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発表の重点

•考古学教育：考古学を担う人材の養成

⇒考古学研究・調査の進展

考古学的な見方（観察・比較）の養成

•博物館教育：博物館を担う人材の養成

⇒サービス向上⇒博物館利用促進

博物館的な見方の養成



１．考古学教育における3Dデータの活用
①調査報告での活用

内部：現場段階 内部：整理段階 外部：公開段階

観察力 － 〇（△） ◎

効率性・正確性 〇 〇 △

汎用性 ◎ ◎ ◎

従来型作業に対する３Ｄ化の優位性

• 内部向け：発掘実習（調査・整理）における意義

既に多くの大学で実践済み

• 外部向け：資料分析における意義



①調査報告での活用

掘りあがったものの記録

観察力 －
効率性 〇
汎用性 ◎

エレベーション図の生成

手実測の平面図

中根八幡遺跡2019年度調査（奈良大学・國學院大學栃木短期大学） Metashapeを利用

３Ｄ

写真

https://researchmap.jp/kousaku‐n/presentations/31596407



①調査報告での活用

遺物の提示
１）小形破片

観察力 △
効率性 △
正確性 〇
汎用性 〇

https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/90550



①調査報告での活用

遺物の提示
２）復元可能個体

院生による手実測
→デジトレ＋縄文手トレ

写真

拓本

中根八幡遺跡学術発掘調査団2020
「栃木県栃木市中根八幡遺跡第5次発掘調査概要報告」
『文化財学報』38奈良大学文化財学科
全国遺跡報告書総覧にてPDF公開

手実測 長焦点法
写真実測

3D画像に
よる実測

観察力 〇 〇 〇

効率性・
正確性

△ ◎ 〇

汎用性 △ 〇 ◎

実測図以外の利用可能性

３Ｄをもとにした展開データ

https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/90550



②教育利用

コロナ休校の中で

https://sites.google.com/kokugakuintochigi.ac.jp/kokutochi‐museum/jomon



②教育利用

文様構成の観察

汎用性 ◎

國學院大學栃木短期大学
考古学演習Ⅰ（未公表）



②教育利用
文様の観察

•小さい実物の実写投影では見づらい場合に３Dモ
デルを拡大して提示

尼崎市立下坂部小学校で〈縄文×音楽〉科研による音楽づくり実践授業にて
https://researchmap.jp/kousaku‐n/jomon‐music



２．博物館学教育における
3Dデータの活用

• 博物館＝生涯学習施設における資料提示
①入口としての展示・イベント

⇒展示室の3D化・解説動画・一言解説・SNS
「おうちミュージアム」 https://www.hm.pref.hokkaido.lg.jp/ouchi‐museum/

②課題探求のためのデータバンク
⇒３Ｄデータベース
東北大学総合学術博物館（浮遊性有孔虫） http://webdb2.museum.tohoku.ac.jp/e‐foram/searchj.php

坪内博士記念演劇博物館（演劇面）

熊本県文化課（史跡等）https://sketchfab.com/kumamotobunka

東大阪市文化財課（遺構・遺物・復元） https://sketchfab.com/higashiosaka_bunkazai

さいたま史跡の博物館（埴輪） https://sketchfab.com/sakitamamuse.forupload

奈文研（骨格標本） https://www.nabunken.go.jp/research/environmental/gaiyo.html

今回はこちらが主体

https://archive.waseda.jp/archive/subDB‐top.html?arg=%7b%22item_per_page%22:20,%22sortby%22:%5b%22%22,%22ASC%22%5d,%22view%22:%22display‐
simple%22,%22subDB_id%22:%2258%22%7d&lang=jp



学芸員課程における博物館実習
（文科省「博物館実習ガイドライン」）

•学芸員として必要とされる知識・技術等の基礎･基
本を修得することを目標とする

•大学における学芸員養成教育の 終段階におけ
る科目と位置づけることを基本とする

•博物館の理念や設置目的、業務の流れ等に対す
る理解を深めると同時に、博物館資料の取り扱い
や教育普及活動、来館者対応等実務の一端を担
うことにより、学芸員としての責任感や社会意識を
身に付け、博物館で働く心構えを涵養することを
目的とする。

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shougai/014/toushin/1270180.htm



國學院大學栃木短期大学における
博物館実習Ⅲ（２年生・半期）

• 2019年度まで

台帳・収蔵庫整理

台帳照合・再収蔵

写真撮影

資料解説作成

資料の選定

位置づけを調べる

説明文の作成

展示

（解説）

• 2020・2021年度
Webコンテンツの調査
Web発信コンセプトの確認
台帳照合・再収蔵（縮小）
資料解説作成
資料の選定
資料の３Ｄ用写真撮影
位置づけを調べる
説明文の作成
教育コンテンツの作成
ページレイアウト
（リアル展示に反映）

保存管理

教育普及 教育普及



当館Web発信のコンセプトづくり
タイトルづくり

Miroによる意見集約⇒個々に文章化⇒

中村2020「博物館実習生は３Dの何に魅力を感じたか？－「こくとち360°まるみえミュージアム」の取り組み－」
http://doi.org/10.24484/sitereports.90233‐727



https://sites.google.com/kokugakuintochigi.ac.jp/kokutochi‐museum/haniwa



https://sites.google.com/kokugakuintochigi.ac.jp/kokutochi‐museum/haniwa



https://sites.google.com/kokugakuintochigi.ac.jp/kokutochi‐museum/haniwa



埴輪班のレポート

• 目的：埴輪の種類を知ってもらう（人物埴輪３点・イヌ
形埴輪１点・朝顔形埴輪１点）。
• 対象：小学校高学年から大人。
• 目標：埴輪についての基本的な知識をつけてもらう。

• 幅広い年代の人たちに歴史を知ってもらい、一般の人
たちに向けた基本的な解説を重視したコンセプトのも
と作成した。

• 簡単なクイズを解説の前に書くことによって、ただ流し
見をするのではなく、“何故、このようなものが作られ
たのか“を考える。

• 形象埴輪、円筒埴輪と分けることにより埴輪の種類に
ついて知ってもらう。
• 3D コンテンツにすることで、質感や資料の後側などを
見てもらい、写真だけでは伝わりづらい凹凸を見ても
らう。 中村2020「博物館実習生は３Dの何に魅力を感じたか？－「こくとち360°まるみえミュージアム」の取り組み－」

http://doi.org/10.24484/sitereports.90233‐727



https://sites.google.com/kokugakuintochigi.ac.jp/kokutochi‐museum/yoroi



https://sites.google.com/kokugakuintochigi.ac.jp/kokutochi‐museum/yoroi



鎧班のレポート

• 鎧は専門用語が多く使われているため、語句説明を分かり
やすく書いた。

• 巻子の絵を使用したカードの並べ替え問題を作成した。絵
は実際は23 枚あるが、8 枚に厳選した。こどもを対象にし
ているが、大人にも楽しんでもらえると思う。

• 実戦用の鎧の写真を添え、時代、用途、作り、素材の4 つ
の観点から比較した文章を掲載した。

• 今回の目的は、実際に参考館に足を運んでもらうことであ
る。そのため参考館には様々な資料が展示していることを
知ってもらうべく、鎧班は１つの展示品だけでなく複数の展
示品を用いた。また、3D 化したことで普段はガラスケース
の中で見る事が難しい鎧の背後を細かく見ることができる。

中村2020「博物館実習生は３Dの何に魅力を感じたか？－「こくとち360°まるみえミュージアム」の取り組み－」
http://doi.org/10.24484/sitereports.90233‐727



総括コメント

• 博物館を運営する上でのサイトの扱い方の一部を学ぶこと
ができたのでよかった

• コンセプト案は、その博物館のミッションを明確にするため
に欠かせないと分かった。

• 史料を3D 化する事によって普段の展示では見ることの出
来ない部分を取り扱う事ができたのはとても貴重な経験
だった

• Web ページを作成するという貴重な経験は、初めてでは
あったが、構成やキャプションを考えるのが面白い

• 多くの博物館がおうちミュージアムに参加し、いろいろな人
に楽しんでもらおうと頑張っている企画に、私たちも参加で
きて嬉しかった

• 色々なおうちミュージアムを見てまだまだ参考館のサイトは
完成とは言えないと思った。栃木県唯一のおうちミュージア
ムとして他県に負けないくらい立派なサイトを作りたい

中村2020「博物館実習生は３Dの何に魅力を感じたか？－「こくとち360°まるみえミュージアム」の取り組み－」
http://doi.org/10.24484/sitereports.90233‐727



３．課題と展望

•技術的な課題・権利関係の課題：今回は省略

•正確に記録を取得・提示することの意義（既に多く
の大学・調査機関で実践あり）

• ３Dデータを用いた情報の引き出し方（従来とは異
なる３Dならではの研究の可能性：cf.平川2020）

データの精度・量・取得加工の標準化

平川ひろみ2020「大学における3Dと考古学－新しい研究・教育に向けて－」
『考古学・文化財資料 3D 計測の意義を考える 予稿集』
http://doi.org/10.24484/sitereports.90233‐720



３．課題と展望

• オンライン情報発信の重要性の高まり

•再現のため「裏側も斜め上も見たい」

という需要の高まり

•博物館としての学術的価値の向上

• ミニ企画展型（博物館実習と相性が良い）

• データベース型（博物館資料論、博物館以外の資
料論として整備？）

３Ｄデータ
需要の高
まり

現状

課題



セッション 4

(4)大学博物館所蔵資料の3Dデータ化と公開
考古学実習・博物館実習とのかかわりの中で

1.考古学教育における 3Dデータの活用

本発表では、國學院大學栃木短期大学での考古学・博物館学の

授業・研究会活動の一環として実施した、國學院大學栃木学園参

考館（博物館相当施設、以下、参考館）所蔵資料の3Dデータ化

と、公開の経験と今後の課題を報告する。

筆者は2017年度から、発掘調査実習や個人研究で SfM/MVS

技術を用いた3Dデータを、ピット群に対して自由にエレベー

ション図を生成する、土器実測圏の下絵や展開図とする、などの

形で活用してきたが、 2020年度はオンライン授業の必要性から、

縄文土器の3Dデータを作成し、無料の3D公開サービスを使う

都合上から一般公開とすることとした。

本学の考古学実習は、縄文土器破片の観察・分析および注記・

拓本・断面実測などの実技を主体としているが、いきなり破片を

見せても理解できないことから、例年 4月の段階で、参考館所蔵

の完形個体を用いて、器形・製作法・使用痕跡・文様などの基

礎的知識を示してきた。 2020年度はこの部分を 3Dで行うことと

し、中村が作成したデータにアクセスさせ、基礎的な観察ポイン

トを示した。

今回使用した土器は未報告資料であるが、文様構造が明瞭な個

体である。このため、以前から土器の文様構造を読み取って音楽

に変換するワークショップで利用していたのだが、切り貼りの展

開写真を使用しており、隙間や重複という欠点があった。今回

3Dデータから展開図データを生成、その後のワークショップで

用いたほか、考古学実習でも文様構造の読み取りを課題として提

出させた。

6月以降本学では対面授業が再開し、前述の3D化した個体を

含む未報告資料群の整理に着手することとした。授業内では土器

片の整理実習が中心であるが、復元個体については考古学研究

会・博物館学研究会という研究会活動の一環として3D化を進め

た。短大生が縄文中期土器の実測図を手描きで作成するのは難度

が高いが、 3Dデータであれば作成可能であり、実測図と同等以

上の学術資料として活用し得る。

2 博物館学教育における 3Dデータの活用

本学の博物館実習（館務実習）は参考館を用いた学内実習とし

て行っている。例年、参考館所蔵資料の再整理と、常設展示のリ

ニューアルを実施してきたが、後者では資料そのものを理解した

上でわかりやすく説明することが求められる。

2020年度当初のオンライン授業期間中は、北海道博物館の呼

びかけで全国の博物館が参加した「おうちミュージアム」を中心

とした博物館のオンライン発信について、県こ1 とに担当者を選ん

で報告した。そして、本年度の実習は、展示リニューアルに代え

て、 3Dデータを中心にしたオンラインコンテンツの作成とする

こととした。各地の状況をふまえて議論し、「いつでも・どこで

も・自由な角度と距離」を中心とするコンセプトと、「こくとち

360゚ まるみえミュージアム」というタイトルが決まった。対面授

業再開後は、班こ｀とに 3Dデータ用の写真を撮影するとともに、

資料の位置づけと解説の作成を行い、 9月末に公開した（中村

2020)。

3Dデータ自体は学生が多視点で撮影したものを中村が解析ソ

フトで作成し登録したので、データ作成全般の実習にはなってい

中村耕作

ないが、「おうちミュージアム」のコンセプトに従い、単に資料

を公開して説明文をつけるだけでなく、閲覧者の学びにつながる

ようなクイズや問いかけなどを用意するなど、 3Dの特徴を活か

して資料そのものと向き合うことを求めた。「コンセプトは博物

館のミッションを明確にするために欠かせない」、「3D化するこ

とによって普段の展示では見ることの出来ない部分を取り扱うこ

とができた」などの感想も得られており、「収蔵資料の特性を理

解し、展示・解説することができる」という本科目の到達目標は

達成することができた。

3.課題

従来3D技術を活用しながらも、公開してこなかった理由に

は、データの完成度の低さ、権利問題、仕様や継続性という 3点

が挙げられるが、本稿ではその点の解決策にはほとんど触れてい

ない。というのは考え方や仕様などは先行事例に拠ったものであ

り、それも発展途上にある現状において、考古学教育・博物館学

教育で重要なことは、 3Dデータを扱うことの利点と欠点を理解

させることであると考えたためである。無論、質感・耐久性・調

整・使用痕など触れて初めて実感できることは多いので、実習そ

のものをオンライン・デジタルデータだけで実施することは本来

的には不可能である。

考古学教育で重要なのは、第三者に対して正確に記録を提示す

ることの意義と、それを用いた情報の引き出し方であろう。前者

の3D記録については複数の大学の調査でも導入が進んでおり、

カリキュラムに組み込まれつつある。しかし、従来型記録の効率

化・高精度化であっても、第三者には従来型の二次元データとし

て提示されるに留まる現状に対し、 3Dデータをさらに有効活用

する新しい研究への志向が大学関係者には見られるなど、後者に

は課題が残る (2020年 8月に筆者も参加したワークショップで

の議論；平川 2020の報告参照）。但し、報告書に 1面のみ掲載さ

れている実測図・写真と比べれば、簡単な 3Dデータが公表され

るだけでも、従来型の研究の進度は加速するはずである。

博物館に関しては、休館が続く中でオンライン情報発信の重要

性は高まっており、平常時でも来館者の少ない小規模館での効果

も認識されてきた。 一方、考古資料に関してはこれらとは無関係

に、趣味で考古資料をモチーフとした作品を手がけている 一般来

館者の「裏側も見たい」 という需要が近年高まっており 3Dデー

タ公開は有力な対応策となっている（実際、参考館所蔵の土偶は

公開後すぐに模倣作品の製作に結びついている）。こうした状況

においては、学芸貝課程においても 3Dデータを扱うことは必須

であろう。今回の取り組みは資料を選択し、解説を付して提示す

るミニ企画展型であったが、上記の考古学研究や熱心なファンに

は、 3Dデータだけでも網羅的に提示するデータベース型も望ま

れる。
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