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特集 4

はじめに

　本稿は、2016年度に開催されたシンポジウム
『3D 考古学の挑戦─考古遺物・遺構の三次元計測に
おける研究の現状と課題─』の内容について報告す
る。現在の考古学において、3Dデータの活用は、
遺物の計測だけでなく、発掘現場における遺構の記
録や博物館における教育普及活動、さらには新たな
分析手法として、多方面にわたる広がりを見せつつ

ある。本シンポジウムでは、3Dデータの活用を実
際に進めている各研究者による発表・総合討議が行
われた。研究発表の内容については、当日頒布され
た予稿集に掲載されているため、ここでは総合討議
を中心とした概要を報告する。
　シンポジウム 1日目の総合討議では「三次元計測
と考古学研究の可能性」、2日目の総合討議では「三
次元計測の技術的な課題」に焦点を当てて議論が行
われた。この議論を通じて、将来の考古学研究の幅
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を大きく広げ得る三次元計測の可能性が示された。
その一方で、技術的な問題にとどまらない、多くの
課題も提示されることになった。
　本稿では、まずシンポジウムで行われた各研究発
表の内容について紹介する。次に総合討議において
会場から寄せられた質問、および発表者間で行われ
た討議の内容を整理し、総括を行った上で、今後の
展望と課題をまとめる。
　なお、各発表の要旨および当日の討議内容につい
ては、小林・石井・根本が予稿集および当日の発表・
討議をもとに再構成した。また紙幅の都合上、発表
内容や討議のすべてを掲載できないため、本稿では
概略をまとめた。各発表の詳細については本シンポ
ジウム予稿集を参照いただきたい。 （小林和樹）

1．シンポジウムの概要

　『3D 考古学の挑戦─考古遺物・遺構の三次元計測
における研究の現状と課題─』は、早稲田文化芸術
週間 2016のイベントの一環として、早稲田大学総
合人文科学研究センター主催、早稲田大学會津八一
記念博物館、早稲田大学文学部考古学コース、早稲
田大学高等研究所、早稲田大学考古学会、東アジア
都城・シルクロード考古学研究所、比較考古学研究
所、先史考古学研究所、文化財総合調査研究所、エ
ジプト学研究所の共催で実施された学術シンポジウ
ムである。2016年 10月 16日・17日に大隈小講堂
にて開催され、総勢 23名による研究発表および総
合討議が行われた。開催にあたって、1日目には「三
次元計測によって、どのような新しい研究が可能に
なるのか」、2日目には「三次元計測に際して、ど
のような技術的な問題が存在するのか」という課題
を設定している。
　1日目は、すでに研究の蓄積がある分野の研究者
が発表を行った。野口淳氏による「石器研究 3.0─
3D 計測が拓く新たな地平─」では、石器の断面形
状の取得に基づく対称軸や使用方法の検討、稜線や
剥離面の状態といった表面形状の観察に基づく石器
間の比較事例が紹介された。3Dデータの蓄積は、
石器の定量的な分析への道を拓く。石器の 3Dデー
タ化、アーカイヴと定量的分析が、石器の形態形成
にかかわるパターン認識に大きな変革をもたらす可
能性について言及された。
　水野敏典氏による「三次元計測と銅鏡研究」では、
奈良県立橿原考古学研究所が中心となって進める銅

鏡の三次元計測を用いた研究が紹介された。三角縁
神獣鏡における舶載と仿製は、製作技術的に区別が
ほとんどなく、両者の境は曖昧という事実が判明し
ている。また、製作技法や「同笵鏡」の問題の解明
にもつながる研究成果が示された。三次元計測に
よって、鏡背の図像の微細な差異を認識し、客観的
な計測結果として第三者に伝達することが可能に
なった。
　城倉正祥氏による「人物埴輪の三次元計測におけ
る研究の現状と課題」では、「九十九里の埴輪」の
デジタル写真撮影とハンディスキャナーを用いた三
次元計測について報告が行われた。人物埴輪の三次
元計測の利点は、従来の手実測に比べてはるかに精
密な情報を短時間で取得できる点にある。データを
画像処理によって視覚的に表現しつつ、個体間・古
墳間の分類の妥当性を客観的に提示する研究への転
換とその可能性が示された。
　山口欧志氏による「モンゴル文化遺産のデジタル
ドキュメンテーション」では、モンゴルにおける調
査事例が紹介された。モンゴルの国立文化遺産セン
ターでは、遺跡や遺構のデジタルドキュメンテー
ションが進められており、文化遺産研究機関への技
術移転や文化遺産に関する理念を育む試みが行われ
ている。遺跡調査の一例として、オラーン・ヘレム
墓においてレーザー計測やドローンを用いた三次元
測量が行われており、壁画墓の立体的な記録が可能
となった。
　河野一隆氏による「九州国立博物館と三次元文化
財データの活用」では、九州国立博物館における展
示や調査への三次元計測の実践例が紹介され、X線
CTや光学的三次元計測器、画像データの展示活用、
3Dプリンタによるデジタルレプリカの作成、超高
精細画像の導入などが事例として示された。また、
レーザー三次元計測や写真測量などの技術を応用し
た装飾古墳の記録、パノラマ VRや装飾古墳データ
ベースによる公開・活用など多角的な活動を行って
いる、装飾古墳プロジェクトについて紹介している。
　寺村裕史氏による「古墳の三次元計測における
データ処理方法とその課題」では、墳丘の三次元計
測の方法として、トータルステーション、3Dレー
ザースキャナー、航空レーザー測量、写真測量を挙
げた。また、データ処理方法の差異を比較した上で、
調査の目的と対象に応じて方法を使い分ける重要が
指摘された。さらに、墳丘研究における三次元計測
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データ活用の意義と、共通の情報基盤の整備という
課題が示された。
　横山真・千葉史氏による「PEAKIT 画像処理によ
る三次元情報の視覚化」では、考古資料に特化した
三次元データの表現方法：PEAKITの原理の解説と
実例紹介が行われた。PEAKITは、「開度」を基本
として、「レリーフ」や「距離段彩」などの演算処
理による複数の画像を重合表示する技術であり、石
器・土器・配石遺構を実例に挙げ、それぞれの考古
学的判読に関わる要素を PEAKITにより視覚化で
きる点を示した。
　2日目は、早稲田大学の関係者を中心として、
様々な地域・時代・対象に関する三次元計測の試み
が発表された。平原信崇・大網信良氏による「土器
施文痕跡の 3D マッチング」では、パプアニューギ
ニア収集土器を対象に 3Dマッチングが行われ、工
具の同定に重要な個体間の誤差が確認された。次に
縄文土器を対象として円形竹管文・刺突文・沈線文
の個体内・個体間マッチングを行ったところ、いず
れの場合にも同一工具を用いた可能性が高いという
結果が得られ、土器研究における 3Dマッチングの
有用性が示された。
　佐野勝宏氏による「石器使用痕の三次元分析」で
は、デジタルマイクロスコープを用いた使用痕分布
パターンの三次元分析と、形状解析レーザー顕微鏡
を用いた使用痕の三次元形状解析の事例が報告され
た。前者では、微細衝撃線状痕や微小剥離痕・付着
物などの観察や記録が、フルフォーカス画像によっ
て従来よりもはるかに精密に示すことが可能とな
り、後者では、三次元での精度の高い形状測定を通
して、光沢面の粗さといった使用痕の定量化が試み
られた。
　田畑幸嗣氏による「カンボジアの文化遺産調査に
おける三次元計測の取り組み」では、2000年代初
頭より本格化したカンボジアでの三次元計測の運用
例が紹介された。これまでに上智大学・日本国政府
アンコール救済チーム（JSA）・奈良文化財研究所・
東京大学生産技術研究所などによる計測が実施され
ているほか、発表者によって SfMやMVSを利用
した窯跡調査が行われている。SfMやMVSは、海
外の限られた調査時間と費用の中で、計測パフォー
マンスを上げる優れた手法である一方、観光地での
トラブル事例も課題として挙げられた。
　寺崎秀一郎氏による「開発途上国における 3D 技

術の応用と展開」では、ホンジュラスにおける教
育・普及の側面での 3D技術の利用について報告が
行われた。ホンジュラスは国内に多くの考古遺跡を
有するが、ホンジュラス国内出身の考古学者は少な
い。その養成に際し、教材の一つとして 3Dオブ
ジェクトを活用する教育効果が指摘された。さら
に、「コパンデジタル博物館」などで用いられてい
る 3Dコンテンツは、考古学への理解を深める一助
になると同時に、観光開発の資源としても利用され
ている。
　馬場匡浩・近藤二郎・河合望氏による「3D 活用
の可能性─エジプトの場合─」では、実物の資料の
計測からエジプト学における 3Dデータ活用の可能
性を探った。ファイアンス製シャブティの同范関係
の追及、石灰岩製シャブティに刻まれた文字の類似
性、「タラタート」と呼ばれる規格石材からのアク
エンアテン王の建造物の接合復元など、三次元計測
の有用性を示している。とりわけ、遺物が世界中に
散らばるエジプト学において、デジタル接合の利用
価値は高い。
　渡辺玲・佐藤悠登氏による「石刃石器群の三次元
計測と分析」では、山形県お仲間林遺跡出土の石刃
石器群の計測事例が報告された。石刃石器群のライ
フヒストリーにおける、石材獲得・石刃生産・製品
の製作・使用という諸段階の断絶を繋ぐ重要な要素
として石刃の選択性に着目し、行動論研究の中で三
次元分析をおこなった。分析に際しては、空間軸で
整列した計測データを用いて、製作および使用行動
に深く関わる反りやねじれ、重心位置の定量化を
行った。
　青木弘・ナワビ矢麻氏による「横穴式石室の三次
元計測と分析」では、埼玉県若宮八幡古墳・鉄砲山
古墳で実施されたハンディタイプスキャナー、据え
置きタイプスキャナー、SfM・MVSの 3手法によ
る計測事例が報告された。石材の加工痕や目地が明
瞭に観察できるとともに、距離段彩図を用いること
で石室の胴張りと持ち送りの表現が提示可能となっ
た。三次元計測は、古墳築造の技術集団や横穴式石
室の設計論の考究において、力を発揮することが期
待される。
　小林和樹・石井友菜・根本佑による「下総龍角寺
出土遺物の三次元計測」では、材質や大きさ、性格
の異なる龍角寺出土の土器・板碑・石塔の三次元計
測の事例を報告した。土器の計測結果からは、調整
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方向や切り合いなど、製作手順を解明する痕跡を読
み取ることが可能となった。板碑は、表面の余分な
視覚情報を排除し凹凸を鮮明にすることで文字が判
別可能となった。石塔は、立体的な情報を明瞭に示
せるとともに、大型資料の正確かつ客観的な記録・
提示の可能性を示した。 （小林和樹）

2．討議録

　各発表に引き続いて、発表者による討議が行われ
た。討議に際してはあらかじめ会場に質問カードを
配布し、集まった質問に発表者が答えるという形式
で進められた。なお討議については、シンポジウム
の性格上、個々の研究内容に深く踏み込むというよ
りも、教育普及活動における運用の実際、計測の方
法や機器の種類、あるいは三次元計測に対する認識
に関する話題が多かった。
　会場から寄せられた質問は、現在の考古学研究の
三次元計測に対する認識を反映していると考えられ
る。また、発表者の回答も、単に個別の研究の話題
に終始するものではなく、考古学分野での三次元計
測を用いた研究活動に広く共通する問題意識を持つ
ものだった。考古学研究における三次元計測の意義
を知る上で、シンポジウムの討議は導入的な役割を
果たす基礎資料の一端となり得るため、本報告では
若干の割愛はしつつも、当日の討議内容を網羅的に
掲載した。
　以下に、2日間の討議の内容を議題別に記載する。

2-1．1日目の討議
司会：長崎潤一・城倉正祥
パネラー：野口　淳・水野敏典・山口欧志・河野一
隆・寺村裕史・横山　真・千葉　史

【質問 1】銅鏡の三次元計測について、遺物上の 2
点を選択して点間の断面図を作成する際、その 2点
はどのように選んでいるのか。断面図を取得するラ
インや角度が変わったとき、複数の鏡の断面図を合
わせると誤差は生じないのか。
【回答】水野敏典氏によると、断面自体は複数箇所
のデータを採取している。しかし、鏡は歪みをもつ
ために正円形を呈しておらず、複数個所の断面図の
比較の際には誤差が生じることもある。そのため、
最大径の箇所を代表として断面図を提示していると
いう。また、鏡面の計測については鏡の遺存状況に

左右され、計測そのものが難しい場合がある。

【質問 2】博物館における 3Dデータを活用したレ
プリカの展示について、来館者が実際に手にとるこ
とができるという工夫は、視覚障害などを持つ人に
博物館を楽しんでもらうために有効だと感じた。ほ
かにも博物館の活動に 3D技術がどのように貢献す
るかの見通しはあるか。
【回答】河野一隆氏によると、ハンディキャップを
もつ来館者に博物館を楽しんでもらうためには視覚
上の情報だけでは不十分であり、視覚偏重主義から
の脱却が希求される現状にある。そうした中で、ユ
ニバーサルミュージアムの実現のためには、3D
データの活用が鍵となる。特に、3Dデータからレ
プリカを作成して遺跡に配置するといった屋外
ミュージアムの実現などに有効である。

【質問 3】3Dデータの作成にはどれくらいの時間
がかかるか。貴重な遺物・文化財をデータ化する意
義は理解できるが、土器片など大量に出土する遺物
に対して三次元計測を実施すると、コスト・手間の
面で問題が生じるのではないか。
【回答】野口淳氏によれば、卓上レーザースキャ
ナー NextEngine（3Dsystem社）の場合、1点の計
測につき 30～40分程度が必要で、PC上で処理す
る時間も含めると計 2時間程度で 3Dデータが取得
できる。一方、SfM・MVSの場合は、撮影自体は
20分ほどの時間で済む。ただし、データの処理は
PCの性能に大きく依存し、ワークステーションな
ど高性能なものであればすぐに処理できるが、ラッ
プトップ PCであれば 3～4日が必要となる。これ
に関しては、遺構の SfM・MVSによる計測を行っ
ている寺崎秀一郎・田畑幸嗣・山口欧志氏らも同様
の回答があった。
　水野敏典氏によれば、銅鏡については、計測精度
が高いスキャナー ATOS（GOM社）を使用してい
る。スキャナーはトランク 2台に詰めて運搬し、現
場で組み立てて使用する。20年前の導入当初は鏡
1枚につき 6時間以上、解析に 6～8時間が必要だっ
た。かつては、計測用・解析用の 2台の PCで並行
して作業をしていたが、近年は PCの性能が劇的に
向上しているため、鏡面・鏡背面合わせて 2～3時
間程度で計測が可能で、解析も 1時間程度で済む。
ただしオペレーターが常に遺物の傍について作業を
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行う必要があり、1日に計測できるのは 2面程度で
ある。
　寺村裕史氏によれば、墳丘の計測は、トータルス
テーションを用いた場合、12万点の測点の計測に
3ヶ月を要している一方、データ処理や図面の作成
は GISソフトの習熟に必要な時間を除けば 1～2時
間で済む。また 3Dレーザースキャナーによる計測
の場合、データ処理の時間は 1～2時間程度だが、
ノイズとなる情報を除去するプログラムの作成に
数ヶ月を要する。
　株式会社ラングの場合、土器片・剥片石器を 0.5m
× 1.5mほどのガラステーブルの上に並べて 1晩程
度かけて計測する。小さな石器であれば 300点ほ
どに対して一度で計測が可能である。その後、個体
別に PEAKIT処理と呼ばれる画像処理を施すが、
熟練したオペレーターであれば 1日に 30点程度の
処理が可能である。
　城倉正祥氏によれば、埴輪の計測には EXAscan
（Creaform社）というハンディータイプの 3Dス
キャナーを用いている。160cmの大型人物埴輪で
あっても、準備を含めて半日～1日程度で計測が済
む。
　現状では、各研究者および研究機関が各々の研究
目的、状況の希求に応じた三次元計測の方法を採用
している。つまり、遺物や遺構を限定して三次元計
測技術を応用している現状にある。また、計測機器
の導入や運用に際しては、コストや手間がある程度
かかってしまうのも事実である。そのため、主に行
政機関などで求められる、土器片や剥片石器といっ
た大量に出土する小さな遺物の整理作業に三次元計
測を応用した例は横山真・千葉史氏らを除いてまだ
少ない。質問にあるコスト・手間といった問題は、

三次元計測の普及において今後の重要な課題と言え
る。

【質問 4】三次元計測は実測の代替ではないという
スタンスの発表が多かったが、遺物の報告の際には
従来の実測図を提示すべきか、それとも 3Dデータ
が取って代わるべきか。
【回答】各発表者に共通する姿勢として、実測図や
写真、拓本とは異なる「第 4の記録」として三次元
計測とそのデータを位置付けていた。従来の記録方
法と比べて、三次元計測によって得られるデータの
量は圧倒的に多い。一方、割れや付着物などのノイ
ズとなる情報と、鋳型の傷などの考古学的に必要な
情報とが並列的になり、現状をあるがままに記録す
る特徴がある。そのため、手実測による図より正確
かつ客観的であるが、報告者が「何を見ているのか」
が不明瞭になるという欠点も持つ。また情報量の多
いデータを取得できるが、従来と同じような紙面上
にデータを掲載する際には、情報を省略あるいは選
択する必要がある。さらに、埴輪や土器であれば断
面の輪積み痕のように、直接観察しなければ表現で
きない考古学的な痕跡も存在する。以上、3Dデー
タと従来の実測図は異なる特徴をもつ情報である。

【質問 5】三次元計測を研究面に応用する利点は何か。
【回答】肉眼で行っていた研究と比べて、三次元計
測はより正確かつ客観的なデータを根拠として示す
ことが可能である。石器・銅鏡のような遺物では人
間が実測図として表現できるレベルより細かいも
の、あるいは墳丘のような人間が感覚的に理解する
には大きすぎる遺構などについては、定量的に分析
できる点で、三次元計測による利点が大きい。一方、

写真 1　1日目の総合討議の様子
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埴輪や土器の場合は、表面情報を客観的かつクリア
に第三者に提示できるという点では三次元計測は優
れるものの、3Dでなければ研究が不可能という分
析視点は見つかっていない。研究面へ応用する方法
の模索が、今後の課題である。

【質問 6】三次元計測に使用した機材の価格および
計測にかかる手間はどの程度か。
【回答】NextEngineは専用のソフトウェアとセッ
トで 40～50万円程度。SfM・MVSの場合は、フリー
ソフトもある。国内では株式会社オークから提供さ
れている AgiPhotoscanの場合、スタンダード版は
3万円、プロフェッショナル版はアカデミックなら
8万円、一般は 50万円程度が費用としてかかる。
奈良県立橿原考古学研究所が使用している ATOS
の場合、初期に購入したものはソフトも含めて
2,000万円を超え、かつオプションパーツなどの購
入によって維持費が付加される。早稲田大学が使用
している EXAscanは、機器自体は 700万円程度、
年間のライセンスとして 50万程度の費用がかかっ
ている。株式会社ラングが有するスキャナーは 200
～300万円程度、センサーを含めると合計 400万円
程度。「スキャンステーション 2」は千数百万円、
100㎏以上の重量があるため運搬には困難が伴うと
いう。Focus3D（FARO社）はソフト込みで 400～
500万円。重さも 5㎏程度で海外にも持ち運びでき
る。ドローンは Phantom1（DJI社）や Inspire1（DJI
社）などに GoProHERO4（Woodman Labs社）と
いう小型カメラを載せて測量を行っているが、
Phantom1は 10万円、GPは 6万円、Inspire1は 60
万円程度である。トータルステーションは中古であ
れば 10万円、自動追尾型の高性能なものであれば
300万円など値段の幅が大きい。

【質問 7】「手続き的再現性」とは何か。
【回答】どのような機器を用いてどのようにデータ
を取得して、処理を加えたのかという情報を、他の
人が再現・検証ができるようにすることを「手続き
的再現性」と言う。これに関連して、3Dデータの
解析の際に処理方法をソフトウェアに依存している
ことにより、どのような解析が行われたかが「ブ
ラックボックス」的になってしまっている現状があ
るという議論も交わされた。そもそも、本シンポジ
ウムにおいて提示された三次元計測技術の多くは対

象の表面上の点を取得し、そこから面を作成するこ
とで対象の形を象るという性質をもつ。そのため、
厳密に言えば考古資料を正確に再現している訳では
ない。また、計測対象および研究目的に応じて計測
方法・機器あるいは計測の解像度を変えている時点
で、研究者の主観が入り込んでいるとの指摘もあ
る。その点において、三次元計測によって得られた
データは完全に「客観的」で「正確」なデータとは
言い難いとも考えられる。勿論、発表者らは三次元
計測を完全に客観的で正確なデータであると考えて
いる訳ではない。そうした点よりもむしろ、計測方
法・処理方法などの「手続き的再現性」を担保する
ことによって「ブラックボックス」を解消し、元の
データ（あるいはそれに限りなく近いデータ）に誰
しもが回帰できるという点に「客観性」や「正確性」
の根拠を求めている。

【質問 8】データのバックアップや管理について、
誰がどのように行っているのか。
【回答】奈良県立橿原考古学研究所の場合、水野敏
典氏を中心としたグループがいくつかの箇所に分け
てバックアップをとっており、組織として体制が
整っている状況ではない。今後の研究の継続によっ
てデータがさらに増えていくのは確実で、そうした
状況にどのように対応していくのか不透明であると
いう。九州国立博物館の場合も、オンラインデータ
ベースではなく HDDへの保存を蓄積している状況
である。国立博物館同士、あるいは国立博物館を核
として日本全国で文化財に関する共通のデータベー
スを作るといったことは現状では難しい。またそう
したデータベースあるいは記録の作成方法について
も、一定の基準が定められている訳ではないので、
まずは情報の標準化が必要である。

2-2．2日目の討議
司会：城倉正祥・長崎潤一
パネラー：平原信崇・大網信良・佐野勝宏・田畑幸
嗣・寺崎秀一郎・馬場匡浩・渡辺　玲・青木　弘・
小林和樹（横山　真・千葉　史・山口欧志・野口　淳）
※ （　）内は 1日目の発表者のため登壇していない
が、会場から質問に答えていただいた方々。

【質問 1】縄文土器・パプアニューギニアの土器の
3Dマッチングについて、特に引きずり痕について
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は研究上の課題が多そうだが、発表者は中園聡氏
（鹿児島国際大学）が行っているような断面形状の
分析と三次元マッチングのどちらが同一工具を判定
する上で適していると考えるか。またシリコンレプ
リカの採集時に、収縮などの誤差を検証する必要は
ないか。
【回答】平原信崇氏によれば、中園氏らが行ってい
る高精度断面スキャニング法は対象の横断面の情報
を比較する方法で、3Dマッチングは立体形のマッ
チングを行う方法である。基本的に、引きずり痕に
は高精度断面スキャニング法が、スタンプ痕には
3Dマッチングの方が適しているといわれている。
しかし、発表者としては、高精度断面スキャニング
法と 3Dマッチングによる横断面と立体形の両方を
組み合わせて検証する方が良いと考えている。また
大網信良氏によると、シリコンレプリカ採集時に使
用したシリコンは歯科医などで使用されるような収
縮のないものを使用しているため、採取時の誤差は
基本的にないという。

【質問 2】海外の学生にワークショップを実施する
際、機材などの準備はどのように行っているか。ま
た、学生の反応はどのようなものか。
【回答】特段の準備をしていないというのが、発表

者に共通した回答であった。なかでも SfM・MVS
のように比較的簡易な機材で実施できる計測作業
は、学生や教員が自前で準備した機器を使用してい
る。また、東南アジアや中南米でのワークショップ
でも、学生の反響は大きいという。しかし、それを
どう研究に繋げていくのかが難しく、またそうした
新しい技術にのみ注目することで、それ以外の基本
的な技術が身につかなくなる教育上の問題がある。

【質問 3】三次元計測の技術についてはどのように
学習しているのか。三次元計測を専門とする研究者
がいるのか、それとも外部から専門家を招聘してい
るのか。
【回答】城倉正祥氏によると、早稲田大学の場合、
考古学を専攻する教員・学生が試行錯誤しながら実
施しており、専門家の招聘などは行っていない。あ
くまで考古学の立場から、キャリパーや真弧と同じ
ように道具としての使い方をしている。そのため理
系の知識を必要とするソフトウェアのアルゴリズム
などについては不透明なまま使用している面がある
が、そういった不足の部分に関しては、地中レー
ダー探査では奈良文化財研究所の金田明大氏、
PEAKIT処理についてはラングの千葉史氏、デジタ
ル写真については奈良文化財研究所の中村一郎氏な

写真 2　2日目の総合討議の様子
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ど、外部の専門家に指導を仰ぎつつ作業を行ってい
る。

【質問 4】3Dデータとは本当に客観的なものか。
平滑化・穴うめなどのデータ処理によって必ずしも
現物とは一致しないのではないか。
【回答】1日目の【質問 7】とも共通する議題であ
る。一定の精度が担保された機器を使用しているの
で、計測されたデータは客観的であると考えられ
る。しかし、処理の方法によっては再現性のレベル
にも差が生じてくる。その際に、キーワードとなる
のが「手続き的再現性」である。つまり、データを
どのように取得し、さらにどのような処理を施した
のかを明らかにすることによって、処理手順を逆に
辿っていけば元のデータに回帰することができると
いう点によって、手続き的な再現性が担保される。
また、厳密に言えば、計測点間の情報は取得できな
いため、対象物のすべてを取得・再現できているわ
けではない。従来の考古学的研究と照らし合わせつ
つ、従来より正確性・客観性が上回る計測手法とし
て利用している状況である。

【質問 5】計測にあたって、解像度をどのように決
定しているのか。
【回答】解像度は、機器の精度や計測目的に左右さ
れる。特に遺構の計測に対して SfM・MVSを用い
ている場合は、解像度の細かな設定を行わずに処理
することが多い。土器の場合、ケズリ・ミガキなど
の調整痕、施文などの分析を行うため、機器の最も
細かいピッチ（早稲田大学が用いた EXAscanでは
0.2mm）で計測している。最も細かいのは、佐野勝
宏氏が行っている石器使用痕の研究で、10～2,000
倍の倍率が必要となる。一方、同じく石器を扱って
いる渡辺玲氏は形態の分析を主眼としたため、
EXAscanを用いながらも最も細かいピッチである
0.2mmではなく、0.3mmでの計測を実施している。
青木弘氏の横穴式石室の分析でもまず調査に際して
テストを行い、対象とする加工痕の再現、および作
業時間やデータ容量などを総合した結果として
EXAscanの解像度は 0.5mmを採用している。以上、
対象遺物・遺構の性格や作業効率のバランスから計
測の精度が決定されている現状である。

【質問 6】海外での研究・教育活動における三次元

計測の技術的な課題はなにか。
【回答】どのフィールドでも現状の三次元計測は手
探りの状態で、データベースの構築などにしても誰
が主導するのかといった体制が確立されていない状
態である。一方、海外の学生に対する教育・普及に
おける活用の意義は大きく、遺物や遺跡に触れられ
ない環境にいる学生にとっても教材として非常に有
効である。しかし、高度なインフラに支えられた日
本の研究環境とは異なり、海外では電気やインター
ネット環境が整っていないため、導入や運用には困
難が伴う。またワークショップや集中講義によって
海外の学生に技術を教えても、その学生が卒業して
しまえば教えた技術は失われてしまうというケース
もあるといった問題が、田畑幸嗣・寺崎秀一郎・山
口欧志氏によって指摘された。こうした状況から、
海外での研究・普及活動においてデジタルコンテン
ツが最大の効力を発揮しているとは言い難く、今後
の課題と言える。

【質問 7】行政機関における三次元計測の普及とそ
の実態はどのようなものか。
【回答】大網信良氏によれば、東京都埋蔵文化財セ
ンターの場合、外部の学生・機関の協力を得て、三
次元計測を始めとした最新技術を用いた調査は実施
されており、行政機関でも徐々に普及の様子が伺え
る。一方、青木弘氏によれば、埼玉県埋蔵文化財調
査事業団では、地中レーダー探査、三次元計測、
SfM・MVSといった技術を使う現状になく、トー
タルステーションなどの測量機器も、必要が生じた
際に業者委託で稼働させている。調査への機器の導
入や報告書の体裁は、埼玉県や文化庁とのやり取り
の中で決定している。行政機関における三次元計測
の導入は、今後の課題になるだろう。

【質問 8】遺物全般の分析に関する技術的な課題や
その可能性はどのようなものか。
【回答】石器の場合、佐野勝宏氏の発表にあったよ
うに、高倍率の写真が提示できるという点は、使用
痕分析の研究に対して非常に有効である。ただし、
使用痕分析については、デジタルマイクロスコープ
によって撮影の自動化が進んでいるとは言え、大量
の分析はまだ不可能である。そのため、渡辺玲氏が
行っているような形態測定学的研究と組み合わせて
いくことで、石器の機能研究を相互補完的に発展で
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きる可能性がある。
　一方、土器に関しては文様の施文痕マッチングな
どミクロな分析に対し効力を発揮するという見通し
が得られたが、調整痕や法量分析などに関してはそ
の正確性の高さは評価されるものの、コストや手間
などを考えると従来の研究方法と比べ格段に有効で
あるとは必ずしも断言できないというのが、現時点
での認識である。こうした遺物への三次元計測の有
効性を模索していくことが課題である。
　また小型の遺物および工具痕などのデータのマー
ジやマッチングは、発表者の多くが「手動」で行っ
ていた。「手動」の内実とは、複数データ上におい
て観察者が同一であると認識した 1点を選択して
データ間を結びつけるというものである。いかに計
測データが精緻であろうとも、そうした観察者の主
観が入り込む作業工程が存在する時点で、分析結果
は本当に「客観的」で「正確」なものであるのか、
といった疑問が複数発表者によって提起された。こ
のような作業をいかに自動化し、分析の客観性を高
めていけるかという点も、今後の課題と言える。
 （石井友菜）

3．今後の展望と課題

　総合討議の 1日目は「三次元計測と考古学研究の
可能性」、2日目は「三次元計測と技術的な課題」
をテーマに討議が行われた。2日間で 16の質問が
寄せられた。議論の内容は多岐にわたったが、大き
く以下の 3つに分けられるだろう。
　1つ目は三次元計測の普及と実際の運用について
の議論である。両日の議題に挙がり、討議中最も多
くの時間が割かれたテーマである。主に三次元計測
の導入にあたっての難易度、計測したデータの保
存・共有とデジタルコンテンツの権利関係、データ
を提示する際の方法などが議論された。
　まず機材の導入の難易度に関して、機材の価格は
大きな問題である。高精度の 3Dスキャナーの場合、
高額なものでは 1,000万円を超える機器も存在す
る。その一方で、SfM・MVSの場合は 3万円ほど
でソフトウェアの購入が可能であるほか、フリーの
ソフトウェアも公開されており、比較的導入しやす
い計測手法となっている。また行政機関での機材の
導入に際して、三次元計測の利用の機会が多いと思
われる都道府県などの場合であれば、初期投資があ
る程度高額であっても 1件当たりのコストは安く

なる。逆に計測の機会が少ないと思われる市町村の
場合には、計測の必要に応じて民間企業を活用する
といった方法も考えられるだろう。
　三次元データの保管も、運用に際しての大きな課
題である。計測の件数および精度にもよるが、デー
タが蓄積するにつれその容量は膨大なものとなる。
討議中では、20年後、30年後の将来をも見据えた
データ管理についての言及があった。これに関連し
て、共有サーバーなどへの保管やデータベース化に
ついても触れられた。データベースの構築は、単な
る保管のみならず、インターネットを通じた広域で
の活用にも有用であり、その意味でも 3Dデータ利
用の意義は大きい。全国的なデータベースの整備が
望まれるとともに、関連する官庁や法整備も踏まえ
て解決方法を見出していく必要がある。
　2つ目は三次元計測の精度と信頼性・客観性・再
現性についての議論である。計測の精度をどのくら
いまで高めるのか、実際に計測したデータの信頼性
をどう証明するのかが焦点になった。
　データの精度に関しては、計測対象の違いや目的
とする研究に応じて求められる精度や解像度は異な
る。その上で、計測の精度という点では、3Dスキャ
ナーは手実測よりも格段に高い精度の計測方法とい
えよう。一方で、スキャナーによって精度が異なる
ため、目的に応じたスキャナーを用いて適切な解像
度を選択する必要がある。SfM・MVSのような
ヒューリスティックな手法でも、フルサイズカメラ
の使用や面積あたりの写真の撮影枚数を増やすなど
の工夫ができる。どのような手法を用いるにして
も、rawデータを処理する際に加えた変更を記録し、
後から追跡できるように作業し、手続き的再現性を
担保することが重要である。
　3つ目は三次元計測を用いた研究の利点と課題に
ついての議論である。三次元計測の考古学研究上の
メリットが焦点になった。討議では、銅鏡の微細な
形状の違いや石器の微細剥離痕など、図化や表現が
難しかった特徴を提示できるようになったことが、
利点として挙げられた。また、複数遺跡にまたがる
遺物など、多量のデータを共通の基準で定量的に比
較できる点も、三次元計測によって実現した研究上
の利点である。一方、3Dによって可能になった新
しい分析や表現を活かすためには、研究史上の問題
点の把握や実物の観察といった、伝統的な考古学の
視点や方法論を欠かすことができない点も強調され
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た。
　以上、議論の内容を見てきたが、総じて普及・運
用やデータの精度や信頼性に議論が集中し、三次元
計測が考古学研究において果たす役割についての議
論は限定的だった。その中で、三次元計測の性格に
ついて、実測図や写真、拓本などの代替品ではなく、
「第 4の記録」というべき新たなデータであり、こ
れからの研究の幅を広げるものだ、という統一見解
が発表者の間にあった点は重要である。 （根本佑）

おわりに

　三次元計測は、実測者の解釈が入らない計測デー
タから、目的とする分析に応じてデータを何度でも
検討できる点で、遺構・遺物を記録する手段として
優れている。現時点では比較的高価な計測機器や
PCなどの導入、ソフトウェアの操作の習熟、計測
したデータの取り扱いなど運用上の課題は山積して
いるが、民間会社への計測の委託・機材のレンタル、
比較的導入難易度の低い SfM・MVSなどの手法の
普及によって活用事例は増えていくだろう。
　一方で、得られたデータを考古学研究に活かすこ
とが今後の課題になる。三次元計測そのものへの関
心は高い一方、現状では分野によって研究への活用
度合に差が見られる。その原因として、三次元計測
によって得られるデータの特徴に関する理解や、そ
の応用によって何が分かるのかといった議論が少な
かったために、記録保存のための活用や、研究への
応用が進まなかったと考える。
　三次元計測が多くの分野で新たな研究視点を切り
開くことができる点は、すでに多種多様な考古遺物
や遺構に対し、三次元計測を実践している本シンポ
ジウムの発表者が証明している。三次元計測に基づ
く研究が本格化するには、まずは「三次元計測とは
何か」、「三次元計測で何ができるのか」を広く理解
してもらうことが重要である。本シンポジウムはそ
の目的を持って開催され、対象資料・地域も異なる
様々な分野の研究者による成果発表および討議を通
じて、今後の展望が得られた意義は大きい。
 （小林和樹・石井友菜・根本佑）


