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１．はじめに 

 近年，航空機デジタルカメラを始めとして GPS/IMU（IMU：慣性計測装置），画像相関によるステレ

オ処理など，写真測量分野において急速にデジタル化が進んでいる．それにより，これまで人間が行

ってきた種々の作業が自動化或いは半自動化され，作業の効率化が可能となる．本研究は，それらの

自動処理によってどの程度の作業効率化を図ることができ，またどの程度の精度を持った成果物が得

られるかを検証するものである． 

 

２．研究概要 

 平成 18 年度は，「くにかぜⅡ」に搭載しているフィルムカメラ RC30 で撮影したつくば地区の画像を

使用し，空中三角測量により得られた外部標定要素と GPS/IMU 直接定位から得られた外部標定要素を

それぞれ図化名人でステレオ処理することにより，オルソ画像を作成した． 

 

３．研究内容と結果 

３．１ オルソ作成作業のフローチャートと所要時間 

 今回の検証では，「くにかぜⅡ」に

搭載しているフィルムカメラ RC30

で撮影したつくば地区の空中写真

（撮影縮尺 1/8,000,４コース 48枚）

を使用した．カメラには Applanix

社製の GPS/IMU 装置（POS/AV510）が

装着されており，取得した GPS/IMU

データを POSPac というソフトで解

析することにより，外部標定要素を

算出することができる．今回は，

GPS/IMU データから算出した外部標

定要素と空中三角測量実施による外

部標定要素を使用し，図化名人で自

動処理を行うことによりそれぞれの

オルソ画像を作成した．なお，今回

はオルソ画像作成の際にブレークラ

インを引くなどの補正は一切行っていない．オルソ画像作成作業の流れと各工程におけるおおよその

所要時間を図－１に示す． 

 具体的な作業内容として，まず，Leica 社製フィルムスキャナ DSW700 を用いて撮影フィルムをスキ
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図－１ オルソ作成作業のフローチャートと所要時間



ャンする．48 枚の画像を 20 ㎛（1270dpi）カラーでスキャニングするのにかかる時間は，スキャナの

設定 30 分を含めておよそ 270 分である．空中三角測量の場合には，スキャニングしている間にやるべ

きことは特にないが，GPS/IMU を使用する場合には，スキャニングの待ち時間を利用して GPS/IMU の

データ解析を実施し外部標定要素を求めることができる．この解析に必要な時間は長くても 60 分程度

であり，スキャニングし終える前に解析を完了させることができる． 

 スキャンが終了したら，図化名人のプロジェクトを作成する作業に移る．これは，空中三角測量と

GPS/IMU データ使用の両者に共通の作業である．所要時間はおよそ 15 分くらいである．これを終える

と，空中三角測量に移る．４コース 48 枚の空中写真を使用する場合，空中三角測量実施に必要な時間

はおよそ 120 分である．一方，GPS/IMU データを使用する場合は，既に外部標定要素の算出が終わっ

ているため，空中三角測量の実施に必要な 120 分は全く不要になる．ここが，GPS/IMU データを使用

することによる効率化の最たるところである． 

 外部標定要素を求めた後は共通の作業である．図化名人においてはまず，外部標定要素を使用して

画像相関をするための準備として偏位修正を実行する．偏位修正に必要な時間はおよそ 60 分である．

その後，オルソ画像を作成する際に参照する DSM を画像相関により取得し，それを用いてオルソ画像

を作成する．これらの処理に必要な時間は，およそ 300 分である． 

 従って，フィルムのスキャニングからオルソ画像作成にかかった総時間は，空中三角測量実施のケ

ースが 12 時間 45 分，GPS/IMU データを使用した場合が 10 時間 45 分である．ちょうど，空中三角測

量実施に必要な２時間分の短縮が図れたことになる． 

 

３．２．オルソ画像精度検証  

 作成したオルソ画像の精度検証として，地上検証点をオルソ画像上で計測し，誤差を求めた．また，

標定精度とオルソ画像の位置精度の関係を考察するために，図化名人で地上検証点の実体視計測を行

った．なお，地上検証点は VRS-GPS 測量によって計測し，その座標値を正解値として誤差を計算した．

検証点誤差の統計表を表－１に示す．また，直接定位を使用した場合の地上検証点誤差を図－２に示

す． 

 

表－１ オルソ画像の地上検証点誤差（単位：ｍ） 

つくば（空三） つくば（直接定位） 
  

実体視計測 オルソ計測 実体視計測 オルソ計測 

絶対値平均 0.12 0.06 0.28 0.23 

絶対最大値 0.31 0.29 0.75 0.68 
北

距 
RMS 0.14 0.08 0.34 0.28 

絶対値平均 0.10 0.18 0.07 0.23 

絶対最大値 0.34 0.65 0.31 1.79 
東

距 
RMS 0.11 0.20 0.09 0.30 

絶対値平均 0.17 0.20 0.30 0.35 

最大値 0.38 0.70 0.77 1.79 
水

平 
RMS 0.18 0.22 0.35 0.41 

 



 

 表－１から，水平誤差の最大値については，どちらの

外部標定要素を用いても，実体視計測の誤差に比べてオ

ルソ画像計測の誤差が大きくなっていると分かる．また，

絶対値平均や RMS の値の比較から，どちらの外部標定要

素についても実体視計測の結果よりごくわずかに水平誤

差が大きくなっていると分かる．さらに図－２から，各

点ごとの比較においても，実体視計測の誤差とオルソ画

像計測の誤差の大小はおおよそ対応していると分かる．

このことから，ステレオ画像マッチングという不確定要

素を含む画像処理を行うことによって，実体視計測より

誤差が大きくなる場所も存在するものの，オルソ画像全

体としての位置精度は，外部標定要素の結果に依存する

という結論を導くことができる．なお，今回の検証地区

は平地であり高層建物が少ないつくば地区であったため，

「ディジタルオルソ作成の公 共測量作業マニュアル」

に定める位置精度（撮影縮尺 1/6,000～1/8,000 においては水平誤差の RMS で 1.0ｍ）を満たすことは

できたが，図－３，図－４のように樹木や自動車，高架物などに影響されて歪んでいる箇所も多く，

他の地区においてもこのような位置精度結果に収まるかどうかは疑問である． 

 

 

図－３ 国土地理院周辺オルソ画像 
（つくば空中三角測量） 

地表面の歪み 

図－２ 地上検証点水平誤差（つくば地区直接定位）

東距 [m] 

0.5m 

北 

距 

[m]

南進コース 

東距 [m] 

0.5m 

北 

距 

[m]

南進コース 

実体視計測結果 オルソ画像計測結果 



４．まとめ 

 今回の検証から，４コース 48 枚のカラー画像の場合，

GPS/IMU を使用することによりオルソ画像作成の時間が

およそ２時間短縮できることが分かった．また，オルソ

画像の位置精度は，使用する外部標定要素の精度に影響

されることが確認できた．通常のオルソ画像作成におい

ては，完成物の品質確保が優先事項であるため，GPS/IMU

データを過度に信頼するのは避けた方が賢明であるが，

災害時など精度よりもスピードが優先される場合におい

て相当のスピードアップが図れることが分かった．近年，

高精度なステレオマッチング処理ソフトの販売もなされ

ているので，今後はそれらのソフトを使用して自動デジ

タル処理に関する工程の検証及び精度検証を行う予定で

ある． 
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