
■ 機関誌『測量』2006年5月号 

　　座談会「文化財の三次元計測の現状と展望」 
 
この座談会は2006年2月28日に，日本測量協会において2時間にわたり行われました。機関誌『測量』2006年5
月号には，誌面の都合上，話題の一部を抜粋して掲載しました。この「測量情報館」では，座談会の話題の全て
をお届けいたします。 

座談会　「文化財の三次元計測の現状と展望」

１．　ここまでできる文化財の三次元計測・表現 
　　１－１　文化財における三次元計測の現状　 
　　１－２　文化遺産の三次元ビジュアル化 

２．　文化財保存の立場から三次元計測に期待すること

３．　これからの文化財の三次元情報技術はこうなる

４．　まとめ　－文化財の三次元計測の展望

　

ご出席の皆様　（五十音順　敬称略） 
 
苅谷 勇雅 文化庁　文化財部　参事官
高 瀬　裕 株式会社　キャドセンター　取締役
近津 博文 
[司会兼]

東京電機大学　教授 
月刊『測量』常任編集顧問（前編集委員長）

　 

近津：　 司会を兼ねさせていただきます東京電機大学の近津です。 
　ご存知のように，わが国における文化財測量には長い歴史があります。明治時代の建築学者関野貞先生による
寺院や境内の測量に始まり，大正中期～昭和初期の平板測量による遺跡や遺物の実測図作成，昭和中期の遣り方
測量による遺跡の実測の時代を経て，空中写真測量による１千分の１地形図作成や近接写真測量による仏像など
の三次元計測の時代に至っています。そして現在は，レーザー計測やＧＰＳを活用した三次元計測技術が普及
し，仮想現実（ＶＲ：バーチャルリアリティ）空間での文化財の擬似体感や，創作当時の様子の復元，ＧＩＳに
よる文化財管理が現実のものになりつつあります。このように，文化財の三次元計測は，測量技術の発展ととも
に今後も高度化され続けるだろうと思います。 
　そこで本日の座談会では，「文化財の三次元計測の現状と展望」をテーマにして，ご出席の皆様から文化財の
三次元計測に関する最新技術をご紹介いただくとともに，今後の文化財の三次元計測を展望していただき，その
中で測量および測量技術者の役割を探りたいと考えています。 

１．　ここまでできる文化財の三次元計測・表現 
 
　　１－１　文化財における三次元計測の現状 
 
近津：　それでは先ず，私から自己紹介を兼ねて，文化財の三次元計測の現状について 
お話しさせていただきます。 
　文化財の三次元計測を行う場合，技術的にも色々な手法がありますが，ここではプラットフォームの位置によ
り，人工衛星による宇宙からの計測，航空機／ラジコンヘリなどによる上空からの計測，レーザー／デジタルカ
メラ／ビデオカメラを用いた地上での計測，さらに遺物のような小さなものを計測する正射投影システム，そし
て従来から使われているトータルステーション／平板測量を用いた地上測量というように分類してみました（表
－１）。ここでは，この分類に沿っていくつかの計測事例をご紹介したいと思います。 

 

　（１）高分解能衛星画像イコノス　　「バーミヤン」（月刊『測量』2006年5月号ページ32，図－１） 
　まず，宇宙からの計測事例ですが，この図は本特集号のためにスイス・チューリッヒ工科大学のアーミン・グ
リューン教授らが寄稿してくれた高分解能人工衛星画像イコノスとSPOT-5の画像を使用して作成されたバーミヤ
ン地域の三次元モデルです。左側がタリバンによって破壊されてしまった大きい大仏（西大仏）で，右側は小さ
な大仏（東大仏）があったところです。月刊『測量』2006年5月特集号の付録の立体シートは西大仏ですが，破
壊される前に撮影された地上写真をもとにしてグリューン教授が復元した三次元モデルで，様々な角度から見る
ことができるようになっています。グリューン教授らはこのような三次元モデルを作って，バーミヤンの谷全体
を復元しようというプロジェクトを進めています。 

　（２）空中写真　「エアーズロック」（月刊『測量』2006年5月号ページ29，図－３），ショチカルコ（月刊
『測量』2006年5月号ページ29， 図－４） 
　次に航空機等による上空からの計測事例ですが，エアーズロック（オーストラリア）とショチカルコ（メキシ
コ）の遺跡全体の三次元モデルは，いずれもグリューン教授らがカラー空中写真をデジタル化して作成したもの
です。 

　（３）ラジコンヘリ　「ピンチャンゴ」（月刊『測量』2006年5月号ページ37，図－４） 
　上空からの計測には航空写真が使われることが多いのですが，グリューン教授らはラジコンヘリにGPSやIMU
（慣性計測ユニット）といったナビゲーションシステムをつけた無人撮影システムの開発を行い，人が行けない
ような所も写真撮影できるようにしています（月刊『測量』2006年5月号ページ35，図－２）。この図は無人撮
影システムにより撮影された画像を基に作成されたピンチャンゴ遺跡群（ペルー）の地形モデルです。これらの
計測技術については月刊『測量』2006年5月号ページ34～37をご参照ください。 
 
　（４）レーザースキャナ 
　また，最近では文化財の三次元計測に対してもレーザースキャナが注目されています。これは，従来のトータ
ルステーションによる測量とは違って，対象物に対する高密度な三次元点群データをリアルタイムに取得できる
利点があります。ただ，問題もあって，レーザー光が樹木により遮断されたり水面によって乱反射するため，対
象物を精度よく計測できないことがあります。こういった障害を除去することをフィルタリングといいますが，
効率的なフィルタリング手法をどう構築するかというのが一つ目の課題です。 
　もう一つの課題は，レーザースキャナから計測対象物までの観測距離が短い場合には高密度の点群データが取
得されるのですが，観測距離が長くなると点群の密度が粗くなり計測精度が低くなることです。したがって，
レーザースキャナにより文化財の三次元計測を実施する場合にはこのような課題をクリアしなければなりませ
ん。 
　一つ目の課題に対しては，我々は微小領域内の点群データに対する平坦性に着目したフィルタリング手法を開
発し，遺跡や建造物の三次元計測に適用してきました。 図－１は遺構平面図の計測例です。従来はトータルス
テーションや平板測量で行っていたものですが，我々が開発したフィルタリング手法を用いることで， 図－１下
左のように等高線も描くことができます。また，点群データの持つ三次元情報を利用することによって，考古学
で必要とされている地形が大きく変化している部分や建物の角などの稜線（ブレイクライン）を自動的に抽出す
ることもできます。もちろん等高線とブレイクラインを組み合わせた遺構平面図風のものを作ることもできます
（図－１上右）。これらの図は完全自動で作成できますので，時間効率が高く（計測そのものは１時間程度），
かなり有効な方法として期待されています。 

 

　いっぽう，文化財の記録，特に文化財の三次元表現においては対象物のテクスチャの自動取得も重要な作業で
あり，このためレーザースキャナと写真測量を組み合わせた計測手法も利用されていますが，精度面から二つ目
の課題が問題になります。例えば，建物を20mの距離からレーザースキャナで取得した点群データをそのまま写
真測量の基準点として使うと，平面精度が約13mm，奥行き精度が約15mmでしたが，点群データに補正を加え
ると，平面精度，奥行き精度ともに約4mmになりました。これを，標準誤差という写真測量で理論的にこれくら
いの精度がでるだろうという値で表示すると平面精度は約2mm，奥行き精度は約4mmとなります。したがって，
点群データに対する補正を行うことによりレーザー計測も文化財の三次元モデルの構築に十分に使えるというこ
とになります。 
 
（５）デジタルカメラ 
　リアルタイムで画像が得られるデジタルカメラの高解像化・小型化・低価格化が進み，最近では多種・多様な
デジタルカメラが市場に溢れています。非測定用の市販のデジタルカメラを写真測量に利用する場合には，計測
対象空間内に三次元座標が既知な地上基準点を多数設置する必要があります。このような 基準点測量を簡略化さ
せないと，デジタルカメラの性能がいくら良くなっても計測には使えません。 そこで私たちは，計測対象空間内
のある２点間の長さを利用したデジタルカメラによる簡便的写真測量の実現を目指して「３ＤｉＶｉｓｉｏｎ」
というシステムを開発しました （図－２）。

　ここでは，「３ＤｉＶｉｓｉｏｎ」による事例を紹介したいと思います。 「３ＤｉＶｉｓｉｏｎ」は計測対象
空間中の２点間の距離だけを使ってデジタルカメラで三次元計測をしようというものです。 
 　図－３は，新潟県魚沼市にある国指定重要文化財の「目黒家住宅」の三次元モデルで，「蔵（くら）」という
映画に登場した住宅です。デジタルカメラで撮影 された画像に対して「３ＤｉＶｉｓｉｏｎ」を使用してカメラ
の標定を行った後，アニメーション化したものを私の研究室のホームページ（http://www.chikatsu-lab.g.dendai.
ac.jp/movies/index.html）で公開しています。

　また，埼玉県熊谷市に「歓喜院」という重要文化財建造物がありますが，建物の上下と側面にはきれいな彫刻
が施されています。昨年（2005年）10月8日～11月20日，埼玉県立博物館主催・文化庁後援で，これらの建築彫
刻が展示されました。 図－４は，このうちの１枚なのですが，デジタルカメラを使って撮影しました。文化財保
存の専門家は三次元モデルまでは必要としていないようですが，私たちは研究の癖として，三次元モデルまで
作ってしまいました（ 図－５）。

 

  

　これらの事例は市販のデジタルカメラでもここまでできるという紹介ですが，ビデオカメラの事例については
月刊『測量』2006年5月号ページ42で紹介したいと思います。 
 
　（６）正射投影システム 
　図－６は，出土した遺物のような小さい物を計測する正射投影システムです。遺物の計測には，通常，自在定
規のようなコマと呼ばれる道具を使うのですが，私たちは光の投射面を作り，この面に垂直なアクチュエータ上
を通過する遺物をＣＣＤカメラで連続撮影します。

 

　この際に撮影される線画像を図－７のように順次重ね合わせていくと，撮影し終わった時には考古学者が必要
としている正射投影画像が出来上がります。また，遺物の移動量はＰＣにより制御されていますので，遺物の距
離画像（ 図－６左から３番目）もリアルタイムに作成できます。また，これはデジタル画像ですから，エッジ抽
出，つまり文様の描画もできます（ 図－６左から2番目）。さらに，あらかじめカメラの標定をしておけば，三
次元モデルもできてしまいます（図－６右端）。このシステムでは遺物がアクチュエータ上を自動で通過するだ
けですから，わずか1分もかからないうちに撮影が終わってしまい，画像処理を含めてもすべての処理が２，３分
で終わってしまいますので，遺物の図化作業には極めて有効な手法であると思っています。 

　（７）その他 
　図－８は，私たちが勝手に「原景観の復元」と称しているのですが，古地図を使って，江戸時代の「川越の一
番街」のまち並みを復元したものです。

 

　また図－９は，ギリシアの北マケドニアにある「パラティッツァ宮殿跡」です。アレクサンダー大王のお父さ
んが住んでいた宮殿なのですが，ここに円形競技場があったといわれています。

 

　ところが実際に現地を見ても，ここに何があったのか全く想像できませんでした。古代西洋建築史の先生の指
導を受けながら作ったモデルが 図－１０です。学生が作ったので，あまり出来栄えは良くありませんが，なんと
なくこんなものがあったのだなとイメージできるようになりました。これらのアニメーションも私の研究室の
ホームページで公開しています。

  

　以上，東京電機大学の私の研究室やスイス連邦工科大学のアーミン・グリューン教授の研究室の成果をご紹介
しましたが，現在では，人工衛星からデジタルカメラに至るまで，いろいろ な三次元計測技術が可能になってい
ます。これらの技術はセンサー技術や画像処理技術の発展と共に，さらに進んだものになっていくと思います。 

　１－２　文化遺産の三次元ビジュアル化 

近津：　　一方において計測データの利用技術も目覚しいものがあります。この点について，文化遺産のＣＧ
（コンピュータグラフィックス）やＶＲの分野で活躍されている高瀬さんから，ご紹介をお願いします。 
 
高瀬：　　株式会社キャドセンターで，デジタルアーカイブの仕事をしている高瀬です。４年ほど前にスタート
した立命館大学の「京都アート・エンターテインメント創成研究」という研究にも参加しています。これについ
ては，あとで触れたいと思います。 
 
　（１）文化遺産の三次元計測の意義 
　人類が創ってきた文化遺産は，歴史とともに風化して自然に壊れていくだけでなく，バーミヤン遺跡のように
内戦によって破壊されたり，あるいは，経済的な理由で近代建築が建て替えられてしまうといったことが起こっ
ています。このような色々な原因で危機に瀕している文化遺産を，デジタル情報として記録・保存し，広く公
開・活用することが重要だという基本認識に立って，私どもは文化遺産の三次元デジタルアーカイブの仕事を手
がけています。また，遺跡は調査が終わると埋め戻されたり壊されてしまうため，このような遺跡をデジタル情
報として記録し利用できるようにするのは，意味のあることと考えています。 
　文化遺産のデジタルな三次元データは様々に利用できます。例えば，文化振興の面では，地域振興，観光，国
際関係の改善などに役立ちます。教育・啓蒙の面では，博物館，美術館，展示館などにおける鑑賞方法の拡大が
期待できます。また，三次元データをＣＧやＶＲを用いてビジュアル化したり，インターネットで配信すること
によって，エデュテインメント（楽しみながら学ぶという意味：EducationとEntertainment）的な利用に効果的
であり，これから重要になる分野です。さらに産業の面では，三次元データをコンテンツ化することで，日本の
将来を担う大きな産業として認識が高まってきているデジタルコンテンツ産業などにも利用が広がります。 
　文化遺産の三次元デジタル化には二つの立場があると考えています。一つは，既に失われてしまった文化遺産
を復元することで，もう一つは，現存している文化遺産をできるだけ正確に記録することです。現存する文化遺
産の三次元デジタル化には，デジタル写真測量やレーザー計測が用いられていますが，私は主にレーザー計測を
使っています。 
　いくつか事例をご紹介します。 
　失われてしまった文化遺産については，専門の研究者による監修を受けながら三次元ＣＡＤを使って復元モデ
リングを行うのが一般的です。 図－１１は，「仙台城・本丸大広間」の復元ＣＧで，仙台の展示館のシアターで
上映されています。 

 

　このほか、神戸らんぷミュージアム（図－１２），「駿府・夢の時代」（ 図－１３）なども復元ＣＧを使った
シアター映像です。 

 

　近年では、ＶＲ技術を使った「バーチャル仙台」（図－１４）などの展示コンテンツも増えています。このよ
うなかたちのＶＲは，正確にはリアルタイム３ＤとかインタラクティブＣＧなどと呼んだ方が良いかもしれませ
んが，リアルタイムかつインタラクティブな三次元映像を体験できるものです。

 

　現在，現存する文化遺産のレーザー計測に用いているレーザースキャナは２種類です。一つはタイム・オブ・
フライト方式のもので，精度は4mm以下ですが，対象物までの距離が100m程度まで計測できます。もう一つは
三角測量光切断方式のもので，人体ぐらいの大きさまでの対象の計測に使っており，精度は 0.1mm～1mmです
（図－１５）。

  

　（２）レーザー計測による文化遺産のデジタル化のプロセス 
　図－１６は，レーザー計測によるデジタル化のプロセスを示したものです。見えない部分（データが取れない
所）が無いように，対象物の周りの様々な方向から計測します。すると，たくさんの点群データが取得できま
す。それらの位置を合わせ，一つのデータに統合します。通常、点群データの位置合わせは，専用のソフトウェ
アを使って形状で一致させます。非常に大規模な対象物などの場合には標識を併用する場合もあります。統合し
たデータは，ＣＧやＶＲとしてビジュアル化したり，インターネットで配信することができます。ＣＧや点群処
理のソフトウェアはかなり優れたものが市販されていますので，私たちは，基本的には市販の良いソフトがあれ
ばそれを選んで使うようにしています。しかし，適当なソフトがない場合には自社で開発しています。 

 

　（３）三次元ビジュアル化の事例 
 
　①奈良県明日香村／酒船石遺跡 
　図－１７は，奈良県明日香村の酒船石遺跡で，シアター用映像として制作したものです。 

 

　②カンボジア／アンコール遺跡 
　早稲田大学の中川武先生が団長をされている日本アンコール遺跡救済チーム（JSA）に参加して，プラサート・
スープラN1（Prasat Suor Prat N1）という石塔の三次元計測を行いました（ 図－１８）。 

 

地盤沈下によって塔が傾いてきているため解体修理しているのですが，解体前の全体形状を計測しました。手測
りの実測図が作られており，レーザー計測の結果と比較しました。実測図は現地の人を教育して作られたもので
すが，かなり正確であることがわかりました（ 図－１９）。 

 

　③レバノン／ティール遺跡 
　元奈良大学の考古学の泉拓良先生（現在、京都大学大学院教授）や東京大学の柴崎亮介先生と一緒に，ティー
ル遺跡を３年間にわたって計測しました。広範囲にたくさんの遺跡があるのですが，発掘されている地下墓や，
記念門，戦車競技場などを計測しました（ 図－２０）。図－２１は地下墓の一つで，毎年の計測データを重ね合
わせたものです。 

 

 

　④横須賀市／浦賀ドック 
　日本の近代化を支えてきた文化遺産が，機能的に寿命がきたという理由でどんどん壊されています。せめて三
次元形状だけでも記録しておこうということで，横須賀市や国立科学博物館・清水慶一氏のご協力で計測した浦
賀ドックの例です。非常に計測しやすい形をしており，地上レベルから下方斜めにどんどん計測していって，２
日で全体の計測を終えました（ 図－２２，２３）。 

 

　⑤奈良市／新薬師寺・十二神将 
　図－２４は，元東京藝術大学の長澤市郎先生（現在、身延山大学教授）と共同研究した新薬師寺の十二神将立
像です。 

 

　この仏像は塑像，つまり土で出来ているため地震に対して弱いという特徴があります。表面の彩色のほとんど
が剥落していますが，専門家の奈良教育大学大山明彦先生に監修をしていただいて彩色の復元を行い，ＣＧを制
作しました（ 図－２５）。 

 

　さらに，この映像をコンテンツ化したＤＶＤも制作して販売しています（ 図－２６）。この作品は，
SIGGRAPHという世界的なＣＧのイベントにおいて，2005年のシアター上映作品に採択されましたし、今年
（2006年）4月開催の米国ニューポート・ビーチ映画祭のドキュメンタリー部門にも選ばれました。 

 

　⑥フランス・ルーヴル美術館／ミロのビーナス 
　図－２７は，昨年（2005年6月），ルーヴル美術館の休館日を２日間使って実施したレーザー計測の様子で，
図－２８は，取得したデータを使って制作した「ミロのビーナス」のＶＲです。ルーヴルの至宝として知られる
「ミロのビーナス」は，1964年に日本に来た時には数百万の人々が殺到するほどの人気でしたが，それ以来，ま
た今後も当分の間は，フランス国外へ出さないようです。今年（2006年）6月から東京・上野の東京藝術大学の
美術館で開催されるルーヴル展で，計測データから制作したＣＧやＶＲをご覧いただく予定です。 

 
 

　⑦立命館大学ＣＯＥ「京都アート・エンターテイメント創生研究」 
　また，立命館大学では，「京都バーチャル時・空間」と呼ぶ四次元の京都の構築を進めています。三次元の現
在の京都から戦前，大正，江戸そして，最終的には平安京まで時代をさかのぼって過去の京都のＶＲ復元を進め
ています。また，学内外の研究者に向けたインターネットによる実験配信も行っています（ 図－２９，図－３
０）。 

 

 

　⑧都市の三次元地図　MAPCUBE® 

　私どもでは，MAPCUBE®という商品名の三次元都市モデルを構築して販売しています。これは航空レーザー
計測により取得した高さ精度15cm，水平精度20cmの点群データと，縮尺1/2500のデジタル地図，および航空写
真を用いて，都市の三次元データを自動生成したものです。この事業は㈱パスコ，インクリメント・ピー㈱と共
同で行っています。 
　すでに全ての政令指定都市１４市を提供しており，他の都市についてもプロジェクトベースで作成しています
（図－３１）。 



 

ランドマーク的な，誰もが知っている建物については，詳細度の高いリアルなものを作っており，現在までに
2000棟程度が完成しています（ 図－３２）。先ほどの「京都バーチャル時・空間」でも，現在の京都としてこれ
らのデータを使っています。 

 

　このような三次元都市モデルをパソコンでリアルタイムに見られるようにするためのＶＲビューアも開発して
提供しています（ 図－３３）。 

 

また，既存の二次元ＧＩＳデータを生かせるよう，三次元地図と二次元地図を連動させるビューアを作り，三次
元ＧＩＳへの展開をはかるようにしています（ 図－３４）。 

 

さらに，三次元都市空間をＶＲとして見るための，色々なハードウェアも提供しています（ 図－３５，３６）。 

 

 

　このような三次元都市空間データをＷｅｂで配信するシステムも開発しており，ＡＤＳＬくらいの通信環境が
あれば，フラストレーションなく，しかもシームレスで見ることが出来ます。Ｗｅｂで見られるサイトもありま
すので，是非ご覧いただければと思います（ 図－３７）。 

 

　⑨その他の事例 
　近年，土木やプラントの三次元レーザー計測の市場が急速に成長してきており，尼崎のＪＲ脱線事故の現場検
証にもレーザースキャナが使われました（ 図－３８）。 
　また，映画の世界でも，役者の顔や身体をレーザー計測して，画面の中でたくさんの同じ人間が走っていくと
いったシーンの制作などにも使われています。 

 

　ＣＧ，ＶＲ，インターネット配信などによる三次元デジタルアーカイブは，これからどんどんと大きな流れに
なっていくだろうと私は認識しています。わが国のe-Japan構想（知的資産アーカイブの整備や創造的継承な
ど），コンテンツビジネス振興政策，観光立国行動計画，総務省のデジタルミュージアム構想などの政策と連動
しながら展開されていくと期待しています。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
２．　文化財保存の立場から三次元計測に期待すること 
 
苅谷：　三次元計測の実例を拝見して，びっくりしています。こうなっていればいいな，と私が願っていたこと
が実現しつつあるので嬉しく思います。 
　私は，大学院時代に建築学科を専攻し，町並み等の保存に興味を持つようになりました。ちょうど地上写真測
量が普及し始めた頃で，ステレオカメラを使って京都・嵯峨野の鳥居の町並みを撮影したりしました。当時話題
になったのですが，京都・三条通の中京郵便局の外観の写真測量（奈良文化財研究所が実施）の手伝いをしたこ
ともあります。この縁で，奈良文化財研究所に週に １回くらいの割合で研修に出かけ，写真測量に興味を持つよ
うになりました。残念ながらその後は機会に恵まれず，写真測量の世界から遠ざかってしまっています。 
　今日は４つの話題を準備しました。 
 
　（１）文化財（建造物）の保存の現状 
　図－３９は，文化財保護の体系を示したものです。私が関わっているのは，国宝や重要文化財を扱う有形文化
財（建造物や美術品）の中の建造物です。また，伝統的建造物群にも関わっています。この他にも様々な文化財
がありますが，私が自信を持ってお話しできるのは建造物に関わることだけですので，ご了承願います。 

 

　表－２は，国宝・重要文化財（建造物）の指定の現状（2005年12月現在）です。最近は，近代の洋風建築や土
木遺産の指定もかなり増えています。また，築後50年を経た建造物が対象になる登録有形文化財は9年前に登録
が始まってから，かなり国民の支持を得て，現在では5500件くらいになっています。 

 

　歴史的集落や町並みを保存する重要伝統的建造物群保存地区については，世界遺産の白川村萩町や近江八幡市
八幡など73地区（2005年12月26日現在）が選定されており（ 図－４０），最近は非常に増えつつありますの
で，今年中に80を超えるのではないかと思います。 

 

　このような文化財建造物の状態をしっかり把握するために正確な連続立面図を作りたいという要望があり，こ
れに地上写真測量が応用できないかということで文化財建造物と三次元計測との関わりが始まったわけです。し
かし，当時はまだ技術的・経済的に難しい面が多く，あまり普及しませんでした。 
 
　（２）文化財（建造物）保存のための施策 
　最近，文化財保護法改正や景観法制定など，文化財建造物をめぐる新しい施策が活発かつ重要になってきまし
た（表－３）。 

　私どもが平成18年度から新しく始めようとしている施策が２つあります。一つは，ＮＰＯ等による文化財活用
事業の推進です。文化財の保存を，今までのように所有者や役所だけが行うのではなく，NPOの人たちに興味と
技術を持ってもらい，参加してもらうようにすることです。それには文化財についての基礎知識が必要ですか
ら，マニュアルを整備して研修活動を行う計画を進めています。二つ目は，文化財建造物の耐震対策です。ご存
知のように，阪神淡路大震災で神戸・旧居留地の十五番館が大きく破損したのですが，部材を拾い集めて調査
し，免震構造で復旧しました。その後いろいろ対策を取ってきましたが、18年度以降、耐震診断や耐震補強を特
に重要施策として行うことになりました。耐震補強は，鉄骨等をなるべく目立たないようなところに入れたり，
基礎を免震構造にしたりしていますが，そのための費用と文化財の価値とのバランスをどう考えていくか難しい
ところです。 
　また，修理用資材をなかなか入手し難い状況ですので，ふるさと文化財の森システム事業として，技能者の確
保，体験学習・生涯学習，ふるさと文化財の森の設定などを行い，資材の確保に努めます。 
 
　（３）国宝唐招提寺金堂の修復のための三次元レーザー計測（事例紹介） 
　奈良の唐招提寺金堂で，奈良文化財研究所がレーザースキャナを使って破損図を作成し，修復に役立てている
例をご紹介します。唐招提寺は長年の間に自重による構造上の変形が生じているのですが，これが具体的にどう
なっているかを把握し，分析しました。平成12年度から修理を始め，文化庁が唐招提寺に補助金を出し，直接の
仕事は奈良県文化財保存事務所が行っています。 
　修理のために私たちは，修理保存図というものを作っています。これは，修理前と修理後の図面を作成し，修
理記録とするわけです。従来からケント紙に烏口で墨入れをする方法で作成されてきました。明治30年くらいか
ら文化財建造物の修理が行われてきているのですが，当時は傾きや歪みがあると，それをそのまま図に書いてい
ました。その後，修理によって傾きや歪みを完全に取り去ることから，修理前に修理のための設計図面を書くよ
うになりました。そうなると，修理する前の傾きや歪んだままの現状図を作る必要がなくなってしまいました。
実際には修理前は傾いたり歪んだりしているのですが，設計意図を図面として表現するようになったのです。 
　今回の唐招提寺金堂は，歪が相当に大きくなっていることもあり，現状をレーザースキャナで計測しようとい
うことになりました。高いところは櫓を建てて測ったり，隠れている部分は屋根裏に入って測ったりして，随分
ご苦労されたようです。こうして作られた現況の三次元表示が 図－４１です。これによって，軒先の荷重によっ
て垂木を変形させていることや，力の加わり方も理解できたわけで，かなりの成果が得られたと思います。 

 

　（４）マルチメディアによる文化財保存活用方策の調査研究 
　平成14年度に調査費を使って，文化財保存活用における三次元デジタル情報の活用の可能性を検証しました。
三つの事例で検討しました。一つは虹潤橋という石橋の計測，二つ目は歓喜院聖天堂の彫刻の実測，三つ目が島
根県大田市にある旧熊谷家住宅の計測です。 
 
　①大分県・虹潤橋 
　虹潤橋は大分県野津町・三重町間にかかる石橋で，文政７（1824）年に架橋されました。石が孕み出しを起こ
したり，一部変形したりしているということで，修理することになりました。我々の文化財保存の常識から言う
と，実測は橋全体に足場を作って細かく手計測をすることになります。管理している自治体から提出された手計
測の場合の見積金額がかなり高かったため，もっと経済的な方法があるのではないかということで，修理前の実
測図をレーザー計測によって作成できないかを検討しました。 
 
　②埼玉県・歓喜院聖天堂 
　先ほど近津先生からもご紹介のあった埼玉県妻沼町にある歓喜院聖天堂は，桃山時代の建築美を伝える江戸中
期の彫刻がみごとです。修理着手前に，その詳細な実測図をレーザー計測で作成できないか試みました。たくさ
んの彫刻が建物に設置されたままの状態で調査します。かなり凹凸がありますので 三つの角度からレーザー計測
し，それを一つに統合しました。また，デジタルカメラで撮影し，写真測量で作成した正射投影画像と合成しま
した（ 図－４２）。 

 

　次に，彩色の復旧復原をシミュレーションしました。簡易正射投影画像をもとにしてトレース画を描き，技能
者が手作業で色を付けます。実物を確認しながら，色を乗せるか，押さえるだけで止めてしまうかなどの判断を
しながら作業を進め，彩色見取図を作ります。この工程の補助的な事前作業ツールとして，レーザー計測を使用
できないかを検証しました（ 図－４３）。  

 

　③島根県・旧熊谷家住宅 
　島根県大田市の旧熊谷家住宅は19世紀の初め頃に作られた民家で，修理後に市が公開施設として活用しようと
しています。様々な調査検討を経て，最終的には江戸末期～明治初期の頃の姿に復原しようという計画が立てら
れ、復原図が作られました。解体調査中に次々と見つかった部材の痕跡や文献資料等に基づいて，こういった形
に復原できるということが明らかになったわけです。このような復原図の作成に至るまでの考え方の過程を，一
般の方にも分かるように示すことができないかと発想したわけです。 
　たいていの文化財建造物は，数百年の歴史の中で，さまざまな増築や，一部除去をしてまた作り直すといった
改築が行われています。解体部材に付けられた印や痕跡等によって，どのような変更がなされてきたかが，かな
り分かってきます。部材の細かな痕跡を探り当てて，かつてはどこにあったとか，どのように組み合わさってい
たかというのをパズルのように紐解いていくわけです。このような計測と推量を，もう少し簡単にできないかと
いうのが発端でした。そこで，部材についても三次元レーザーで計測したわけです。非常に多くの柱が使われて
おり，見えない部分もあり，その計測はなかなか困難を極めました。 
　痕跡の一つひとつの細かな形状や深さを測り，さらに，深い穴の底が真っ直ぐなのか斜めなのかを調べたりし
ました。釘穴もかなり重要で，明治の初期から中期にかけて角釘から丸釘に変わるのですが，どのような釘が使
われたなどを調べます。また，釘が何回打ち変えられているかによって，修理が何回行われてきたかを推測しま
す。部材の数は何百何千もあり，その完全なリストを立体的に作れないかという思いもありました。これら部材
の組み合わせの可能性は膨大になるため，解き明かすのはかなりの困難です。その過程をいかに皆さんにも分
かってもらえるようにするかというのが目的でした。大変に細かな手間のかかる作業でしたが，三次元シミュ
レーションによってかなり理解が得られたのではないかと思います。現状軸組を三次元レーザー計測し，点群
データの合成処理，面データの合成処理を経て， 図－４４のような現状軸組図や復原軸組図を作りました。 

 

　このような検証の結果，レーザー計測は、不整形なものをあるがままに記録するには最良の方法だとの理解が
得られ，今後の機器精度の向上と計測方法の確立により実利用が可能という認識に至りました。また，これまで
は文字／図面／模型等でしか表現できなかったものが，仮想空間上に再現できるようになり，様々な活用方法が
考えられると期待しています。図－４５は，今後の展望を一枚の図にしたものです。 

 

３．これからの文化財の三次元情報技術はこうなる 
 
　（１）文化財建造物の管理に求められる三次元技術はどのようなものか？ 
 
　①三次元情報技術の要素 
近津：　まず，私から口火を切らせていただきます。私は今，デジタル写真測量をメインにして，手軽にどこで
もだれでも簡単に測れる技術の開発を目指しています。デジタルカメラが普及し簡単に撮影できるようになった
のですが，そのためにまず基準点測量をしなければいけないのでは，折角の簡便性が機能を発揮できません。そ
こで，誰もが簡単に撮影でき，図面や三次元モデルが作れるシステムを構築できれば，写真測量分野も活性化
し，その応用技術もまた活性化するのではないかと考えています。 

高瀬：　レーザー計測は，リアルタイムに高精度な三次元計測ができる革新的な技術ですが，課題もあります。 
　一つはテクスチャです。デジタル写真測量の場合は，テクスチャ画像が同時に撮れるのでテクスチャマッピン
グが楽に行えるのに対して，レーザー計測の場合には，作成した三次元形状データに自動的に高解像度のテクス
チャを貼り付ける技術が確立していないことです。現在，クオリティの高いＣＧの制作においては，テクスチャ
の作業はほとんど手作業で行っています。 
　二つめは，対象物の有用なエッジがまだ自動的には作れないことです。エッジは，三次元データから立面図や
平面図を作成する際に必要です。ある程度の自動化は可能ですが，文化財の専門家のノウハウを盛り込むまでに
は至っていません。また、建築物などのＣＧやＶＲの制作で，異なるテクスチャを面ごとに貼り分けたい場合な
どは，境界のエッジが必要です。この点については，ソフトウェア開発を行いながら解決を図ろうとしていま
す。 
　三つめは，他の計測技術にも共通しますが，対象物の規模や周辺の状況によっては，すべての表面を計測する
ことが困難な場合があることです。たとえば，大規模な建造物の場合に高所から計測することが困難であった
り，狭い隙間の部分などの計測が難しい場合もあります。大規模な対象の場合には足場を組んだりするなど，現
場の状況に応じて対応することが重要です。 
 
苅谷：　文化財保護の側から言うと，まず一つ目は，テクスチャが明瞭でないと文化財として吟味する際のデー
タ材料としては使えません。では，どの程度くっきりと見えている必要があるかというと，明解には答えられな
い難しさがあります。二つ目は，寸法を計測するために必要なエッジですが，磨耗や腐食で破損しボロボロに
なったり凸凹になったりしていることが多く，どこがエッジか分からないことがあります。ですから，いくら精
密な機器を用いても，エッジを認識するのは難しいかもしれません。文化財保存の現場ではどうしているかとい
うと，文化財の専門家が実物を見て「ここがエッジだ」と判断しています。彼らは建設当時の寸法体系を知って
いますから，設計寸法についての解釈を加えつつ寸法を測っている訳です。このように考えてみると，精密に三
次元計測する技術者と，文化財の知識を有する専門家とが互いに協力しないと，文化財保存のために本当に必要
とする三次元情報が決められないのではないかと思います。 
 
近津：　遺跡の発掘現場の穴をカメラで撮影して画像処理するとエッジが簡単に抽出できますが，それは考古学
者が求めているエッジとは違うわけで，長年の課題になっています。確かに考古学でいうエッジを画像処理だけ
で抽出するのは難しいのですが，画像処理で抽出したエッジを元図にして，考古学者の判断を加えながら修正し
直すといった形で利用すると，遺跡の計測が効率化できると思うのですが，そういった協同作業がどうしてなか
なか実現されないのでしょうか。 
 
苅谷：　歓喜院聖天堂は表面が摩耗した彫刻ですからもともとエッジがあまり無いのですが，レーザーの実測結
果を見ても，エッジというか輪郭が殆ど把握できません。正射投影画像をトレースしたとしても，天女様の顔が
正確に描かれているか疑わしい。片や，彩色専門家は感覚で描くのですが，人間が観賞したときの感覚に近く，
機器を使って精密にデジタル計測したものよりも正しいかもしれません。熟練した専門家ですから絵として表現
する要点を押さえているわけです。こういった捉えかたの違いの隙間を埋める必要があり，医療の世界で普及し
ているエキスパートシステムのようなものがあるとよいと思います。私の立場から言えば，文化財の修復技術者
が，デジタル計測機器を使いこなせるくらいのパワーを持つのが理想で，そうすれば，これまでの自分の経験や
技術をデジタル計測データに重ね合わせ，文化財保存に必要な情報に仕上げることができるのではないでしょう
か。簡単なことではないと思いますが，これができないと，「やっぱりどこか違うな」という呪縛を解くことが
できません。 
 
　②コラボレーション（共同制作）  
近津：　高度に進んだ技術の全てを一人が習得するのは確かに難しく，私たちは文化財に関する知識を殆ど持っ
ていないため，現状の姿をなるべく正確に測って提供することしかできないのが現実です。言い換えれば，現状
の幾何データを正確に計測することが測量の使命だと思っています。ですから，私の場合は正確な三次元情報の
取得・表示が簡単な操作で誰もが使えるソフトウェアをいかにして提供するかということをテーマにしていま
す。例えば，彩色の専門家が，ここにこういう色を付けると，正面から見た時にどう見えるか，横から見た場合
にはどう見えるかがシミュレーションできれば，現場までいちいち見に行かなくてもパソコンの操作で直ぐに確
認できる。このようなことができるシステムを構築し提供できればすばらしいと思っており，これが，私たちが
できる限界ではないかと思います。 
　そのためにも，専門家同士がコラボレーション（共同制作）やコミュニケーションをして仕事をする取り組み
とか，文化財保存の専門家が使いこなせる道具を提供するという取組みが大切だと思います。 
 
苅谷：　文化財保存で一番大事なのは文化財の現状を正確に把握することです。これまでの計測技術には限度が
あったため文化財の専門家が計測してきましたが，その計測結果が数値的な意味で正確かどうかということにな
ると疑わしい部分もあり，検証の方法がありませんでした。ところが，最近の高度に発達したデジタル計測技術
により検証が可能になりましたので，文化財の専門家は，正確な計測結果をもとにして，新しい発想やこれまで
見逃していたことに気付くことが増えてきたと思います。 
 
近津：　文化財の全てを記録するというのは無理なことでしょうから，専門家によっては，これだけはどうして
も後生に伝えたいという思い入れがあって，それだけを丹念に調べ記録として残しておきたいということがある
と思うのです。いわば自分の夢を描いていくような。そうなると，関心の薄いものの記録が疎かにされてしまい
ます。自分が大切に思うものだけを強調して残しておきたいというのは，どの世界にでもあることです。もし
も，そういうことがあるとすると，コラボレーションの意義が浮き彫りになってくると思います。 

　③デジタル情報  
苅谷：　文化財の実測は非常に手間のかかる仕事ですから，必要最小限の枚数の実測図しか描けませんでした。
様々な角度から見た実測図を作って，それを一般の人にも公開したいのですが，これまでは出来なかったわけで
す。保存図も同様で，手間がかかる上に高度な技術が必要で，作れる枚数が限られてしまいます。写真なども報
告書に載せるのですが，ページ数が限定されていますから，主な写真を掲載するだけです。 
　しかし，情報がデジタル化されることによって，ボリュームの制約が少なくなりました。また，後世になって
から再チェックできる資料が作れるようになりました。さらに，シミュレーションできるというのが，特に文化
財建築物の場合には大きな意義を持っていると思います。ある解釈を加えながら建築物の空間構造を決めていく
のですが，ひょっとしたら違った解決があるかもしれません。これまでは，さまざまな解釈を比較検討すること
が十分にできませんでした。ところが，シミュレーションが容易にできると，色んな解釈毎に試行錯誤ができま
す。そうすると， 最も妥当性の高いところに収斂させることが可能になるとともに，他の解釈を適用した結果も
参考データとして記録に残せるようになります。 

　④計測精度 
近津：　写真測量をしていると石組みや遺跡の計測の手伝いを頼まれることがあるのですが，「どれくらいの精
度で測ればいいのでしょうか」と尋ねるようにしています。文化財管理に必要な精度の目安は無いのでしょう
か。例えば必要精度が0.1mmと１cmでは，使う計測方法や装置が変わります。 

苅谷：　例えば，石垣の場合にはミリ単位の精度は必要ないかもしれません。しかし，建造物の場合は，建築さ
れてから何百年も経過すると歪や狂いが生じていますから，ミリ単位で計測すると歪や狂いの大きさを把握で
き，設計数値を正確に掴むことができるようになります。また，ある時期に設計寸法の基準が変わったというよ
うなことも分かる可能性があります。そうなるとミリ単位での計測が欲しいところです。ちなみに，私たちが
「保存図」と言う場合には，ミリ単位で表現することになっています。 

近津：　文化財の種類や目的に応じた縮尺や精度の目安があると，計測する技術者はどういう技術を使えばよい
かが明確になるし，依頼する側にとっても，縮尺1/1000で表現できたら十分とか，今回はこだわりがあるから
1/500で作る，といった会話が成り立ち，意思疎通が図り易くなると思います。このような精度の物差しがある
と，双方の計画が立てやすくなると思います。 

　（２）どういう技術を磨けば文化財保護に貢献できるか？ 
 
近津：　どういう技術を磨けば文化財保護に貢献できるか，測量技術者は悩んでいると思うのですが。 
 
苅谷：　建築物の場合には，全体を把握するだけではなく，解体して「ほぞ」穴や釘穴の状態や圧痕の有無など
といったことを調べて，それらを総合的に判断して各年代の状態を推測し，修理していきます。このような判断
や推定の結果を検証できるように，客観的データとしてリストのような形で蓄えられるようになるとよいと思い
ます。このためには，釘穴も表現されないといけませんし， 「ほぞ」の深みや刃物の切り口なども記録として残
す必要があります。このような情報の記録が不十分だと，現地で直接見るしかないわけです。そのためには，ど
れくらいの精度で計測し表現する必要があるかということになると思います。 
　また解体の際には，各柱に名札を付けてリストを作成するのですが，これら部材の三次元データのリストが作
れるとよいと思います。さらに，三次元表示された部材が，軸組み構造の中で回転できたり嵌め込んだりできる
と素晴らしいと思います。というのも，垂木や梁として使われていた部材が，長い年月の間に切断されて別の場
所で別の部材として使われていることがあります。柱の両端は床下に残されているが，真ん中の部分はどこへ
行ったのだといった具合です。このような部材の形状が三次元データとして記録され，組み合わせをシミュレー
ションできると，文化財保護のための支援になると思います。 
 
高瀬：　部材の三次元データ記録や組み合わせのシミュレーションは，技術的には可能ですし，時間的にも手作
業で行うよりは早くできると思います。同じような作業がたくさんある場合は標準化してシステムとして作れ
ば，少しトレーニングするだけで誰でも使えるようにすることはできると思います。ただ，経済的な面からシス
テム化の実現性を考える場合，そのような市場がどれくらいあるかということに依ると思います。 
　システムとして組み立てるほどの業務量が無い場合には，やはり，それぞれの現場ごとに，専門家と一緒に仕
事をするといった具合になるのだと思います。 

　（３）「文化財オンライン構想」における三次元データの活用？ 
 
近津：　今，文化庁で進められている「文化遺産オンライン構想」の中で，文化財建造物の三次元データは，ど
のような位置付けになっているのでしょうか？ 
 
苅谷：　文化遺産オンライン構想は，全国の美術館や博物館が所蔵している美術品等のデジタル映像を，できる
だけ皆さんがアクセスしやすいように文化庁が運営管理しているポータルサイトです。文化庁が支援して各博物
館・美術館に作ってもらうという事業も行っていますが，基本的には文化庁がコンテンツの所有者ではありませ
ん。ですから，その中に三次元データが入るかどうかは，それぞれの美術館や博物館がそういうコンテンツを
持っているかどうかに依ります。 
 
近津：　美術品や歴史資料等をＷｅｂで公開する際には，解像度や色の再現が重要だと思うのですが。 
 
苅谷：　実物に近づけるには解像度を高くする必要がありますが，一方で，解像度を高くすると著作権等が問題
になってきます。所有者から博物館・美術館がお預かりしているものも結構あり，そういったものを美術館や博
物館で観賞していただくのはよいのですが，Ｗｅｂを介して公開することに所有者からの許諾が得られるかどう
かということが問題です。 

　（４）文化財の三次元デジタルアーカイブ化は進むか？ 
 
近津：　ユネスコでは文化財を三次元データ化やＣＧ化して公開しています。わが国の文化財保護法にも確か，
文化財を記録として残しておかなければならないというニュアンスの表現があると思うのですが，これには，三
次元データの記録は含まれているのでしょうか。 

苅谷：　文化財保護法には，三次元データという用語はありません。けれども，法レベルではないものは、実務
に必要なことは、必要に応じて付け加えていけばよいと思っています。 
　文化財保護を最新の計測技術でより分かり易く説明することによって，文化財保護に対する国民の理解を得る
良いモチベーションになると思っています。 
　しかし，三次元計測には膨大な手間と経費が掛かるため，その費用を誰が負担するかという問題があります。
文化財保護法による指定や登録等をすることで文化財を保存していますが，保存の直接的な義務は所有者にあ
り，国には保存義務がありません。国が指定することによって，所有者は保存義務を負うことになります。文化
財建造物の場合には，傷んだから修理をしようとすると，所有者は修理工事をしたいという申請を文化庁や県に
提出し，それに対して国が経費の一部の補助金を出すといったシステムがあり，かなり利用されています。従っ
て，今よりも精密な計測・記録をしようとすると，その経費負担者は所有者になり、所有者は補助金を得ても，
経費負担は増えることになります。ですから，この補助金システムの中に，こういった三次元デジタル計測等を
入れることについては，今のところまだ躊躇するのが実情です。現行のシステムとは違ったシステムで行うこと
を考えないといけないと思います。 
　ただし，修理ではなくて学術調査だということになれば，また別の考え方ができると思いますが。 
 
近津：　文化財建造物や伝統的建造物群が数多く指定されていますが，文化庁としては，これらをデジタルアー
カイブとして残していこうという方針はあるのでしょうか。 
 
苅谷：　残したいですが，今のところ，市町村から調査をしたいという申請をしていただき，それに対して文化
庁が補助金を出すシステムです。従って，そのシステムの中で詳細データの記録の要望があれば，現行システム
の枠組みにプラスアルファした形で行っていただくことになります。ですから，システム全体の枠組みを少しレ
ベルアップしないと，デジタルアーカイブ化が普及していかないというのが現実です。デジタルアーカイブ化の
必要性と有用性については多くの方が理解しているのですが，それを一つの標準にまでもっていこうというとこ
ろまではいっていません。 

近津：　当時のことを調べようと思って博物館のホームぺージを探索することがあるのですが，目的とするもの
を見つけられないことが多く，運良く見つけてもホームページでは，一つか二つ程度のアングルの写真しか見る
ことができません。もう少し見せてくれると興味が沸いて，もっと詳しく知るために博物館で観賞したいと思う
ようになります。ある程度の深さの内容まで公開して，「それ以上に詳しく知りたい方は是非博物館でご来観下
さい」といったＴＶコマーシャルのような興味を誘う導入部の戦略が弱いように思います。 
　一般の人の興味を誘って博物館へ誘導するには，どこまでをＷｅｂで公開すればよいかといったシナリオを描
く必要がありますが，もう少しＷｅｂを使った情報発信にも力を注いでくれるといいなと思います。 
 
苅谷：　本当にそうですね。公開して観賞していただく部分にもっと費用，技術，手間をかけて，興味が沸くよ
うな工夫をしないとだめですね。 
 
近津：　一口にアーカイブと言っても，破損した時に復元するために使うことを前提にしたものと，博物館に足
を運んでもらい観賞してもらうもの，Ｗｅｂで公開して観賞してもらうものでは目的が違い，また，それぞれ要
求される技術や感性が違うと思います。結構有名な博物館のＷｅｂサイトでも，ハレーションがあるような写真
が載っていたりするので，情報を伝達するという意識が少し弱いのかなと思っています。この辺の工夫も必要で
はないでしょうか。 

　（５）三次元データは文化財の公開活用のツール？ 
 
　①三次元データから生まれる新しい知見  
苅谷：　文化財の三次元データは，公開活用の有効なツールであると認識しています。三次元で表現することに
よって，簡単な操作で色々な角度から見たり，必要の度合いに応じて全体を見たり接近して見たりすることがで
き，専門家だけでなく一般の人でも文化財に対する理解を深めるのに効果的だと思っています。先ほどお話した
島根県大田市の旧熊谷家住宅ではいくつかの軸組の三次元モデルを作ってみました。この建物は市が管理してお
り，間もなく公開される予定です。公開の際に，修理がどのように行われたかとか，修理前後で形がどのように
変わったか，どうしてこのような形になったかということを，来館者に分かり易く説明するために作りました。
これは初めての試みです。公開されたら，操作卓に触れて様々な図面を見ていただき，理解を深めていただけれ
ばと思っています。 
　このような大規模な修理工事は100年とか150年に一度しか行われませんし，また，修理現場を直接見てもらう
のは非常に大事なことですから，修理の機会に建物を上から見たり，解体状況を見たりしていただこうと思って
います。文化財建造物の構造や，先人達がどのような努力をしてこの形を作り上げてきたか，また，どのように
変化させてきたかということの理解が進むとおもいます。ある意味でワクワクするような体験になるのではない
でしょうか。 
 
近津：　違った視点から見ることによって新しい認識が生まれることがあり，視点を変えて見るのは大事なこと
だと思います。編集委員長の清水先生から聞いた話ですが，山形新幹線は資金不足のため在来線の線路を使って
おり，踏切がたくさんあります。踏切では交通事故がしばしば起こっているのですが，地元の人にとっては子供
の頃から渡り慣れているので危機感がないのです。しかし，この踏み切りは危険ではないかと考える人がいて，
クレーン車からビデオ撮影を行い，町内会で見せたところ，「うちの子がこんなに危ない踏切を渡って通学して
いたのか」ということで大変な騒ぎになったそうです。人間の目線で見ていると肌身に付いた感覚があるため分
からなかったのが，上から見ることで危険性を客観的に理解でき，改善運動を展開したそうです。今までとは違
う視点からみることによって，同じものでも再発見できるという例です。 
　博物館に展示された文化財も人間の目線だけでなく，上や下から見たり，近づいたり離れたりして見ることが
できると興味深い発見があるかもしれません。同様に，三次元で見ると情報量が増え，ものの価値観や考え方ま
で変わってしまい，二次元の図面だけでは想像できなかったことも見えてくるといったことがあるかもしれませ
ん。 
 
高瀬：　ルーヴル美術館のギリシア彫刻部門の責任者の方に，ミロのビーナスのＶＲをいろいろな角度から見て
いただいたところ，大変に喜ばれました。長い間，実物を見続けているけれど，頭の上の方から見たことはな
かったと言って・・・。 

近津：　ポンペイのある建造物を計測した結果，真円かと思っていた構造物を三次元表現して上からみると真円
でなく，少しいびつになっていることが分かりました。人間の目の錯覚を利用した先人の知恵による設計意図な
のか，施工上の問題で歪んだのか，あるいは個人的な癖でそうなってしまったのか，作った人に聞いてみないと
分かりませんが，常識というか慣習化してしまっている視点とは違う視点から見ることで，考古学あるいは建築
史上の大発見につながる可能性があるかもしれません。本当に重要なものは，今は何に使えるか分からないけれ
ども，将来的には素晴らしい価値を生むことがあります。三次元データは，少なくともアーカイブとして現在も
使えるわけですので，将来の価値の創造のために必要だと思うのですが。 

　②複製品の功罪 
苅谷：　仏像の三次元計測がかなり行われており，その三次元データを用いると簡単に仏像の複製が作れるよう
になりました。そのため，仏像の所有者は三次元計測することに警戒心をもつようになりました。これはセキュ
リティ上の問題か倫理上の問題か分かりませんが，こういった難しい問題が出始めています。 
 
高瀬：　ある大学の研究室では，学生が仏像の模刻を行うことによって当時の技法を学んだり，全国各地の同時
期の仏像の比較研究をしたりしています。このために，仏像の所有者であるお寺に計測の許可をお願いするので
すが，お寺によってはデータの使われ方に強い警戒心を持たれるところもあります。何らか中立的なアーカイブ
センターのような組織がデータの利用をしっかりと責任を持って管理するような仕組みが必要になっているよう
に感じます。 
 
苅谷：　文化財の世界では「保存と活用」をキーワードにした活動を推進していますが，約束事が守られずに，
文化財に損傷が加えられたり，所有者に経済的損失が与えられたりすると，公開と活用が広まりません。三次元
計測とモデリングの技術が進めば進むほど，どのように制限を加えるかという難しい問題がでてきます。 

近津：　私は，むしろ逆のことを考えています。ポンペイ遺跡にはもともと彫像がたくさんあったのですが，保
存のために全部ナポリの博物館に移されています。そのため，ポンペイ遺跡に行っても彫像を見ることができま
せん。そこで，三次元計測とモデリングの技術を使って模造品を作り，遺跡の元の場所に配置すれば，当時の様
子をよりリアルにイメージしながら鑑賞できるようになると思います。 

苅谷：　先日行われた文化財保護のシンポジウムで，イタリアのナポリの人から「複製もいいのではないか」と
いう話を聞いて，「う～ん」という感じを持ちました。発掘された遺物は別の博物館に保管されているのです
が，その地域の歴史を系統的に説明するにはその場所にあったほうがよいですから複製品で補うわけです。もち
ろん，「複製」と書かれています。このように，コントロールされた範囲で使われている場合には問題はありま
せん。実際，かなりの複製品が作られており，博物館で展示されています。 
 
近津：　制約が守られないと，複製品が一人歩きしてコントロールできなくなるというジレンマがどうしても付
いてきますね。 

　③三次元データの権利 
近津：　例えば彫像の三次元モデルを公開しようとすると，その権利関係も問題になりますね。 
　著作権は50年間ですから，文化財として扱われるような歴史的な彫像の著作権は既に消滅しているし，また，
作者が死亡すると著作権も消滅してしまうから，三次元モデルの著作権がもとの彫像の作者に帰属することはあ
りませんね。写真の場合には撮影した写真家に著作権がありますから，三次元モデルや複製品の場合も同様に，
著作権は三次元モデルや複製品を作った人に帰属すると思います。 
　高瀬さんはミロのビーナスの三次元ＣＧを作られましたが，公開できるのでしょうか。また，その時の権利関
係はどうなっているでしょう。 
 
高瀬：　ミロのビーナスの場合は，計測に先立ってルーヴル美術館と基本的な契約を交わし，計測データを利用
してビジュアル化する時には，そのつど協議して利用の条件や方法を決めています。まずは、今年6月から東京藝
術大学のルーヴル展での公開を予定しています。 
　文化財のデジタル化には所有権の問題があり，所有権者が許可しないと公開できないという制約があります。
文化財建造物などは住居として使われている場合もあり，私生活の空間を勝手に計測して公開されたらクレーム
がつきますよね，当然ながら。 

　（６）測量技術者は文化財を計測できるか？ 

近津：　高瀬さんは元々建築の出身ですから文化財建造物にも理解があり，それをレーザー計測するのに抵抗は
無いと思うのですが，文化財や建築に全く門外漢のＩＴ技術者が文化財建造物を計測する場合，うまく会話が通
じないということはないでしょうか。 

高瀬：　ＣＧやＶＲの制作を行っている人の中には，私と同じような建築出身の者もいます。そういう人たちの
仕事の出来栄えをみると，建築や文化財修復の教育を受けた人のほうが良い仕事をする場合が多いと感じます。
勘所をもっているのは大きな要素だと思います。計測の技術やハードを持っているだけでは，文化財のデジタル
化やビジュアル化の仕事が直ぐに受注できるというわけではありません。やはり，計測と文化財の両方に通じて
いることが優位な条件になると思います。もっとも，私自身は大学で建築の教育は受けましたが文化財や歴史の
専門家ではなく，好きでやっているようなところがあり，勉強しながら経験を積み重ねているといったところで
す。 

近津：　わが国では毎年，数多くの遺跡調査で測量が行われています。本誌の読者の多くが測量士の資格を持ち
測量関係の仕事をしていますから，文化財計測の分野でその資格を活かせないか，どうすれば文化財測量の仕事
に参加できるか，つまり，文化財計測をビジネスチャンスとして捉えることができるか関心があると思います。 
　文化財の計測をするのに，測量士や測量士補の資格が評価の対象にならないのはどうしてなのでしょうか。ま
た，文化財計測に従事するための必須の資格はあるのでしょうか。 

苅谷：　文化財建造物関係で文化庁が補助金を出す修理事業については，所有者は「主任技術者」を雇わなけれ
ばいけません。かなりの年数（10年とか）文化財修理に関わる仕事に直接的に従事し，文化庁の研修を受けて，
文化庁が承認した人を「主任技術者」と言います。文化財建造物の計測調査は，この主任技術者が中心になり，
何人かの技術者を使って作業します。このような管理システムの下で計測調査が行われます。主任技術者は設計
技術者であり，修理前の図面であっても設計図的な図面を作成します。つまり，三次元計測で直接的に得られる
破損図を作成するのではありません。 
　また，私たちが行っている計測は公共測量ではありませんから，測量士等の資格は不要です。測量についての
信頼できる技術があれば，主任技術者の指揮下で従事できます。ただし，文化財建造物の敷地などの測量の場合
には，おそらく測量会社に委託して測量図面を作ってもらっていると思います。 
　これは建造物の場合であって，考古学の場合には別のシステムがあると思います。 

４．まとめ　－文化財の三次元計測の展望 

近津：　文化財建造物の三次元計測のまとめとして，今後を展望したいと思います。 
　今後の展望にあたって，文化財をなぜ三次元で計測するのかということを，改めて私なりに整理してみたいと
思います。 
　私が文化財の三次元表現，ひいては文化財の三次元計測に取り組み出した契機は，ギリシアのパラディッツァ
宮殿です。あの何にもない敷地にどのような宮殿があったのか，二次元の図面を見ても全く想像が沸きませんで
した。ギリシャの宮殿についての知識のある方と情報交換や共同作業をしているうちに，こんなものを作ると自
分達の頭でもイメージでき，理解に役に立つのではないかというところから文化財の三次元表現の世界に入りこ
んでいったのです。三次元データをＣＧ化することによって色々な視点から見ることができ，遺跡を理解するた
めの情報量が増えたわけです。二次元図面よりも三次元モデル，さらに，ＣＧやＶＲを使った三次元空間の表現
が，新しい発見や認知に繋がると理解しており，そのための記録を後世に残すことが大事だと思います。 

苅谷：　デジタル三次元表現の技術が発展したことによって，文化財保護の点で非常に大きな貢献があったと理
解しています。記録として残すだけでなく，一般の人が興味深く鑑賞できるようになったとともに，自分なりの
検証ができるようになったことが挙げられると思います。三次元表現が文化財と親しむための身近なツールに発
展しつつあるのは，素晴らしいことです。私たち文化財保存に関わっている者は，これらの三次元技術を充分に
使いこなせるような軌道にまだまだ乗っていないのですが，これから頑張っていこうと思っています。 

高瀬：　デジタルアーカイブに対する私の取り組みは，三次元ＣＡＤからスタートして，ＣＧ，ＶＲ，Ｗｅｂ３
Ｄへと技術が進歩するにしたがい，扱う内容も変化してきました。 
　これからは，コンテンツづくりが非常に重要になると思っています。ゲームや映画では視覚的な効果がもっと
も重視されますが，デジタルアーカイブでは精度を保持したコンテンツが重要であり，ここに測量技術者の役割
があるように思います。計測したデータを用いて優れた表現のできるコンテンツ制作の能力のある測量技術者が
たくさん輩出されるといいなと思っています。測量技術者は三次元計測の技術を持っていますが，単にＸＹＺが
測れるだけで満足するのではなく，世の中の人々が付加価値を認めてくれるようなコンテンツに仕上げていくこ
とができれば，他の新しい市場が開けるのではないかと思います。 
　また，測量やコンテンツ制作の技術者と文化財の専門家とのコラボレーションがたいへんに重要と考えます。
私たちが作っているコンテンツでも，歴史的な部分の表現は，その分野の第一人者に監修していただいていま
す。そうすることによって初めて公開に耐えるものを，自信をもってご覧いただけるようになります。このよう
な成果を文化財の専門家にお見せすると，「ああそうだったのか」と新しく気づいていただける部分がきっとた
くさんあると思います。お互いによい技術を持っていますので，それらを併せることで，更に良いものを一緒に
なって作っていけるというのは素晴らしいことです。 

近津：　文化庁をはじめとする文化財の関係者の方々は，三次元計測・表現の研究をしている集団がいくつかあ
ることを，あまりご存じでないと思います。それぞれが，シンポジウムに相互参加したり，合同シンポジウムを
開いたりして意見交換する機会がもっと増えればよいなと思います。 

苅谷：　文化財保護の行政に身を置く者として，今日は三次元計測に対する認識を新たにする良い機会を与えて
いただいたとともに，非常に素晴らしいネットワークを得たことに感謝しています。個人的には測量について関
心を持っていたつもりですが，三次元計測技術の発展の進度に驚いています。ただ残念なことに，文化財関係者
全般にいえることですが，従来の自分の手法に信頼を寄せる気持ちと，新しい計測ツールも使えるようになりた
いという気持ちの両方があり，三次元計測と文化財保存の世界の間には未だ乖離があるのが実情です。しかし，
三次元計測の新しい技術に興味をもっている若い技術者もいっぱいおり，彼らの刺激になると思いますので，こ
れからもご協力いただければ嬉しく思います。 

近津：　そう言っていただけると，私たち計測に関わる者として望外の喜びです。本日は，ありがとうございま
した。 

（了） 
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