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朝日遺跡出土資料の三次元記録

吉田真優※１・中尾　央※２・中川朋美※３

１．はじめに
近年考古学では、様々な側面で三次元計

測が急速に普及しつつある。例えば、発掘調
査や整理作業における記録、博物館などでの
展示や、教育における活用、モデルの観察あ
るいはそれ自体の分析研究が挙げられる。
ここでは、朝日遺跡の資料を対象とした、

三次元計測の計測手法・方法・成果を示した
うえで、今後の三次元データの活用について
展望を述べる。

２．資料と方法
ここでは、表 1 の資料について計測を行っ

た。計測手法は二つの方法を用いている。一
つ は SfM/MVS(Structure from Motion/Multi-
View Stereo）、もう一つはレーザースキャナー
による計測である。

（1）計測手法①：SfM/MVS
SfM/MVS は、写真を様々な角度から撮影

し、それをコンピューターで解析することで
三次元モデルを作成する。近年、ソフトウェ
アの利便性が高まり、かつ機材が比較的廉価
になったことなどから、考古学の分野でも
様々な機関で普及が進みつつある。
ここでは、Cannon の Eos Kiss x8i に付属の

ズームレンズ（EF-S 18-55mm）をつけ、三
脚を用いて撮影した。カメラ設定は、マニュ

アルで ISO200、F 値は 13 以上にし、シャッ
タースピードは資料ごとに調整した。画素数
は 2400 万である。
ここでの計測対象は遺構、つまり平面的か

つサイズが大きいものであるため、対象の周
囲を計測者が移動し撮影した（図 1）。同様
の作業をカメラの高さ・角度を変えて 4 ～ 5
回繰り返した。そのため、資料当たりの撮影
枚数は 100 ～ 200 枚程度である（表 2）。
なお、今回は、既に土ごと取り上げてい

る遺構が対象であった。土は硬化しており、
目印となるポイントを周囲に打てない状況で
あったため、ここでは、SfM/MVS 用のマー
カーと、土木現場などで用いられるロッドの
二種類を用いて、サイズ情報を入れている。

No. 5 6 7

㈨ᩱ 䊢11A13 sk733 sz021

ISOឤᗘ 200 200 200

F್ 13 13 13

䝅䝱䝑䝍䞊䝇䝢䞊䝗 0.6 0.6 0.6

↔Ⅼ㊥㞳 18 18 18

⥲ᙳᯛᩘ 206 109 92

䜰䞁䜾䝹ᩘ 5 4 4

ㄗᕪ㻔mm) 0.484 0.481 0.108

* 䜹䝯䝷ᮏయ䛿Cannon䛾Eos Kiss x8i䚸䝺䞁䝈䛿䝈䞊䝮䝺䞁䝈䠄EF-S 18-55mm䠅䜢⏝䛧䛯䚹䛔䛪䜜䜒⏬⣲ᩘ䛿

2400䠄6000×4000䠅䚹

※ 1 南山大学人文学部
※ 2 南山大学人文学部・人類学研究所
※ 3 南山大学人類学研究所

No. ㈨ᩱ ✀㢮 ィ ᡭἲ

1 ㈅Ẇᒣ➨5ᅗ-16 ᅵჾ 䝺䞊䝄䞊

2 ㈅Ẇᒣ➨6ᅗ-10 ᅵჾ 䝺䞊䝄䞊

3 ㈅Ẇᒣ䠄ᮍሗ࿌䠅 ᅵჾ 䝺䞊䝄䞊

4 ㈅Ẇᒣ䠄ᮍሗ࿌䠅 ᅵჾ 䝺䞊䝄䞊

5 䊢11A13ฟᅵே㦵 ྂே㦵 SfM/MVS䛸䝺䞊䝄䞊

6 sk733ฟᅵே㦵 ྂே㦵 SfM/MVS䛸䝺䞊䝄䞊

7 sz021ฟᅵே㦵 ྂே㦵 SfM/MVS䛸䝺䞊䝄䞊

表 1　 計測資料と用いた手法

図 1　撮影アングル（資料No. 5）

表 2　各資料における SfM/MVS の設定
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モデルの作成にあたって、ソフトウェアは
Metashape（Metashape Professional Version 
1.6.5）を使用した。写真データは、撮影し
た RAW データの色調を調整し、TIFF に変換
したものを用いた。

（2）計測手法②：レーザー計測
レ ー ザ ー ス キ ャ ナ ー は、Creafrom の

HandySCAN BLACK™ | Elite 註１）を用いた。ハ
ンディタイプのレーザースキャナーであり、
元は工学製品の設計・製造・測定のために開
発されたものである。最大精度は 0.025mm、
容積精度は 0.020mm ＋ 0.040mm/m である。
専用のマーカーシールを読み込み計測する。
本来は対象物にマーカーを貼り付けて計測す
るが、ここではプラスチック片にマーカーを
張り付けたもの（以下、「マーカー・チップ」）
を、骨の周囲に配置して計測した（図 2）。
ここで用いたレーザー計測の機材は、現

段階では非常に高価でありあまり普及はして
いないものの、計測者によって作成されるモ
デルに差異が出やすいとされる SfM/MVS と
比較すると、設定が安定的でコントロールが
効きやすいという利点がある。そのため、こ
こでは比較としてこの手法を採用した。
既に土器と頭蓋骨を対象に計測した結果

では、外形や凹凸面の形状を比較的よく計測
できることがわかっている（図 3）。

（3）各手法の違いと課題
このように、三次元計測と一言で言って

も、それには様々な方法があり、それぞれに
長短がある（中川ほか投稿中）。SfM/MVS は
安価で、一定条件を満たせば、一般的な撮影
技術で質の高いモデルが得られるという利
点がある。加えて、考古学では対象となる
遺物の素材・形状・サイズの幅が大きいが、
SfM/MVS の場合は対象に合わせて工夫がし
やすい。一方で、モデルの構築には比較的時
間がかかる。また、将来的にデータが蓄積さ
れた際に、一定の質を研究成果に基づいて保
証できるかが課題である。
これに対してレーザー計測は、SfM/MVS

と比較すると、計測速度が非常に早い、技術
習得が容易である、設定のコントロールが効
きやすいという点がメリットとして挙げられ
る註２）。ただし、一定の質でモデルを作成で
きる多くのスキャナーが現状高価であり、機
材の入れ替わりの早い技術でもある。
こうした点に鑑みれば、三次元計測の手

法に関する課題は、長短を把握したうえで計
測手法を選択すること、将来的なデータの蓄
積・活用を踏まえて計測に関わる記録を残
し、手法の違いによって生じる結果の差異に
ついて、比較・検証を重ねることである註３）。
こうした違いや課題を踏まえたうえで、本

稿次章では、まず各手法の三次元モデルを提
示する。次に、同一資料を SfM/MVS とレー
ザー計測の両手法で計測し、そのモデルを
GOM（GOM Inspect Suite 2021）註４）で比較
した結果を提示する。

３．結果
図 3・4 は、表 1 で示した資料の三次元モ

デルを示している。図 4 は左・中央左図は
SfM/MVS のモデル、中央右図はレーザー計
測のモデルである。両手法のモデルを見比べ
ると、形状についていえば、実物をよく反映
している。ただし、土の表面にやや凹凸があ
る計測対象であったため、凹凸部分を詳細に
計測できるレーザー計測のモデルのほうが、
SfM/MVS のソリッドモデルよりも、結果的
に骨と土を見分けることが難しくなってい
る。色情報が取得できないレーザー計測機器
を用いる際には、写真とともに記録しておく
べきだろう。また、レーザー計測では、骨と
土が接地する入り込んだ部分にはレーザーが図 2　レーザー計測における使用機材
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届かず、計測できなかった註５）。SfM/MVS で
はロッドとマーカーの 2 つの方法でスケー
ルを入れた。マーカーでスケールを入れたモ
デルと、ロッドでスケールを入れたモデル
を、GOM で比較したが、スケールの入れ方
でモデルに大きな差は生じなかった。
こうした点を踏まえたうえで、両手法の

モデルを比較したのが図 4 の右図である。
GOM 上で、レーザー計測のモデルから SfM/
MVS モデルがどれほど異なるのかを表面偏
差で示した。色が濃い部分ほど差が大きく、
色が薄い部分ほど差が小さいことを示す。こ
れをみると、レーザー計測で計測しづらい部
分（マーカー・チップと、土と骨の接地部分）

図 3　土器の三次元モデル（縮尺不同、No. 1・2 の右半分は断面）

図 4　遺構の三次元モデル
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を除けば、差は 1mm 以内に収まっている。
遺構が計測対象であることを考えれば、著し
く大きな差とは言えないだろう。
すでに土器や頭蓋骨を対象とした研究で

示されているように、一定条件をクリアすれ
ば、SfM/MVS とここで用いたレーザー計測
のモデルの全体的形状とに、大きな差異はな
い（中川ほか投稿中）。遺構を対象とした場
合でも、同様の結果が得られたといえる。

４．まとめ
冒頭で述べた通り、近年三次元計測とそ

のデータは様々な面で活用されつつある。特
に博物館での活動に焦点を当てると、今後三
次元データ化することで、①展示への活用、
②保存・管理、③教育・研究利用といった面
で幅が広がることが予想される。
例えば、①直接見ることが難しい資料や、

特定の側面からしか観察ができない資料は、
三次元データ化しタブレットなどにデータを
入れておくことで、利用者が好きな角度・箇
所を観察できるようになる。モデルを 3D プ
リンターで出力すれば、ハンズオン展示の資
料として活用できる。他にも、②経年劣化の
程度を確認したり、遺構など現状保存が難し
い対象をより現場に近い状態で記録できる。
また、③三次元でのデータを取得・公開する
ことで、時空間に関わらず、アクセスを保証
できる。特に教育的側面についていえば、大
勢で同じ資料を見ながら授業を受けることも
できるだろう。
三次元データの取り扱いに関しては様々

な課題があることも確かである註 3）。そのた
め、こうした課題を解決しつつメリットを生
かせる方法を提起・模索することが、今後の
議論を促進するうえで必要である。本稿がそ
の一助になればと考えている。
なお、本研究では、計測は吉田を中心に

筆者ら全員が、SfM/MVS のモデル作成と比
較は中川が、レーザー計測とモデル構築は中
尾が担当した。考察・執筆は著者全員で行っ
た。
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註
註 １）Creafrom HP,  「HandySCAN 3D 
|  B L AC K  S e r i e s」 <  h t t p s : / / www .
creaform3d.com/ja/ce-ding-soriyusiyon/
potaburu3dsukiyanahandyscan-3d >（2021
年 10 月 15 日 14:45 アクセス）

註２）精密度（precision）とは、測定時の偶
然誤差のばらつきを示す。実際の計測で
は、計測環境やノイズによって誤差がで
る。そのばらつきを示す尺度のことであ
り、再現性ともいう。複数回計測したと
きに、誤差のばらつきが小さければ精密
度は高く、誤差のばらつきが大きければ
精密度は低いということになる。そのた
め、実物と近いという意味ではない。実物、
「真値」にどれだけ近いかの尺度は正確度
（accuracy）である。
註３）このほかにも、データの集積の機関・
保管方法、活用に際した法的枠組みの整備
と理解、機材の進展（あるいは撤退）に
伴う保存方法など様々な課題が指摘され
ている。

註４）GOM Inspect は 3D 計測データを解析
するソフトウェアであり、工業用製品な
どの検査・品質管理や、開発などに用い
られている。フリーソフトウェアである
こと、また操作が簡易であることから今
回比較に用いた。

註５）このほか、マーカー・チップを置いた
部分（図 4 の四角い空白部分）は計測で
きていない。
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