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画像認識を活用した都市調査手法の確立に向けて 

― 物体検出とセグメンテーションによる調査項目と画像取得手法の提案 

Towards the establishment of urban survey methods using image recognition 
- Proposal of objects to be identified by semantic segmentation and object detection, and 

of an image acquisition method 
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This article discusses the possibility of changes in the methods and contents of urban planning surveys as image 
recognition technologies quickly advance, and later introduces a result of preparatory survey of people's place 
perception and a method to collect urban images. In urban planning, the use of image recognition technologies may 
(1) increase the efficiency and at the same time reduce the cost of land use and building surveys, (2) increase the 
frequency of vacant house surveys, and (3) make it possible to investigate how objects in public and private spaces 
affect people’s perception of place. As for the human perception of place, the preparatory survey showed that specific 
kinds of objects on streets attracted attentions, and objects that need to be detected from the urban scape images were 
selected based on the result. Finally, Image acquisition method is also described. 
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1. はじめに 
1-1. 研究の背景と目的 
日本では、都市計画法第 6 条の規定に基づく基礎調査の一つ

として、土地利用の現況と変化の動向を把握するため、都道府県

が主体となり土地利用現況調査が概ね5年ごとに行われている。

例えば、東京都では2016年に区部、2017年に多摩・島嶼地域の

調査を実施し、その結果を「東京の土地利用」及び土地利用現況

図としてまとめている1)。また、人口及び世帯数が減少局面に入

り、市街地の内部で空き家・空き地の増加が課題となっているこ

とから、各地の自治体において空き家調査が行われるようになっ

ている。これらの調査は一般に調査員の巡回・目視によって行わ

れており、個人による基準の相違やヒューマンエラーの発生とい

った問題が発生する可能性があることに加え、調査頻度の限界に

繋がっている。都市の変化のスピードに対応し、きめ細かな情報

収集を行うため、都市に関する各種調査の精度及び頻度の向上が

求められる。 
都市計画基礎調査の内容については、各年代の都市の課題に

応じてマニュアルに適宜改定が加えられてきている。現在では、

都市空間を利用する人々の主観的な印象や評価を都市計画に組

み込むことに対しても関心が向けられており 2)、Place-based 
planning（「場」に着目した都市計画）の考え方を導入していく上

で、今後は基礎調査の枠内で市街地景観の要素とそれに対する

人々の認知を定量的に把握することも必要とされるであろう。 
本稿は、こうした内容を含む新たな都市調査の手法として画

像認識技術を用いることを提案し、その確立のために実施した基

礎的な調査や技術開発の内容を紹介するものである。 
1-2. 本稿の構成 
 第2章では、画像認識及び画像取得に関する技術の概要を示し、

都市調査への応用の可能性について述べる。その上で、人々の認

知への影響を踏まえて検出すべきデザインエレメントを検討す

るために実施した簡易的な調査とそれに基づく調査項目案を第

3章で示し、市街地景観の調査にあたっての空間的単位の設定と、

単位ごとの画像取得に用いた方法を第4章で紹介する。 
 
2. 画像認識技術の概要とその応用に関する視点 
2-1. 画像認識 
画像認識 (image recognition) は、画像及び動画から文字や顔な

どのオブジェクトや特徴を認識し検出するパターン認識技術で

あり3)、コンピュータービジョン分野の重要な研究領域となって

いる。その代表的な手法である畳み込みニューラルネットワーク

（CNN）の登場及びモデルの改良 4) 5) 6) によって精度の良い学習

が可能となりつつあることから、近年では様々な分野に画像認識

技術が応用され目覚ましい成果を挙げている。ドイツの研究グル

ープが2016年に発表したCityscapes dataset は、複雑な市街地の

景観を把握するため、セマンティックセグメンテーション（画像

にどのような要素が写っているのかを画素ごとに検出する、画像

認識の一種）の学習モデルを構築・テストするために作成された

市街地景観画像のデータセットであり、分類の項目である「クラ

ス」が 30 種類設定されている 7)。市街地画像の認識は、主に自

動運転のために開発が進められているため、Cityscapes datasetで
は建物が全て「建物」に分類され、また道路や歩道上に存在する

物体についても「電柱」「標識」以外は考慮されていない。本研

究の目的である、土地利用や建物の用途・形態等に関して現在行

われている都市調査を効率化すること、及び人々による場所の認

知の把握に画像を用いることを達成するためには、建物の種別や

道路上の物体をさらに細かく分類し、その存在を把握する必要が
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ある。また、既存のデータセット及び学習アルゴリズムは欧米の

街並みを反映したものであり、日本を含むアジアの都市景観とは

その様相が大きく異なっていると考えられる。このことが学習の

精度に与える影響についても考慮し、必要に応じて新たなアルゴ

リズムを開発することが求められる。 
なお、市街地画像の識別への活用が期待できる技術として、セ

メンティックセグメンテーション（semantic segmentation）と物体

検出（object detection）の2 種類が挙げられる。セマンティック

セグメンテーションとは、画像のどの領域が何を写しているのか

を画素ごとに特定し検出するもので、広がりを持つ要素の検出に

適している。住宅や商業施設、工場といった各類型の建物の外観

を学習させれば、実際の市街地に存在する用途が未知の建物につ

いても画像からその用途を推定することが可能となる。また、管

理水準の低い建物を学習させることで、実際の建物の管理水準を

数値化し、その低下を検知することが可能となる。 
一方、物体検出とは画像内に特定の物体がどこに何箇所存在す

るのかを検出するもので、道路上に設置されている信号機や電柱

等の設備、看板や広告、また公共空間でのアクティビティに影響

を与えるベンチや遊具といった要素の検出に適している。以下で

は、物体検出の利用が適していると考えられ、道路や公園・広場

等の公共的空間または公共的空間から見える範囲に存在し、人々

の認知に影響する種々の物体を「デザインエレメント」と称する。 
2-2. 画像取得 
 画像認識による分析を行うためには、市街地の画像を多数取得

する必要がある。現時点で広範囲をカバーしているものとしては

Google ストリートビューやオープンストリートマップ等が挙げ

られる。また、地域内を走行する自動車やバイクに搭載したカメ

ラやセンサを用いて市街地環境を把握する実証的な研究が、路面

のひび割れ 8) やトンネル内部の状態 9) 等の点検を目的として進

められており、車載カメラによる市街地画像の収集システムが幅

広く運用されるようになれば、常にリアルタイムで都市の状況を

モニタリングすることが可能となる。 
2-3. 小括 
上述の通り、画像認識技術を活用することで、都市計画・まち

づくりの分野では、(1) 土地や建物の見た目を学習させ、画像か

ら自動的に土地利用や建物用途を類推・判定できるアルゴリズム

を構築することで、従来の都市計画基礎調査のコストを抑え、ヒ

ューマンエラーや個人差を解消する、(2) 土地や建物の管理水準

を画像の特徴量に基づいて数値化することにより、各物件が空き

家等である可能性を随時自動的に判定し、管理水準の低下を周辺

住民や自治体に通知する仕組みを整備する、(3) 人々の都市空間

の認知に影響する要素についての新たな調査が可能となる、とい

った効果が期待される。 
 
3. 市街地景観に対する人々の認知に影響する要素の特定 
第2章で述べた通り、既存の市街地景観データセットでは土地

利用・建物用途及びデザインエレメントが検出項目として分類さ

れておらず、そのままでは都市調査に用いることが困難である。

新たに開発するアルゴリズムではデザインエレメントの検出を

行うが、前提としてどのような物体が人々の空間の認知に影響す

るのかを把握する必要がある。古賀ら(1999) 10), 小島ら(2002) 11) 
は、人々の語りを分析するキャプション評価法を提案し、記述に

登場した要素を分類・集計している。また、山本ら(2005) 12) は
人々に写真を撮影してもらい好ましい・好ましくないと判断され

た景観の画像に含まれる景観構成要素の特定を行い、37 種類を

提示している。これらを参考にしつつ、物体検出が可能なように

明確に区分するため、追加的な調査を行った。 
 具体的には、研究グループに所属する都市工学専攻の教員・学

生と、都市計画に関する専門知識を持たない回答者を含む計 28
名（調査概要及び回答者のデータは表-1 の通り）が、東京都市

圏から無作為に抽出した100枚の画像を一人あたり20枚見て、

それぞれの画像に対して感想及び影響を与えたと感じる要素を

記述した。要素の特定が目的であるため、感想の内容が画像の場

所に対して肯定的か否定的かはここでは考慮しない。 

 
 記述された内容を分類したものが表-2 である。デザインエレ

メントへの言及が448回と最も多く、建物の種類が163回、建物

の形状・様相が161回と続いた。また、デザインエレメントに関

する記述の内訳は緑（植え込み・生垣・公園の樹木等を含む）が

148 回と最も多く、全部で 48 種類のデザインエレメントが場所

の印象に影響を与えると評価された。 
 

【表-2】カテゴリ別の記述回数 
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【表-1】調査概要及び調査回答者の属性 
調査時期 2019年4月26日 〜 5月7日 
回答人数 28 
性別 男性 

女性 
10 
18 

職業 大学生・大学院生 
大学教員 
会社員・公務員 
医師・医療事務 
主婦 
その他 

10 
2 
6 
3 
5 
2 

年齢 18〜29歳 
30〜39歳 
40〜49歳 
50〜59歳 
60歳以上 

14 
3 
2 
4 
5 

専攻（学生・ 

大卒者のみ） 

都市工学 
建築 
医学・薬学 
法学 
文学 
政治・経済・国際 
その他 

7 
2 
4 
3 
3 
4 
4 

 

- 190 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.18, 2019年 8月 

Reports of the City Planning Institute of Japan, No.18, August, 2019 

 

 

 

【表-3】画像認識によって検出する項目案 
 ｶﾃｺﾞﾘ 項目 ① ② ③ ④ 

セ

グ

メ

ン

テ

|

シ

ョ

ン 

路面 アスファルト ◯ △ △ △ 

色付きアスファルト ◯ 

石畳 ◯ 

インターロッキング ◯ 

砂利 ◯ ◯ ◯ 

歩道 ◯ ◯ ◯ 

側溝 ◯   

建物 独立住宅 ◯ △ ◯ ◯ 

集合住宅 ◯ ◯ ◯ 

公共施設 ◯ ◯ ▲ 

商業施設 ◯ ▲ 

工業施設 ◯   

仮設建物 ◯   

農林漁業施設 ◯   

その他の建物  ◯ ◯ 

歴史的建造物    ◯ 

駐車場 ◯ ◯   

鉄道・港湾等 ◯ ◯   

境界装置 塀  ◯ △ △ 

フェンス  ◯ 

その他の

土地利用・ 

背景 

屋外利用地 ◯    

公園、運動場等 ◯  ◯ ◯ 

未利用地等 ◯  ◯  

農用地等 ◯   ◯ 

水面、河川、水路 ◯  ◯ ◯ 

森林 ◯   ◯ 

原野 ◯  (a)  

山 ◯  (a) ◯ 

空 ◯ ◯   

階段 ◯  ◯  

物

体

検

出 

道路施設 街灯（照明） ◯  ◯ ◯ 

電柱 ◯ ＊  ◯ 

信号機 ◯ ＊   

交通誘導灯 ◯    

交通標識 ◯ ＊	  △ 

看板 ◯ 	 ◯ 

検知器 ◯    

交通静穏化装置 ◯    

車両用防護柵 ◯ ＊   

カーブミラー ◯    

排気筒 ◯    

街路樹 ◯ ＊  ◯ 

点字ブロック ◯    

道路標示 ◯    

横断歩道 ◯    

高架道路 ◯  (b) ◯ 

歩道橋 ◯    

パーキングメーター ◯    

駐輪機 ◯    

公共交通 高架鉄道 ◯  (b)  

踏切 ◯ △ 

電停 ◯ 

バス停 ◯ 

タクシー乗り場 ◯ 

公共 

サービス 

公衆トイレ ◯    

電話ボックス ◯ 

郵便ポスト ◯ 

電気系設備 ◯ 

消火設備 ◯ 

ゴミ置場 ◯ 

マンホール ◯ 

モニュ 

メント 

親水装置（噴水等） ◯    

記念碑 ◯  

ゲート（鳥居含む） ◯ ◯ 

時計 ◯  

商業・広告 可動式広告 ◯  △  

固定式広告 ◯ 

デジタル広告 ◯ 

自動販売機 ◯  

生活 椅子 ◯  ◯  

掲示板 ◯  

植木鉢 ◯ ◯ 

落書き ◯  

パイロン ◯  

遊具 ◯  

その他 

構造物 

物置 ◯    

室外機 ◯ 

①今回の提案, ②Cityscapes dataset, ③古賀ら/小島ら, ④山本ら における扱い。
（◯項目あり, △カテゴリ内分類なし, ▲項目内でさらに分類, ＊セグメンテー
ションによる識別, ( )各項目が以下の分類に含まれていると判断した (a)：「地
形」, (b)：「インフラ設備」） 
 
 調査結果を踏まえ、物体検出及びセマンティックセグメンテー

ションによって新たに検出すべき項目案を決定した。既往研究や

既存のデータセットとの対応は表-3 の通り。建物用途・デザイ

ンエレメントの項目を細かく分類した点が今回の提案の特徴で

ある。学習モデルの構築を通して、市街地景観を撮影した画像か

らこれらの要素を精度よく検出していくことが期待される。 
 
4. 市街地調査の空間的単位の設定と画像の取得手法 
画像を活用して市街地空間を網羅的に把握するにあたっては、

調査単位として町丁目や小ゾーン、街区といった単位よりもミク

ロなスケールで空間を区分することが必要である。そこで、道路

をすべての交差点および隣接する交差点間の部分に分けた空間
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的単位を設定することとした。（図-1） 

 

【図-1】道路における空間的単位の設定例 
 
筆者らの研究グループが市との共同研究を実施している東京

都国立市富士見台地区を対象として、すべての道路を区分したと

ころ、811 の区間が設定された。各区間の中心点を代表点とし、

それに最も近い位置で撮影されたGoogle ストリートビュー画像

を、Google Street View Image APIを利用したコマンドラインツー

ル13) を用いて自動取得した。このツールでは画像の撮影方向を

指定できるため、道路方向とそれに垂直な方向を合わせた4方向

の画像を取得したいと考えたが、東京都地理情報システムデータ

では道路区間はポリゴンデータとなっており、道路方向を直接指

定することができない。そこで、QGIS上でGRASS GISプラグ

インを用いてbounding boxを描画してポリゴンの最北端・最南端

の緯度及び最東端・最西端の経度を算出し、ポリゴンのすべての

頂点の緯度・経度の値と一致するものを照合することで、最北

端・最南端の経度及び最東端・最西端の緯度を求めた。これで四

端の緯度・経度がすべて判明したので、最北端と最東端、最南端

と最西端の中点どうしを結ぶ線の方角を算出し、これを「道路方

向」とみなすこととした。 
 上記の方法で方向を定めることにより、対象とする地域に含ま

れるすべての道路単位の、中心点から道路方向及びそれに対して

90°・180°・270°の方向を撮影した 4 枚の画像を自動取得す

ることができた。ここに最北端と最東端の中点から道路方向に対

して180°の方向を撮影した画像、最南端と最西端の中点から道

路方向を撮影した画像を加えた計6枚を取得し、各道路単位の画

像セットとした。（図-2） 

 
【図-2】各道路単位に対して取得する画像の 

撮影位置と方向のイメージ 

5. まとめ・今後の研究課題 
本稿では、画像認識技術の活用により土地利用現況調査や建

物用途に関する調査を代用する可能性、空き家調査を高頻度で実

施する可能性、人々の空間認知に影響を与える要因となる新たな

項目を調査する可能性について述べ、都市調査の項目及び画像取

得の手法を提案した。今後、学習モデルの構築や市街地における

画像取得の実証実験等を通じて、画像認識技術の導入が低コス

ト・高効率・高頻度な都市調査を可能にすること、及び画像を通

じて都市を分析することのさらなる発展性について示していき

たい。 
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