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あらまし 情報技術の急速な発展により，従来は情報量が膨大であり，扱うことが困難であった自然科学データの蓄

積・配信が容易となった．GEO Gridプロジェクトは 2000年から現在に亘る衛星観測データを収集しており，その収

集量は 150TB程度である．このように，膨大になった自然科学データに対して，地理情報やWebコンテンツなどの

異種情報源を統合することによって新たな価値を生み出すことが求められている．我々は衛星画像とWeb上のコンテ

ンツとの統合を目的とし，時系列衛星画像から抽出した標高値変化を用いて，建造物生成事象に関するコンテンツを

Web上から収集するシステムを提案する．提案システムを実現するため，時系列 ASTER DEMを用いた標高変化事

象の検出，および，標高変化事象をキーとしたWebコンテンツの収集手法の提案を行う．システムのプロトタイプを

作成し，提案手法の評価を行ったところ，衛星観測データから標高変化事象を検出することが可能であり，標高変化

事象から建造物生成事象に関するWebコンテンツを収集可能であることが確認された．
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Abstract It has became easy to accumulate and to deliver scientific data by the evolution of information tech-

nologes. The GEO Grid project has collected satellite observation data from 2000 to present, and the amount of

the collected data is about 150 TB. It is required to generate new values by integrating kinds of information such

as geographic information and natural scientific data. We focus on the integration of remote sensing data and Web

contents, and propose a system that collects Web contents about building construction events by using feature

changes from time series satellite data. The result of evaluation showed that the system detected some building

construction events with appropriate web contents in Tsukuba, Japan.
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1. は じ め に

情報技術の急速な発展により，従来は量が膨大であり，扱う

ことが困難であった自然科学データの蓄積・配信が容易となっ

た．この背景を受けて，近年 e-Science分野における研究が盛

んに行われている．e-Scienceとは，John Taylor氏によって提

唱された言葉であり，高速ネットワーク上で，科学データの相

互利用，統合利用，人的交流などを目指した基盤技術に関する

学術領域である [1]．e-Scienceに関する研究の中でも，衛星観

測データの利用基盤に関する研究が盛んに行われている．その

一つとして我々が参加している GEO Gridプロジェクトがあ

る [4]．

GEO Gridプロジェクトでは，グリッド技術を用いた地球

観測データの大規模アーカイブシステムの開発を行っている．



GEO Gridには，衛星画像や地質データ等の各種地球観測デー

タがアーカイブされており，中でも，光学センサ「ASTER」

によって撮影された画像は 2000 年から現在に亘り，そのデー

タ量はおよそ 150TBにおよぶ．GEO Grid は現在も地球観

測データの収集を続けており，データ量は今後さらに増加す

る．GEO Gridがアーカイブしている地球観測データの中には

DEM(Digital Elevation Model)と呼ばれる地表面高度に関す

るデータがある．DEMは，衛星センサが搭載する角度の違う

2つのセンサからステレオ画像を撮影することで算出され，そ

の解像度は水平方向において 15mである．このデータは通常，

崖崩れ，地震，そして山火事などの自然災害が発生した地域の

観測などに用いられてきた．しかしながら，DEMは地表面高

度情報を有するわけであるから，その応用対象は自然災害のみ

ならず人工建造物も含まれると我々は考えた．本研究では，地

表面高度情報を時系列変化を解析することで人工建造物の生成

事象が発生した時空間情報を検出する．

我々の大学が所在する茨城県つくば市は，近年急速な都市開

発が行われ，大型のショッピングセンターやマンションなどが

次々と建設されている．これらの建造物が建設されたという情

報は，ニュースサイトや口コミサイトなどに多く掲載されてい

る．例えば，つくば市に 2008年に建設された大型ショッピング

センター「イーアスつくば」の開業を知らせるニュース記事 [5]

や，実際にショッピングセンターに買物に行ったという個人ブ

ログの記事を，Web 上で多く確認することができる．その他

にも，マンションに関する口コミサイトでは，新築マンション

に関する情報交換が行われている．特に，マンションが竣工し

た時期から書き込みが活発になる．この様に，実世界で何か事

象が発生すると，その事象に関する情報が Web上にも伝搬し，

その事象に関するコンテンツが新しく生成される．我々は，実

世界のある時空間領域で発生した事象のことをイベントと呼ぶ．

我々は，イベントとして，人工建造物の生成に着目し，衛星観

測データから検出した人工建造物の生成に関する情報を Web

から取得することで，衛星観測データに新たな付加情報を与え

ることが可能であると考えた．本研究では，衛星観測データと

Webコンテンツの統合を目的とし，衛星観測データとWebコ

ンテンツを用いて，衛星観測データから人工建造物の検出を行

い，検出された人工建造物に関する情報提供を行うシステムの

提案を行う．

提案するシステムは，補正，標高変化検出，Webコンテンツ

収集の 3つのモジュールにより構成される．本研究では，建造

物の生成を検出するため，標高値画像である ASTER DEMを

用いる．補正モジュールでは，まず，ASTER DEMの有する

誤差の除去，および標高値に影響を与える雲量の多い画像の除

去を行う．次に標高変化検出モジュールでは，誤差除去を行っ

た ASTER DEMから，時系列で見て標高の変化が発生してい

る領域，および標高の変化が開始，終了する時区間を検出する．

標高変化が発生している領域を，標高変化領域と呼び，標高変

化の開始，終了する時区間を標高変化時間と呼ぶ．また，標高

変化領域，標高変化時間を合わせて標高変化イベントと呼ぶ．

次に，Webコンテンツ収集モジュールでは，標高変化領域内に

存在する建造物の名称，標高変化時間を用いて，Web上から標

高変化建造物の生成事象に関する情報が記述されているコンテ

ンツの収集を行う．建造物の生成事象に関する情報が記述され

ているコンテンツをイベント記述子，標高変化イベントとイベ

ント記述子の組を建造物生成イベントと呼び，Webコンテンツ

収集モジュールは建造物生成イベントを出力する．

標高変化モジュールの精度評価，Webコンテンツ収集モジュー

ルの適合率評価，そしてシステムの有用性評価を行う. 近年都

市開発が盛んに行われている，つくばエクスプレス線研究学園

駅付近の領域に対して標高変化検出を行ったところ，その適合

率は 64%であったことを示す．また，つくば市内に存在する階

数 10 以上であり，近年その生成が確認された 15 件の建造物

から Webコンテンツの収集を行った結果，適合率は平均して

61%であり比較手法にくらべ高い評価を得ることができたこと

を示す．そして，つくば市全域を対象として提案システムによ

り，標高変化イベントおよび関連コンテンツの検出を行ったと

ころ，従来のキーワード検索では検出困難と思われる，イベン

ト関連コンテンツを複数検出することが可能であることを示す.

本論文の構成は次の通りである．2.節では GEO Grid およ

び本研究で扱うデータについて述べる．3.節では関連研究につ

いて述べる．4.節では提案手法について述べる．5.節では評価

について述べ，最後に 6.節にて本論文をまとめる．

2. GEO Gridと衛星画像

本節では、地球観測衛星データの大規模アーカイブシステム

である GEO Gridについて，また，GEO Gridにアーカイブ

されている MODIS および ASTERセンサによる観測データ

について述べる．

2. 1 GEO Grid

GEO Gridとは Global Earth Observation Grid(地球観測

グリッド )を表し，グリッド技術を用いて，地球観測衛星デー

タの大規模アーカイブ・高度処理を行うためのシステムである．

GEO Gridでは仮想組織 (Virtual Organization, VO)と呼ば

れるデザインコンセプトを導入しており，防災，環境保全，地

質といった研究コミュニティの要求に応じて，統合された必要

なデータやサービスを提供している．我々の研究チームは，Big

VOという仮想組織に属しており，Terra衛星および Aqua衛星

に搭載されている MODISセンサが取得したデータと，Terra

衛星に搭載されている ASTERセンサが取得したデータを利用

できる．衛星観測データは GEO Gridのポータルサイトから

Webブラウザを介して得ることができる．

2. 2 ASTER

ASTERセンサは，NASAによって開発が行われた，Terra

衛星に搭載されているセンサの一つであり，可視光線帯域から

熱赤外線帯域までの 14のスペクトルチャンネルを計測可能な高

性能光学センサである．ASTERは Terra衛星に搭載されてお

り、その回帰日数はおおよそ 16日である．ASTERは VNIR，

SWIR，TIRの 3つの独立したセンサ (サブシステム)によっ

て構成されている．各サブシステムが観測できる波長帯域と空

間解像度を表 1に示す [3]．



表 1 ASTER 緒元

サブシステム 観測波長帯域 空間解像度

可視・近赤外線域 (VNIR) 0.52-0.86µm 15m

短波長赤外域 (SWIR) 1.60-2.43µm 30m

熱赤外域 (TIR) 8.125-11.65µm 90m

2. 2. 1 DEM

ASTERセンサは，27.6度後方に近赤外線帯域センサ (立体

視バンド )を持っており，同一波長域直下視のセンサ (バンド 3)

と組み合わせることで立体視が可能である．これら 2つの画像

データ (立体視バンドとバンド 3)に対して，ステレオマッチン

グを行うことで，地表標高データが生成される．このデータは

デジタル標高モデル (DEM)と呼ばれるれ，三次元地図の作成

や，地形分析などに主に使用されている．地表分解能は，1px

あたり 15m，垂直方向の空間解像度は 1mである．ASTERの

管理を行っている「財団法人資源・観測解析センター」による

と，DEMの精度は，垂直方向で 15m程度であり，水平方向で

50mより良いとされている [2]．

3. 関 連 研 究

本節では，本研究と関連する研究として，衛星画像からイベ

ント検出を行う研究，Webコンテンツからイベント抽出を行う

研究，そして衛星画像と Webコンテンツの統合に関する研究

について述べる．

衛星画像から時系列変化を検出する研究として三浦らの研

究 [7]がある．この研究では，高分解能衛星画像と GISデータ

を用いて，新築建造物を検出する手法を提案している．この手

法は，最新の GISデータと，衛星画像を比較し，衛星画像から

抽出した，画素値のエッジや植生指数などを基に，GISデータ

に含まれない建物の検出を実現している．三浦らは，横浜市の

市街地を対象とした解析を行っており，その適合率・再現率は

75～80%程度である．GISデータの構築は一般的に人手を用い

て行われるため，構築にかかる時間が非常に長い．それに対し，

本研究では，衛星画像同士の比較を行うため，比較的短い時間

間隔でのイベント検出が可能であり，また，客観的な検出が可

能である．

Web情報源を用いて，大規模テキストから人間の経験，体験

を抽出する研究として倉島らの研究 [11]，[12]がある．この研究

では，人の動作を，時間・空間・動作・感情などに分け，Web

情報源から収集したコンテンツ内に記述された経験の感情を，

自然言語処理を用いて導き出している．また，Leeらの研究で

は，実世界で発生した事象の記述をWeb上から検出するため，

コンテンツ内に記述された時空間情報と事象の時空間情報を比

較することで実世界で発生した事象とWebコンテンツの類似

度計算を行っている [13]．

また，イベントと衛星画像の統合を行う研究として，岡本

らの研究がある [9]．この研究では，Web上のフリー百科事典

「Wikipedia」から，イベントに関する項目の地理情報と時間情

報を抽出し，衛星画像中にマッピングを行うシステムを考案し

ている．情報統合の面から見ると，この研究は，Web 情報源

から抽出したイベントを基に衛星画像との統合を行っており，

衛星画像から抽出したイベントを基に Webコンテンツとの統

合を行う本研究とは逆のアプローチである．また，この研究が

「Wikipedia」という限られた時空間情報を取り扱う情報源を用

いるのに対して，本研究では，Web 全体を対象としているた

め，この研究では検知できないイベントを網羅的に検知可能で

あると考えられる．

4. 提案システム

4. 1 提案システム概要

本研究では，衛星画像とWeb情報源を用いて，人工建造物か

ら検出した人工建造物の生成事象に関する情報を収集するシス

テムを提案する．提案システムの概要を図 1に示す．システム

は，体積変化の閾値を入力とし，建造物生成イベント f event

を出力とする．建造物生成イベントとは，建設された建造物

の名称 fname，標高変化イベント p event，およびイベント

記述子 e descriptor により構成される．建造物生成イベント

f eventを式 1に定義する．イベント記述子とは，建造物が生

成されたという事象を説明する文書のことであり，Web上から

収集したコンテンツを表す．標高変化イベント p eventについ

ては後述する．提案システムは補正，標高変化検出およびWeb

コンテンツ収集の 3つのモジュールから構成される．まず，補

正モジュールでは，ASTER DEMの有する誤差の除去，およ

び標高値に影響を与える雲量の多い画像の除去を行う．次に標

高変化検出モジュールで，誤差除去を行った ASTER DEMか

ら標高の変化が発生している領域，および標高変化の発生開始，

終了時刻を検出する．標高変化が発生してる領域を，標高変化

領域と呼び，標高変化の発生開始時間，および終了時間を合わ

せて標高変化時間 time spanと呼ぶ．また，標高変化領域，標

高変化時間を合わせて標高変化イベント p eventと呼ぶ．標高

変化イベント p eventを式 2に，標高変化時間 time spanを

式 3に，標高変化領域 regionを式 4に示す．ここで，region

は，2点の位置座標 (x1, y1, x2, y2)によって決まる地球表面上

の矩形領域である．time spanは，時刻 tst，tenによって構成

される時区間であり，tst，ten はそれぞれ，標高変化の発生が

開始した時刻，標高変化の発生が終了した時刻である．Webコ

ンテンツ収集モジュールは，入力を標高変化検出モジュールの

出力である標高変化イベントとし，出力を建造物生成イベント

とする．Webコンテンツ収集モジュールでは，標高変化イベン

トの時空間領域に近い情報が記述されているコンテンツの収集

を行う. この理由は，イベントに関連するコンテンツにはイベ

ントの発生位置と発生時間に関する情報が同時に記述されてい

る可能性が高いと考えるからである．まず，標高変化領域に対

して逆ジオコーディングを行い，標高変化領域内に存在する建

造物の名称を検出する. そして，検出した建造物の名称を用い

てWeb検索エンジンからコンテンツ集合を収集し，この集合

に対して標高変化時間により近い時間情報が記述されたコンテ

ンツを上位とするよう，リランキング処理を行う.



図 1 提案システム概要

f event = (p event, fname, e descriptor) (1)

p event = (region, time span) (2)

time span = (tst, ten) (3)

region = (x1, y1, x2, y2) (4)

4. 2 補 正

補正モジュールは，DEMの有する誤差の除去，また，雲量

の多い画像の除去を行い衛星画像データセットを生成する [14]．

児玉らの研究では，ASTER DEM の精度評価を行っており，

ASTER DEMは垂直方向，水平方向にオフセットが存在する

ことを示している [8]．本モジュールでは児玉らの研究で行なわ

れている ASTER DEMの精度評価方法と同じ方法を用いて画

像の有するオフセット量を計算し，誤差の除去を行う．また，

標高値に影響を与える雲量の多い画像の除去を行う．雲量の判

断を機械的に行うことは困難であるため，肉眼で雲を判断し，

雲量の多い画像を手動で除去する．

4. 3 標高変化検出

標高変化検出モジュールは，入力を建造物生成を検出するた

めのパラメータとし，出力を標高変化イベント p eventとす

る．p eventは，建造物が生成したかどうかに関わらず，標高

値が大きく変化した時空間領域を示す．標高変化検出モジュー

ルは，領域検出モジュールと時間検出モジュールの 2つのサブ

モジュールを持ち，それぞれ，標高変化の発生領域，および時

間の検出を行う．

4. 3. 1 標高変化領域検出

標高変化の発生領域を検出する領域検出モジュールについて

述べる．まず，所持するデータセット内の最も古い DEM画像

I0 と最も新しい DEM 画像 IK−1 を取り出す．ここで，K は

データセット内に存在する画像の枚数である．衛星画像データ

セットは，観測時刻を基にあらかじめ昇順にソートされている

ものとする．つまり，ある画像 Ik の観測時刻は画像 Ik+1の観

測時刻に比べ早い時刻である．次に，I0 と IK−1 の緯度経度

の位置合わせを行い，重複する画素において IK−1 の画素値か

ら I0の画素値を減算し，差分画像D(K−1,0)を生成する．重複

図 2 探索ウィンドウを用いた領域検出手法

しない画素には，画素値 0を代入する．領域検出モジュールで

は，差分画像 D(K−1,0) において，その領域内の画素値総和が

入力閾値を越える領域を検出し，標高変化が発生している領域

regionとして出力する．差分画像から標高変化領域を検出する

手法として，探索ウィンドウを用いた領域検出手法を提案する．

当アルゴリズムを Algorithm 1に，処理概要を図 2に示す．探

索ウィンドウは，差分画像内を縦横に 1pxずつ隈なく移動を行

いながら探索ウィンドウが示す領域に対し標高値総和の閾値評

価を行う．探索ウィンドウの辺サイズを 2pxから任意指定され

た最大幅まで 1pxずつ大きくさせながら，すべての辺サイズに

おいて画像内の探索を行う．探索ウィンドウは現在探索してい

る領域が閾値を越えているならば，自身の位置とサイズを標高

変化領域として出力を行う．また，検出結果の冗長性を排除す

るため，検出した領域が，以前に検出した領域と重複を持つな

らば，その領域はすでに検出されたものとして出力しない．

Algorithm 1 windowSearch(arg img)
1: INP UT :image
2: OUT P UT :regions
3: regions : 出力領域
4: region buf : 出力領域バッファ
5: for i to MAX SIZE do
6: for j to arg img.height do
7: for k to arg img.width do
8: region buf ⇐ new region(k, j, k + i, j + i)
9: if sumV olume(region buf, arg img) >= thsd then

10: regions.add(region buf)
11: end if
12: k + +
13: end for
14: j + +
15: end for
16: i + +
17: end for

18: return regions

4. 3. 2 標高変化時間検出

本節では，標高変化の発生開始時刻と終了時刻の検出を行う

時間検出モジュールについて述べる．4. 3. 1節で検出された変

化領域は，画像 I0 と画像 IK−1 の差分画像から検出されたわ

けであるから，この変化領域は画像 I0が撮影されたタイムス

タンプと画像 IK−1が撮影されたタイムスタンプの間に発生し

たものである．標高変化の情報をより詳細にするため，標高変

化の発生開始時刻 tst および，標高変化の終了時刻 ten の検出

を行う．時間検出モジュールは，領域検出モジュールの出力で

ある変化領域を入力とし，この領域における標高変化の発生時

区間 (tst, ten)を出力とする．まず，衛星画像データセット内の

すべての DEM画像 {I0, · · · IK−1}について region内の標高

値総和 V k
region をそれぞれ計算する．V k

regionは，画像 Ik にお



ける region内の標高値総和であり，式 5で示される．

V k
region =

x2∑
i=x1

y2∑
j=y1

Ik(i, j) (5)

ここで，Ik(i, j)は，画像 Ik における (i, j)番目における画

素値を表す．次に，標高変化の発生開始時刻 tstを求めるため，

最も古い画像 IK−1における当該領域の標高値総和 V K−1
regionと，

他のすべての画像における同領域の標高値総和の差を計算する．

この標高値総和の差のうち，入力閾値を越えるものだけを選択

し，その中で，最も時刻の遅いものを標高変化の発生開始時刻

tst とする．そして同様に，標高変化の発生終了時刻 ten を求

めるため，最も新しい画像 I0 における当該領域の標高値総和

V 0
region と，他のすべての画像における同領域の標高値総和の

差を計算する．この標高値総和の差のうち，入力閾値を越える

ものだけを選択し，その中で，最も時刻の早いものを標高変化

の発生終了時刻 tst とする．以上の処理により，標高変化の発

生時区間 (tst, ten)は求められる．標高変化時間を求めるアルゴ

リズムを Algorithm 2に示す．

Algorithm 2 detectTime(region)
1: INP UT :region
2: OUT P UT :time span
3:
4: tst : 標高変化の発生開始時間
5: ten : 標高変化の発生終了時間
6: thsd : 体積変化閾値
7:
8: for i = 0 to K − 1 do

9: if (V
K−1
region

− V i
region

) >= thsd then

10: time span.tst = timeStamp(i)
11: end if
12: i + +
13: end for
14:
15: for i = 0 to K − 1 do

16: if (V 0
region

− V
K−1−i
region

) >= th then

17: time span.ten = timeStamp(K − 1 − i)
18: end if
19: i + +
20: end for

21: return time span

4. 4 Webコンテンツ収集

Webコンテンツ収集モジュールでは，標高変化検出モジュー

ルで検出された標高変化の発生領域 region，発生時間 (tst, ten)

を入力とし，建造物生成イベント f eventを出力する．まず，

標高変化イベントから，建造物生成によるものを抽出するため，

入力された標高変化領域に対して逆ジオコーディングを行い，

建造物名称を得る．そして，逆ジオコーディングにより得られ

た建造物名称を検索クエリとしてWeb検索を行い，コンテン

ツ集合を収集する．このとき，名称が同じであるが所在する位

置が違う別々の建造物に関するコンテンツが同時に収集される

可能性がある．この問題に対応するため，検索クエリに建造物

が所在する市町村名を AND検索として追加する. これにより，

建造物を市町村単位で一意に決定できる．

次に，入力した標高変化イベントの発生時刻により近い情報

が記述されているコンテンツが高スコアとなるように，収集し

たコンテンツ集合に対してリランキング処理を行う．収集した

コンテンツ集合の各コンテンツを解析し，コンテンツに記述さ

れている時間表現を抽出する．時間表現抽出のために使用した

正規表現 regを式 6に示す．

reg = "[平成]*\d{2,4}[\/年]\d{1,2}[\/月]" (6)

次に，標高変化時間を基に標高変化イベントとの関連が高い

コンテンツを高順位となるよう，収集したコンテンツ集合のリ

ランキング処理を行う．コンテンツと標高変化イベントとの関

連性の度合いは，標高変化の発生時間とコンテンツ内に記述

されている時間との距離とする．まず，入力となる標高変化の

発生開始時刻 tst，発生終了時刻 ten の 2分点となる時刻 tc を

計算する．これらを用いて，コンテンツと標高変化イベント

p eventとの関連度 Scoreを式 7に表す．

Score(p event, pm
fname) =

1

Dis(p event, pm
fname) + 1

(7)

Dis(p event, pm
fname) = min{abs(tn

fname,m − tc)} (8)

ここで pm
fname は，建造物名称 fnameを用いて Web 上か

ら収集したコンテンツ集合のうち m番目のコンテンツである.

Dis(p event, pm
fname)は，コンテンツ pm

fnameに記述された時間

tcと標高変化イベント pm
fname)との時間距離を表す．{tn

fname,m

はコンテンツ pm
fname 内に存在する時間の集合 Tfname,m の要

素であり，Tfname,m={tn
fname,m|n = 0, 1, · · · , (N − 1)}であ

る．abs()は引数の絶対値を出力する関数であり，min()は引

数の集合から最も値の小さいものを出力する関数である．式 8

は，コンテンツ中に存在する時間表現のうち，標高値変化の発

生時間との時間差が最少のものであり，この値が小さいほど，

すなわち標高値の発生時間により近い時間表現が記述されてい

るほどランキングスコアが高くなる．fnameをクエリとして

検索・取得した各コンテンツに対して，ランキングスコアを計

算する．計算されたランキングスコアを用いて，スコアの高い

順にリランキングを行う．リランキングされたコンテンツ集合

の内，順位の高いものを標高変化イベントに対するイベント記

述子として出力する．

5. 評 価

本節では，4.節で述べた提案システムを実装し，評価を行っ

た結果を示す．

5. 1 実 験 環 境

開発環境は表 2の通りである．

表 2 実 験 環 境

CPU Intel Core2 Quad Q6700 2.66GHz

OS Ubuntu 9.10

RAM 3.25GB

開発言語 C++(gcc 4.4.1), ruby1.8

評価で用いるデータは産総研 GEO Gridで処理された解像

度 15mの ASTER DEMを，GEO Gridのポータルサイトか

ら取得した．また，取得したデータの中からつくば市全域が撮

影されており，なおかつ雲量ができるだけ少ないものを手動で



選択した．使用した ASTER DEMの総枚数は，2000年 10月

07日に撮影されたものから 2009年 2月 2日に撮影されたもの

まで 27枚である．

5. 2 標高変化検出モジュールの評価

5. 2. 1 標高変化領域検出の評価

まず，データセット中で最古画像と最新画像である，2000年

3 月 29 日と 2009 年 2 月 2 日撮影の画像から探索ウィンドウ

による手法を用いて標高変化領域を検出し，それらの領域か

ら標高変化時間の検出を行い，評価を行う．探索ウィンドウの

最大サイズは 8pxとし，システムへの入力は体積変化の閾値

800px2m（注1）とする．検出対象領域は 2005年前後より大規模

な都市開発が行われた，つくばエクスプレス線の研究学園駅付

近に限定し，研究学園駅から 2000m以内に存在する領域を抽

出した．この領域を用いて，標高変化発生時間の検出を行った．

また，抽出された領域に対して逆ジオコーディングを行い，新

しく建設されたと推定される建造物名称を出力する．逆ジオ

コーディングを実現するため，ゼンリン社により作成されたつ

くば市の住宅地図データベースを利用している [10]．適合率評

価は，Web情報源を基に検出された建造物の建設時期を求め，

その時期が差分画像作成に使用した画像の間にあるかどうかを

調査する．調査した建設時期が上記時期と重複を持つ場合は成

功，逆に重複を持たない場合は失敗とする．評価結果を表 3に

示す．

表 3 標高変化領域検出の精度評価結果

建造物名 建設事象検出

つくばスカイホテル 失敗

アドヴァンスつくば 成功

イーアスつくば 成功

ガレリアヴェールマンションギャラリー 失敗

サーパスつくば研究学園 成功

パークハウスつくば研究学園けやきレジデンス 成功

パークハウスつくば研究学園さくらレジデンス 成功

ファースト・ラフィーネ・学園 成功

ホテルベストランド 成功

勇ビル 失敗

山新グランステージつくば 成功

日本板硝子（株）技術研究所筑波研究センター 失敗

沼尻産業（株）山中倉庫 失敗

研究学園駅前岡田ビル 成功

標高値変化が発生した領域を検出したところ，604件の領域

が検出された．これらの領域のうち，研究学園駅の周囲 2000m

以内に存在するものは 16件であった．これら 16件の領域に対

して逆ジオコーディングを行ったところ，重複を除いて 14件

の建造物名称が得られた．14件の建造物の内，当該時期に実際

に建設された建造物は 9件，実際に建設されていない建造物は

2件，そして，残り 3件が建設事象不明であった．この結果よ

り，標高変化領域検出の適合率は 64%となる．建設事象が不明

であった 3件の建造物を評価対象から除いた場合，標高変化領

域検出の適合率は 82%である.

（注1）：使用する DEM 画像は 1px あたり 15 × 15m の解像度である．

5. 2. 2 標高変化時間検出の評価

本節では，4. 3. 2節で述べた，標高変化時間の検出手法の評

価を行う．5. 2. 1節での評価にて検出を行った 14件の標高変化

領域から，建設時期が不明であったものを除いた 11件に対し

て標高変化時間の検出を行い，その精度評価を行う．評価結果

を表 4に示す．表 4において，建設事象検出とは，検出手法が

実際の建設事象を検出できているかという指標であり，検出さ

れた時間が実際の建設時期と重複時期を持つ場合，成功，それ

以外の場合は失敗としている．

表 4 標高変化時間検出の精度評価結果

建造物名 建設事象検出

つくばスカイホテル 失敗

アドヴァンスつくば 成功

イーアスつくば 成功

サーパスつくば研究学園 成功

パークハウスつくば研究学園けやきレジデンス 失敗

パークハウスつくば研究学園さくらレジデンス 失敗

ファースト・ラフィーネ・学園 成功

ホテルベストランド 成功

山新グランステージつくば 失敗

日本板硝子（株）技術研究所筑波研究センター 失敗

研究学園駅前岡田ビル 失敗

評価対象 11件の内，実際の建造物の建設時期を検出できた

のは 5件であり，検出できなかったものは 6件であった．従っ

て，検出精度は 45%である．

5. 2. 3 考 察

誤検出であったものは，各画像に発生するノイズが原因であ

ると考えられる．図 3は，2006年 05月に建設された山新グラ

ンステージという大型ホームセンターを包含する標高変化領域

において，その標高値総和を時系列に並べたものである．この

図から，2007年 05月において標高値総和が突出して小さな値

をとっていることが確認できる．今回の実験では，標高変化と

判断する為の閾値を 800px2mとしている為，この図から，ノ

イズの影響により 2007年 05月を標高変化開始時刻として判断

されてしまうことが分かる．本研究では ASTER DEMに対す

る誤差補正を行っているが [15]，補正を行った後の画像におい

ても，標高変化検出に影響を与えるほどのノイズが存在するこ

とが確認された．また，図 3に示した領域以外においても，同

様のノイズを持つ領域が多数存在することが確認された．

5. 3 Webコンテンツ収集モジュールの評価

本節では，Webコンテンツ収集モジュールの単体評価を行

う．入力は，あらかじめ既知である標高変化イベントを用いて，

入力に関するWebコンテンツが収集可能であるか適合率評価

を行う．入力は，つくば市内にある 10階以上の建造物とし，そ

の中で建設時期を調査できたもの 15件を対象とした．4.節で

述べた手法を用いて，各建造物名とその建設時期から建設事象

に関連するWebコンテンツを収集する．Webコンテンツの収

集には Yahoo!Web検索 APIを用いて，建造物名称+所在地と

いう検索クエリから上位 1000件のコンテンツを取得する．そ

の後，取得した上位 1000件のコンテンツすべてに対してスコ



図 3 標高変化領域内における標高値総和の時系列変化

アを計算し，リランキング処理を行う．評価は，各建造物にお

いて，リランキング処理後のランキングにおける上位 10件の

コンテンツに対して適合率評価を行う．コンテンツ内のテキス

トから建造物の建設事象を容易に推定できるとき，そのコンテ

ンツを真，それ以外の場合を偽とする．比較対象として，リラ

ンキング処理を行わず建造物名称+所在地という検索クエリの

みでWeb検索を行った場合の上位 10件における適合率を用い

る．各建造物に対する適合率評価結果を表 5に示す．表 5にお

いて，Proposalは，リランキング処理を行った場合の適合率，

Baselineはリランキング行わなかった場合の適合率である．

表 5 Webコンテンツ収集モジュールの評価

建造物名 P roposal Baseline

サーパスつくば研究学園 0.60 0.50

常陽つくばビル 0.70 0.40

ダイアパレスつくば学園都市 0.70 0.80

エスペリアつくば竹園 0.70 0.30

ミオカステーロつくば竹園 0.80 0.80

デュオヒルズつくば竹園 0.60 0.50

デュオヒルズ学園都市 0.50 0.50

シーズガーデンつくば 0.70 0.30

パークハウスつくば研究学園けやきレジデンス 0.70 0.10

パークハウスつくば研究学園さくらレジデンス 0.90 0.20

ガレリアヴェール 0.20 0.30

アデニウム万博記念公園 1.00 0.25

ミレニオつくば万博記念公園 0.20 0.40

メゾンヴェールつくば 0.70 0.80

レーベンハイムつくばファーストレジデンス 0.20 0.20

平均値 0.61 0.42

表 5より，建造物 15件の内，8件において提案手法が比較手

法を上回る適合率であることを示した．また，適合率の 15件の

平均値を比較しても，提案手法が 61%，比較手法が 42%と，提

案手法による適合率が上回った．検出されたコンテンツの内容

を見ると，比較手法の場合，コンテンツは建造物所有者による

公式コンテンツ等がランキングの上位に位置する傾向があるこ

とに比べ，提案手法の場合，建造物の建設，完成等を知らせる

記事がランキングの上位に配置される傾向が見られた．例えば，

図 4 不正解コンテンツ

検索対象がマンションの場合，比較手法においてはマンション

の建設会社の公式コンテンツ等がランキング上位に配置される

傾向があることに比べ，提案手法においてはマンションの完成

を知らせるニュース記事等が上位に配置される傾向が見られた．

5. 3. 1 考 察

提案手法において誤検出されたコンテンツの解析を行うと，

建造物名称と標高変化時間に近い時間表現が確かに同一コンテ

ンツ内に出現しているが，文脈の違う箇所にそれらが記述され

ている場合が多く確認された．例えば，ブログサイトなどで，

各記事や記事のアーカイブ集などがページ内に同時に記述され

ているコンテンツが挙げられる．図 4は，つくば市研究学園付

近に所在するマンション「サーパスつくば研究学園」を検索ク

エリ，tc = 2008年 03月としてWebコンテンツ収集を行った

際，誤検出となったコンテンツの一部である．このコンテンツ

はブログサイトであり，コンテンツ内の左側にあるブログ本文

には，「サーパスつくば研究学園」という建造物名称が含まれて

いる. しかし，コンテンツ内の右側にある記事の月別アーカイ

ブには，tcに近い「2008年 03月」という時間表現が含まれて

いる．この様に，ブログ本文と月別アーカイブ集のような文脈

の違う文章中に，建造物名称と時間表現がそれぞれ存在する場

合，そのコンテンツは誤検出であるにも関わらず，提案するリ

ランキング処理によって高順位にランキングされてしまうと考

えられる．この問題に対処するため，文書中に登場した時間情

報と位置情報が同じ事象について記述されているものかどうか

の判断を行う必要があると考える．

5. 4 システム評価

本節では，標高変化検出，および Web コンテンツ収集モ

ジュールを組み合わせたシステム全体の評価を行う．まず，

5. 2. 1，5. 2. 2 節で行った実験と同じ手法を用いて標高変化検

出モジュールから標高変化イベントを検出する．そして，5. 3

節で行った実験と同様の方法を用いて，検出した標高変化イベ

ントから関連Webコンテンツの収集を行う．つくば市全域を

対象として建造物生成イベントを検出した結果の内，つくばエ

クスプレス線研究学園駅，および，つくばエクスプレス線つく

ば駅周辺を切り出したものを図 5に示す．図 5において，緑の

矩形領域がイベント発生領域であり，当該領域において，約 30

件のコンテンツ付きイベントが検出され，つくば市全体を対象



図 5 つくば市を対象とした建造物生成イベント検出

とすると約 600件のコンテンツ付きイベントが検出された．

従来のキーワードベースによるWeb検索を用いて建造物生

成事象に関連するコンテンツの収集を行うことを想定した場合，

生成事象が発生した建造物の名称，発生時間が分からず，キー

ワードのみを用いて関連コンテンツの収集を行うことは非常に

困難であると考えられる．これに対し提案システムでは，図 5

に示した通り，ある時空間領域内において網羅的に関連コンテ

ンツを収集することが可能であると考えられる．3.節で述べた，

岡本らの提案するシステム [9]では，一旦 wikipedia 上からイ

ベントを検出した上で衛星画像と統合を行っているため，この

ようにイベントを網羅的に検出することが困難である．

また，図 5内の領域において，研究学園駅周辺に所在するマ

ンション「パークハウスつくば研究学園さくらレジデンス」，

「パークハウスつくば研究学園けやきレジデンス」，「アドヴァ

ンスつくば」，およびショッピングセンター「イーアスつくば」

の竣工や建設に関するコンテンツが見つかった．岡本らの提案

するシステムと比較するため，これらの 4つ建造物名称をクエ

リとして wikipediaのトップページから検索を行い，wikipedia

から建造物建設事象に関する情報が収集可能であるかを調査し

た．その結果，ショッピングセンター「イーアスつくば」に関す

る記事が見つかり，当該建造物の建設時期と建設場所を知るこ

とができたが，残り 3つのマンションについては該当する項目

が検索されず当該建造物の建設に関する記事が見つからなかっ

た．つまり，提案システムを用いることにより，wikipediaと

いう限定されたWeb空間では見つからない情報も収集可能で

あると考えられる．

6. お わ り に

6. 1 ま と め

本研究では，衛星画像とWebコンテンツの統合を目的とし，

衛星画像とWeb情報源を用いた標高変化イベントの検出手法，

および関連コンテンツの収集手法の提案を行った．

時系列 ASTER DEM 画像から標高変化領域，時間を検出

する手法の提案を行った．2000 年から 2009 年に観測された

ASTER DEM画像を用いて，つくばエクスプレス線研究学園

駅付近の新築建造物の検出を行ったところ，64%程度の適合率

で，当該時期に建設された建造物が検出できた．さらに，これ

らの標高変化領域から標高変化時間を検出したところ，45%程

度の適合率で建設事象の発生時間も含め建造物の生成事象を検

出可能であることが分かった．標高変化時間の検出において，

検出精度が低下してしまう原因は，各標高値画像に発生するノ

イズが原因であることが示唆された．

つくば市に存在する 10階以上の高さを持つ高層ビルを対象

に，建造物生成事象に関するコンテンツを Web上から収集し

たところ 61%の適合率で収集可能であることを確認した.

標高変化イベントの検出手法，および関連Webコンテンツ

の収集手法を組み合わせ，衛星画像を用いてWeb上から建造

物生成事象に関するコンテンツの検出を行ったところ，関連コ

ンテンツが検出されることが確認され，衛星画像を用いること

でWeb上から有用な情報を収集可能であることが示された．
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