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背景	  
　・価値のある建物。　	  
　　　保存修復のための調査の必要性。	  
　・解体される建物。　何らかの方法で継承。	  
　＞　3Dスキャナによる測定手法の活用	  
　	  
目的	  
　3Dスキャナを用いて、文化財等の測定を行い、	  
　デジタルデータ化する有用性の検証を行う。	  
	

研究の背景と目的	
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研究方法	

3Dスキャナで測定し、取得した点群データを点群処理ソフト	  
Galaxy-‐eyeやSCENEで処理	  

CAD化については　Pointsense　for　RevitとVirtusurv　を使用	

石川組製糸西洋館　測定点	
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測定回数：110	
測定日数：計5日間	  
測定作業時間：20時間40分	
延べ面積：本館1階　281.72㎡	
　　　　　　　2階　287.86㎡	
　　　　　　　地下　76.03㎡　	  
　　　　　　　別館1階　148.76㎡	  
	

	

石川組製糸の迎賓館として建てられた西洋風木造建築。	  
平成13年登録有形文化財に認定。入間市役所の依頼により測定。	

外観　	

玄関ホール	 食堂	 応接室	

測定建物①：石川組製糸西洋館　大正10年（1921）	
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測定回数：22	
測定日数：半日	  
測定作業時間：3時間40分	
延べ面積：1階　142㎡	  
　　　　　　　2階　197㎡	  
　　　　　　　3階　126㎡	  
	

	  
	

外観	

3階内部	 1階階段	 外観　裏	

測定建物②：石川組製糸　蔵　３階建、木造土壁造	
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測定数：母屋61　離れ22	  
測定日数：計3日間	  
測定作業時間：　母屋　12時間	  
　　　　　　　　　 　　離れ　4時間	
延べ面積：母屋　200.52㎡	  
　　　　　　　離れ　43.74㎡	  
　RC造、木造の混構造。平屋建。離れは木造平屋。	  
　川口市教育委員会文化財課の依頼により測定。	

	

外観	

リビング	 寝室	 裏庭	

　測定建物③：中山邸　1983年　宮脇檀設計　2017年9月 解体。	
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点群データは　様々な形で出力が可能	

VR	

3Dプリンタ	

動画	

CAD化	

オルソ画像	

：点群データの中に入り込める	

：任意の動画を作成	

：3Dモデルを作成	

：寸法情報を持った画像を出力	

：3Dプリンタにて出力	  

中山邸　離れ	  
3Dモデル	
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入間市博物館　動画展示	  



SCENEにより合成した点群データ　石川組製糸西洋
館	

玄関ホール	外観	

食堂	 応接室	
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約２６億２千万点	



SCENEにより合成した点群データ　中山邸	
外観	 リビング	

寝室	 玄関	
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母屋：約３億７千万点	 離れ：約１億５千万	



SCENEによるVR
化	
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Pointsense　for　Revitによるオルソ画
像	

中山邸母屋平面図	

オルソ画像とは　寸法情報を持った画像。	  
Pointsense	  の機能の１つで、自動的に出力可能。	

1１	

①中山邸母屋　断面図	
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Pointsense　for　Revitによるオルソ画
像	

中山邸母屋平面図	

オルソ画像とは　寸法情報を持った画像。	  
Pointsense	  の機能の１つで、自動的に出力可能。	

12	

②中山邸母屋　断面図	

10/11	



Pointsense　for　Revitによるオルソ画
像	

中山邸母屋平面図	

オルソ画像とは　寸法情報を持った画像。	  
Pointsense	  の機能の１つで、自動的に出力可能。	

1３	

③中山邸母屋　断面図	
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Pointsense　for　Revitによるオルソ画
像	

中山邸母屋平面図	

オルソ画像とは　寸法情報を持った画像。	  
Pointsense	  の機能の１つで、自動的に出力可能。	

1４	

④中山邸母屋　断面図	
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まとめ	  
・3Dスキャナによるデジタルデータ化は保存、修復に有用。　	  
・解体される価値の高い建物は、デジタルデータによる保存推進を。	

今後の課題	  
・今後の技術向上。BIMなどにも応用。	

1．短い時間で正確に測定可能	  
2．測定などには専門的な知識が不要	  
3．少ない人数で測定可能　（最低１人～、２人が効率的）　	  
4．様々な形で出力可能　（博物館などでの展示、プレゼンに使用）     	  
5.	  半永久的にデータ保存可能	  
	

3Dスキャナにより　デジタルデータ化のメリット	
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補足資料	



　	  

使用機器　および　ソフトウェア	  
　１．測定機器：FARO　Laser　Scanner　Focus3D　S120	
　２．VR機器：HTC　Vive　VRヘッドマウントディスプレイ	
　３．点群処理ソフト：Galaxy-‐eye、SCENE	  
　４．CAD化ソフト：Pointsense　for　Revit、Virtusurv	  
　	

	直接接触式	

非接触式	 レーザースキャン型	

格子投影型	

フォトグラメトリ型	

Ｘ線CTスキャナー	特殊	

据え置きタイプ	

ハンディタイプ	

：現物にセンサーなどを当てて座標を取得する方式。	  
　測定精度は非接触式より優れているが	  
　測定には時間を要する。大きなものなど測定困難な	  
　ものも多くある。	

：医療のCTスキャン同様内部形状を測定可能。	  
　ただし非常に高価である。	



３Dスキャナの用途について	
3Dスキャナの用途	 

分野	 用途	 

建築と建設	 

図面の作成	 

改築と増築	 

立面の検査	 

構造分析とメンテナンス	 

スキャンをBIMに	 

建築進捗度モニタリング	 

建築環境	 

自由構造部位の検査	 

ひずみの管理	 

スペース最適化	 

遺跡発掘	 

再建	 

復元	 

保護	 

製造	 

リバースエンジニアリング	 

施設内に固定された設備や付属器具	 

製造企画書	 

品質管理	 

公共の安全　　　
科学捜査	 

犯罪現場の調査分析	 

弾道の再現	 

衝突現場捜査と分析	 

自動車のパッシブセーフティ	 

火災調査	 

土木・測量	 

大きな対象物や遠方の対象物のスキャン	 

プロジェクト管理	 

ひずみの監視	 

全体容量の測定	 

品質管理	 



3Dプリンタついての補足説明	

点群	

メッシュ化	

3Dプリンタで出力可能な状態に	

※点群データが欠けている場合、修正ソフトによって、出力でき
るように編集が必要。建物の様な凹凸の多い形状のものは欠
損部分が多くなる。	

修正ソフト：POLYGONALmeister、MeshLabなど　　　　　　　	

ヒアリング結果	  
1.現状、建物の3Dプリンタでの出力は困難。　FARO営業担当より	  
2.橋での3Dプリンタ出力は事例としてある。　ヤマイチテクノより	



SCENEによる動画化　石川組製糸西洋館	



SCENEによる動画化　中山邸	



導入事例①	

分野：建設	  
調査者：TOZ	  
概要：韓国のTOZが年間100棟以上のビルの測定に3Dスキャナを導入	  
結果：1.測量時間が2時間から時間に短縮	  
　　　　2.計測の誤差は80％削減	  
　　　　3.マニュアル100～150mm　➡　3Dスキャナ　20～30mm	  
　　　　4.測定中に他の作業を行える	

3Dスキャナで測定	 測定中、別の作業	

出典URL:hXps://www.faro.com/ja-‐jp/case-‐studies/space-‐planning-‐experts-‐conduct-‐site-‐surveys-‐using-‐faro-‐laser-‐scanning-‐solu^ons/	



CGエフェクトを追加したナビガイド	導入事例②	

出典URL:hXps://www.faro.com/ja-‐jp/case-‐studies/exploring-‐endless-‐possibili^es-‐with-‐virtual-‐reality/	



分野：建築・VR・遺跡保存	  
調査者：北京コンピューティングセンター	  
概要：北京の海淀区、陽台山にある大覚寺のスキャン
を行い、そのデータからタッチスクリーンツアーナビ
ゲーションガイドの開発を行った。	
	

大覚寺の点群データ	 レンダリングした3Dモデル	

導入事例②	

出典URL:hXps://www.faro.com/ja-‐jp/case-‐studies/exploring-‐endless-‐possibili^es-‐with-‐virtual-‐reality/	



分野：建築・土木・BIM	  
調査者：SIPPR	  
概要：3Dスキャン技術とBIM技術を統合した。工場図面の情報欠
落や現場環境における複雑な状況への対応などプロジェクト実施
中の問題対処に活用。土量計算、工場のCAD化、完成したビルの
テスト、建築資材の計算などを行った。	  
　　　　	  
	

導入事例③	

工場の点群データ	

地形モデル	

ワークショップモデル	

土工事量の計算	

出典URL:hXps://www.faro.com/ja-‐jp/case-‐studies/greater-‐bim-‐applicability-‐with-‐faros-‐3d-‐scanning-‐technology/	
	


