オブジェクトの
３次元位置を決めるのに必要な地上基準点の個数を減らすか無くすことができる。特に、
ＬｉＤＡＲデータから地上基準線または地上基準面を抽出する場合には３次元位置決定の
正確性がより一層向上する。
【００２５】
　また、地上基準フィーチャーとして点形状の地上オブジェクトを表す地上基準点をさら
に抽出することが好ましい。特に後述する実験結果から明らかなように、地上基準面と共
にいくつかの地上基準点をさらに活用すれば、３次元位置決定の正確度がより一層向上す
る。
【００２６】
　さらに、前記空間映像をブロックで構成し、前記ブロック内の空間映像に対するバンド
ル調整により、前記外部標定パラメータと前記地上オブジェクトの空間位置を同時に決め
ることが好ましい。よって、本発明によれば、後述する実験結果から明らかなように、必
要な地上基準点の個数を顕著に減らすことができる。
【００２７】
　一方、互いに異なる地上オブジェクトに対する複数の地形標高モデルのうちの１つ以上
の地形標高モデルによる正射補正を通じて、前記空間映像に対するオルソフォトを生成す
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ることが好ましい。この時、前記地形標高モデルはＬｉＤＡＲシステムによって作成した
ＤＥＭ、ＤＳＭ、及びＤＢＭを含み、前記ＤＥＭは地表面の高度を表す地形標高モデルで
あり、前記ＤＳＭは建物を除いて地表面上に存在する構造物の高さを表す地形標高モデル
であり、前記ＤＢＭは地表面上に存在する建物の高さを表す地形標高モデルである。よっ
て、本発明によれば、求められる精密度に符合する様々な精密度のオルソフォトを得るこ
とができる。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明によれば、互いに異なる映像取得センサから取得した映像、特に航空映像と衛星
映像を統合して地上オブジェクトの３次元位置を決定することができ、地上オブジェクト
の３次元位置決定に必要な地上基準点の個数を減らすか無くす効果がある。
【００２９】
　また、本発明によれば、点データだけでなく線データと面データを活用して、地上オブ
ジェクトの３次元位置を自動的でかつ精密に決定できる効果がある。
【００３０】
　さらに、本発明によれば、求められる精密度に応じて様々な種類の地形標高モデルを正
射補正に活用して、様々な精密度のオルソフォトを得ることができる効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　本発明は、航空映像と衛星映像を統合して空中三角測量を行う。航空映像は主にフレー
ムカメラによって撮影され、衛星映像は主にラインカメラによって撮影される。よって、
フレームカメラとラインカメラは、カメラの内的特性（内部標定パラメータ）及び外的特
性（外部標定パラメータ）を含むカメラパラメータのうちの少なくとも一部のカメラパラ
メータが互いに異なる。本発明は、フレームカメラとラインカメラを単一の空中三角測量
メカニズムに統合できる技法を提供する。本明細書では、航空映像と衛星映像を「空間映
像」と称する。
【００３２】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態について説明する。　
　まず、本発明の実施形態について説明し、次に、本発明の実施形態を具体的に実現する
ための数学的原理などについて説明し、最後に、本発明の実施形態による実験結果につい
て説明する。
【００３３】
　１．実施形態
　図１は、本発明の実施形態に係る異種センサ統合モデリングによるデジタル写真測量装
置の構成図である。本明細書において、「異種センサ統合モデリング」とは、フレームカ
メラとラインカメラのように互いに異なるセンサによって獲得した映像において重畳領域
に対する統一した三角測量技法であると定義することができる。
【００３４】
　デジタル写真測量装置１００は、本実施形態で活用されるデータを入力できるマウス、
キーボードなどの入力部１１０と、前記入力部１１０を介して入力されるデータに基づい
て本発明の全般的な機能を行う中央処理装置１２０と、前記中央処理装置１２０の演算に
必要なデータを臨時保管するための内部メモリ１３０と、大容量の入力データを格納する
か出力データを格納するハードディスクなどの外部格納装置１４０と、中央処理装置１２
０の処理結果を出力するモニターなどの出力部１５０とから構成されている。
【００３５】
　図２は、図１に示したデジタル写真測量装置の機能ブロック図である。再構成したデジ
タル写真測量装置１００は、基準フィーチャー設定部２００及び空間位置測量部３００を
含んでおり、オルソフォト生成部４００を選択的にさらに含むことができる。
【００３６】
　一方、本実施形態に係る異種センサ統合モデリングでは、地上基準フィーチャーとなる
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地上オブジェクトに対する３次元位置情報を獲得するために様々なデータを活用する。よ
って、地形情報データ格納部５００には、実測データ５００ａ、数値地図データ５００ｂ
、及びＬｉＤＡＲデータ５００ｃを含む地形情報データが格納されている。実測データ５
００ａはＧＰＳ測量などによって実測した地上基準点の位置情報データである。数値地図
データ５００ｂは地形及び地物に関する様々な空間位置情報を数値化した電子地図データ
である。ＬｉＤＡＲデータ５００ｃはＬｉＤＡＲシステムによって測量した地形空間情報
である。ＬｉＤＡＲシステムは、レーザパルスの移動特性と地上オブジェクトの材質特性
に基づき、地上オブジェクトまでの距離を計算する技法によって高精度の正確な地形モデ
ルを生成することができる。
【００３７】
　基準フィーチャー設定部２００は、地形情報データ格納部５００に格納されている地形
情報データから地上基準点２００ａ、地上基準線２００ｂ、及び地上基準面２００ｃなど
の様々な地上基準フィーチャーを抽出し、抽出した地上基準フィーチャーに対応する空間
映像（３００ａ，３００ｂ）内の映像基準フィーチャーを特定する。
【００３８】
　地上基準点２００ａは、建物のコーナー、噴水などのように地表面上で１つの点で表わ
し得るオブジェクトとして、実測データ５００ａまたは数値地図データ５００ｂから抽出
され得る。地上基準線２００ｂは、道路中央線、河川などのように地表面上で線で表わし
得るオブジェクトとして、数値地図データ５００ｂまたはＬｉＤＡＲデータ５００ｃから
抽出され得る。地上基準面２００ｃは、建物、運動場敷地などのように地表面上で面で表
わし得るオブジェクトとして、ＬｉＤＡＲデータ５００ｃから抽出され得る。映像基準フ
ィーチャーの特定は、公知のパターンマッチング技法によって自動で行われ得る。
【００３９】
　例えば、ＬｉＤＡＲデータ５００ｃによって表されるＬｉＤＡＲイメージが画面に示さ
れ、ユーザは画面上のＬｉＤＡＲイメージで地上基準線を指定する。基準フィーチャー設
定部２００はユーザが指定した地上基準線をＬｉＤＡＲデータ５００ｃから抽出し、それ
に対応する映像基準線を公知のパターンマッチング技法によって自動で特定する。よって
、地上基準線及び映像基準線を構成する点の座標が決定される。入力されるすべての空間
映像に対して上記のような過程を繰り返して基準フィーチャーを特定する。
【００４０】
　また、映像基準フィーチャーの自動特定が誤差範囲を超えるエラーを生じさせた場合、
基準フィーチャー設定部２００は、エラーが生じた映像基準フィーチャーに対するユーザ
の再指定により、該当映像基準フィーチャーを再び特定することができる。しかし、前述
したように、線フィーチャーや面フィーチャーに対する自動化の成功可能性が点フィーチ
ャーよりは遥かに高いため、線フィーチャーや面フィーチャーを活用した映像基準フィー
チャーの自動特定はそのような誤差発生をほぼ回避することができる。
【００４１】
　空間位置測量部３００は、空間映像（３００ａ，３００ｂ）の重畳領域に対する空中三
角測量によって外部標定パラメータを求め、空間映像内の映像オブジェクトに対応する地
上オブジェクトの３次元位置を決める。本明細書の後部でさらに詳しく説明するが、映像
基準フィーチャーの映像座標と地上基準フィーチャーの地上座標などのデータに共線条件
式（Ｃｏｌｌｉｎｅａｒｉｔｙ　Ｅｑｕａｔｉｏｎｓ）及び共面条件式（Ｃｏｐｌａｎａ
ｒｉｔｙ　Ｅｑｕａｔｉｏｎｓ）のような制限条件を適用して空中三角測量を行う。
【００４２】
　空中三角測量では、複数の空間映像をブロックで括って、ブロック単位のバンドル調整
によって外部標定パラメータと対象空間座標（すなわち、地上空間の３次元座標）に対し
て最小自乗法によって同時解を求める。後述する実験では、６個の航空映像を１つの航空
映像ブロックに構成した３個の航空映像ブロックとステレオ対の衛星映像に対して三角測
量を行った。後述する実験結果は、航空映像ブロックとステレオ対の衛星映像を統合して
三角測量を行うものが、ステレオ対の衛星映像だけを用いて三角測量を行うものより地上
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基準点の個数を顕著に減らすことができることを示す。
【００４３】
　オルソフォト生成部４００は、空間位置測量部３００において求めた対象空間座標に所
定の地形標高モデルを適用して必要に応じてオルソフォトを生成する。特に、ＬｉＤＡＲ
データから得られたＤＥＭ、ＤＳＭ、及びＤＢＭを必要に応じて活用することができる。
本実施形態において、ＤＥＭ４００ａは地表面の高度だけを表わす地形標高モデルである
。また、本実施形態において、ＤＳＭ４００ｂは建物を除いて地表面上に存在する樹木及
びその他構造物のような全オブジェクトの高さを表わす地形標高モデルである。また、本
実施形態において、ＤＢＭ４００ｃは地表面上に存在する全建物の高さ情報を含む地形標
高モデルである。したがって、互いに異なる正確度と精密度を有する様々なオルソフォト
を生成することができる。
【００４４】
　例えば、レベル１のオルソフォトは、ＤＥＭ４００ａだけを用いて地形変位に応じた正
射補正を行って得たオルソフォトである。レベル２のオルソフォトは、ＤＥＭ４００ａと
ＤＳＭ４００ｂを皆用いて、地形変位のみならず、建物を除いた地表面上の地上オブジェ
クトの高さに応じた正射補正を行って得たオルソフォトである。レベル３のオルソフォト
は、ＤＥＭ４００ａ、ＤＳＭ４００ｂ、及びＤＢＭ４００ｃを皆活用して、地形変位及び
建物を含む地表面上の全オブジェクトの高さを考慮した正射補正を行って得たオルソフォ
トである。よって、レベル１、レベル２、レベル３の順にオルソフォトの正確度と精密度
が高くなる。
【００４５】
　一方、本発明の実施形態に係るデジタル写真測量方法は、図１及び図２のデジタル写真
測量装置の機能を段階別に実行することによって実現される。つまり、本発明の実施形態
に係るデジタル写真測量方法は、地上基準フィーチャーの抽出ステップ、抽出した地上基
準フィーチャーに対応する映像基準フィーチャーの特定ステップ、空間映像の重畳領域に
対する空中三角測量ステップを含み、選択的にオルソフォト生成ステップを含む。
【００４６】
　また、本発明は、上記方法を実行するためのプログラムを記録したコンピュータで読み
取りできる記録媒体によって実現され得る。尚、上記実施形態は具体的な構成及び図面に
よって特定されているが、このような具体的な実施形態が本発明の範囲を制限するもので
はないことは明らかである。よって、本発明は、本発明の本質から逸脱しない様々な変形
例及びその均等物を含むものであると理解しなければならない。
【００４７】
　２．写真測量学的な原理
　図３（ａ），（ｂ）は、フレームカメラのイメージセンサの構造図とラインカメラのイ
メージセンサの構造図で、図３（ａ）が、フレームカメラのイメージセンサの構造図で、
図３（ｂ）がラインカメラのイメージセンサの構造図である。
【００４８】
　図示したように、フレームカメラは２次元のセンサアレイを有する一方、ラインカメラ
は焦点面（ｆｏｃａｌ　ｐｌａｎｅ）において単一のリニアセンサアレイを有する。リニ
アセンサアレイの１回の露出では対象空間の狭いストリップだけを撮影することができる
。よって、ラインカメラで地上の連続した領域を撮影するためには、シャッターを開放し
た状態でイメージセンサを移動させなければならない。ここで、「映像またはイメージ（
ｉｍａｇｅ）」と「場面（ｓｃｅｎｅ）」の区分が必要となる。
【００４９】
　「イメージ（ｉｍａｇｅ）」は光センサの焦点面における１回露出によって得られる。
「場面（ｓｃｅｎｅ）」は対象空間の２次元領域をカバーし、カメラの属性に応じて１つ
または複数の「イメージ」で構成され得る。このような区分によれば、フレームカメラに
よって獲得した場面は１つのイメージで構成される一方、ラインカメラによって獲得した
場面は複数のイメージで構成される。
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【００５０】
　一方、フレームカメラと同様にラインカメラにおいても、投影中心と、イメージ上の点
と、対応する地上オブジェクトの点が直線上に整列するという共線条件式を満足しなけれ
ばならない。ラインカメラに対して共線条件式は下記の一般式１によって表わすことがで
きる。一般式１の共線条件式は、フレームカメラによって獲得した場面を取り扱うといっ
た時の場面座標（ｘs，ｙs）と同等のイメージ座標（ｘi，ｙi）を含む。しかし、ライン
カメラの場合、場面座標（ｘs，ｙs）はイメージ座標に変換する必要がある。この場合、
ｘs値は対応するイメージの露出瞬間を示すのに用いられ、ｙs値はｙiイメージ座標に直
接関連する（図４）。一般式１においてｘiイメージ座標は焦点面のリニアセンサアレイ
の整列状態に依存する常数である。
【００５１】
【数１】

【００５２】
　但し、（ＸG，ＹG，ＺG）は対象点の地上座標であり、（Ｘt

O，Ｙt
O，Ｚt

O）は露出時
刻ｔにおける投影中心の地上座標であり、ｒ11’～ｒ33’は露出瞬間の回転マトリックス
の要素であり、（ｘi，ｙi）は考慮される点のイメージ座標であり、（ｘp，ｙp，ｃ）は
イメージセンサの内部標定パラメータ（ＩＯＰｓ）である。つまり、ｘp及びｙpは主点の
イメージ座標であり、ｃは焦点距離である。
【００５３】
　フレームカメラとラインカメラの共線条件式間の他の違いは、フレームカメラは単一露
出によってイメージを獲得し、ラインカメラは複数の露出によって場面を獲得するという
点である。よって、ラインカメラの場面と関連する外部標定パラメータ（ＥＯＰｓ）は時
間依存的であり、場面内で考慮されるイメージに依存して変わる。これは、それぞれのイ
メージごとに未知の外部標定パラメータを有することを意味し、場面全体的に未知の外部
標定パラメータが過度に多くなることを意味する。したがって、現実的な理由で、ライン
カメラによって獲得される場面のバンドル調整は関連するすべての外部標定パラメータを
考慮しない。関連するすべての外部標定パラメータに対する考慮には相当な時間と努力が
要るためである。
【００５４】
　ラインカメラと関連する外部標定パラメータの個数を減らすため、多項式（ｐｏｌｙｎ
ｏｍｉａｌ）によってシステム軌跡（ｔｒａｊｅｃｔｏｒｙ）をモデリングする方法また
は標定映像（ｏｒｉｅｎｔａｔｉｏｎ　ｉｍａｇｅ）方法が用いられる。
【００５５】
　多項式によってシステム軌跡をモデリングする方法は、時間の流れに伴うＥＯＰの変化
を決定する。多項式の次数は軌跡の平坦度（ｓｍｏｏｔｈｎｅｓｓ）によって決定される
。しかし、この方法は、多項式によって表わすには飛行軌跡が過度に概略的である点、及
びＧＰＳ／ＩＮＳ観測値を結合しにくい点などの短所を持つ。よって、ＥＯＰを減らすよ
り良い方法は標定映像方法といえる。
【００５６】
　通常、標定映像はシステムの軌跡に沿って等間隔で指定される。特定時刻において獲得
されたイメージのＥＯＰは隣接するイメージ、いわゆる標定映像のＥＯＰの加重平均でモ
デリングされる。
【００５７】
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　一方、ラインカメラのイメージ幾何（ｇｅｏｍｅｔｒｙ）は、関連するＥＯＰの減少方
法を含み、フレームカメラのイメージ幾何よりはより一般的である。言い換えれば、フレ
ームカメラのイメージ幾何はラインカメラのイメージ幾何の特別な場合であると考えるこ
とができる。例えば、フレームカメラによって獲得したイメージは、軌跡と飛行姿勢（ａ
ｔｔｉｔｕｄｅ）が０次元多項式で表されるラインカメラによって獲得される場面の特殊
な場合であると考えることができる。または、標定映像によって作業する場合、フレーム
イメージは１つの標定映像を有するラインカメラの場面として考えることができる。ライ
ンカメラのイメージ幾何に対するこのような一般化は、フレームカメラとラインカメラを
統合できる異種センサの三角測量に直接寄与する。
【００５８】
　３．三角測量プリミティブ
　三角測量の正確性は、関連するデータセットを制御情報によって規定される基準フレー
ムに関連付ける共通プリミティブ（ｐｒｉｍｉｔｉｖｅｓ）をいかに正確に識別するかに
よる。ここで、共通プリミティブとは、２つの映像の重畳領域の地上基準フィーチャーと
それに対応する映像基準フィーチャーのことをいう。従来の写真測量学的な三角測量は地
上基準点、すなわち点（ｐｏｉｎｔ）プリミティブに基づく。しかし、写真測量データが
対象空間の連続的で規則的なスキャニングから得られる一方、ＬｉＤＡＲデータは非連続
的で不規則なフットプリント（ｆｏｏｔｐｒｉｎｔ）で構成されている。よって、このよ
うな写真測量データとＬｉＤＡＲデータの特性を考慮すれば、ＬｉＤＡＲフットプリント
をイメージの対応点に関連付けるのはほぼ不可能である。したがって、点プリミティブは
ＬｉＤＡＲデータに適しておらず、前述したように、線（ｌｉｎｅ）プリミティブと面（
ｓｕｒｆａｃｅ）プリミティブが各々基準線と基準面としてＬｉＤＡＲデータと写真測量
データを関連付けるのに適切である。
【００５９】
　線フィーチャーはイメージにおいて直接識別（特定）できる一方、その共役ＬｉＤＡＲ
線は平面パッチ分割及び交差法（ｐｌａｎａｒ　ｐａｔｃｈ　ｓｅｇｍｅｎｔａｔｉｏｎ
　ａｎｄ　ｉｎｔｅｒｓｅｃｔｉｏｎ）によって抽出することができる。または、ＬｉＤ
ＡＲ線は現在の大半のＬｉＤＡＲシステムが提供するレーザ強度イメージ（ｉｎｔｅｎｓ
ｉｔｙ　ｉｍａｇｅ）においても直接識別され得る。しかし、レーザ強度イメージから抽
出した基準線よりは平面パッチ分割及び交差法によって抽出した基準線がより精巧である
。線フィーチャー以外に、写真測量データセットの空間的プリミティブは、イメージにお
いて識別され得る境界を用いて規定することができる。このような空間的プリミティブは
、例えば、屋根、湖、及び他の均質（ｈｏｍｏｇｅｎｅｏｕｓ）領域を含む。ＬｉＤＡＲ
データセットにおいて、空間的領域は平面パッチ分割（ｐｌａｎａｒ　ｐａｔｃｈ　ｓｅ
ｇｍｅｎｔａｔｉｏｎ）技法によって得られる。
【００６０】
　プリミティブ選択と関連する他の論点は写真測量データとＬｉＤＡＲデータの両方にお
ける表現方式である。それにつき、イメージ空間ラインは該当線フィーチャーに沿って存
在する一連のイメージ点（Ｇ３１Ｃ）によって表される（図５（ａ））。このような表現
方式は、イメージ空間の直線に歪みがある場合のイメージ空間線フィーチャーを取り扱う
ときに良い。その上、このような表現方式は、飛行軌跡の揺動が対象空間の直線に対応す
るイメージ空間線フィーチャーの直線に屈曲を作り出すため、ラインカメラによって獲得
した場面においても線フィーチャーを抽出することができる。一方、重なる場面において
対応するラインセグメントに沿って選択された中間点は共役である必要はない。ＬｉＤＡ
Ｒデータの場合、対象ラインは両端点（Ｇ３１Ａ，Ｇ３１Ｂ）によって表し得る（図５（
ｂ））。ＬｉＤＡＲ線を規定する点はイメージにおいて示す必要はない。
【００６１】
　一方、空間的プリミティブの場合、写真測量データセットにおける平面パッチは３個の
点、すなわち、３個の隅点（Ａ，Ｂ，Ｃ）によって表すことができる（図６（ａ））。こ
の点はすべての重なるイメージにおいて識別されなければならない。線フィーチャーと同
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様に、このような表現方式はフレームカメラとラインカメラによって獲得した場面に対し
て有効である。一方、ＬｉＤＡＲパッチはそのパッチを規定するフットプリントＦＰによ
って表すことができる（図６（ｂ））。この点は平面パッチ分割技法を用いて直接得られ
る。
【００６２】
　４．制限条件式
　４．１．線形プリミティブの活用
　対象空間の両端点で表されるＬｉＤＡＲ線と、イメージ空間の一連の中間点で表される
写真測量学的ラインを互いに関連付ける数学的な制限条件について説明する。
【００６３】
　写真測量データセットは、ＬｉＤＡＲ線の制御ソースとしての直接併合を通じてＬｉＤ
ＡＲ基準フレームに整列する。対応するラインに沿って存在する写真測量学的な測定値と
ＬｉＤＡＲ測定値は下記の一般式２の共面条件式によって互いに関連している。この共面
条件式は、イメージラインに沿って存在する任意の中間イメージ点（ｘk''，ｙk''，０）
に対する投影中心（ＸO’’，ＹO’’，ＺO’’）からのベクトルが、ＬｉＤＡＲ線を規
定する２個の点（Ｘ1，Ｙ1，Ｚ1）及び（Ｘ2，Ｙ2，Ｚ2）とイメージの投影中心によって
規定される平面内に含まれることを示す。言い換えれば、与えられた中間点ｋ’’に対し
、点｛（Ｘ1，Ｙ1，Ｚ1）、（Ｘ2，Ｙ2，Ｚ2）、（ＸO’’，ＹO’’，ＺO’’）、及び
（ｘk''，ｙk''，０）｝が共通の面に存在する（図７）。
【００６４】
【数２】

【００６５】
　但し、Ｖ1は投影中心をＬｉＤＡＲ線の第１端点に連結するベクトルであり、Ｖ2は投影
中心をＬｉＤＡＲ線の第２端点に連結するベクトルであり、Ｖ3は投影中心を該当イメー
ジ線に沿って存在する中間点に連結するベクトルである。中間イメージ点に対し、一般式
２の共面条件式は一般式１の共線条件式と結合されてバンドル調整に用いられる。
【００６６】
　前記制限条件はイメージ空間の線フィーチャーに沿って存在するすべての中間点に対し
て適用される。ラインカメラによって獲得した場面に対し、関連するＥＯＰは考慮される
中間点に関連したイメージに対応しなければならない。知られたＩＯＰを有するフレーム
カメラに対しては、与えられたイメージに対して最大２個の独立的な制限条件が定義され
得る。しかし、自己較正（ｓｅｌｆ－ｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎ）手続きにおいて、歪みパ
ターンがイメージ空間の線フィーチャーに沿って存在するいずれか１つの中間点から次の
中間点まで変わるため、追加的な制限条件はＩＯＰを復旧するのに役に立つ。一方、共面
条件式はラインカメラに関連するＥＯＰのより良好な復旧に役に立つ。そのような寄与は
、システムの軌跡がイメージ空間における線フィーチャーの模様に影響を与えるという事
実に起因する。
【００６７】
　イメージブロックに対しては、少なくとも２個の非共面（ｎｏｎ－ｃｏｐｌａｎａｒ）
ラインセグメントが、再構成される対象空間のデータ、すなわちスケール、回転、及びシ
フト成分などのデータ確立に必要である。そのような要件は、イメージブロックからモデ
ルを誘導することができると仮定し、１つのラインが２個の回転角度だけでなくラインを
横切る２個のシフト成分を規定するという事実によって説明される。他の非共面ラインは
、スケールファクターだけでなく残りのシフト成分及び回転成分の確立に役に立つ。
【００６８】
　４．２．平面パッチの活用
　対象空間で一群の点で表されるＬｉＤＡＲパッチと、イメージ空間で３個の点で表れる
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写真測量パッチを関連付ける数学的制限条件について説明する。例えば、２個の点セット
、すなわち写真測量セットＳPH＝｛Ａ，Ｂ，Ｃ｝及びＬｉＤＡＲセットＳL＝｛（ＸP，Ｙ

P，ＺP）、Ｐ＝１～ｎ｝（図８）で表される面パッチ（ｓｕｒｆａｃｅ　ｐａｔｃｈ）を
考慮する。
【００６９】
　ＬｉＤＡＲ点はランダムに分布しているため、データセット間で点－対－点対応を保障
できない。写真測量点の場合、イメージ空間と対象空間の座標が共線条件式によって互い
に関連している。一方、特定平面（ｐｌａｎａｒ－ｓｕｒｆａｃｅ）に属するＬｉＤＡＲ
点は、同一の対象空間面を示す写真測量パッチと一致しなければならない（図８）。Ｌｉ
ＤＡＲ点と写真測量点の共面性（ｃｏｐｌａｎａｒｉｔｙ）は数学的に次の一般式３で表
すことができる。
【００７０】
【数３】

【００７１】
　前記制限条件はＬｉＤＡＲ点を写真測量学的な三角測量に併合するための制限条件式と
して用いられる。物理的な観点から見ると、この制限条件は、任意のＬｉＤＡＲ点とそれ
に対応する写真測量面間の法線距離（ｎｏｒｍａｌ　ｄｉｓｔａｎｃｅ）は０であるべき
こと、すなわち４個の点からなる４面体の体積が０であるべきことを意味する。この制限
条件は面パッチを構成するすべてのＬｉＤＡＲ点に適用される。また、前記制限条件はフ
レームカメラとラインカメラ皆に有効である。写真測量点に対し、一般式３の制限条件式
は一般式１の共線条件式と結合されてバンドル調整に用いられる。
【００７２】
　唯一の制御ソースで充分になるため、ＬｉＤＡＲパッチはすべてのデータパラメータ、
３個の平行移動要素（ｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎｓ）（ＸT，ＹT，ＺT）、３個の回転要素
（ω、φ、κ）、及び１つのスケールファクターＳを提供しなければならない。図９は、
ある１つの軸に直角であるパッチがその軸方向にシフトを提供すると同時に他軸を横切る
回転角度を提供することを示す。したがって、３個の非平行パッチは１個のデータの姿勢
と標定要素を決めるのに充分である。スケールの決定のためには、３個の平面パッチが１
つの点で交差（例えば、ピラミッド）してはいけない。または、スケールは、図９に示す
ように、第４の平面を併合することによって決定され得る。しかし、空中ＬｉＤＡＲデー
タにおいて垂直パッチを有する可能性は高くない。よって、垂直パッチの代わりに、様々
な（ｖａｒｙｉｎｇ）傾きと外観を有する傾斜したパッチを用いることができる。
【００７３】
　５．実験結果
　本実験では、ＧＰＳ受信機が取り付けられたデジタルフレームカメラ、衛星基盤ライン
カメラ、そしてＬｉＤＡＲシステムを利用した。本実験は次のことを研究した。
【００７４】
　＊フレームカメラとラインカメラによって獲得した場面に対するライン基盤ジオレファ
レンシング（ｇｅｏ－ｒｅｆｅｒｅｎｃｉｎｇ）手続きの有用性。
【００７５】
　＊フレームカメラとラインカメラによって獲得した場面に対するパッチ基盤ジオレファ
レンシング（ｇｅｏ－ｒｅｆｅｒｅｎｃｉｎｇ）手続きの有用性。
【００７６】
　＊衛星場面、航空場面、ＬｉＤＡＲデータ、及びＧＰＳ位置を、統一したバンドル調整



(14) JP 4719753 B2 2011.7.6

10

20

30

40

50

手続きに統合することの影響。
【００７７】
　第１番目データセットは、２００５年４月、Ａｐｐｌａｎｉｘ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｅ
ｎｓｏｒ　Ｓｙｓｔｅｍ（ＤＳＳ）によって１５００ｍの高度で大韓民国大田市を撮影し
た６枚のフレームデジタルイメージで各々構成された３個のブロックを含む。ＤＳＳカメ
ラは１６メガピクセル（９μｍピクセルサイズ）と５５ｍｍの焦点距離を有する。ＤＳＳ
カメラの位置は搭載されたＧＰＳ受信機を用いて追跡した。第２番目データセットは、２
００１年１１月に同一地域に対して撮影されたＩＫＯＮＯＳステレオ対で構成された。こ
の場面はいかなる幾何学的補正も行わないロウイメージ（ｒａｗ　ｉｍａｇｅｒｙ）であ
り、研究目的で提供された。最後に、ＤＳＳカバレッジに対応するマルチストリップＬｉ
ＤＡＲカバレッジが、平均点密度２．６７ｐｏｉｎｔ／ｍ2であるＯＰＴＥＣＨ　ＡＬＴ
Ｍ　３０７０を用いて９７５ｍの高度で収集された。ＤＳＳイメージブロックのうちの１
つのブロック及び対応するＬｉＤＡＲカバレッジの立体的な模様が図１０に示されている
。図１１は、ＩＫＯＮＯＳカバレッジとＤＳＳイメージブロック（四角で表示された部分
）の位置を示す図である。
【００７８】
　ＬｉＤＡＲ基準フィーチャー（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｆｅａｔｕｒｅ）を抽出するため、互
いに異なる傾きと外観（ａｓｐｅｃｔｓ）を有した総１３９個の平面パッチと１３８個の
線フィーチャーが平面パッチ分割及び交差法によって識別（特定）された。図１０は、Ｉ
ＫＯＮＯＳ場面内の中間ＬｉＤＡＲ点群（図１０（ｂ））から抽出したフィーチャーの位
置（図１０（ａ）、小さい円で示された部分）を示す図である。対応する線及び空間フィ
ーチャーはＤＳＳ及びＩＫＯＮＯＳ場面においてデジタル処理された。互いに異なるジオ
レファレンシング技法の性能を評価するため、７０個の地上基準点セットもまた獲得した
。この点の分布は図１１に示されている（三角形模様の小さい点）。点基盤、線基盤、パ
ッチ基盤、及びＧＰＳ補助ジオレファレンシング技法の性能は、２乗平均誤差（Ｒｏｏｔ
　Ｍｅａｎ　Ｓｑｕａｒｅ　Ｅｒｒｏｒ、ＲＭＳＥ）分析によって評価した。互いに異な
る実験において、一部地上基準点はバンドル調整で基準フィーチャーとして用いられ、残
りの地上基準点は確認点（ｃｈｅｃｋ　ｐｏｉｎｔｓ）として用いられた。
【００７９】
　様々なジオレファレンシング方法の性能を研究するため、本発明の発明者らは次の実験
を行った。実験の結果は下記の表１に整理する。
【００８０】
　＊用いられる地上基準点の個数を変化させながら行ったＩＫＯＮＯＳ場面の写真測量学
的三角測量（表１の第二番目コラム）。
【００８１】
　＊用いられる地上基準点の個数を変化させながら行ったＩＫＯＮＯＳ及びＤＳＳ場面の
写真測量学的三角測量（表１の第三番目コラム）。
【００８２】
　＊用いられる地上基準点の個数を変化させながら、かつＤＳＳ露出と関連するＧＰＳ観
測値を考慮しながら行ったＩＫＯＮＯＳ及びＤＳＳ場面の写真測量学的三角測量（表１の
第四番目コラム）。
【００８３】
　＊地上基準点の個数を変更しながら、かつＬｉＤＡＲ線の個数（４５個及び１３８個）
を変化させながら行ったＩＫＯＮＯＳ及びＤＳＳ場面の写真測量学的三角測量（表１の第
五番目と第六番目コラム）。
【００８４】
　＊地上基準点の個数を変更しながら、かつＬｉＤＡＲパッチの個数（４５個及び１３９
個）を変化させながら行ったＩＫＯＮＯＳ及びＤＳＳ場面の写真測量学的三角測量（表１
の第七番目と第八番目のコラム）。
【００８５】
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【表１】

【００８６】
　表１において、「Ｎ／Ａ」とは解を得ることができない、すなわち提供される基準フィ
ーチャーが三角測量手続きに必要なデータを確立するのに充分ではなかったことを意味す
る。表１は次の結果を示す。
【００８７】
　＊三角測量のための唯一の基準フィーチャーとして地上基準点だけを用いた場合、ステ
レオＩＫＯＮＯＳ場面は最小６個の地上基準点を必要とした（表１の第二番目コラム）。
【００８８】
　＊三角測量においてＩＫＯＮＯＳ場面と共にＤＳＳイメージを含めると収斂に必要な（
すなわち、３次元位置測定が可能な）基準フィーチャーの要件を３個の地上基準点に減少
させた（表１の第三番目コラム）。さらに、ＤＳＳ露出ステーションにおけるＧＰＳ観測
値の併合は地上基準点がなくても収斂を可能にした（表１の第四番目コラム）。よって、
衛星場面に何枚かのフレームイメージを併合するのは、地上基準点の個数を減少させなが
らも写真測量学的な再構成を可能にするということが明らかである。
【００８９】
　＊ＬｉＤＡＲ線フィーチャーは、追加の基準フィーチャーがなくてもＩＫＯＮＯＳ及び
ＤＳＳ場面をジオレファレンシングするのに充分である。表１の第五番目と第六番目コラ
ムは、三角測量手続きに追加の基準点を併合するのは再構成結果を大きく向上させないこ
とを示す。さらに、線フィーチャーの個数を４５個から１３８個に増加させるのも三角測
量の結果を大きく向上させないことが分かる。
【００９０】
　一方、ＬｉＤＡＲパッチは、追加の基準フィーチャーがなくてもＩＫＯＮＯＳ及びＤＳ
Ｓ場面をジオレファレンシングするのに充分である（表１の第七番目と第八番目コラム）
。しかし、いくつかの基準点を併合すると結果が相当向上した。例えば、３個の地上基準
点と１３９個の基準パッチを用いた場合のＲＭＳＥは５．４ｍから２．９ｍに減少した。
追加基準点（４個以上の地上基準点）を併合するのは結果に大きな影響がなかった。いく
つかの地上基準点を用いて得た再構成結果は、大多数の用いられたパッチが建物の屋根の
ように緩やかな傾きを有する事実に起因する。よって、ＸとＹ方向へのモデルシフトの評
価は比較的に正確ではなかった。垂直や急激な傾斜のパッチがこの問題を解決することが
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できる。しかし、そのようなパッチは提供されたデータセットにはなかった。さらに、表
１の第七番目と第八番目コラムは、基準パッチを４５個から１３９個に増やしても三角測
量の結果を大きくは向上させないことを示す。
【００９１】
　上記のような互いに異なるジオレファレンシング技法の比較は、パッチ基盤、線基盤、
及びＧＰＳ補助ジオレファレンシング技法が、点基盤ジオレファレンシング技法より良い
結果を示すことがわかる。このような改善はマルチセンサ及びマルチプリミティブ三角測
量手続きを採用する利点を示す。
【００９２】
　追加実験において、本発明の発明者らは、ＬｉＤＡＲ面と共にフレームカメラの場面と
ラインカメラの場面のマルチセンサ三角測量から誘導されたＥＯＰを活用してオルソフォ
トを生成した。図１２（ａ），（ｂ）は、ＩＫＯＮＯＳオルソフォトとＤＳＳオルソフォ
トが並んで置かれているサンプルパッチを示す図である。図１２（ａ）に示すように、生
成されたオルソフォトは、ＤＳＳオルソフォトとＩＫＯＮＯＳオルソフォト間の観測され
たフィーチャーの緩やかな連続性から見るように相当な互換性がある。図１２（ｂ）は、
ＩＫＯＮＯＳイメージとＤＳＳイメージの撮影瞬間の間の対象空間の変化を示す。よって
、フレームカメラとラインカメラからのイメージに対するマルチセンサ三角測量が、時間
的な（ｔｅｍｐｏｒａｌ）イメージの精巧なジオレファレンシングのための環境を提供し
、誘導された対象空間のオブジェクトに対する位置決定の正確度を向上させることは明ら
かである。
【図面の簡単な説明】
【００９３】
【図１】本発明の実施形態に係るデジタル写真測量装置の構成図である。
【図２】図１に示したデジタル写真測量装置の機能的ブロック図である。
【図３】フレームカメラ及びラインカメラのセンサ構造説明図で、（ａ）はフレームカメ
ラ、（ｂ）はラインカメラを示している。
【図４】ラインカメラの場面座標系とイメージ座標系の説明図で、（ａ）はラインカメラ
の場面座標系、（ｂ）はイメージ座標系を示している。
【図５】イメージ空間とＬｉＤＡＲにおけるラインの定義に関する説明図で、（ａ）はイ
メージ空間、（ｂ）はＬｉＤＡＲを示している。
【図６】イメージ空間とＬｉＤＡＲにおける面（パッチ）の定義に関する説明図で、（ａ
）はイメージ空間、（ｂ）はＬｉＤＡＲを示している。
【図７】共面条件式を説明する概念図である。
【図８】イメージパッチとＬｉＤＡＲパッチの共面性を説明する概念図である。
【図９】制御ソースとして平面パッチを用いたデータ最適確立構造の説明図である。
【図１０】ＤＳＳ中間イメージブロックと対応ＬｉＤＡＲ点群の描写図で、（ａ）はＤＳ
Ｓ中間イメージブロック、（ｂ）は対応ＬｉＤＡＲ点群を示している。
【図１１】ＬｉＤＡＲデータとＤＳＳイメージによってカバーされる３個のパッチを有し
たＩＫＯＮＯＳ場面カバレッジの描写図である。
【図１２】本発明の実施形態に係るＩＫＯＮＯＳイメージとＤＳＳイメージのオルソフォ
トと撮影当時の映像を示す図で、（ａ）はＩＫＯＮＯＳイメージとＤＳＳイメージのオル
ソフォト、（ｂ）は撮影当時の映像を示している。
【符号の説明】
【００９４】
１００　デジタル写真測量装置
１１０　入力部
１２０　中央処理装置
１３０　内部メモリ
１４０　外部格納装置
１５０　出力部



(17) JP 4719753 B2 2011.7.6

10

２００　フィーチャー設定部
２００ａ　地上基準点
２００ｂ　地上基準線
２００ｃ　地上基準面
３００　空間位置測量部
３００ａ　航空映像
３００ｂ　衛星映像
４００　オルソフォト生成部
４００ａ　ＤＥＭ
４００ｂ　ＤＳＭ
４００ｃ　ＤＢＭ
５００　地形情報データ格納部
５００ａ　実測データ
５００ｂ　数値地図データ
５００ｃ　ＬｉＤＡＲデータ

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】 【図８】
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