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1．研究背景と目的 

震災後の現地調査において，GPS 受信機や電子

コンパスが搭載されたデジタルカメラやスマート

フォンによって撮影された位置方位情報つき画像

（以下，デジカメ画像）が多く撮影され蓄積され

た．しかしながら，膨大な数の画像が時空間上に

散在した状態で集められたものの，既存の GIS ソ

フトウェア上では空間的に離散した検索や閲覧に

留まり，被災地の現況把握や復旧作業などにおい

て効率的に活用できなかった． 

しかしながら，デジカメ画像の方位情報に着眼

した場合，位置情報だけではできなかった空間的

に連続した検索・閲覧をできる可能性がある．そ

こで，被災地の復旧活動において効率的に活用で

きる画像検索・閲覧を実現することを目的とし，

位置方位情報を用いた，デジカメ画像の新しい検

索・閲覧手法を提案する．本研究では，地図上の

画像群から任意のコンテキスト（文脈）に沿った

画像群を検索・閲覧することをコンテキストベー

スド逆ジオコーディングと定義し[1]，蓄積された

画像群から，復旧活動における点検調査ルートに

沿った画像検索・閲覧ができるかを確かめる． 

また，GPS 単独測位で取得された位置情報は，

数 m 程度の位置精度であるため，数 m 以下の間隔

で撮影されたデジカメ画像を地図上で配列する際

に，相対的な位置関係が崩れる．この課題にも着

目し，コンテキストベースド逆ジオコーディング

後のデジカメ画像の位置配列の修正法を提案する． 

2．手法 

本研究の処理フローを図 1 に示す．まず，地図

上に散在するデジカメ画像群から，地図上に入力

されたトラジェクトリ（移動視点の軌跡）により

生成されたバッファ内に位置するデジカメ画像を

選択する（位置フィルタリング）．同時にバッファ

 

図 1．処理フロー 

内に位置するデジカメ画像を仮想的にトラジェク

トリ上へ移動する（マップマッチング）．次に，ト

ラジェクトリ上で任意視野角を設定し，視野角内

に収まるように撮影されたデジカメ画像を選択す

る（方位フィルタリング）．さらに，抽出されたデ

ジカメ画像をトラジェクトリの始点から近い順に

配列する（コンテキストベースド逆ジオコーディ

ング）．この結果に対して，Scale-Invariant Feature 

Transform (SIFT) [2] でデジカメ画像の特徴点を抽

出し，トラジェクトリ上における相対的な位置配

列のズレを推定する．最後に，ロバスト推定を行

い，相対位置ズレがあったデジカメ画像を正しい

位置配列へ自動修正する．ロバスト推定を用いた

位置配列修正の概要を図 2 に示す． 

 

図 2．ロバスト推定を用いた位置配列修正の概要 

本研究では配列画像間のマッチング点数を元に

位置配列の修正を行う．マッチング点数に異常値

がある場合，その異常値を考慮せずに近似線を生
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成する．また，異常値を持つ 2 枚のデジカメ画像

が位置配列のズレであると判断し，他の画像との

マッチング点数が近似線に最も近いデジカメ画像

と前後関係にあると判断し，並べ替えを行う． 

3．実験 

図 3 および表 1 の GPS カメラ（CASIO EXLIM 

EX-H20G）を用いて，東京都江東区豊洲（764 枚），

宮城県本吉郡南三陸町（2781 枚），福島県福島市

（5253 枚）で撮影した．これらのデジカメ画像を

入力データとした． 

また，SIFT およびロバスト推定により修正した

位置配列を実際の撮影位置の手薄記録を真値とし

て，その一致率を求め，本提案手法の性能評価を

行った．本研究では，撮影位置の前後関係が正し

く配列された 2 枚の画像組み合わせ数を，配列さ

れた 2 枚の画像組み合わせ数で割ったものを一致

率と定義した． 

           表 1．GPS カメラの性能 

 

図 3．EX-H20G 

4．結果 

位置配列の修正法の性能評価を行うため，位置

配列の相対的位置関係が崩れやすい間隔（本実験

では約 0.6m に設定）で撮影した江東区豊洲での実

験データの結果を記述する． 

図 4 は，コンテキストベースド逆ジオコーディ

ングの結果である．2m のバッファと 30 度の視野

角を設定し，位置・方位フィルタリングを行った．  

 

図 4．コンテキストベースド逆ジオコーディングの結果 

（左図：トラジェクトリ入力後，右図：コンテキストベースド

逆ジオコーディング後） 

コンテキストベースド逆ジオコーディングで配

列されたデジカメ画像のズレ修正前と真値の比較

結果を図 5 に示す．  

 

図 5．位置配列修正前後の比較結果 

（左図：ズレ修正前の位置配列と真値の比較結果，右図：ズレ

修正後の位置配列と真値の比較結果） 

ズレ修正前の位置配列と真値の一致率は 76.1%，

ズレ修正後の位置配列と真値の一致率は 80.9%で

あった．これらの結果から，SIFT とロバスト推定

を用いてコンテキストベースド逆ジオコーディン

グの生じた位置配列のズレを修正できることがわ

かった． 

5．結論 

本研究では，被災地の復旧活動において効率的

な画像検索・閲覧をすることを目的とした上で，

位置方位情報を用いた，デジカメ画像の検索・閲

覧を提案した．本研究ではコンテキストベースド

逆ジオコーディングにより，集積された画像群か

ら，復旧活動における点検調査ルートに沿った画

像検索・閲覧ができることを確かめた． 

さらに，GPS 単独測位の測位精度を考慮した，

地図上でのデジカメ画像の位置配列の修正法を提

案し，実験結果からコンテキストベースド逆ジオ

コーディングの性能向上の実現を確認した． 
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機材名 CASIO EXLIM EX-H20G

ピクセル数 4320 pixel * 3240 pixel

記録形式 JPEG

付属機能 GPS受信機，電子コンパス

測位方法 単独測位

測位精度 5 m

位置・方位フィルタリング
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