
〔 開 会 の 挨 拶 〕

花　井　俊　介　
（早稲田大学総合研究機構長）

　みなさん、おはようございます。ただいまご紹介いただきました、総合研究機構の花井です。どうぞよ

ろしくお願いいたします。

　今日はお忙しい中、またあいにくの天気にもかかわらず、この研究フォーラムに足を運んでいただきま

して、本当にありがとうございます。心から感謝いたします。今、お話に出ましたように、本日のフォー

ラムは総合研究機構の第13回目の研究成果報告会として開催されています。専門外なので今日のテーマに

ついてお話できないので、私ども総合研究機構が何をしているのかについて少しご紹介してご挨拶に代え

たいと思います。

　今、総合研究機構の下には110を超える、正確には113というたくさんのプロジェクト研究所がありま

す。純粋に文系の研究所や純粋に理系の研究所という従来のタイプの研究所もありますし、文理融合型な

ど新しい形の研究所もあります。そして、それぞれの研究所が、所員の先生方や外部からお招きした招聘

の先生方を中心に、それぞれの研究プロジェクトを一生懸命に進めています。

　総合研究機構以外の研究機構はそれぞれ決まった研究目的をもっていますが、われわれ総合研究機構

の場合、機構自体が特定の研究プロジェクトをもっているわけではありません。今申し上げた113のプロ

ジェクト研究所が進めている研究が、総合研究機構の研究機関としての活動の中味になります。

　組織上は、総合研究機構はプロジェクト研究所の上にありますが、その役割は下からプロジェクト研究

所を支えることにあると思っています。研究計画がスムーズに進むようにサポートして、質の高い研究成

果をたくさん発信していただくこと、それが総合研究機構の機構としての使命だと思っているわけです。

　そして大変ありがたいことですが、近年のプロジェクト研究所の研究実績は大変に著しいものがありま

す。数え切れないので何本かはわかりませんが、非常にたくさんの論文や著書が出版されていますし、本

日のようにフォーラムやシンポジウムという形での研究成果の発信もさかんに行われています。この意味

で、われわれ総合研究機構は、研究の面で早稲田を代表する組織となっていると自負しています。

　本日の研究成果報告会は、そういう総合研究機構の下で進められた、最も新しい、そして機構を代表す

るにふさわしい研究成果を発信するという趣旨で毎年開催されているイベントです。今年は総合研究機構

に属している、考古関係の５つの研究所が、学内の考古関係の他の３つの研究組織と連携して、いわば早
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第13回　総合研究機構研究成果報告会
3D考古学の再挑戦―遺跡・遺構の非破壊調査研究―

日　時：10月21日（土）９：30－17：00
10月22日（日）９：00－17：00

会　場：早稲田大学戸山キャンパス36号館382教室（土）
早稲田大学大隈記念講堂小講堂（日）



稲田の考古学の総力を結集して、成果報告会を開催して下さることになりました。大変ありがたいことだ

と感謝しております。

　今日のテーマは「3D考古学の再挑戦―遺跡・遺構の非破壊調査研究―」です。私は経済学が専門なの
で正確にはわかりませんが、プログラムを見ますと、早稲田が誇る遺跡・遺構研究者に加えて、外部の研

究機関からも最先端の研究者が参加した研究フォーラムとなっていて、専門家にとっても非常に内容の濃

い企画であると同時に、考古学ファンにも「たまらない」内容になっているように思います。

　２日にわたるこのフォーラムで実りある議論が交わされ、研究の面でも大きな収穫が得られることを心

から祈念しまして、私のご挨拶に代えさせていただきたいと思います。それでは今日と明日の２日間、ど

うぞよろしくお願いいたします。
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2017年度総合研究機構研究成果報告会

『3D考古学の再挑戦―遺跡・遺構の非破壊調査研究―』

〔 総 合 討 議 記 録 〕

司　　会：城倉正祥（早稲田大学文学学術院）、田畑幸嗣（早稲田大学文学学術院）。

パネラー： 高橋龍三郎（早稲田大学文学学術院）、菅谷通保（千葉市埋蔵文化財調査センター）、阿児雄
之（東京工業大学博物館）、青木弘（埼玉県埋蔵文化財調査事業団）、千葉史・横山真（株式会

社ラング）、伝田郁夫（早稲田大学大学院文学研究科）、東憲章（宮崎県立西都原考古博物館）、

寺崎秀一郎（早稲田大学文学学術院）、馬場匡浩（早稲田大学高等研究所）、早川裕弌（東京大

学）、大石岳史（東京大学）、下田一太（文化庁）。

　本討議録は、2017年10月21・22日に早稲田大学で行われた学術シンポジウム『3D考古学の再挑戦―遺
跡・遺構の非破壊調査研究―』の総合討議を録画記録より文字起こししたものである。当日の発表内容

と研究成果に関しては、①渡邊玲・山田綾乃・田畑幸嗣編 2017『3D考古学の再挑戦―遺跡・遺構の非破
壊調査研究―』早稲田大学総合研究機構、②城倉正祥・青木弘・伝田郁夫編 2017『デジタル技術を用い
た古墳の非破壊調査研究―墳丘のデジタル三次元測量・GPR、横穴式石室・横穴墓の三次元計測を中心
に―』早稲田大学東アジア都城・シルクロード考古学研究所、の２冊を参照してほしい。２冊の予稿集・

報告書は、早稲田大学レポジトリ（DSpace @ Waseda University）にPDF完全版を掲載している。なお、
本討議録では、当日の討論の臨場感を重視して修正を最小限にしたが、明らかな間違い部分や意味の通り

にくい部分などは、総合司会を担当した城倉が文章の修正を行った。

【10月21日（土）９：30－17：00　早稲田大学戸山キャンパス36号館382教室】

①亀井宏行「遺跡探査の重要性」

② 高橋龍三郎・西野雅人・菅谷通保・松田光太郎「地中レーダー探査（GPR）は貝塚の実態をどこまで
明らかにできるか」

③阿児雄之・沖原高志「探査でわかる古墳の構造」

④城倉正祥「古墳のデジタル三次元測量・GPR調査の方法とその可能性」
⑤青木弘・横山真・千葉史「横穴式石室研究の課題と三次元計測の可能性」

⑥伝田郁夫「横穴墓におけるGPR調査と三次元計測」
⑦ 東憲章「GPRを利用した大規模遺跡における地下マップ制作の実践―特別史跡西都原古墳群（宮崎県
西都市）―」

【10月22日（日）９：00－17：00　早稲田大学大隈記念講堂小講堂】

⑧ 寺崎秀一郎・中村誠一「ホンジュラス世界遺産―コパンのマヤ遺跡におけるデジタル三次元測量と
GPR調査の成果と課題」

⑨馬場匡浩・近藤二郎「エジプトにおける遺跡探査」

⑩早川裕弌「UASを用いた遺跡周辺環境計測」
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⑪大石岳史「レーザ計測による大規模構造物の三次元デジタル化と解析」

⑫下田一太・田畑幸嗣「密林に覆われたアンコール遺跡群の実像解明」

　総合討議（司会：城倉正祥、田畑幸嗣）

○司会（田畑）：時間になりましたので、総合討論を始めさせていただきます。２日間にわたったシンポ

ジウムですが、フロアにおいでの皆様も、それから壇上の報告者の先生方もありがとうございました。

まず、質問カードがいくつか寄せられておりますので、これを読み上げさせていただいてご回答をいた

だこうと思います。

　　これは特にどなたにということではなくて、発表の方々ということなんですが、海外と日本の調査

チームの違いについてちょっと難しい、答えにくいテーマかもしれませんが、これはどういうことかと

いいますと、海外の調査チームは発掘するイメージがあるので、非破壊に対する考え方に違いはあるの

か、そういうことなんですが。日本ですと例えば非破壊で、今回のご発表で最も広域な調査をされてい

たのは東先生だと思うんですけれども。もちろんご報告の時に非破壊に対するお考えも確か少しいただ

いたと思いますが、改めてご発言いただけないでしょうか。

○東：非破壊で地下遺構を把握して、その文化財を基本的に後世に継承するという意味ではそのまま掘ら

ないというのが一番いいわけですけれども、レーダーでとらえたものが実際に正しいのか、あるいはど

ういったものなのかということを検証しないと、次のレーダーの解釈に生きてこないわけですよね。で

すから、理想的には非破壊ですけれども、その後の検証というのもやっぱりある程度は必要なんだろう

という考え方はあります。

○司会（田畑）：海外ですとどうでしょうか。今回のご発表ですと、寺崎先生いかがでしょうか。

○寺崎：基本はやっぱり発掘をせざるを得ないと思うんですが、今日ご紹介したように、もう原則的に手

をつけないというようなマスタープランができている場合なんかは多分有効だと思います。ただそれ

も、例えばレーダーの場合、何かあるということがわかるだけであって、今、東先生がおっしゃったよ

うに、それが何かということは掘らずにわからない。ですからそうやって地下探査なんかで確認された

ものをピンポイントで小っちゃいトレンチを入れてって繋げていくとか、そういう方法ぐらいしかない

のかなという気はしています。

○司会（田畑）：ちょっとここから派生した質問なんですけど、例えばこういうことってあり得るんで

しょうか。つまり、発掘調査をある程度面的にやって、ある程度のところまで剥いだところで探査をか

けるという、これは技術的にはどうでしょう。阿児先生。

○阿児：それは可能でして、実は昨日の一日目で亀井が報告した鹿児島県の敷領遺跡の事例なんですけど

も、そこは実はきれいに田んぼの畦が見えたんですが、あそこは整備する予定がもうありまして、実は

一番表層部の腐葉土のものはですね、はぎ取ってあったんですね。ですからレーダーにとっては一層

分、余計なものがないという状況で探査ができまして、データとしては良好なデータが取れたと。で、

探査の途中でも、発掘の途中でも探査をしてさらに深い所に何があるかとかというのは技術的には可能

です。一応技術的にはですけれども。

○司会（田畑）：また新しい可能性が生まれそうだと。

○阿児：はい。あと特にありますのは、昼飯大塚古墳もそうでしたけれども、発掘の途中で、トレンチの

ところで鉄製品がないかということで磁気探査を行って、サブトレのすぐ脇に実は見つかっていなかっ

た副葬品があったと。そういうもので、もう一度調査計画を変えましょうということになり、さらに調
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査の結果、鉄製品が出てくるのであれば、検出後の保存の方法とかで対策も立てられますので、その都

度いろんな探査手法を入れることは可能かなと思います。

○司会（城倉）：すいません。議論の途中ですが、台風の関係で西都原考古博物館の東先生が途中で退出

をされる予定ですので、先に東先生に会場からの質問にお答えいただきたいと思います。

○東：すみません、無謀にも宮崎に向かって帰ろうと思ってますので、先に話をさせていただきます。

質問を２ついただいていて、我々がやっているGPR探査の機材は自前かということですが、自前で
す。アメリカのGSSI社製で、2002年に、2004年開館の博物館の建設費用にもぐり込ませて買いました。
SIR2000というユニットと200MHzと500MHzの２つのアンテナ、あと、その当時は解析ソフトのリー
スがなかったので、開発者にお願いして購入して、それが300万だったので、合わせて1,000万ぐらいの
費用で買いました。

　　それが８年後に壊れまして、後継機種のSIR3000に買い換えて、270MHzのアンテナを一つ買い足し
ました。で、その壊れた時に、GSSI社と、日本の代理店である応用地質に修理を依頼して、何で壊れ
たのかということを追及しました。初期不良かと、まあ８年たった上で初期不良はないんでしょうけ

ど。すると、単純に使い過ぎだというふうに言われました。圧倒的に使い過ぎてると言われました。次

に、その都度業者への発注をしてるのかという質問ですが、2002年に購入してますので、現在は自前で

実施しています。それ以前は業者発注してましたが、その時に発注していたのが石川県中島町、今は七

尾市になっていますが、そこがふるさと創生基金で誘致したマイアミ大学の地球物理学研究所のディー

ン・グッドマンというアメリカ人ですが、その人に対して委託発注をしていました。今現在、データの

解析と処理は誰がやってるのかということですが、それは私がやっています。自前の機材を持って、自

前のソフトで私がやっています。約15年ほどやっております。

　　もうお一方からの質問で、緊急調査の時に、これ緊急の発掘調査という意味だと思いますけれども、

民間の施主に対して理解してもらうにはどういったアプローチになるのかということですが、いわゆる

開発事業に対する緊急調査というのは、その調査原因、開発原因によっていろいろあります。例えば、

都道府県、あるいは市町村といった自治体が事業主体、開発主体の場合にはお互いに県同士、市町村同

士ということで、調査に必要だからということで地中探査を行うことは比較的易しいです。相手が民間

業者の場合は、調査費用を負担してもらう時に、その負担の額が大きくなるわけですからかなり難しい

ですね。ただ、そういった場合も、我々がスケジュール的に空いている時には私たちがやることはあり

ます。その場合は現場までの出張旅費ぐらいですので、オーケーですね。

　　で、必ず民間であろうが、自治体主体であろうが、レーダーをかけた場合、その結果を事業主の方に

見せて、こんなことがわかりますよ、そのためにこれだけ調査が効率的に進みますよということを説明

した上で、次からは発掘だけじゃなくて、その事前調査としての地中探査も考慮して下さいとお願いし

ていますが、まだ民間の場合は、それはわかるけど結局金がかかるんだろ、ということが多くてなかな

か難しいですね。

　　それと、昨日も言いましたけれども、まだ行政の埋蔵文化財担当者、発掘する側の人間も、結局その

後に発掘するんだったらさっさと表土を剥いて発掘した方が早いと言ってる人間もまだ相当数いますの

で、開発施主だけではなくて調査担当者側にももう少し教育が必要かなと思っています。

○司会（田畑）：ありがとうございました。それでは引き続きその他の先生方にも質問に移らせていただ

きます。まず、青木先生、横山先生、千葉先生への質問が２件来ておりますので、これは代表して青木

先生に。これたぶん、どこかの研究所の方なんでしょうね、お名前はないんですが、石室データの公開
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などは行わないのでしょうか。当方にも100基程度石室のデータがありますということなんですが、い

かがでしょうか。

○青木：今回、３基の横穴式石室の計測を行ったわけですけれども、データの公開というのはもちろんい

ろいろ計画を考えておりまして、どういった形で公開していけばいいのかというのは、その古墳がある

市町村、東松山市さんと行田市さんですけれども、あるいは共同研究者のラングの皆さんや早稲田大学

の先生方と今相談しているところで、最終的には 3Dのデータとか、何らかの形で公開できればいいん
ですけど、ちょっとまだ何も計画段階というところで決まっておりません。

○司会（田畑）：ありがとうございます。データの公開、あるいは成果の公開ということは非常に大きな

テーマですし、他の先生方にも通じるところはあると思うので、これはちょっと後で時間があったら

他の先生にも少しお考えをお聞きしたいと思いますが、もう一つは古墳の石室計測において、SfMと
PEAKITの組み合わせがなかったが、理由はあるのでしょうかということなんですが、いかがでしょう
か。質問の意図が、技術的なものなのか、なぜやらなかったのか、どちらかちょっとこの質問からはわ

からないのですが。

○青木：SfMでPEAKITの処理をかけなかったのは、計画の段階では予定していなかったというのがあ
ります。今回はSfMというのがどれだけレーザー計測と比較して精度があるとか、どこまでのずれ
とか、そういうものが生じてるのか生じないのかというのを検証する意味で、SfM単体で、フォトス
キャン単体で処理した図というのを掲載しました。これから先に研究や分析を進めていく上で、SfMの
PEAKIT処理というのもご協力いただければと思うんですけれども。技術的な問題じゃないです。

○司会（田畑）：ありがとうございました。それでは、私の手元にある最後の質問票なのですが、城倉先

生他すべての発表者へということなんですが、3D計測、GPRなどはそれぞれの方法で可能な範囲にお
いて現状をすべて記録しますが、ノイズの除去など、情報の取捨選択の基準標準化が今後の課題になる

かと思います。この点についての展望をお聞かせくださいという、ノイズの除去ということで、これは

非常に興味深いのですが、城倉先生いかがでしょうか。

○司会（城倉）：三次元データの中でも、特に考古学の測量に関してはノイズというのが、おそらく一番

問題になると思います。もう一つは、大石先生の話にもありましたけど歪みですよね。補正をかける、

あるいはデータを何らかの形で処理していくという作業が必ず必要になります。現状では、測量に関し

てはそのテクニカルな問題が克服できていないのかな、というふうには思っています。まあ、広範囲で

の地形図の作成だとか、樹木などがない開けた場所での考古学的な測量などでは、ある程度の経験的な

ノイズ除去のやり方というのが、アルゴリズムの開発と共に進められていますので可能だとは思いま

す。しかし、墳丘の設計を分析するなどの精度の話になると、発想としては、ノイズのないデータを取

得することが重要だと考えております。今までの考古学的な等高線測量などのアプローチは、ノイズが

ないデータですので、それらのデータの蓄積上に新しいやり方が生まれてきているのが考古学の状況だ

と思います。

　　一方、大石先生、下田先生、早川先生もそうだと思いますけれども、測量学だとか地形学だとか、理

系の方々が考えている方法は、我々とスタンスが違うと思いますので、ノイズの除去だとか歪みの話に

なると、そちらの先生方にお話いただいた方がよいかと思います。私の方から振ってもよろしいでしょ

うか。早川先生、お願いしてもよろしいですか。航空測量で特に早川先生はSfMを使って地形測量を
行われているわけですけども、おそらくノイズという問題に一番直面をされている分野だと思いますの

で、地理学だとか地形学の立場からご発言をいただければありがたいと思います。お願いします。
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○早川：ありがとうございます。ノイズの件なんですけれども、私自身はなるべくノイズという言い方を

避けるようにはしています。何でかというと、見方によってそれがノイズになるかどうかというのは多

分変わってくると思っています。目的によってどこまでが必要なのかというのをちゃんと見極めるとい

うことが一番重要なのかなと。例えば、地面の形、私自身は地形学中心なので地面の形を見たいという

のが最初にあるんですけれども、一方で森林科学の研究者の方と一緒にやってみると、木の形そのもの

を知りたいということもあったりして、我々がノイズだといって省いていた木なんかのデータがそのま

ま有用だったりとかするわけですね。

　　また一方で、どれだけその植生を取り除いた、ある意味きれいな地面の形を高密度の点群で得られた

としても、そこからまた何を見出すかというところがまた、そのデータ自体がノイズになり得るという

ことも考えています。どういうことかというと、結局欲しいのは、例えば我々の分野で言えば斜面の途

中の傾斜変換線であるとか、人工物であればブロックのエッジの部分であるとか、道路の線の部分であ

るとか、PEAKITなんかもその辺の線の抽出とか非常に得意なんじゃないかなと思うんですけれども、
結局欲しいのはその線の情報だったり点の情報だったりすると、それ以外の情報はある意味ノイズとし

て省きたいということになってくるわけです。そういう意味でネガティブの意味でのノイズじゃなく

て、まあポジティブな意味でノイズというよりは、抽出をどれだけうまくできるかというので、まあそ

ういう意味で城倉先生のやり方などは最初から欲しい点だけを抽出するというので、非常に効率がいい

ということになるのかなと思っています。

　　我々の分野、実際、防災と斜面災害とか、あと森林、河川、海岸、いろんな対象でやってきてはいる

んですけれども、欲しい情報が何かというのをちゃんと設定した上で使う手法を選ぶということも必要

なのかなと。例えばレーザーにするか写真測量にするかというので、得られる点群の形の特徴とかも変

わってきますし、例えば写真測量で撮った石の形がレーザー測量の形に比べてエッジがあまりきれいに

出ない。けれどもボリュームで見るときには大して変わらないなんていうようなこともあります。だっ

たら、そういう場合は広域、簡単に撮れる写真測量にしてしまった方が効率がいいというような答えに

もなってくるわけで、そのあたりの、本当にケースバイケースになってしまうんですけれども、いろん

な手法が出てきている中でレーザー、地上レーザー、航空レーザー、モバイルレーザー、それから写真

測量もいろんなレベルでの写真測量がありますし、そこで何を見るのかというところをいま一度、何を

見るのかと、どう測るのか、その対応をうまく分野ごとにというわけではなくて、恐らく対象ごとにと

いうことになると思うんですけれども、何かこう編成して、一つのマニュアルというのも変ですけれど

も、ガイドラインみたいなものができるといいなということは考えております。そのためには多分一つ

の分野だけではなくて、多様な分野の方々の話を聞きつつ、まとめていくのがいいのかなと考えていま

す。

○司会（田畑）：ありがとうございます。あとお二方、レーザー計測とレーダー探査に深い知見をお持ち

の大石先生と阿児先生にそれぞれお伺いしたいのですが、大石先生、ノイズ除去についてはご自身の事

例などでいかがだったでしょうか。

○大石：発表の中でも少し触れさせていただいたのですけれども、いわゆるレーザー計測の奥行き誤差と

いうのはある程度除去はできると考えています。それに対して、Stracture from Motionもやってること
は同じでカメラの位置姿勢を推定してるのですが、スイープタイプのLiDARの計測のように移動計測
の場合は、結局高価なGPSなりジャイロなりを使って位置姿勢を補正して求めてるんです。その精度
も状況によってかなり違っていて、空中だったら当然何も遮るものはないのでGPSの精度も非常にい
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いし、航空機だったら高価な大きいジャイロも積むということもできるのですけれども、じゃあ低い所

で建物の横でやったらどうかとかなるとできなくて、そうすると今度は画像ベースでやらなきゃいけな

い。状況に応じてそのセンサーが正しく働くか、どれぐらいの精度があるかというのは違います。また

GPSなどいわゆる位置姿勢を計測するものと、画像あるいは奥行きデータを使って位置姿勢を推定す
るものとでまた違うんですよね。

　　早川先生もおっしゃったように、状況によってある程度精度を保証する、つまりこれぐらいの精度は

出ますよというのをちゃんと調べてあげて、じゃあこういう活用の時はこれぐらいでいいからこうやっ

て使いましょうという組み分けをきちんとしていけば、まあ、いいんじゃないかな。テクノロジー側か

ら言えば、とにかく高精度のものを作るということを求めるので、常にその精度を高めるということを

やっていく傍ら、必要な精度と活用状況の関係というのはアップデートしながらやっていく必要はある

のかなと思います。

　　ちなみに、最近はやはりStructure from Motionとレーザー計測のデータを比較したいという話は結構
あって、写真測量の場合は、写真がいっぱい撮れてるときれいにできる。実際データを重ねてみるとも

のすごくきれいに出ているところもあれば、写真が撮れてない、あるいは光源環境が変わったりしたと

ころは何か怪しいデータができてるということはあるので、そこはわかってデータを使うということを

すればまあそれでいいのかなと思っています。

○司会（田畑）：では、阿児先生、お願いいたします。

○阿児：地中レーダーとかそうですけど、私も早川先生が先ほどおっしゃってた言葉と一緒ですね。実は

ノイズというのは誰にとってのノイズかというのが一番大きなものでして、ある人、Ａさんにとっては

ノイズかもしれないけどＢさんにとってはノイズではなく、それこそ欲しかったデータであると。で、

やはり地中レーダーは基本的には計測ですので、計測されたもののデータというのはあくまでもデータ

であって、それをどう解釈するか、それをどうきちんとしたシグナルとして見るのか、ノイズとして見

るのかというのは違うと。今日のご発表の中で馬場先生の探査の中でアノマリーが見えたと。アノマ

リーってすごくネガティブな言葉かもしれないですよね。自然環境の中では異質なものと。でも実はそ

の異質なものが全部発掘の対象になったと思うんですけれども、結局は誰にとってそれがアノマリーな

のかとか、ノイズなのかというのはやっぱり使用目的によって違うというのはあるかなと思います。

　　そしてもう一つノイズの中で考えていくときに、精密度と正確度、皆さんが精度といわれるところで

すね。精密度と正確度、両方を考えないといけない。正確度を上げるためにノイズレベルを下げて、い

いシグナルを採っていこうというのは我々工学の中でもずっとやっていきますけれども、精密度が上

がっていけば上がっていくほど、さまざまなデータを観測することができると。そうすると目的以外の

ところも見えてきます。変な話、お肌の皺とかシミまで見えてしまうというふうな画像、今の写真技術

の精密度が上がってきたおかげでそういうところまで見えてしまうけれども、それがノイズなのかどう

なのかという話と一緒で、結局計測されたデータをどういうふうに原因を追求していくのかというのが

ポイントなのかなと思っています。

　　ですので、そこで目的が明らかであれば、その中からどういうふうな信号を取り出していくか。それ

以外のものをどう除去していくのか。ただし、元のデータとしてはやはり残していった方がいいんじゃ

ないか。それは他分野でも使えるものであって、それが公開されていけばさまざまな分野の連携になっ

ていくというふうには思っていまして、やはり計測という視点と、さらにそれを利用するという視点で

ノイズという考え方が変わってくるのかなというのは思っております。
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○司会（田畑）：ありがとうございます。もう一つ、ノイズとはちょっと離れるんですけれども、情報の

取捨選択、基準化、標準化ということですと、下田先生のご発表で溜め池の認識が研究者によってずい

ぶん差が出たという問題が提示されました。実際のデータの解釈というのは当然研究者の自分の考えで

どんどんやるもので、だからこそ研究発表というのは記名原稿でやるからそれはいいんですけど、この

場合は溜め池のような地形の事実認定に際してずいぶん差が出たわけですよね。やはりこれは下田先生

としては今後それを手助けするようなアルゴリズムの開発みたいなものを望まれているということで

しょうか。

○下田：同じ地形図を見たとしても、それを人為的な溜め池と見るのか自然的に生じたものと見るのか、

いろんな見方があると思うんですね。私もああいった図面を作るときに現場でいくつか代表的なところ

を見て、図面と見比べて、ああ、この図面に見えてるのはこういう状況なんだということを認識した上

で、この線を引くべきなんだとか。もう一人の方がやられていたのは私よりかなり細かく見てるんです

けど、あそこまでは見えないなというようなことは感じいて、そういう図面の書き方をしたんです。た

だ、あれは今の段階で書いてるもので、今後発掘調査なり地下探査なりをやってきて、これが溜め池

だったんだろう、これが何だったんだろうと見えてくれば、また全然違う絵というのがその段階での解

釈の上で出てくると思いますので、それは事実認識というのに基づいてアップデートされていくものな

のかなと思います。

○司会（田畑）：ありがとうございます。これは地形解析の話でもあると思うんですが、早川先生、例え

ばこういうものを、溜め池なら溜め池で現地評価からの基準を作って自動的にそれで基準に合うものを

認識するようなアルゴリズムの開発は技術的に可能なんでしょうか。

○早川：そういう工夫というか、開発はいろんなところでやられていると思います。特に航空レーザーな

んかのデータのセグメンテーションとかいうのは、恐らく点群そのものから空間分布なんかで統計的に

周りと違うところだけ抽出するとか、あるいはその特徴に合わせて分類するとかいうことは出されてい

ますね。

○司会（田畑）：ありがとうございます。考古学、建築史学の方でLiDARデータの利用とか地形データの
利用というのはまだ手探りでやっているところですので、ぜひ早川先生のような地形専門の方に今後と

も力を貸していただければと思います。

　　それでは一応これで質問票に基づいた話は終わりにさせていただきまして、趣旨説明にありましたと

おり、初日が日本国内を中心に、２日目が海外を中心にということでしたので、まず海外の方から少し

討論させていただきたいと思います。

　　海外の方は専門分野も対象地域も調査内容にも隔たりがずいぶんありますので、全員の報告者の先生

方に共通する話題というのはなかなか見つけにくいと思います。なので、私の方である程度、話を絞っ

て振らせていただきたいと思います。まず専門分野は別として、直接的に遺跡そのものを研究の対象と

されていたのは、馬場先生、寺崎先生、あと下田先生だったと思います。２日間伺っていて大変勉強に

なったのですが、例えば日本で遺構、遺跡の 3D考古学ということですと、私が大変感銘を受けたのは
高精度な点群データによる三次元モデルと、地下探査を組み合わせるという方法がありました。計測技

術としての 3D技術はあると思いますが、それ以上に遺跡を地表面から下まで立体的に捉えるというア
プローチがすごいなと思ったんです。実際には、例えば手測りでやった時は城倉先生のもとで18万点で

すね。18万というと膨大なものですので、実際に限られた時間で調査することは、海外ですとどこまで

導入できるのか、あるいは手測りの場合に別の手段を導入するということになるとは思うのですが、そ
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れぞれのフィールドでそうしたアプローチの可能性、あるいはご自身のお考えというものをお教えいた

だければと思います。寺崎先生からでよろしいでしょうか。

○寺崎：今ご指摘のあった時間という問題、我々も世間で思われているほど暇じゃないので、限られた季

節にしか出張に行けないことを考えた場合、熱帯で問題になるのはやはり雨期なんですね。そういう意

味では非常に短時間で多くのデータが採れるというのはメリットがあるだろうと思っています。しか

し、私たちがこうした調査をする場合にはそういうこともあり得ますが、もう一つは現地の皆さんに成

果を還元するだけではなくて、自立した研究が行えるようになることとかいうことを考えた場合には、

高価な機材を考えると少し難しくて、むしろSfMみたいなものの方が現地に還元しやすい技術かなと
思っております。

○司会（田畑）：ありがとうございます。現地への還元というのも非常に大切だと思います。この点も後

で改めて他の先生方に伺いたいと思いますが、馬場先生、いかがでしょうか。

○馬場：今日は地中探査というテーマで発表させていただいたので、要するに埋蔵文化財というか、土の

中に埋もれている遺構を調べようという話で行いました。今日は、磁気と電気探査、それからGPRを
少しお話しさせていただきました。ただし、エジプトではそれ以外にもいっぱいやられております。今

日、いろいろ話が出てた点群に関しては、ピラミッドとか神殿というのは今でも建ってるものですね、

埋もれておりません。そういったものを記録するということも、どんどんやられております。これに関

して、恐らく阿児先生がお詳しいんだと思うんですけど、エジプトにおける現状をコメントいただけた

らありがたいのですが、計測に関して。

○阿児：実は亀井とともに私もエジプトの調査をしておりまして、亀井が調査隊を率いているチームの調

査地は、ハルガ・オアシスといいまして、かなりエジプトの中でも南の方の外れた場所です。南の方で

は最大のオアシスで、そこでエジプトでは初期ぐらいの三次元計測をしておりました。神殿の計測、さ

らに発掘調査の進捗状況を三次元で計測しました。お昼に計測して夕方に計測することによって、一日

の調査過程も記録するということをやっております。エジプトでは、さまざまな国の調査隊がチームで

各地で調査されておりますので、あるチームの調査内容というのが一瞬にして伝わるという面白い地域

でもあるかなと思います。そうしますと、日本チームのあそこが何か三次元計測というのをしてるらし

いと。そうすると、うちにも寄ってくれみたいな感じで、いろいろそこから計測が始まっていきまし

た。その中で、皆さんもテレビとか書籍とかでは拝見されてるかもしれませんが、河江さんというエジ

プト考古学者の方がいらっしゃるんですけれども、その人たちを通じてケントカウエス女王墓の計測で

すとか。他にも、修復が今始まっているのですけれども、あまりにも風化が進み過ぎて修復をしないと

いけない。ただし現状を記録しておかなければいけない。もう修復してしまうと今の状態を見ることが

できないという状況で三次元計測をしております。さらにギザのピラミッドとかさまざまな計測が始

まっていて、エジプト大地全体を計測しようという、何となく流行りなんでしょうかね、流行りもあり

ますし、やはりそのデータをきちっとして分析していこうというふうな行動も行われていますので、い

ろいろな研究目的もありますけれども、現状記録という意味の保存という観点からも活用されているの

ではないかなというのが、エジプトの方での雰囲気だと思います。

○馬場：ピラミッドに関してはですね。今、議論になっているのは上と下を同時に、地下の状況と地上の

状況の記録、これを両方うまく活用していこうという話ですよね。ピラミッドの中では、地下のいわゆ

る玄室のところに水がたまってて、その水がどこから来てるのかというので、この下を調べようという

ことで電気探査をやる。で、同時に上の構造物も調べようということでそちらの測量もやっているとい
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う例は確かにあります。ただし、それはあまり学術的な方向には向かってない、まあ記録を取るという

ことと、遺跡の破壊に対して、遺跡の現状を把握する、地下水がどこから来てるのかというのを調べよ

うというぐらいにとどまっていますね。

　　あと、エジプトという国は軍が強いです。内務省もすごい強いところでして、そういった特殊な機材

を日本からエジプトに持ち込むとき、これがすごい大変なんですね。基本的にドローンはだめといわれ

ています。それ以外にも、GPR等も通してはいるんですけれども、まあ時間と金がかかるというとこ
ろも一つ海外調査、これはエジプトだけではないと思うのですが、海外調査の一つのネックかなという

ところはあります。

○司会（田畑）：ありがとうございます。下田先生、いかがでしょうか。

○下田：エジプトのケースも同じだと思うのですけど、カンボジアでも、いろんな国が研究に入っていま

す。たぶん、日本国内でもどの手法が標準的なのかとか、一番優れているのかということは決めきれな

いんだとは思うのですけれども、日本としてどういう技術を持ち込むのかというようなことが一つ難し

い点であると思います。また、それがその国に入っていったときに、たぶんフランスも同じような技術

的な前進というのがあるでしょうし、ドイツなど他にもたくさんの国が参加する中で、どの国のどの技

術を入れていったら本当にその国として最も有効なのか。標準化したものを導入した方がいいのか、多

様なものを併存させてやった方がいいのか、そこは難しいんじゃないかと思うんですよね。私は修復工

事の手伝いで行なってましたけど、修復でもやっぱり同じで、各国は各国なりにいろんな技術を持ち

寄ってやっているんですけれども、５年、10年ではどの国の技術が一番よかったのかというのは正直評

価できなくて、たぶん50年後とかにならないとわからないと思います。研究の調査成果においても、地

中探査なんかは見える見えないということでわかりやすいかもしれないですけど、ただやっぱりどの方

法というのが効率的で一番見たいものがノイズがなくて見えるかというようなことは、多国間で共有し

て議論するということをかなり綿密にやらないといけない。自分たちの国の事例だからということで、

それをただ持ち込むだけではまずいのかなということは思います。

○司会（田畑）：ありがとうございました。私も下田先生と同じ分野、地域でやらせていただいて、その

RiDARデータというのをやっぱり使うのですが、この間ポーランドで国際会議に行ったら、コンソー
シアムチームの、RiDARを利用しているあるアメリカ人考古学者が誇らしげに、RiDARデータは考古
学の調査を完全に変えたんだとはっきり言い切ってきたんですけれども、その彼の自負がどこまで通用

するかというのは確かに今後いろいろ試さなければいけないことがあるんだと思います。

　　ただ、私自身も下田先生と同じ遺跡をやらせていただいているんですけど、それ以外に私の方でいう

と、窯跡の調査をずっとやっております。カンボジアの場合は地下に焼かれた遺構が存在していて、し

かも堆積が浅いので、点群データによる地形モデルや地下探査の組み合わせというのはすごく効果が出

るだろうと思ってます。ただ、やってみるとなると確かに先生方がおっしゃったような、どの技術をど

うやって持ち込んでどう運用するか、予算や時間の制約の中でということになって、城倉先生がされて

いるような手測りはちょっと難しい。どれほど高速にやっても難しいかなと思います。そうすると、や

はり、レーザー計測かSfMかということになるのですが、そこで大石先生と早川先生に少し伺いたい
のですが、大石先生の場合はモニュメントを今まで調査されてこられて、その時に例えば上空から撮影

するといったときには先生のご報告ですと気球を使われたりするわけですけれども、レーザー計測に気

球を使う時、ドローンに積む時、お互いのメリット、デメリットや運用のし易さに差はあるんでしょう

か。
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○大石：なぜ最初に気球を使ったかというと、気球は動きが滑らかで、要はプロペラの震動がないので、

モーション推定するにしてもその方が楽だろうという経緯がありました。あと、現実的な問題として、

機材が重くて積めないということもあります。最近だと、小さなLiDARもあるので大きなドローンに
積めるとは思います。我々もやろうとしていますが、どういったノイズがのってくるのか、それをちゃ

んと取り切れるのか、そういった点がまだわかっていなくて、まだこれからかなと思っています。

　　それに対して、Structure from Motionだと、計測時間がシャッタースピードなので、そういった意味
での歪みやノイズはないんですね。なので、いいところと悪いところがあって、さっき言ったみたいに

精度が保証できないとか、あるいは環境に依存するとか問題はあるんですけども、その状況で使い分け

てやればいいんじゃないかなと個人的には思ってます。

○司会（田畑）：ありがとうございました。実際、私も、気球はちょっと難しいんですが、ドローンを今

導入しつつあります。気になってくるのは、先ほど下田先生がおっしゃられたような樹間の問題でし

て、あれをクリアするような何かうまい手というのはあるんでしょうか、早川先生。

○早川：皆さん気になっていて、どの分野でも気になっている点でして、森林系の研究者の先生方とも一

緒にやってる中でいろいろ試してはいるんですけれども、一度に全部計測するというのは現状なかなか

厳しい面があるのかなと。例えば航空レーザー、普通の有人機の航空レーザーであればそれは樹間と地

面もある程度は採れると思います。ただ樹を下から見た図であるとか、あるいは樹間の下にある建物の

側面であるとか、そういったところはなかなか計測しにくい。

　　で、じゃあUAVはどうかといえば、樹間が空いてる所であれば一応地面まで見えてれば、計測でき
ますけれども、見えなければ当然計測できない。じゃあ下から計測しようというので、例えば熱帯雨林

の調査なんか私も行かせてもらってるのですが、ジャングルの中に入って行ってその中で地上レーザー

を設置して、下からレーザーをぐるぐる回せば、それはそれできれいな点群データが取得できます。け

れども、想像に難しくないように、たくさん広い範囲を採るのは非常に大変です。そもそも歩きにく

いようなところを機材を持って歩き回るということがどれだけ難しいというのも皆さんご存知のこと

かと思います。一方で、じゃあ動きながら計測しようと、モバイルレーザー、もしくはStructure from 
Motionで、林内で計測すると。ただ、林内でSfMをやっても、樹の幹はマッチングするけれども、そ
れ以外がなかなかうまくマッチングしないという問題があったり、モバイルレーザーはモバイルレー

ザーで誤差の問題がありますよね。点の信頼性が数センチであればまだいいんですけど、実際それより

もちょっと大きいかなというような状況であったりします。一方、UAVに積む小型のレーザーもあり
ます。これもいろんなところで出てきてはいますけれども、それ自体も機材が大きいであるとか、高価

であるとかいうのでなかなか導入がまだ簡単にはできないところでもあります。

　　おそらく、今後数年でその辺の状況はどんどん変わっていくと思われます。そういう異なる手法で得

られる違った特徴を持つデータというのを、現時点ではどう最適化すればいいのかというのの答えはな

かなか出しにくいところではあるんですけれども、まずは使えるものを使って、なるべく最高解像度で

データをアーカイブしておく必要があるかと思います。もしかしたら、そのデータを数年後、もしくは

十数年後に再解析することでよりいいデータになってくるということも可能性としてはもちろんあると

思いますので、そういったデータの蓄積ですね、それも重要なのかな。それこそオープンデータとして

誰でも見れるような形で保存して、デジタルアーカイブしておけば将来的に誰かが何かすごいことを

やってくれるというような使い方もあるかもしれないので、その辺はぜひ皆さんでデータのアーカイブ

までも含めて進めていけたらいいのかなと思っております。
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○司会（田畑）：ありがとうございます。データのアーカイブについては亀井先生も初日におっしゃって

おられましたし、またオープンデータというのは非常に重要なお考えだと思います。そうしたことも含

めて、他の先生にもまだまだお聞きしたいことがたくさんありますし、海外での運用事例の難しさなど

もお聞きしたいのですが、ちょっと時間に限りがありまして、日本の先生方にもぜひお聞きしたいと思

いますので、ここから少し城倉先生にお願いします。

○司会（城倉）：台風が迫っているようで、夜に電車が停まるという情報もありますので、討議は２時間

を予定していたんですけれども、１時間半ぐらいを目安に進めさせていただきます。今度は、日本の方

について少しお話を伺っていきたいと思います。

　　今回のシンポジウムでは、三次元の測量と計測、それから地中レーダーの研究事例を紹介いただい

て、その可能性を考えていただいたわけです。皆さん、今までの研究の蓄積を踏まえた上で、最近の研

究状況に応じてさまざまな手段を採用されていました。様々な選択肢の一つとしてデジタルの手法も活

用されているということになるんだと思います。私の方から先生方にお聞きしたいのは、今までの方法

で計測や測量をしてもできなかったこと、今この方法を使ってるからこそできること、というのがたぶ

んあると思います。その点をお話をいただくことで、今やってる研究の意義を説明していただければと

思っております。今回のご発表の中だと、測量と地中レーダーを実施しつつ、今後発掘でその点を検証

する立場として、特別史跡の加曾利貝塚の事例を紹介いただきました。加曽利貝塚の調査事例から、高

橋先生と菅谷先生にお願いしてもよろしいでしょうか。

○高橋：では測量とGPRについて私がお答えさせていただきます。発掘調査との関係については菅谷先
生の方にお答えいただければと思います。

　　今回、私どもは加曽利貝塚で三次元デジタル測量によって、コンターワークにしておそらく10㎝、あ

るいは場合によっては５㎝くらいの非常に細かなデータを採ることができました。点群処理を厭わなけ

れば、今回も我々４万点やったんですけれども、かなり細かなデータが得られます。昔、我々が覚えた

のは、30㎝、40㎝、時に50㎝というような非常に目の粗いものだったので、どの程度地形面が正確に把

握できてきたか、この点に関しては甚だ心もとない状況でした。ところが、精密な測量によって観察で

きた若干の地形面の歪み、あるいは溝状の崩れなど、そういったものがGPRと連動するときに非常に
重要な意味を持つということがわかりました。

　　縄文時代の遺跡ではありますが、加曽利貝塚というのは明治以降たくさんの調査歴があるわけです

ね。例えば、山内清男先生が発掘された加曽利Ｅ地点が一体どこなのか、そのトレンチ、いくつかの候

補はあるのですが、どれなのかという時に、測量で観察できた若干の凹みがGPRと合わせた時に重要
な意味を持っていました。地形面のわずかな違いと、地中レーダー探査のデータを重ね合わせると、今

まで知られなかったような重要なことがわかってくるんだろうと思います。

　　それでは、発掘に関しては菅谷先生にお答えいただきたいと思います。

○菅谷：加曽利貝塚は、国の特別史跡ということもありまして、そもそもここを発掘調査するということ

自体が、この期間の中ですべてやり切れというような調査ではないということが大事なことです。発掘

調査を進める際には、通常、いわゆる表土剥ぎという工程が発掘調査の最初に始まるわけです。その表

土を剥ぐという時に、一般的な行政発掘、例えば関東地方ですと関東ローム層が見えるところまで剥ぐ

ことが表土剥ぎという風に進められます。本当はそうではないんですけれども。加曽利貝塚の場合は、

本当の意味での現地表で撹乱されている層のみを取った時点から調査を始めているわけです。そうしま

すと、その本来の意味での表土を剥いだ時点では、遺構らしきものがあるのかないのかが、まだ肉眼の
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観察では必ずしも判断がつかない状態から調査を始めるという形になっております。その時点で、事前

のGPRデータがあれば、現地表を剥いだ時点での包含層か遺構か判別のつかない部分を見比べつつ調
査を進めることが可能ですので、すごくメリットがある。

　　それに加えて、今後、GPRで見える強い反応は何だろうかということを、実際に発掘で確認すると
いうのもテーマの１つとしてやっていきますので、逆にGPRデータをどのように読み解くかについて、
フィードバックできるのではないか、と期待をもっております。

○司会（城倉）：測量とレーダー、さらに発掘を組み合わせてフィードバックしていくという作業が非常

に重要だということがわかりました。菅谷先生からは、行政の立場からお話をいただきました。ところ

で、亀井先生、阿児先生をはじめ、工学系の方の分析の蓄積は非常に多くあるわけですけども、行政の

調査現場などでは、なかなか導入が進んでいかない現状があるかと思います。今回の発表では行政で働

かれている方々が、大学との共同調査という形で進めた事例が紹介されましたが、行政の側から見た時

はいかがでしょうか。GPRを導入することの問題点とか、今後の可能性みたいなもの、阿児先生も発
言したいことがあるんじゃないかと思いますが、まずは伝田さんにお願いしてもよろしいでしょうか。

○伝田：今回、GPRをやらせていただいた時は、行政の側から大学にお願いする形でやっていただきま
した。例えば、三鷹市ではかなり広範囲で地中探査を実施したという話もありますし、世田谷市も外環

の調査の時にレーダーをやっていました。大田区に関して言いますと、宅地化がかなり進んでいる状況

があります。レーダーをかけようとすると、今回のようにかなり狭い範囲の中での探査という形になり

ます。また、斜面地とはいっても原地形の復元がかなり難しいとこまで改変がされているということも

多くありまして、試掘調査の代替というような形でレーダーを使うというような状況にまではまだなっ

ていないというのが現状です。ただ、我々の方でも確認調査という形で、平成26年度と27年度、今年度

も計画はしていますけれども、かつて横穴墓が発見されている多摩川台古墳群で少しずつレーダーをか

けている状況があります。緊急調査に対応する形でのレーダー探査の導入というのはちょっとなかなか

難しいところはあると思うんですけれども、ある程度広範囲にわたって土が残ってるようなところで計

画的に広範囲を探査していき分布状況を把握するのは行政にとってはかなりメリットがあると考えてお

ります。そういうところで得られた反応が、緊急調査のような狭い範囲の中でも活かせるようなデータ

になればいいのかなというふうには思っております。

○司会（城倉）：青木さん、いかがでしょうか。

○青木：私は埼玉県埋蔵文化財調査事業団に所属しております。事業団では発掘調査をたくさん行ってお

りますけれども、現状でレーダー探査というのを導入した事例は、私が調べた限りではないと思いま

す。一方、三次元計測等は業者委託という形で導入して、その都度発掘の時に手測りによる実測が困難

な場合とか、そういうものが出た場合には導入しています。

　　レーダー探査というのは先ほどの東先生のコメントにもありましたけれども、やはり非破壊で事前に

調べることができるというのが強みだと思います。ただ、埼玉県の場合は、試掘調査は埼玉県教育委員

会が実施して、その成果を受けて本調査を事業団が実施するという仕組みです。そういった意味でどち

らが主体でレーダー探査を導入するべきなのか、そもそもやるべきなのか、話が進展していないのが現

状だと思います。レーダーを導入する費用、時間、人員とか、そういった負担をどうするのかとか、事

業主への説明の仕方とか、諸々の事務的にクリアすべき事項が多くて導入できていないのかなという印

象です。

　　ただ、皆さんの関心の高さは実感しています。発掘調査の前にレーダー探査をして、どういうものが
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見つかりそうで、それを受けて調査計画を立て直したりとかいうのは非常に有効なのかな、というのは

個人的には考えております。職場内で勉強していく中で何か意識を変えていくとかいうことができれば

いいのかなと思っております。

○司会（城倉）：菅谷先生いかがでしょうか。千葉の状況などを教えていただければと思います。

○司会（城倉）：差し障りがあるということですので、千葉市の状況は省かせていただいて、それでは阿

児先生、いかがでしょうか。

○阿児：東さんとかの話でもありましたけど、私も探査し始めてもうすぐ、間に休憩もあるんですけど20

年ぐらいになります。誤解をしていただきたくないのですが、探査は試掘の代わりにはならないです

し、発掘の代わりではないというところをまずご確認というか、皆さんに認識していただきたいと思い

ます。東さんの発表で、内科と外科、事前の診断と実際的な手を下すというところがあったように、本

来的にやはり遺跡を解明したいというところの一手段として加わったものだというふうに認識していた

だきたいなと思っています。

　　私も文化財科学を学んできたんですけれども、探査だけが結果に対して当たりとか外れとかいう言い

方をされるんですね。年代測定とか産地推定して、この産地推定結果は当たりでした、外れでしたとは

言わない。年代に対して当たりでした、外れでしたというのも、まあ皆さん言わない。でも、探査に関

しては当たり外れというんですね。レーダー探査だとか電気探査の結果が、自分たちの目的に合ってな

いから外れとか、当たりとかいうんですけれども、そうではなくて、レーダーであったり電気であった

り磁気であったり、ある程度の物性、人間の目では確認できない物性をとらえているというふうな意識

をもって見てもらいたいなと思っているんですね。例えば、エジプトの事例でもありましたけども、被

熱遺構では、赤色化した範囲がそのまま熱を受けた範囲ではないですし、また磁気探査で見ると、熱を

受けて地下の状況が変わった範囲というものもまた別です。

　　では、実際に火を起こした、火があった場所というのは、おそらく証明はできないんですけど別なは

ずです。なので、一つの遺跡を新たに見る手段というのができたというふうにとらえていただければい

いかなと思っています。人間の医療診断でいうと、目で見てわかったものとX線写真、CT写真は全然
違うものですよね。あれでも、そのまま病気を判断するわけではないと思います。探査もいろんな使い

方ができるという事例を紹介させていただきましたけれども、いかに遺跡を解明するか、という新たな

目を手に入れたとか、そういうふうな視点で考えていただけるといろんな形での導入形態も各自治体さ

んでも考えてもらえるのかな、と思っています。

○司会（城倉）：考古学の先生方、そして工学系の先生方、少し立ち位置が違ったりするとは思いますが、

いろいろな立場から研究が進められているわけです。その中で、GPRという手段が非常に有効な点も
理解されつつあるのではないかと思います。もう１つ、GPRで課題となる点として、解釈の問題があ
るかと思います。取得したデータをどういう風に考えるのか、亀井先生の発表で先入観を持ってはいけ

ないと言われてましたが、実際には経験がないと読み解けないのも事実かと思います。そのあたり、加

曾利貝塚の分析をされた高橋先生、いかがでしょうか。取得したデータをどのように解釈するのか、感

じられたことを教えていただけますか。

○高橋：データはあくまでもデータであって、それが一体どういうものであるかということを直接語るも

のではないということについては、亀井先生が強調されたことです。亀井先生が現場に行くと、この探

査で当たったものはどういう模様がついてるんですかとか聞かれて困ったという話をお話しされていま

したが、我々もまさにそうです。取得したデータについて、この材質が石であるとか、あるいは貝であ
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るとか、それを判断する経験を我々はまだ持っていません。むしろ、これからデータを蓄積していきな

がら、確認していくことになるんだろうと思いますね。今まで貝殻と思っていたら、実は土器の反応で

あったとか、誘電率の違いというものが、その物体のどの部分に反応するか、ということについては

データを重ねていく必要があると考えております。

○司会（城倉）：阿児先生、いかがでしょうか。今回は、野本将軍塚古墳のGPRに関して、早稲田と東工
大の比較もありましたが。

○阿児：そうですね。解釈というのはそれぞれあると思いますし、今までの経験と知識というので解釈の

違いはあると思います。野本将軍塚古墳でも、早稲田と東工大で別々に探査と解析を行いまして、解釈

が異なっていました。これはちょっと提案なんですけども、例えば２つのデータを第三者の方に早稲田

が取得したデータと東工大が取得したデータを渡して、どう解釈されますかっていうのも面白いかなと

思います。

　　また、各遺跡で言えることだと思うんですけれども、それぞれの場所、対象によってすごく特性があ

りまして、その特性を知らないと解釈できないことがあります。先入観なしというのもありますけど、

どういう状況でデータを取得したのかも大事です。同じレーダー探査で、同じ地域であっても、乾期に

取得したデータなのか、雨期に取得したデータなのか、雨期と乾期でデータの違いがあるのか。この地

域ではいつデータを取得するのが一番いいのか、これらはやはり蓄積。先入観ではなく、方法をいかに

使うかというところだと思います。それによって解釈というのがより良いものになっていくのかなと思

いますので、データを残す時は、データを取得した状況をきちんと記録する。これはフィールドワーク

の大原則だと思うんです。遺跡に対する先入観というのは、ポジティブな言い方をすれば、遺跡の状況

をしっかり反映したデータの取得と解釈を進めていくことが大事だと考えます。

○司会（城倉）：野本将軍塚古墳に関しては、まだこれから解析が必要ですので、東工大と早稲田で多角

的にやっていければと思います。私も測量とレーダーの調査を継続してくる中で、亀井先生にはいつも

解釈が先行しすぎと言われることがありまして、では今回は別々にブラインドでやってみませんかと

なったわけです。同じものを違った視点で見てみる、こういった多角的分析が非常に重要なんだと思っ

ています。

　　考古学で取得したデータをどのように解析するのか、これは重要な問題だと思います。取得してきた

Rawデータがあって、それをどのように解析することで、どんな情報を引き出すのか、この一連の方法
はデジタル分析の特性だと思います。レーダーではないですが、この分野が得意なラングのお二人がい

らっしゃいます。横山さんと千葉さんには、今回、横穴式石室のPEAKIT処理を行っていただきまし
た。そのあたり、いかがでしょうか。遺構と遺物の特性の違いも含めてお話を伺えたらと思います。千

葉さん、よろしいでしょうか。

○千葉：生データを取得して、そこから情報を引き出すというところですけれども、今まで遺跡とか土器

でやらせていただきましたが、今回、古墳でやった方法は、私の立場から言うと遺物と同じ処理で遺構

もうまくいったという印象です。ノイズの出方も、対象が大きいとノイズも大きくなるので、そこは平

滑化したりしています。三次元のアルゴリズムがあると、いろんなソースに対して共通的に扱えるん

じゃないかなということを今回思いました。弊社は弊社の方法があるんですけども、アンコールワット

のデータを見たりするといろんな方法があって、これからも処理する目的に応じていろんなツールが出

てきたらいいなと思いました。

○司会（城倉）：会場にいらっしゃいますが、横山さん、いかがでしょうか。今回は、横穴式石室を初め
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て本格的に解析されたかと思うんですけれども。遺物とのデータの違いとか、特性とか、そういうのは

ありましたでしょうか。

○横山：PEAKIT処理をかけてきたのは、今までは石器とか、縄文土器とか、それから早稲田大学のチー
ムとは昨年一緒に埴輪の解析をして、それが製作技術的な判読に有効であるということがわかったわけ

です。今回、横穴式石室も全く同じ方法で処理をして、同じ方法が有効だということがわかりました。

ただ、石器や縄文土器の場合は、用いる画像の種類がちょっと違っています。通常はレリーフ画像と尾

根線でうまく表現できるんですけど、横穴式石室はそれにプラスして地下開度がすごく生きたなという

ふうに思います。対象によってその組み合わせが違うという発見があったわけです。

　　この研究をやってきて、今回の地中レーダーもそうですが、無作為のサンプリングが瞬時に大量にで

きるようになった点が、共通して言えることかなと思います。サンプリングを無作為にやったというこ

とが、母集団を忠実に代表することになり得ると思うんですね。それを考古学的な解釈に繋ぐものが、

解析になってくるのかなと思います。私たちの場合はPEAKITという技術を使っていますし、地中レー
ダーの場合では平面を色分けをしたり、プロファイルを取ったりというような解析方法というのが間に

入ってくると思います。そこまではある程度再現性があるところなんですけれども、そこから何を解釈

するかというのは、その後の問題になるわけですよね。再現性のあるものと、それを見た人によって違

うところが明確に分けられる、線引きができるというのが、三次元計測や地中レーダーの特徴なのかな

と感じました。

○司会（田畑）：まだまだいろいろあるんですけれども、時間も大分少なくなってきましたので、日本を

フィールドとされる先生方、それから海外をフィールドとされる先生方それぞれにお聞きしたいと思い

ます。3D考古学というのを実際に海外、国内で運用すると、それは機材の持ち込みから許可から実際
の運用まで、あるいは成果公開なり、法的な問題なり、さまざまな運用上のトラブルというものが、出

てくるかと思います。そうしたものを具体的に何か報告いただければと思います。全員は難しいので、

こちらから指名させていただき、海外で寺崎先生、いかがでしょうか。

○寺崎：私たちのところでは、資金の性格なんかもあるんですけれども、獲得したデジタル情報を見せて

いく、公開していくということで、2016年、2015年かな、末に、デジタルミュージアムというのをコパ

ンに開館しました。そのコンテンツは、凸版で作ったものなんですが、それを動かしていくときに一番

大きな問題というのは電気絡みの問題でした。コパンじゃなく別の場所で設置したものですが、落雷で

電気が飛んで、プロジェクターが壊れたり、コンピューターの基盤が焼けたりとか。これにはなかなか

対応できないという問題があって、部品が手に入らない、調達する資金がないという問題も出てきまし

た。遺跡、デジタルミュージアム、博物館を三位一体で活用していく時に、その一つがいきなりこけ

ちゃって、いつ再開できるか目処が立たないことになって、全体の計画に大きな穴が開くというような

事態が生じたことがあります。

○司会（田畑）：海外の場合、様々なケースが考えられるわけですね。日本国内の場合、寺崎先生がおっ

しゃった博物館の公開に関してはいかがでしょうか。例えば出来上がった三次元モデルや探査の模式図

があったとします。それを公開していく、あるいは活用していくときに、行政での制約や義務、あるい

は実際にウェブで公開するときに困難などが生じるのでしょうか。伝田先生と菅谷先生、差し支えなけ

ればお教えいただければと思います。

○伝田：まだデータを実際にホームページ上に上げたり、博物館での活用したりなど、具体的な話があっ

て考えてるわけではないです。ただ、博物館での教育普及と埋蔵文化財行政というのは連携する必要が
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ありますので、その部分に関しては、職場の中でも比較的前向きな意見というのはいただいています。

　　しかし、役所の場合ですと全体のシステム運用みたいなものがありますので、ホームページ上で公開

するにしても、容量の問題とか、技術的な問題とかで難しい部分もあります。また、市町村クラスの博

物館ですと、昔からの施設が多いですので、リニューアルしながらなど少しハードルが高いかなと思い

ます。技術的な部分や権利関係などは、調査主体になっていただいた大学などに協力いただければ十分

に活用していけるとは思います。

○司会（田畑）：菅谷先生、いかがでしょうか。

○菅谷：加曽利貝塚の場合は公有地ですので、公開するにあたってシステム上の問題とかは、今すぐでき

るかということとは別に、大きな障害はないだろうと思うんです。ただ、行政的な意味でいいますと、

これが民有地であった場合のデータの公開ということに関しては、何らかの制約が出てくるだろうなと

いうふうに思いますね。つまり、埋蔵文化財の有無についても行政側が把握している状況で、完全に

オープンにしているかどうか、あるいは経済活動に関わる部分で不利益が生じる、生じないなどについ

ての検討は必要になるんじゃないかと思います。

○司会（田畑）：時間がないのが惜しまれますが、3D考古学ということで技術開発から始まって調査や研
究、解釈、公開、保存といった側面をお聞きしてきたのですが、考古学は学問ですので、やはり教育と

いう面が絶対に欠かせないと思います。その点に関しては、大学の側から高橋先生、コメントをお願い

できますでしょうか。

○高橋：教育というのは大学教育だけではなくて社会教育という面も含めてということですね。考古学

は、現在までの研究で自然科学的な、あるいは物理学的な様々な方法をお借りしてきましたよね。年代

測定、産地同定など、いろんな分野の方法をお借りしてきて、考古学は新しい分野を開拓してきたと

いっても過言ではないと思います。今回のテーマとなった新しい探査法にしても、今までとは違った研

究の方向性を開いてきました。

　　私の大学院時代、40年ほど前なんですけれども、埼玉県本庄市に宥勝寺北浦遺跡という埴輪窯があっ

て、新潟大学の橋本博文先生を中心に、院生がチームを作って発掘しようということになりました。そ

の際に、早稲田大学理工学部の遠藤源助先生が電探をやってくれました。あれから40年たって技術の進

歩は格段のものです。今後も積極性を持って取り組んでいく必要があるだろうと思います。今まで、大

学、あるいは研究機関が実験を繰り返しながら技術の改良に勤めてきたわけですが、今回のシンポジウ

ムの話を聞いていますと、実際の現場で使われ始めている、定着し始めている点を実感しました。今

後、行政レベルでこれをどういう風に理解し、利用していくか、この点を一番危惧しています。例え

ば、この方法は、埋蔵文化財の現場における時間と労力の省力化に繋がり得るわけです。だから、埋蔵

文化財で人は要らないよね、という人員削減の方向に向かうのは我々の望むところではありません。む

しろ、考えていかなきゃいけないのは、担当者の時間と労力が省かれるんだと。だから残った時間を担

当者は何に使えばいいかということを新たに考えていく必要があるだろうと思います。

　　今までは、文化財担当者は、一所懸命発掘をして、整理をして、その成果を世に問うて、これで一段

落していたんですが、保存と活用が今では叫ばれるようになりました。市民にどうやって還元するんだ

と言われているわけですが、今までは時間がなくてそれができなかった。でも、機械を利用することに

よって時間が出来ると考えればいいわけです。つまり、研究者、あるいは担当者が有利なように考えて

いくべきだろうと、私は前向きに考えております。

　　私たち早稲田大学では、考古調査士という資格制度を10年前から始めております。これは学生だけで
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はなくて、社会人の方も受講できます。実習科目もあって、必要な単位を履修し、公的な機関に申請す

ることによって考古調査士という資格がもらえる制度です。10年たって参加する大学が12大学になって

おります。私たちは、3Dについても、コマの中に位置付けたいと考えておりまして、教員の中で意見
を調整しながら進めているところでもあります。

○司会（田畑）：まだ、お聞きしたいのですが、時間となってしまいました。先生方、本当にありがとう

ございました。密度の濃い議論ができました。ただ、まだ議論しなきゃいけないことが、たくさんある

と思います。地下から上空まで、遺跡を三次元的に捉えるというのは、どういうことなのか。遺物や遺

構の三次元モデルを作って、どうするのか。既存の実測図との関係をどうしていくのか。私はラディカ

ルな意見の持ち主なので、前回の調査からカンボジアでは遺構の図面は全て三次元モデルにしてしまい

ました。もちろん、これはカンボジアだから出来ることで、膨大な蓄積のある分野や地域でどうしてい

くかは、丁寧に議論をしていく必要があると思います。しかし、これだけの議論が出来る点は、我々が

目指している 3D考古学の大きな可能性だと思います。
　　報告者の先生方、会場の皆さん、ありがとうございました。これで終わりにしたいと思います。
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