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Ⅰ．国際共同研究の概要
■プログラム名：アジア・アフリカ科学技術協力の戦略的推進（国際共同研究の推進）
■課題名： アジア世界文化遺産の高精細デジタル化研究
■機関名： 京都大学
■代表者名（役職）： 井手 亜里（教授）
■共同研究機関名：該当無し
■共同研究機関代表者名（役職）：該当無し
■实施期間： ３年間
■实施経費： 82．6 百万円（間接経費込み） （下記「Ⅱ．所要経費」の表の合計額を記載してください．）
課題概要
１．研究の目的
京都大学工学研究科で 5 年間にわたって实施された独立行政法人科学技術振興機構の支援事業におい
て、文化財に関する世界最高水準のイメージング技術が確立された。(科学技術振興機構報第 351 号)
文化財に関するこの日本の最先端技術を最大限に活用し、文化財保存・活用が急務となっているアジア諸
国（東・中央・東南アジアを中心）、アフリカ（エジプトを中心）と国際的な科学技術コミュニティを構築する。文
化財デジタル化に関する日本の最先端科学技術を世界へ向けて発信することで、日本発の国際標準技術を
創出し、世界文化遺産の保存・活用のための国際研究基盤を構築する。
＊本提案における「文化財」とは、大型平面文化財（絵画、壁画、障壁画等）を意味する。
２．研究实施体制
代表機関の京都大学は、本提案の研究総括および文化財のデジタル化に伴う画像権利と知的財産管理
業務を担当する。国外参加機関として西安交通大學は、本提案の具体的な目標である唐時代壁画のデジタ
ル化において、研究協力機関である陝西歴史博物館との調整、対象文化財調査、日本で設計製作する入
力装置の組立設置・装置の一部設計製作、デジタル画像からの材料分析、顔料データベース化（京都大学
との共同研究）を担当し、必要な人材を提供する。また、展開プロジェクトを实施する際の中国における拠点
として人材育成の役割を担う。
３．ネットワーク構築の可能性
西安交通大學と京都大学は、大学間学術交流協定を締結し、研究者の相互交流を通して緊密な共同研
究体制を構築している。本提案については、西安に所在する博物館を含めて過去 5 回にわたる相互訪問・
学術交流实績があり、包括的共同研究協定締結の準備が整っている。展開プロジェクトが实施される予定
の中国以外の国については、申請者メンバーによる世界文化遺産の保存・修復・活用に関する研究实績
（韓国、タイ、レバノン、ラオス、モンゴル等）を通して、ネットワークが既に構築されている。
４．本制度により取組を支援する必要性
数千年、数百年の歴史を持つ文化財の保存・修復には慎重な対応を必要とし、その体制を確立、維持す
るのにも多大な時間を要する。息長く恒常的に取り組むことができる支援が不可欠であり、産業界が主導し
て進めることは難しい。また、文化財の歴史的価値と先端イメージング技術を理解できる高度研究人材育成
においては、大学がその主導的役割を果たしてきており、継続して研究開発活動が行われるべきである。本
提案は、ＪＳＴ支援事業で開発された文化財デジタル化の最先端科学技術を基盤に、国際的な科学技術コミ
ュニティを構築することを目指しており、本制度による取り組みが必要である。
５．継続性の担保
京都大学は、文部科学省の「大学国際戦略本部強化事業」に採択され、組織的に国際交流を推進してい
る。本提案についても、関係部局を支援組織として、課題期間中また終了後も、グローバルな学術ネットワー
クを維持・発展させるための国際交流推進の取り組みを組織として支援する。

６．我が国を中心としたアジア・アフリカ諸国等との政府レベルでの協力関係の強化・構築への発展性
日本の最先端技術を最大限に活用し、文化財保存・活用が急務となっているアジア諸国（東・中央・東南アジア
を中心）、アフリカ（エジプトを中心）と国際的な科学技術コミュニティを構築し、世界文化遺産の保存・活用のた
めの共同研究を行うことは、最も有効的な科学技術外交であり、政府間の協力関係の強化・構築に発展するも
のと考える。
７．实施体制

アジア世界文化遺産の高精細デジタル化研究
研究体制図
代表機関 京都大学
•最先端イメージング技術を用いた文化財の
デジタル化
•材料分析、顔料データベース作成
•文化財保存・活用研究（コンテンツ化を含む）
•人材育成

国外参画機関 西安交通大學
共同研究

•
•
•
•

中国における文化財研究拠点
入力装置、ソフトウェアの共同開発
デジタル画像処理、分析
人材育成

共同研究

共同研究

連携組織
国内外の研究機関
（大学・博物館等）

研究協力機関 博物館等（中国・西安）

唐時代古墳壁画等のデジタル化

連携組織
中国西安地区博物館

研究成果

展開プロジェクト

アジア・アフリカ（5拠点）における世界的文化遺産のデジタル化

８．实施内容

「アジア世界文化遺産の高精細デジタル化研究」 実施内容
内容
基盤技術

高精細高解像度大型平面入力スキャナ

京都大学工学研究科が開発した

記録総合システム（大容量画像入力・分析・表示）
超高精細

非破壊的

超高精彩

画像入力装置
Hokusai

顔料推定システム
Pigmalion

画像表示システム
Amateras

非接触かつ最小限の光量
で現物に忠実な超高精細
画像を撮影する

デジタル画像の色情報から
絵画に用いられた材料の
分析を実現する

大容量画像を全体から超
微細部分の拡大画像まで
ありのままに表示する

最新の文化財スキャナ

画像分析システム

高速画像閲覧システム

• 高精細赤外画像の撮影
• 表面の反射特性の復元
による”見え”のシミュ
レーション

• 絵画が描かれた当時の
原色復元
• デジタル修復への展開
• 絵画全体の色彩データ
ベース

• 肉眼では判別の難しい
絵画技法の分析
• 文化財の画像・映像コン
テンツへの展開

名
称

北斎 Ｉ

コンドル

北斎Ⅱ

写
真

• 画像品質の改善
• モジュール化（可動部一体化
特
徴 • 軽量化
• 解像度最大600dpi

独
• 世界で初めて免振構造を導入し、
創
性 色分離ノイズを低減、分解能を向上

• 照明光量の削減（従来の10分の1）
• 撮像の多機能化
＊可視光／赤外光
＊反射光／透過光
＊斜光（角度可変）
• 解像度最大1200dpi

• 照明光量の削減（従来の50分の1）
• RGB画像・分析用画像の同時取得
• RAWデータ取得
• 新カラーマネージメント方式
• 解像度最大1200dpi

• 絵巻物、建築図面専用
• 2台以上、あるいは2種類以上の
• 文化財ステージ可動式による安全性 撮像 ヘッド搭載可能
向上
• 画像取得速度の高速化（従来の10倍）

文化財デジタル化 国際標準技術の創出
唐時代壁画の高精細デジタル化（標準三原色、8色、IR偏光等を用いる）
画像データベース作成（1件250-500ＧＢ、全250-500ＴＢ程度）
デジタル画像からの材料分析・顔料のデータベース化（壁画が描かれた1000年前の技法研究を目的とした顔料データベース
の4次元マップへの展開を目指す）
文化財コンテンツを制作し、研究成果を一般に公開

撮影風景の一例 世界文化遺産二条城（2006年・2007年）

９．ミッションステートメント
（１）实施期間終了時における具体的な目標
開発した入力装置、分析技術および表示ソフトウェア技術を高機能化・改良し、国際標準技術としての文化
財に特化した記録総合システム（大容量画像の入力・分析・表示）の实証を行う。具体的な目標として、中国
西安の国宝級文化財の高精細デジタル化により、デジタル画像からの材料分析、顔料のデータベース化を
図り、壁画が描かれた 1000 年前の技法研究を目的とした顔料データベースの 4 次元マップへの展開を目指
す。また、高精細画像を用いたコンテンツを開発し、文化財の価値を最大限に活用する。文化財の保存・活用
をキーワードとした同様の手法を用いて、西安以外の中国（北京地域、上海地域）、東南アジア（ベトナム、ラ
オス）およびエジプトの 5 拠点において展開プロジェクトを实施する。
（２）实施期間終了後の取組
京都大学は文部科学省の「大学国際戦略本部強化事業」に採択され、組織的に国際交流を推進している。
本提案についても、京都大学は、関係部局を支援組織として、支援期間中また終了後も、グローバルな学術
ネットワークを維持・発展させるための国際交流推進の取り組みを組織として支援する。
また、年 1 回開催するワークショップにおいて本提案の研究成果を発表するとともに、文化財に関連する研
究教育機関、企業との連携を推し進め、研究体制のより一層の充实を図る。また、プロジェクトを实施する地
域の文化財関連産業に研究成果である技術を提供し、文化財の保存・修復・活用に携わる人材育成と技術
向上に貢献する。これにより、支援期間終了後も研究成果及び国外参画機関を含めた学術ネットワークを維
持、発展させることが可能である。
（４）期待される波及効果
日本の文化財に関する最先端科学技術を世界へ向けて発信することで、文化財デジタル化に関する日本
発の国際標準技術の普及が期待される。また、中国・西安を拠点に展開されるアジア、アフリカ（エジプト）諸

国との共同研究を通して、各地域の文化財関連産業に研究成果である技術を提供し、文化財の新たな保存
法や修復法、あるいは、技法の解析に関する新技術創出が可能となる。文化財の保存・修復・活用に携わる
人材の育成と技術の向上への波及が期待される。
採択時コメント
本提案は、これまでに代表機関によって開発された世界最高水準のイメージング技術を利用し、アジア・アフ
リカ諸国の世界的文化遺産の保存・活用に取り組むものである。
アジア・アフリカ諸国では文化財の保存・活用が急務となっている。本提案では当該地域の研究機関と国際的
な科学技術コミュニティを構築し、文化財のデジタル化に関する日本の最先端科学技術を世界に向けて発信す
ることによって、世界文化遺産の保存・活用のための国際研究基盤の構築と日本発の国際標準技術の創出を
目指す。文化財のアーカイブという重要なテーマに取り組み、アジアの文化財保存への貢献が期待される提案
として評価される。
なお、研究を進めるにあたっては、本研究ネットワークを通じて实際の文化遺産のデジタル化をどう進めるか、
より綿密かつ具体的な計画の立案が望まれる。加えて、得られた成果をどのように公開しアピールしてゆくか、そ
の方法などにも十分に留意して展開されることを望む。
Ⅱ．経費 （振興調整費分）
１．所要経費
（間接経費、環境改善費を含む）
(単位：百万円)
研 究 項 目

1．

担当機関等

アジア世界文化遺産の高

京都大学

研 究
担当者

井手亜里

所要経費
Ｈ21

Ｈ22

Ｈ23

年度

年度

年度

26．1

29．9

26．6

82．6

26．1

29．9

26．6

82．6

合計

精細デジタル化研究

所 要 経 費

（合 計）

２．使用区分
（単位：百万円）
研究項目１
設備備品費
H21 購入
唐時代壁画用
非接触スキャナ

23．5

計
23．5

(9．5)

人件費

17．1

17．1

業務实施費

26．8

26．8

15．2

15．2

または
事業实施費
間接経費 または

環境改善費
計

82．6

82．6

Ⅲ．实施結果・成果の概要
１．目標達成度
（１）ミッションステートメントの達成状況
①实施期間終了時における具体的な目標（様式７－４ （２））
開発した入力装置、関連ソフトウェア・分析技術および表示ソフトウェアを高機能化・改良し、实際の文
化財現場において、文化財に特化した記録総合システム（大容量画像の入力・分析・表示）の有用性を
实証することができた。国外参画機関である西安交通大学内に設置された共同研究室を拠点に、西安
交通大学と京都大学、研究協力機関である陝西歴史博物館を含めた共同研究体制の緊密化を図り、本
課題の目標である唐時代壁画の高精細デジタル化に成功した。さらに、開発した技術の標準化を目指し
た展開プロジェクトとして、中国（北京）、韓国、エジプト、フィリピン、イギリスの 5 カ国 6 拠点に共同研究室
を設置し、当初の目標を上回る多国間学術ネットワークを構築することができた。
②实施期間終了後の取り組み（様式７－４ （３））
京都大学と西安交通大学からの組織的な支援を受け、計画を前倒しして初年度に西安交通大学内に
共同研究室を開設し、撮像システム・スキャナステージを設置した。本共同研究室を拠点に人材交流・育
成の取り組みを实施し、文化財の高精細デジタル化に関する技術移転を円滑に行ったことで、实施期間
終了後も維持・継続、自立可能な拠点を形成することができた。さらに、中国（北京）、韓国、エジプト、フ
ィリピン、イギリスの 5 カ国 6 拠点に共同研究室を設置し、自立可能な共同研究室の維持・継続に必要な
人材育成を实施した。これにより、实施期間終了後も継続が可能な多国間学術ネットワークを構築するこ
とができた。
③期待される波及効果（様式７－４ （４））
日本の文化財に関する最先端科学技術を世界へ向けて発信したことで、文化財デジタル化に関する
日本発の技術として今後の普及が期待される。また、中国・西安を拠点に展開された中国（北京）、韓国、
エジプト、フィリピン、イギリスの 5 カ国 6 拠点における共同研究を通して、各国・各地域の現状・ニーズを
効果的に反映した形で技術の開発を推進することができた。さらに、開発技術を基盤としたプロジェクトを
日本国内においても实施し、文化財の保存・修復・活用に携わる人材の育成と技術の向上への波及効
果は期待どおり達成した。
（２）实施計画に対する達成状況
・計画（目標）：本課題实施時点で京都大学工学研究科が開発した文化財に関する世界最高水準のイメ
ージング技術を最大限に活用し、文化財保存・活用が急務となっているアジア・アフリカと国際的な科学
技術コミュニティを構築する。文化財デジタル化に関する日本の最先端科学技術を世界へ向けて発信
することで、日本発の技術を創出し、世界文化遺産の保存・活用のための国際研究基盤の構築を目指し
た。具体的な实施内容は以下のとおりである。
①文化財に特化した記録総合システム（大容量画像の入力・分析・表示）に関する新技術開発
(a) 撮像システム・スキャナステージの改良・設計・製作、新ＬＥＤ光源の開発

入力装置、分析技術及び表示ソフトウェアを高機能化・改良し、現場において、文化財に特
化した記録総合システム（大容量画像の入力・分析・表示）の実証を行う。
(b) 文化財の高精細デジタル化
到達目標である唐時代壁画の高精細デジタル化を实施する。事前準備として、壁画の詳細を調査
した上で安全性に十分配慮した企画を作成し、中国と日本の諸規則に基づいてデジタル化の詳細
検討を行う。
(c) 文化財デジタル画像の研究と活用
デジタル化した画像データから分光反射率をシミュレーションし、顔料推定を行った結果を反映さ
せて、デジタル上での修復・復元処理手法を確立する。また、科学情報を含む文化財コンテ
ンツを制作し、研究成果の展示・公開を行う。
②学術ネットワークの構築
(a) プロジェクトの展開
アジア、アフリカ（エジプト）諸国の 5 拠点において展開プロジェクトを実施する。課題期間
終了後も共同研究を継続・発展させるための取組として、人材育成・技術移転を実施し協力
体制を構築する。
(b) 国際会議開催、学術ネットワークの構築と国際共同研究の継続と発展
二国間・多国間学術ネットワークの構築と国際共同研究の継続と発展に向けて、本研究に参
加する研究者を中心に文化財関係の研究者を集め、国際ワークショップを開催する。
・達成状況：西安交通大学と京都大学は相互訪問と学術交流により、研究協力機関である陝西歴史博
物館を含めた共同研究体制の緊密化を図りながら研究活動を円滑に推進した。学術ネットワーク構築と
新技術開発両面において、全体的に事業計画を上回る成果を得ることができた。具体的には、文化財
に特化した記録総合システム（大容量画像の入力・分析・表示）に関する新技術開発を含め、より高度
なスキャナの改良・高機能化研究を継続し、实際の文化財現場において技術の有用性を实証すること
ができた。学術ネットワークの構築と国際共同研究の継続と発展に向けた取り組みについては、本研究
課題に関する国際会議を 7 回開催し、研究成果の発表と協力体制の持続的な発展について総括的な
意見交換を行った。また、展開プロジェクト实施国（エジプト・韓国・イギリス・中国（北京）、フィリピン）に
おける具体的な共同研究の实施とあわせて目標は達成されている。
①文化財に特化した記録総合システム（大容量画像の入力・分析・表示）に関する新技術開発
(a) 撮像システム・スキャナステージの改良・設計・製作、新ＬＥＤ光源の開発
設計・製作されたスキャナを用いた实証实験を行い、研究結果に基づいた撮像システム・スキャナステ
ージの改良・高機能化を行った。光源開発については、文化財へ与える影響を最小限に抑えるための
最適設計を行った新LED光源を継続して開発し、照度、温度上昇、RGB分布等を中心に性能評価を
行った。デジタル化対象文化財の形状や撮影環境に応じた装置設計と撮影方法（ノウハウ）を含めた
技術は、安全性の確保が最重要視される国宝級文化財のデジタル化实用技術として、文化財現場で
その有用性を实証し、高い評価を受けている。
(b) 文化財の高精細デジタル化
唐時代壁画の文化財所蔵先である陝西歴史博物館にて大型壁画６枚のデジタル化を实施し、RGB撮
影に加え、開発したマルチバンド（12バンド）撮影での高解像度画像（解像度1,000dpiおよび700dpi）
取得に成功した。光源は、新たに開発した集光性に優れた照射角度可変光源を使用し、本撮像にお
いて技術の有用性を实証することができた。開発した技術は、学会および文化財現場（寺社・博物館

等）で成果を公開し高く評価されている。また、初年度より西安交通大学で实施している人材育成の
取り組みにより、文化財の高精細デジタル化に関する技術移転を行い、今後の継続的・持続的な共同
研究を推進するための研究基盤を形成することができた。唐時代壁画の高精細デジタル化について
は、課題期間終了後も西安交通大学が主体となってデジタル化を継続する。
(c) 文化財デジタル画像の研究と活用
初年度に8色専用スキャナを導入したことで、高精細画像データ（分析領域精度は10～40ミクロン程
度）から、分光反射率をシミュレーションし、より正確な材料分析が可能となった。 長期的視野に立っ
て推進する本研究は、課題期間終了後も現地で継続するため、西安交通大学へ技術移転を行い、
計画通り進捗することができた。デジタル手法を用いた修復・復元処理については、本研究で確立し
た手法を、展開プロジェクト实施国（エジプト・韓国・中国（北京）・イギリス・フィリピン）の文化財デジタ
ル画像に活用する予定である。また、文化財の価値を最大限に活用するための文化財コンテンツを
制作し、国際会議や文化財現場において研究成果の展示・公開を行った。
②学術ネットワークの構築
(a) プロジェクトの展開
本研究で開発した技術を用いた展開プロジェクトとして、中国（北京）、韓国、エジプト、フィリピン、イギ
リスの5カ国6拠点に共同研究室を設置し、具体的な研究の实施と自立的な共同研究室の維持・継続
に必要な研究交流・人材育成を行った。共同研究室の設置と人材育成については、当初の計画では
予定していなかったが、結果として事業計画を上回る形で展開プロジェクトを推進した。これにより、实
施期間終了後も継続可能な多国間学術ネットワークを構築するための实績と成果を得ることができ
た。
(b) 国際会議開催、学術ネットワークの構築と国際共同研究の継続と発展
二国間・多国間学術ネットワークの構築と国際共同研究の継続と発展に向けた取り組みの一環とし
て、本研究に参加する研究者を中心に中国・日本・エジプト・イギリスから文化財関係の研究者を集
め、課題期間中 7 件のワークショップ・国際会議を開催した（中国 2 件、日本 3 件、韓国 2 件）。また、
国際会議と並行して中国および各展開プロジェクト实施国において研究会議を 12 件開催し、今後
の協力体制の持続的な発展について意見交換と相互交流を行った。
（３）採択コメントに対する対応
採択時に、①研究を進めるにあたっては、本研究ネットワークを通じて实際の文化遺産のデジタル化をど
う進めるか、より綿密かつ具体的な計画の立案が望まれる、②得られた成果をどのように公開しアピールし
てゆくか、その方法なども十分に留意して展開されることを望む、の 2 点についてご指摘頂いた。計画には
変更を加えなかったが、採択コメントである文化遺産のデジタル化および成果公開の計画・手法について
特に注力して研究活動を实施した。具体的には、国外参画機関・文化財所蔵機関を含めた研究協力機
関・連携組織による共同研究ネットワーク間で定期的に研究会議を開催し、研究成果、進捗状況を含めた
情報・意見交換を行い、連携して研究を推進した。
（４）所期の計画どおりに進捗しなかった場合の理由、対処、实績
唐時代壁画の所蔵先である陝西歴史博物館の希望で、当初の計画より大型の壁画が撮影対象となった
こと、また新しい展示ギャラリーの建設に伴い、撮影場所と文化財の移動に制限が生じたため、撮影枚数に
ついては所期の計画どおりに進捗しなかった。陝西歴史博物館を含めた京都大学・西安交通大学の共同
研究チームによる撮影対象文化財の調査・撮影方法の検討を行った結果、ＲＧＢ撮影に加えてマルチバン
ド撮影を取り入れることになり、撮影枚数は減尐したものの、より正確な顔料分析が可能となる高精細画像

データを取得することができた。唐時代壁画の高精細デジタル化については、西安交通大学内に開設され
た共同研究室を拠点に、西安交通大学が主体となって实施期間終了後も継続して实施されるため、所期
の計画を上回る成果を得ることができた。
２．成果
（１）科学的・技術的成果の内容
①地域共通課題の解決につながる成果
日本同様に歴史遺産が数多く遺されているアジア、アフリカ（エジプト）諸国においても、経年务化、自
然災害、紛争等の人的破壊により消失の危機にさらされている。文化財保存の緊急性は増大し、危機に
瀕する世界遺産の保全・活用に関する技術とそれを担う人材の育成が課題となっている。こうした現状に
おいて、本国際共同研究によって開発した文化財に関する最先端科学技術は、中国・西安から中国（北
京）、韓国、エジプト、フィリピン、イギリスに展開し普及が進んだ。さらに、研究交流・人材育成と技術移
転の取り組みによって、实施期間終了後も維持・継続が可能で自立的な研究拠点を形成することができ
た。各国・各地域の現状・ニーズと研究開発によって得られた成果を効果的に反映した形で、安全性の
確保が最重要視される国宝級文化財のデジタル化における実用技術を視野に置いた開発を推進す
ることができたため、その波及効果は、科学的、技術的のみならず社会経済的にも極めて大きい。また、
課題期間中に東日本大震災が発生したことを受け、貴重な国民的財産である文化財を着实に後世へ継
承するため、本研究で開発した技術の応用プロジェクトを日本国内においても实施した。結果、国内外
の文化財約 3,000 点の高精細デジタル画像を取得し、これらの画像は、文化財の後世に残すべき人類
の貴重な資産である文化財の「今」の姿の詳細な科学情報として、保存・修復・活用に大いに寄与するこ
とができる。
②共同研究によって得られた新しい科学技術面での知見
貴重な文化財を安全かつ短時間で記録する場合、最も重要なことは、光源の開発および大型機械の
振動設計である。本共同研究を通して、京都大学で開発された機械とその技術の優位性が世界最高水
準であることを文化財の現場で实証することができた。新しい科学技術面での知見としては以下 4 点があ
げられる。
(a) 超高精彩画像取得の实現： 色の正確な記録は新

開発システムと市販のスキャナ、
カメラの色差との比較

しい光源開発によって实現することができた。色差
（286 色の見本を使った標準資料）は 1.0 以下とこ
れまで類のない記録である。日本（世界）の映像機
器の色差で实現されているものと比較して、5 分の
1 以下の値であり、「本当の色」の記録技術確立に
成功した。（京都大学グループ）
注：色差計算時に本プロジェクトで開発された
スキャナは独自のキャリブレーションが行わ
れている。市販の機器はそれぞれ違う目的でキ

撮影システム

光源

色差

Niji-3D (本プロジェクト)

新光源を使用

1.00

Niji-3S (本プロジェクト)

新光源を使用

1.26

Niji-3X (本プロジェクト)

新光源を使用

1.37

Niji-3H

新光源を使用

1.49

C 社スキャナ１

スキャナ搭載光源

3.32

C 社スキャナ 2

スキャナ搭載光源

4.42

C 社スキャナ 3

スキャナ搭載光源

6.94

N 社 SLR カメラ 1

室内一般蛍光灯

14.83

C 社 SLR カメラ 2 (Standard mode)

室内一般蛍光灯

16.12

C 社 SLR カメラ 2 (Neutral)

室内一般蛍光灯

18.08

C 社 SLR カメラ 2 (Auto)

室内一般蛍光灯

19.63

C 社 SLR カメラ 2 (Standard)

室内一般蛍光灯

24.15

C 社 SLR カメラ 2 (Neutral)

室内一般蛍光灯

25.01

(本プロジェクト)

ャリブレーションを行っている。
（方法非公開）
(b) 大型文化財の非接触分光画像取得技術の確立：超高精度、微小領域（10 ミクロン程度）での分光
反射率再現により大型文化財の非接触分光画像取得技術が確立された。多色スキャニング装置の
開発により、速度および精度両面において世界最高水準の技術を開発することができた。（京都大

学グループ）
(c) 画像処理ソフトウェア開発：国外参画機関である西安交通大学は、唐時代大型壁画の高解像度画
像を用いて、開発した画像処理技術の検証を行った。本研究で開発された画像処理ソフトウェアは、
中国で 4 件の著作権を取得している。
(d) 「メゾスコープ」：大型スキャナと同じ原理、ハードウェア、ソフトウェアを用いて、精度（1．0-0．5 ミクロ
ン）を持つ「メゾスコープ」という概念が提案された。大型対象物をミクロンレベルの精度で画像化し、
同時に分光情報を得ることができる装置が開発・試作された。（京都大学グループ）
③研究成果の発表状況
本研究に参加する研究者を中心に中国・日本・エジプト・イギリスから文化財関係の研究者を集め、
課題期間中 7 件のワークショップ・国際会議を開催した。
(a) 中国（2 件）
国際会議名称： 第 1 回亜洲世界文化遺産数字化国際会議
開

催

日： 2010 年 6 月 23 日～25 日

開 催 場 所： 唐華賓館ホテル（中国・陝西省西安市） 参 加 者 数： 81 名
主 な 参 加 者：
蒋 庄徳（西安交通大学副学長）、方 素平（西安交通大学教授）、梅 雪松（西安交通大学教授）、
孔 昱（中国陝西省文物局副局長）、裴 建平（陝西歴史博物館副館長）、高 峰（中国文化遺産研
究院科学技術センター主任）、周 鉄（兵馬俑博物館総工程師）、鉄 付徳（中国国家博物館研究
員）、シルビオ・ヴィータ（イタリア国立東方学研究所所長）、Kim Hyoung-Jin（韓国国民大学教授）、
西垣 隆（独立行政法人科学技術振興機構科学技術戦略推進費プログラム主幹）、中川 正樹（独
立行政法人科学技術振興機構科学技術戦略推進費プログラム主幹）、吉川 潔（京都大学理事）、
椹木 哲夫（京都大学理事補）、辻 裕史（京都大学国際部国際交流課専門員）、久保 愛三（京機
会会長）
国際会議名称： 第 2 回亜洲世界文化遺産数字化国際会議
開

催

日： 2011 年 12 月 26 日～27 日

開 催 場 所： 西安交通大学（中国・陝西省西安市） 参 加 者 数： 50 名
主 な 参 加 者：
李

伟（重慶交通大学教授・学長補佐）、孔 昱（中国陝西省文物局副局長）、方 素平（西安交通

大学教授）、梅 雪松（西安交通大学教授）、赵 宏（西安交通大学教授）、韓 建武（陝西歴史博物
館部長）、賀 辽（陝西歴史博物館主任）、張 群喜（陝西歴史博物館研究員）、王 展（陝西省文物
保護研究院研究員）、赵 西晨（陝西省考古研究所主任）
(b) 日本（3 件）
国際会議名称： 芸術のための科学技術～京都からの文化発信・世界文化遺産への貢献～
開

催

日 ： 2009 年 10 月 9 日・10 日

開 催 場 所 ： 京都大学東京オフィス 品川インターシティ 参 加 者 数： 60 名
主 な 参 加 者：
吉川 潔（京都大学理事）、宗本 順三（京都大学名誉教授）、土佐 尚子（京都大学教授）、足立
健司（京都文化協会理事）、コッラード・モルテーニ（イタリア大使芸術・文化担当官）、シルヴィオ・ヴ

ィータ（イタリア国立東方学研究所所長）、エリック・ドゥクルー（フランス大使館文化部大学交流担当
官）、方 素平（西安交通大学教授）、恵良 隆二（三菱地所株式会社三菱一号館美術館開設準備
室長）、西垣 隆（科学技術戦略推進費プログラム主幹）、中川 正樹（独立行政法人科学技術振興
機構科学技術戦略推進費プログラム主幹）、小賀坂 康志（独立行政法人科学技術振興機構主任
調査員）、福島 三喜子（独立行政法人科学技術振興機構部長）、笹田 滋（ＪＳＴイノベーションプラ
ザ京都科学技術コーディネーター）
国際会議名称： 芸術のための科学技術
開

催

日 ： 2011 年 3 月 19 日

開 催 場 所 ： 京都大学吉田キャンパス 参 加 者 数： 24 名
＊東北関東大震災直後の開催のため予定していた国内外参加者のキャンセルが多くなった
主 な 参 加 者：
Ibrahim El-Rifai (Center for Documentation of Cultural and Natural Heritage 研究員)、 松田 泰典
（大エジプト博物館保存修復センターJICA 専門家）、今津 節生（九州国立博物館環境保全室長）、
高岡 義寛（京都大学教授）、田畑 修（京都大学教授）
国際会議名称： International Workshop on Digitization of Cultural Heritage- Science and
Technology for Art 開

催

日： 2011 年 11 月 15 日

開 催 場 所： 京都大学時計台記念館 参 加 者 数： 63 名
主 な 参 加 者：
大西 智城（総本山仁和寺執行）、西垣 隆（独立行政法人科学技術振興機構科学技術戦略推進
費プログラム主幹）、北村 正仁（独立行政法人科学技術振興機構主任調査員）、Ibrahim El-Rifai
(Center for Documentation of Cultural and Natural Heritage 研究員)、 Liu Hao(University of East
London、 Senior Research Fellow)、小野 欽司（国立情報学研究所名誉教授）、北本 朝展（国立
情報学研究所准教授）、福島 幸宏（京都府立総合資料館課長）、实方 葉子（泉屋博古館学芸員）、
高岡 義寛（京都大学教授）
(c) 韓国（2 件）
国際会議名称： International Symposium on “High-resolution Digitization on Asian World
Heritage”
開

催

日： 2009 年 8 月 20 日～22 日

開 催 場 所 ： 国民大学（韓国・ソウル市） 参 加 者 数： 58 名
主 な 参 加 者：
Hyoung-Jin Kim (韓国国民大学教授)、 崔 泰鎬(韓国忠北大学敎授)、Sek-Mi Chang（韓国東国
大学教授）、Tae-jin Eom (韓国慶北大学教授)、Jong-Yoon Lee (韓国慶北大学教授)、Muk-jo
Byoung (韓国江原大学教授)、 Soung Bae Park (韓国国家記録院研究員)、 Ju-hyun Cheon (韓国
国立中央博物館研究員)、Hak-soo Park (韓国国立中央博物館研究員)、Hye-yun Lee（奎章閣韓
国学研究院究員）、Chang-Sup Kim（奎章閣韓国学研究院司書）
国際会議名称： International Forum on the Historical Consideration of Paper and Conservation、
Restoration of Paper Cultural Heritage

開

催

日： 2010 年 9 月 9 日～11 日

開 催 場 所： 国民大学（韓国・ソウル市） 参 加 者 数： 62 名
主 な 参 加 者：

Jong Ki Park (韓国国民大学教授)、Yun H．Oh (The Research Institute of Tripitaka Koreana、
Director)、朴鐘一（韓国漢陽大学教授）、 Hyun-Jin Jo (Johyunjin Hanji Institute、 Chief
Manager) 、Kyung Hwa Choi (National Research Institute of Cultural Heritage Korea 研究員)、
Claude Laroque (Centre de recherche sur la conservation des collections –CRCC- France、
Senior Lecturer)、高岡 義寛（京都大学教授）
【研究成果発表等】
１) 論文等
原著論文発表

左記以外の誌

（査読付）

面発表

口頭発表

合計

(学会、国際会
議、ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ等）

和文誌

1件

0件

7件

8件

欧文誌

14 件

0件

30 件

44 件

合

15 件

0件

37 件

52 件

計

２） 特許等出願件数（0 件）
３） 受賞等（0 件）
４）主な原著論文（査読付き欧文誌掲載の論文、5 件以内）
1) Jun Kaneko, Yusuke Murayama, Jay Arre Toque and Ari Ide-Ektessabi, Non-destructive
analytical imaging of metallic surfaces using spectral measurements and ultrahigh resolution
scanning for cultural heritage investigation, Proceedings of SPIE Vol. 8291,82911E, 2012.
2) Y. Murayama and A. Ide-Ektessabi, Bayesian image superresolution for hyperspectral image
reconstruction, Proceedings of SPIE Vol. 8296,829614E, 2012.
3) Ari Ide-Ektessabi, Jay Arre Toque and Yusuke Murayama, Analysis of cultural heritage by
accelerator techniques and analytical imaging, AIP Conference Proceedings, 1412, pp 5-16,
2011.
4) Jay Arre Toque, Masateru Komori, Yusuke Murayama and Ari Ide-Ektessabi. Analytical
Imaging of Traditional Japanese Paintings using Multispectral Images. VISIGRAPP 2009, CCIS
68, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 119-132, 2010.
5) Jay Arre Toque, Y. Sakatoku, Julia Anders, Yusuke Murayama and A. Ide-Ektessabi, Analytical
imaging of cultural heritage by synchrotron radiation and visible light-near infrared
spectroscopy, Proceedings of IMAGAPP 2009- International Conference on Imaging Theory
and Applications, pp.121-128, 2009.
④科学的・技術的波及効果
本研究で開発した文化財に関する最先端科学技術は、中国（西安）のみならず中国（北京）、韓国、エ
ジプト、フィリピン、イギリスに展開し、文化財に関する日本発の技術として实際の文化財現場で普及が
進んでいる。さらに、人材育成と技術移転の取り組みによって、各地域の文化財の保存と活用に関する
新技術の創出が可能となり、本研究成果の科学的・技術的波及効果は大きい。また、本技術を基盤とし

たプロジェクトが日本国内で实施される等、世界文化遺産の最先端实用技術として文化財アーカイブの
分野で貢献することができた。
（２）社会的成果（国内外の各参画機関の共同研究体制・形成された科学技術コミュニティ）の内容
①研究資源の提供や研究实施における役割
(a) 国内機関（代表機関：京都大学）
代表機関である京都大学が本課題の研究総括を行った。文化財の高精細デジタル化に必要な撮
像システム・スキャナステージの改良・設計・製作、新ＬＥＤ光源の技術開発およびデジタル画像から
の材料分析、顔料データベース化（西安交通大学との共同研究）を担当した。また、人材交流・育成・
技術移転に必要な人員を提供し、展開プロジェクトの实施によって多国間の共同研究ネットワーク構
築の役割を担った。
(b) 海外機関（国外参画機関：西安交通大学）
国外参加機関・西安交通大学は、本課題の具体的な目標である唐時代壁画のデジタル化におい
て、研究協力機関・陝西歴史博物館との調整、対象文化財調査、日本で設計製作する入力装置の
組立設置・装置の一部設計製作、文化財形状の精密測定法および画像処理法に関する研究を担
当し（画像処理ソフトウェアに関する著作権 4 件を取得）、課題推進に必要な人員および共同研究室
（2010 年 12 月開設）を提供した。また、中国における展開プロジェクトを实施する際の中国拠点として、
人材交流・育成の役割を担った。
②研究全体会議（運営委員会）等
課題期間中 12 件の研究会議を開催し、今後の協力体制の持続的な発展について意見交換と相互交
流を行った。「各会議における議題・成果・参加者はⅣ．实施結果・成果の詳細（51-56 頁）を参照」
【中国】
第 1 回研究会議（キックオフミーティング）：2009 年 12 月 28 日

陝西歴史博物館（中国・西安）

第 2 回研究会議：2010 年 3 月 18 日

西安交通大学（中国・西安）

第 3 回研究会議：2010 年 7 月 16 日

京都大学吉田キャンパス

第 4 回研究会議：2011 年 3 月 29 日

陝西歴史博物館（中国・西安）

第 5 回研究会議：2011 年 8 月 3 日

京都大学吉田キャンパス

第 6 回研究会議：2011 年 12 月 25 日 西安交通大学（中国・西安）
【韓国】
第 1 回研究会議：キックオフミーティング：2009 年 12 月 15 日
第 2 回研究会議：2010 年 9 月 19 日

京都大学吉田キャンパス

韓国国民大学

第 3 回研究会議：2011 年 4 月 17 日 京都大学吉田キャンパス
【エジプト】
第 1 回研究会議：2010 年 9 月 23 日
第 2 回研究会議：2010 年 12 月 26 日
第 3 回研究会議：201１年 5 月 22 日

京都大学吉田キャンパス
エジプト高等教育省科学研究アカデミー（エジプト・カイロ市）
エジプト高等教育省科学研究アカデミー（エジプト・カイロ市）

③实施期間中の代表機関ならびに国内外各参画機関の組織としての関与（支援）
京都大学は、文部科学省の「大学国際戦略本部強化事業」（2004 年度～2009 年度）に採択され、組
織的に国際交流を推進してきた。本課題の目的であるグローバルな学術ネットワークを構築・発展させる
ための取り組みを組織として支援を行うため、①本課題国際会議開催（2010 年 6 月・西安）の経費支援
および西安交通大学・京都大学の交流強化 ②本課題の中国・エジプトにおける研究交流支援（下記参
照）を行った。
2010 年 4 月 22 日

中国大学学長訪日団来学（団長：西安交通大学長）

2010 年 5 月 5 日

京都大学松本総長 本課題共同研究室視察（中国・西安交通大学）

2010 年 10 月 5 日

エジプト教育研究機関訪問団来学（団長：アレクサンドリア大学長）

2010 年 12 月 23 日

京都大学・エジプト高等教育省科学技術アカデミー学術交流協定締結

2011 年 7 月 5 日

エジプト考古省代表団来来学

2011 年 10 月 14 日

第 7 回日中学長会議参加者来学

また、京都大学の「研究支援強化プロジェクト」で採用された研究者を、本課題の支援研究者として任
命し、研究支援を行った。
国外参画機関である西安交通大学は、西安交通大学曲江校区内に新しく建設された機械製造系統
工程国家重点实験室内に、本課題推進と中国における拠点形成を目的とした共同研究室を開設するた
めの経費および事務手続き面での全面支援を行った。また、研究活動の円滑な推進に向け、京都大学
井手教授の西安交通大学実員教授就任に際して全面支援を行った。
④形成された科学技術コミュニティの今後期待される国際連携への政策的波及効果を記載してくださ
い。
中国（西安）を拠点に中国（北京）、韓国、エジプト、フィリピン、イギリスにおいて实施した文化財の保
存・活用のためのデジタル技術に関わる国際共同研究と人材育成活動を通して、日本と形成された科学
技術コミュニティ間の国際文化交流の促進に貢献した。相互理解の媒介として重要な文化の象徴である
文化財を通した活動により、アジア・アフリカ諸国間の平和・安全の一助となることが期待される。文化交
流を基盤にした科学技術外交という観点から、本課題期間中に形成された日本と科学技術コミュニティ
間及びその周辺国政府間の連携の強化・構築に大いに貢献できる具体的なひな型となった。
本課題で形成された国際連携は日本と中国の二か国間から日本と多国間に展開しており、課題期間
終了後も「唐時代文化財国際共同研究所（仮称）」を中心としたコンソーシアム体制を形成・維持・発展さ
せる準備を進めていることから、今後のアジア・アフリカ諸国間の国際連携の展開に大きく貢献できる。
⑤今後期待される社会経済の活性化効果
文化財のデジタル化による文化交流促進や課題期間中に取得した国内外文化財約 3,000 点の高精
細画像を活用した地域振興に貢献するなど、本課題がもたらす社会的効果は大きい。文化財に関連す
る研究教育機関、企業との連携を推進し、地域の文化財関連産業に研究成果である技術・情報を提供
する等、日本の先端的デジタル技術の普及と人材育成を通して、同技術の普及と現地の IT、コンテンツ、
伝統産業、観光等の産業・雇用の創出に貢献できる。日本にとっても、世界文化遺産の高精細デジタル
化に関する技術開発や普及に貢献することで、当該研究はイニシアティブをとってプレゼンスを高め、文
化財に関連する企業等の経済活動にも資することが期待される。

３．計画・手法（「Ⅱ．経費」とも関連）
①研究項目毎の予算配分方針について
本課題は、入力装置、分析技術及び表示ソフトウェアを高機能化・改良し、現場において文化財に特
化した記録総合システム（大容量画像の入力・分析・表示）の实証を行うことを、全实施期間を通じての实
施内容に掲げた。研究項目毎に適切な予算配分を行い、執行にあたっては、補助金予算の配分を適宜
見直した。特筆すべき点として、本研究に従事する 1 名の研究員について、課題实施期間中、本学の支
援を受けて雇用することができたため、当初の計画よりも人件費が節約された。これにより、より高度な研
究開発と展開プロジェクトを推進することができたため、当初の予算配分を見直す必要が生じたが、全体
を通じてきわめて有効に予算を活用できた。また、展開プロジェクトにおける関係機関のほとんどが、場
所の提供にとどまらず、デジタル機器購入等の共同研究室を設立する上で必要となる経費を支出したた
め、当初の計画を上回る形で共同研究室を設立することができた。
②課題实施のためのプロジェクトマネジメントについて
本課題は 2006 年から開始した研究交流实績を基盤に、適切な計画・手法・实施体制により研究活動
を推進した。具体的には、定期的に中国および展開プロジェクト实施国において研究会議を開催し、研
究成果、進捗状況および展開計画等について討議し共同で研究活動を推進した。中国、エジプト、韓国、
フィリピン、イギリスにおいて共同研究室を設置し、研究拠点を構築することができたこと、また、技術移転
と人材育成の取り組みにより、設立した共同研究室が、当該地域の研究者によって運営される拠点として
確立できたこと等、国外の参画機関・研究協力機関・連携機関と緊密な連携関係を構築し協力して目標
を達成するためのプロジェクトマネジメントを取り、成果を挙げることができた。

４．实施期間終了後における取組の継続性・発展性
①实施期間終了後、課題实施により培われた研究及びネットワークを継続する体制や仕組みに対する
工夫
本研究によって開発した文化財に関する最先端科学技術は、中国（西安・北京）、韓国、エジプト、イ
ギリス、フィリピンの 5 カ国 7 拠点に展開し、共同研究室を研究拠点に文化財に関する日本発の技術とし
て实際の文化財現場で普及が進んでいる。また各研究拠点設立した共同研究室には京都大学先端イメ
ージング工学研究室で開発したスキャナを設置し、課題期間中に实施した人材交流・育成を通して、当
該地域の研究者によって運営される研究拠点として確立することができた。これにより、实施期間終了後
も当該機関と緊密な連携関係を維持し、課題实施により培われた研究を推進・継続するための研究基盤
と研究体制を構築している。
【中国（西安】京都大学と西安交通大学からの組織的な支援を受け、計画を前倒しして初年度に西安
交通大学内に共同研究室を開設し、撮像システム・スキャナステージを設置した。本共同研究室を拠
点に人材交流・育成の取り組みを实施し、文化財の高精細デジタル化に関する技術移転を円滑に行
ったことで、实施期間終了後も維持・継続が可能で自立的な拠点を形成することができた。
【中国（北京）】故宮博物院と MOU を締結し、京都大学で開発した先端イメージング機器を用いて、同
院所蔵文化財の撮像を实施した。課題期間終了後も継続して共同研究を实施するための人材育成の
取り組みを行った。
【韓国（ソウル）】国民大学山林科学科と MOU を締結し、同学科内に共同研究室を開設した。具体的な
共同研究である韓紙の E 図書館プロジェクトを实施した他、共同研究チームでソウル大学奎章閣韓国
學研究院において展開プロジェクトを实施する等、研究を推進・継続するための研究基盤と研究体制

を構築している。
【エジプト（カイロ・ギザ）】京都大学はエジプト高等教育省・科学技術研究アカデミーと学術交流協定を
締結し、当該機関が所管する教育・研究機関との共同研究の枠組みを構築するための共同实験室を
開設した。エジプトに所在する 3 つの機関と締結した MOU を基盤に学術ネットワークを構築している。
特に、大エジプト博物館保存修復センターにおいては、開設した共同研究室を拠点にデジタルスキャ
ナチームが結成され、自立的な共同研究室の維持・継続を目指して人材育成プログラムを实施した。
【フィリピン（マニラ）】文化財の高精細デジタル化を含めた多分野におけるイメージング技術の応用に
関する共同研究や教育活動を目的に、フィリピン国立大学物理学研究所と MOU を締結した。京都大
学で開発した先端イメージング機器を用いて、フィリピン大学 The Vargas Museum 所蔵文化財の高精
細デジタル化を共同で实施し、持続可能な研究基盤を構築するための取り組みを行った。
【イギリス（ロンドン）】英国を中心にヨーロッパにおける国際共同研究を推進するため、University of
East London に共同研究所を設立した。京都大学工学研究科で開発された最先端文化財専用スキャ
ナ・撮像システムを同研究室に設置し、人材育成に向けた短期教育を实施した。同研究室を拠点とし
て、英国における研究の推進と展開プロジェクトへの発展を目指し、新たな組織「MIDAS」を立ち上げ、
展開プロジェクトを实施している。
また、上記に加えて、研究ネットワーク間で国際会議や研究集会を定期的に開催し、教育・研究機関、
政府機関、民間企業間で文化財デジタル技術に関わる技術・情報交流を図り、産学官の連携・協力体
制の強化と拡大を図ってきた。今後は、本課題で培われた研究及びネットワークを継続するため、京都
大学と西安交通大学、所在地域の関係省庁等とのコンソーシアム設立し、展開プロジェクト实施国を含
めた多国間でのコンソーシアム形成に向けて、ネットワークの有機的な結合を目指している。コンソーシ
アム形成については、その实施体制や予算等について今後関係機関と検討を行う必要がある。
②これまでの研究成果を発展させる明確な研究・交流のビジョン
これまでの共同研究の成果を発展させるためには、以下の共同研究・交流が考えられる。
(a) 国外参画機関との共同研究の継続：国外参画機関である西安交通大学には、既に本課題の共同
研究室が設置されている。今後も、博士課程学生 2 名程度、修士課程学生 3 名程度が本課題に関
する研究の継続に取り組む予定である。京都大学においても、ほぼ同じ数の学生が本研究に従事
し、今後 3 年間で多くの新しい成果が期待できる。日本側の研究代表者は西安交通大学の実員教
授に就任し、共同研究の維持について大きな問題はないと考える（各大学の研究費で推進可能）。
(b) 中国での研究活動の展開：中国（北京）において、实施期間中に故宮博物院と共同研究を行った。
その他、中央美術学院等の教育研究機関からも技術支援要請を受けており、今後より一層の研究
活動の発展・展開が見込まれる。また、先方機関は京都大学との単独協定を望んでいる。
(c) 中国の民間企業による展開：中国の文化財関連企業 2 社より、本課題の研究成果である技術に関
して使用要請がある。場合によっては、国外参画機関である西安交通大学とパートナシップを組み、
中国において独自に活動する可能性が高い。
(d) イギリス、イタリアでの研究活動の展開：本研究で確立された技術は、イギリス、イタリアをはじめとす
る欧州からも技術使用の要請があり、平成 24 年度に既にいくつかの共同研究プロジェクトが予定さ
れている。
(e) アフリカ文化遺産記録活動への展開：アフリカ諸国に所在するの危機に瀕する文化遺産の記録・保
存活動は重要な課題である。本研究課題においてはエジプトにおいて展開プロジェクトを实施し、
实績と成果を上げている。また、实施期間終了後の平成 24 年 4 月に、京都大学井手研究室とアフリ
カ・スーダンの教育研究機関は、文化財のデジタル化に関する共同研究について MOU を締結し、

今後具体的な共同研究を实施する準備を進めている。アフリカ諸国（エジプト、スーダン、エチオピ
ア等）を中心に、日本で開発された技術を活用した文化遺産の保存と活用に関する支援は、重要な
役割を果たすと考える。エジプトにおける研究活動の延長線上で、今後アフリカにおいて本研究の
成果を発展させる可能性は非常に高い。相互理解の媒介として重要な文化の象徴である文化財を
通した活動により、アフリカ諸国間の平和・安全の一助となることが期待され、世界的にも注目される
に違いない。
(f)

フィリピン文化遺産記録活動への展開：本研究課題における展開プロジェクト实施国であるフィリピ
ンにおいて、平成 23 年度にフィリピン大学と MOU を締結し、学術ネットワークの基盤を構築している。
文部科学省 平成 24 年度政府開発援助ユネスコ活動費補助金「フィリピン有形・無形文化遺産の
先端デジタル技術従事者人材育成」に採択され、今後は人材育成を中心に、本研究の成果を発展
させる。

(g) 韓国文化遺産記録・保存活動の展開：本研究課題における展開プロジェクト实施国である韓国（ソ
ウル）において、国民大学と MOU を締結し、具体的な共同研究を既に实施している。技術協力は
すでに進展しており、今後より一層の発展が見込まれる。また、先方機関は京都大学との単独協定
を望んでいる。
(h) 日本国内での文化遺産記録・保存活動の展開：日本国内における文化財の記録・保存については
予算と支援の両面において恵まれた状況にはない。課題期間中に東日本大震災が発生したことを
受け、貴重な国民的財産である文化財を着实に後世へ継承するため、本研究で開発した技術の応
用プロジェクトを日本国内においても实施した。今後、本課題で開発した技術を国内の社寺、博物
館等で展開する予定である。公的研究資金、民間資金を導入することで継続・発展が可能と考え
る。

Ⅳ．实施結果・成果の詳細
①文化財に特化した記録総合システム（大容量画像の入力・分析・表示）に関する新技術開発
(a) 撮像システム・スキャナステージの改良・設計・製作、新ＬＥＤ光源の開発
担当機関名・担当研究者名：京都大学・井手亜里
【背景】
近年、文化財をはじめ様々なものが画像のデジタル化によって学術的な保存、分析等に利用されてい
る。文化財の分析、保存の目的に際しては、対象となる文化財の保護の観点から、非接触、非破壊によ
る手法が理想的である。分析、保存のための画像取得には、正確で高解像度な画像を習得できる手法
が必要である。取得された正確で高解像度の画像は、より情報量が多く、精度の高い正確な画像分析や
デジタルデータとしての保存に利用することで非常に大きな意義がある。ここでは、本研究で開発した高
精細画像取得装置（スキャナ）システムの開発、超高解像力の实現、文化財の撮像に最適な光源の設計
と評価、色再現性の評価結果について述べる。
1.

高精細画像取得装置（スキャナ）システムの開発
表-1 高精細画像取得装置（スキャナ）システムの特長
主な用途

デジタルアーカイブや偏光スキャン、高精細画像、分光反射率再現、画像から
の顔料、および画像分析

高速画像取得

600 dpi(時間：副走査方向1800 mmの画像取得に2 min程度）

主走査範囲*

1200 mm

副走査範囲*

撮像対象に応じて可変(最長2000-3000 mmの実績あり）

光源

LED等の文化財に対し影響の小さいものを使用

色差

1.1-1.3(LED光源）

汎用性

ハードやソフトの各部がモジュール化されており、コンパクトで撮像対象に柔
軟に対応できる

*一回の撮像における可能範囲

対象物を高解像度で撮像するため、本研究では新たに撮像装置を開発した。画像記録装置として、ラ
イン CCD を採用した。ライン CCD がエリア CCD と比べて高解像度撮像に適している理由として、以下の
ものがある。
1． CCD 素子を 1 列に配置するため、画素数を多くすることが容易である
2． 被写体に対して光源を一様に照射することができる
3． エリア CCD での撮像に比べて画像の歪みが尐ない
以上の理由から、高解像度撮像を目的とした本实験ではライン CCD を採用した。本装置の構成は次
のとおりである。カメラ、カメラ電源、レンズ、画像ボード、モータ光源、本装置で用いたライン CCD
「DALSA Piranha3」は 12288 個の画素を持ち、カラーライン CCD を含めた市販されているライン CCD の
中でも画素数が最大クラスの製品である。これにより、高解像度に設定した場合でも一度に広範囲を撮
像することが可能になる。また画素サイズ 5μm と小さいため、高解像度の撮像に適している。さらに図-1
のシステムのように、立体形状をもつ物体の高精細画像取得を行うための装置も開発している。カメラとカ

メラ移動レールの位置を、筐体の円弧部分に沿って変えることができ、撮像対象の真上以外の向きから
のスキャンも行うことができる。

図-1 高精細画像入力システムの一例
本システムはカメラを取り替えることにより、カラー撮影以外の特殊な画像取得も行うことができる。図 2
はカラー撮影によって得られた画像（左）と近赤外撮像用ライン CCD「浜松ホトニクス InGaAs カメラを用
いた撮影によって得られた近赤外画像（右）である。近赤外画像では、対象の下地の文字が明瞭に捉え
られていることが分かる。必要に応じて各アタッチメントは取り替え可能なように設計されている。

図-2 カラー撮影および赤外線撮影の例
2.

超高解像力の实現

解像力とは、撮像装置がどれだけ細かいものを鮮鋭にとらえることができるかを示す用語である。ここで、
白黒の線が交互に等間隔で並んだパターンを考える。この白黒のパターンを輝度変化の矩形波としてと
らえたとき、白黒の線の幅の合計はこの波の周期であり、空間周波数に対応する。つまり、白黒のパター
ンを撮像した画像上での白部分、黒部分の画素値を用いて、撮像系の空間周波数応答を求め、解像力
の指標とすることができる。本装置がどの程度の解像力を有しているかを实験によって検証する。
【結果】
本装置がどれだけの解像力を有しているかを知るために、空間周波数応答を評価した。一般的に用い
られている評価法である、デジタルカメラのレスポンス測定法と、画像のコントラストを評価するための指
標である CTF（Contrast Transfer Function）を用いた評価の 2 つを行った。 レスポンス測定法によって
求めた空間周波数応答の結果を考慮すると、20lp/mm では空間周波数応答は 0.245 となった。つまり、
周期 0．005ｍｍで振動する振幅 1 の矩形波を入力するとき、出力の振幅が 0．245 となる．20lp/mm にお
いて CTF は 0．63 程度であった。画像上で解像されていると一般的に言われる CTF 値 0．3 を大きく上

回っており、本装置は十分な解像力を有していることが示された。図-3 は实際に撮影した和紙の一部で
ある。この画像は实際の大きさで 5 mm 四方の部分をとらえている。画像からも繊維の一本一本を識別可
能であることが確認でき、超高解像撮影を行うと顕微鏡並みに可視化できる。

2 mm
Reflected Visible Light

2 mm

2 mm

Transmitted Visible Light

Transmitted Near IR

図-3 （左から）反射光撮影画像、透過光撮影画像、赤外光撮影画像
3.

新光源の開発
高精細画像取得に関して様々な撮像環境、対象、分析の目的に応じて、それに適した光源の開発を

独自に行ってきた。初期の光源としてハロゲン-メタルハライド光源を、さらに光量の増加、光源の軽量化
を図って LED の新型光源の開発を行った。光量の大幅な増加によって、撮像時間が大幅に短縮され、
軽量化したことにより扱いやすくまた、消費電力も抑えることが可能になった。
（１）ハロゲン-メタルハライド光源の開発
照明部は、光源、光ファイバー、円柱レンズから成る。2 種類の光源を混ぜて、光ファイバーによって円
柱レンズに光を送っている。円柱レンズを用いることによって、照明は画像を取得している場所に限定さ
れ、文化財への放射が緩和される。集束照明の概略図を示す（図-4）。ハロゲンランプとメタルハイドライ
ドランプを光源として使用している。一般的に、およそ 450 nm 以下の短波長領域のイメージセンサの分
光感度は、長波長領域のものよりも低く、そのスペクトルチャンネルからのセンサ応答が弱い。それぞれ
の光源、および 2 つの光源を混ぜた光源における相対スペクトル放射強度分布を図-5 に示す。
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図-4 円柱レンズを用いた
混合集束照明

図-5 混合光源の放射率強度分布
（ハロゲン＋メタルハイドライド）

赤外線や紫外線を必要とする特殊な撮影時には非常に有用な光源であるが、この光源はその放射強
度分布の不均一性のため、（よく使われている放電管や蛍光灯に比べるといくらかよいのだが）、特定の
周波数の色を選択的可視化するので、最適と思われない。本研究では、より高質の（強度および周波数
分布のより均一）の LED 光源開発を目指し開発を行った。

（２） 高精細画像取得用 LED 光源の開発
ここでは、LED を用いた線形光源の開発ついて説明する。LED 光源は、ハロゲン-メタルハライドの混
合光源と比べて、光量が大きいこと、そして軽量（ハロゲン-メタルハライドの混合光源は、重く持ち運びが
大変であった）で消費電力が小さい。それらの利点に注目して、本研究では、撮像用光源として主に用
いている。光源に関しては、消費電力と発熱特性は重要なである。そこで、レンズの絞りによる解像力
(MTF: レンズ性能を評価する指標のひとつ)への影響を、ラダーチャートをスキャナで撮像することでしら
べた。また、LED ライトと従来用いられてきたハロゲンとメタルハライドの混合光源を比較した。
本研究で開発した LED 光源の主なものは、LED（例えば、Nichia 製 NS2W123BT）、アクリル製の集光
レンズ、およびアルミ製のヒートシンクで構成されている。LED の分光スペクトルを図-6 に示す。波長 450
nm 付近に急峻なピークがあり、強度がその付近で一様ではない分布であることが特徴である。

開発した新光源の一例（可視光画像と赤外光画像を同時に取得するためのもの）
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図-6

LED 光源のスペクトル特性の一例

（３） LED の温度特性
以下に、LED 光源の発熱特性について、点灯から 80 分間における温度の時系列変化を測定した結
果を示す（図-7）。なお、多数配置された LED の中央のものに熱電対を設置して測定した。光源金属接
合部における温度は電流・電圧入力開始の立ち上がりから増加し、30 分以降は平衡に達し（入力電力に
関係なく）、温度変化はなくなる。また電流・電圧入力値の温度への影響は、入力値が大きくなるにつれ、
温度の立ち上がりが急峻で、平衡に達する温度が高くなる。
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図-7 光源に配置された LED の温度変化および電流・電圧入力値の温度への影響表
文化財撮像に関しては、スキャナの LED 光源が直接、対象物に触れることがないが、高温の撮像環境
では長時間の撮影による光源からの発熱を考えて、入力電流・電圧をできるだけ低く、また撮像時間を
連続せず、光源の温度上昇を抑えることが機器や使用者の安全を考えた上で注意する点である。
（４） 色再現性の評価
様々なイメージング機器の色再現性（色の忠实さ）の一つの指標である色差を比較した。市販されてい
るオフィス用スキャナ、高品質一眼レフカメラの色差を IT8 標準チャートを用いて、簡易的な画像取得を
行い、次に表される CIE76 の色差の計算式を用いた比較した。比較結果を図-8 に示す。

図-8 開発したシステムと既製品との色差（色再現誤差）の比較
色差 2 以下は人間の目で識別できないと考えられている。京都大学のスキャナが極めて優れて
いることがこの比較表でわかる。
（５） 光源の文化財への影響
最後に文化財撮影を行ううえで、スキャナ光源の文化財へ与える影響を評価する。务化しやすい文化
財の年間許容照度は表-2 のように 50000 Lx hr/year とされる。本装置による 1 回の撮像が文化財に与
える影響を年間許容照度との比として算出した。図-9 がそのグラフである。1．5A の高輝度撮影を行った
場合でも影響は年間許容照度の 1～4%程度である。したがって、本装置を用いた撮像が文化財へ与える
影響はきわめて小さい。

表-2 博物館・美術館の所蔵品に対する照度制限値***
材 質

年間制限量[㏓ hr/yr]

非常に影響の受けやすいもの：
織物、衣装、ﾀﾍﾟｽﾄﾘｰ、紙・羊皮紙、染革、彩色または彩色

50000*

された木材、植物種を含めた天然物、毛皮、羽飾り
比較的影響の受けやすいもの：
油彩画、ﾃﾝﾍﾟﾗ、ﾌﾚｽｺ画、革製品、角製品、骨格標本、非染

480000**

色の木材、漆、光の影響を受けやすいﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
影響の受けにくいもの：
金属、岩石、ｶﾞﾗｽ、陶磁器、ｴﾅﾒﾙ、多くの鉱物

*: 概算式：(50 lx)×(8 hr/day:1 日当たりの営業時間)×(125 days/yr:年間営業日数)
**:概算式：(20 lx)×(8 hr/day:1 日当たりの営業時間)×(300 days/yr:年間営業日数)
*** INSA RP-30-96, Museum and Art Gallery Lighting: A Recommended Practice (Illuminating
Engineering Society of North America, New York, 1996)

図-9 開発したシステムを用いた 1 回の撮影における相対照射照度
なお、相対撮影照度は、次の式をもとに計算した。

LEPS: 1 スキャンあたりの照度 [lx・hr/yr]、 Ev:照度の測定値 [lx]
t : 1 スキャンあたりの時間[sec]
RE: IESNA RP-30-60 を基準とした相対照射照度[%]
n : スキャン回数
t=60[sec](1 スキャンあたりの時間)、 n=1．
【参考文献】
[1]Ari Ide-Ektessabi, Jay Arre Toque and Yusuke Murayama, Analysis of cultural heritage by accelerator
techniques and analytical imaging, AIP Conference Proceedings, 1412, pp 5-16, 2011.
[2] Jun Kaneko, Yusuke Murayama, Jay Arre Toque and Ari Ide-Ektessabi, Non-destructive analytical
imaging of metallic surfaces using spectral measurements and ultrahigh resolution scanning for cultural
heritage investigation, Proceedings of SPIE Vol. 8291,82911E, 2012.
[3] Jay Arre Toque and Ari Ide-Ektessabi, Investigation of the Degradation Mechanism and Discoloration

of Traditional Japanese pigments by Multispectral Imaging, Proceedings of SPIE, Vol. 7869, 78690E,
2011.
[4] Y. Sakatoku, Jay Arre Toque, and A. Ide-Ektessabi, Reconstruction of hyperspectral images based on
regression analysis: optimum regression model and channel selection, Proceedings of IMAGAPP 2009International Conference on Imaging Theory and Applications, pp.50-54, 2009.
[5]井手亜里 「文化財計測用高解像度スキャナ～その後の展開～」『映像情報メディア学会誌』Vol.64,
No.6, pp.778-782, 2010.
(b) 文化財の高精細デジタル化（特に分光画像取得システムを中心に）
担当機関名・担当研究者名： 京都大学・井手亜里
【背景】
本研究の目的は短時間で（数時間以内）、大型文化財（数 m 程度の以上の文化財）の分光反射率推
定と分光画像取得实用システム開発である。分光反射推定領域サイズは一ピクセル（数ミクロン程度）を
目標とする。ここでは、最初に高スペクトル画像についての基本的な考えと高スペクトル画像の取得方法
について説明する。そして、画像取得システムの伝達モデルについて簡単に述べる。最後に、システム
の最適化について述べる。
【方法】
高精細分光画像とは、デジタル画像の各ピクセルに電磁スペクトルを記録した画像である。高精細分
光画像の概念図を図-10 に示す。高精細分光画像は、リモートセンシング、医学、デジタルアーカイブな
ど様々な分野で幅広く応用されている。応用によって、対象スペクトルの範囲や画像取得方法が大きく
変わる。一方、マルチスペクトラル画像はハイパースペクトラル画像よりも低解像である。言いかえれば、
マルチスペクトラル画像は同じシーンのモノクロ画像の一連で、その各画像がバンド（帯域）と呼ばれるあ
るスペクトルのチャンネルを形成していると考えられる。RGB のカラー画像は、3 バンドからなるマルチス

reflectance

ペクトル画像の代表例である。

380nm

850nm

wavelength
図-10 分光反射率の概念図
一般的に、カラー画像の取得はヤングーヘルムホルツの三色説を基礎としており、色情報は RGB 値
の 3 刺激値として記録される。しかし、色の見え方は対象物の分光反射率、照明のスペクトル放射、画像
の取得系や観測者のスペクトル特性に依存している。さらに、3 刺激値に基づいた記録にはメタメリズムと
いった問題を含んでいる。
デジタルアーカイブの目的のためには、色は分光反射率の形式で保存されることが望ましい。色再現
過程の中で要求されてくる色の 3 刺激値は、対象物の分光反射率から簡単に計算できる。さらに、太陽
光や蛍光灯といった様々な種類の光源下で 3 刺激値を分光反射率から計算することも可能ある。ここで

は、可視光領域から近赤外光領域のスペクトルが高精細分光画像に記録について説明する。可視光領
域と近赤外領域の分光反射率を記録した高精細分光画像を取得するためには、2 つの手段がある。1 つ
めは、画像の各点における分光反射率を直接計測する方法、2 つめは、マルチスペクトル画像から高精
細分光画像を復元する方法である。マルチスペクトル画像から復元する方法は 3 つに分けられて、直接
復元、間接復元、そして内挿復元である。直接復元は,光源のスペクトル放射やセンサのスペクトル感度
のような画像取得系のスペクトル特性から求められる逆伝達関数を基にして行われる。理論的に、この方
法により最も正確な結果を得ることが可能である。しかし、必要な系のスペクトル特性を正確に計測するこ
とは、困難であるため複雑で不安定な方法である。間接復元では、スペクトル情報や統計的分析を用い
た学習用サンプルのマルチスペクトル画像から求められる逆伝達関数を基に行われる。学習用サンプル
を正確に計測すれば、この方法が最も实用的である。内挿復元は、センサ応答だけに着目し白基準を使
うが他の方法とくらべ、より多くのスペクトルチャンネルを必要とする方法である。
デジタルアーカイブの画像取得系に必要な特性として、文化財の安全性を確保すること、限られた時
間内で計測のミスやトラブルを避け、安定した画像取得を行うこと、そして、デジタルアーカイブとしての
価値を向上させるための高解像度の画像取得があげられる。以上の点を考慮して、マルチスペクトル画
像から高精細分光画像を復元する間接復元を採用した[参考文献 6, 7]。
画像取得システムの線型伝達モデル
ここでは、画像取得系の伝達モデルについて詳細な研究をおこなった。高精細分光画像の復元で使
用する画像取得系の逆伝達関数は、伝達モデルの逆伝達問題を解くことにより求められる。センサ応答
と対象の分光反射率との間に線形関係があることを考慮すると、分光反射率に対するセンサ応答の逆伝
達関数は M × N 行列で表される。間接復元では、センサ応答と学習用サンプルの分光反射率との間の
線形関係における逆伝達問題を解くことになる。
高精細分光画像復元の回帰モデル
対象の分光反射率のセンサ応答から逆伝達関数を求めるために、回帰分析が一般的に用いられてい
る。逆伝達関数はセンサ応答と学習用サンプルの分光反射率の関係の一連から求められる。間接復元
における逆伝達関数を求める方法はいろいろあるが、これまでに回帰モデルの最適化について調べた
研究はない。本報告では、選択モデルの基準である AIC を用いて回帰モデルの最適化について調べた。
このモデルを「AIC に基づいた方法」と呼ぶことにする。さらに、この方法による結果を世の中で広く使用
されている擬似逆伝達方法の結果と比較した。さらに、マルチスペクトル画像の各チャンネルのスペクト
ル感度と帯域数も高精細分光画像の復元には重要な因子である。チャンネル数の選択方法に関しても
最適化を考えた。
擬似逆伝達法の回帰モデル
pi を既知の ri である分光反射率をもった i 番目の学習用チャートのサンプルから求められるセンサ応答
ベクトルとする．P は M  k 行列、R は N  k 行列とする。

P  p1 p 2  p k 
R  r1 r2  rk 

ここで、k は学習用チャートの学習用サンプル数である。そして、伝達関数行列 W は
R  WP

を最小にするものとして決定される。伝達関数行列 W は次のように与えられる。

W  RP   RPt PPt 



ここで、P+は P の擬似逆行列である。
次式に従い W を p にかけて、対象の分光反射率を復元する。

rˆ  Wp
AIC を用いた回帰モデル
擬似逆伝達モデルでは、スペクトルのチャンネルからの応答は、波長情報がほとんどないものもあるが、
それぞれの波長の反射率を復元することに用いられる．このような、場合、情報を持たない応答はノイズ
なりうるし、モデルは一般的に不安定なものになる。この問題を解決するために、以下の方法で、回帰モ
デルの最適化をおこなった。（導出省略）

S 
AIC  nln e   2k
n
ｎ はデータ数、Se は残差平方和、k は変数の数である。AIC を最小にするモデルを選択する。等式の
定数を無視することで、上式のように単純化される。スペクトルのチャンネル数を m とすると、可能なモデ
ルは 2m である。本報告では、すべての可能なモデルに対して AIC を計算し、チャンネルの選択の最適
化を行った後波長ごとに AIC を最小化するモデルを選択した。
チャンネル選択の最適化
一般的に、モノクロ画像装置とバンドパスフィルターを組み合わせて、マルチスペクトル画像は取得さ
れている。この方法では、異なるバンドパスフィルターを使って同じ場所をフィルタ毎に繰り返し撮影する。
そして、文化財への放射が最小になるようにスペクトルチャンネル数も最小化される。また、バンドパスフ
ィルター数もマルチスペクトル画像取得には重要である。
回帰分析を用いた高精細分光画像を復元するためには、センサ応答と関心ある波長の反射率との高
い相関があるチャンネルを選ぶ必要がある。この考えによると、その高い相関係数 R2 をもつことを基準と
して用いられることになる。最初に、利用可能なスペクトルチャンネルとある波長における反射率との間の
相関係数を計算する。次に、波長ごとに、最も高い相関係数 R2 をもつスペクトルチャンネルを選択する。
最後に、前ステップではほとんど現れなかったスペクトルのチャンネルを取り除いて、R2 値の動きを見な
がらチャンネル数を最小化する。
【結果・考察】
高精細分光画像を取得する方法の概略を述べ、デジタルアーカイブのために手法を最適化に関して
考察した。多重回帰分析による高精細分光画像の間接復元について説明した。加えて、回帰モデルの
最適化とスペクトルチャンネルの選択の最適化を行った。言及した方法では、高精細分光画像の質はマ
ルチスペクトル画像の質に依存する。したがって、マルチスペクトル画像の取得は高い精度で行う必要が
ある。
【参考文献】
[6] Jay Arre Toque, Y. Sakatoku, Julia Anders, Yusuke Murayama and A. Ide-Ektessabi, Multispectral
Imaging: the influence of lighting condition on spectral reflectance reconstruction and image stitching of

traditional Japanese paintings, Proceedings of IMAGAPP 2009- International Conference on Imaging
Theory and Applications, pp.13-20, 2009.
[7] Jay Arre Toque, Y. Sakatoku, Julia Anders, Yusuke Murayama and A. Ide-Ektessabi, Analytical
imaging of cultural heritage by synchrotron radiation and visible light-near infrared spectroscopy,
Proceedings of IMAGAPP 2009- International Conference on Imaging Theory and Applications,
pp.121-128, 2009.
(c) 文化財デジタル画像の研究と活用
担当機関名・担当研究者名：京都大学・井手亜里
1.

顔料分析

【背景】
本研究過程では、高精細画像取得装置を開発するとともに、それを活用したソフトウェアの開発も行っ
てきた。その一例として、高精細かつデータとして大容量画像の表示システムの開発を行っている。その
システムの概要を図-11 に示す。まず、非接触、非破壊的の画像入力装置（高精細画像取得装置）より
画像を取得し、独自に開発した画像分析システムを用いて画像からその色情報や材料分析を行う。高精
細かつデータとして大容量画像を安全に、かつダイナミックに表示できるソフトウェアの開発も京都の企
業と協力して開発を行い实用されている。本手法は、本課題の展開プロジェクトとして实施されたソウル
大学奎章閣韓国學研究院所蔵 17 世紀古地図の超高精細記録、顔料分析、修復プロジェクトで用いられ
高く評価されている。
本システム構築に先立って、主要な古来顔料（日本画顔料）の発色機構、及び退色における諸物性変
化を明らかにした。そのため、本研究では電子遷移による光の吸収に注目し、発色機構の解明を行った。
また、様々な务化要因の中でも色に影響を及ぼすと考えられる熱・湿度・光に注目して強制退色实験を
行った[参考文献 8]。
日本画顔料を务化させる外的環境要因について検討し、それぞれの要因による务化の特性を示した。
日本画顔料の可視光域分光特性を電子遷移による電子スペクトルを考察した。この結果、日本画顔料の
発色機構がこの理論により説明できることを示した。次に日本画顔料を強制的に退色させるため、焼成、
高湿度暴露、紫外線暴露と 3 種の退色促進实験を行い、各顔料の退色過程における分光反射率を測定
した。ここで退色挙動を観察するため、多変量解析手法の一つである主成分分析を適用し分光反射率
データの推移を解析した。その結果、それぞれの退色要因について各日本画顔料の退色挙動を数学的
に示すことができ、分光反射率スペクトル変化の解析に主成分分析を用いることの有用性も示すことがで
きた。[参考文献 9]。
退色試料を含めた日本画顔料の材料諸物性分析を行った。まず、熱による退色が見られた群青、緑
青、鉛白について DTA-TG 分析を行った。また、シンクロトロン放射光を利用した X 線分析により、日本
画顔料の退色と主元素の化学状態変化との関連性を分析した。強制退色させた試料に対して放射光蛍
光 x 線（SRXR）分析、x 線吸収微細構造（XAFS）分析を行い、退色による含有元素の混合割合、主元素
周辺の電子状態や局所構造の変化を評価した。これらの諸物性分析の結果、群青、緑青では不純物化
合物として最大で質量比 1.0～1.7%含まれていることが分かった。 XAFS 分析からは、吸収端近傍のスペ
クトル形状の観察から、今回用いた退色条件での群青や緑青の熱分解は、炭酸其の分解と水酸基の分
解の 2 段階で起きている可能性を示した。

【方法】

図-11 高精細画像取得装置と画像分析(顔料分析)・表示システム

図-12 朱の走査型電子顕微鏡像
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図-13 朱の分光反射率スペクトル
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図-14 群青 8 の光学顕微鏡写真
(a1)(a2)焼成前の群青 8(Az_8)

(b)焼成後の群青 8(Az_8_T4)

Double multilayer monochromator
X-ray mirror
BBS

BL Slit

Shield Wall

Slit
Sample

Light source

IC

IC
Slit

Double-crystal
monochromator

SSD

(b)
図-15 本研究で用いた Photon Factory，BL-4A の高輝度 x 線分析实験装置概略図
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図-16 本研究で顔料データベース作成に用いた蛍光 x 線分析（XRF）測定結果の一例
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図-17 (a)群青 8 の焼成における XAFS スペクトル変化

【結果・考察】
本研究の目的は、主要な日本画顔料の発色機構、及び退色における諸物性変化を明らかにすること
である。目的達成にあたり、本研究では電子遷移による光の吸収に注目し、発色機構の解明を行った。
また、様々な务化要因の中でも色に影響を及ぼすと考えられる熱・湿度・光に注目して強制退色实験を
行った。
はじめに日本画顔料を务化させる外的環境要因について物理的に示し、それぞれの要因による务化
の特性を説明した。そこで、顔料の退色に影響を与えると考えられる外的環境要因について退色促進实
験を实施した。次に強制的に退色させた日本画顔料の退色過程における分光反射率データを測定した。
さらに、退色試料を含めた日本画顔料の材料諸物性分析を行った。次に熱による退色が見られた群青、
緑青、鉛白について DTA-TG 分析を行い熱分解挙動の基本的情報を得た。この結果、本实験条件での
群青、緑青の熱分解は 1 段階の反応であり、鉛白の熱分解は 2 段階の反応であることが分かった。また、
熱分解の際の重量変化から、群青、緑青では熱分解しない不純物がそれぞれ重量にして 1．2%、1．7%
含まれていることが分かった。また、シンクロトロン放射光を利用した X 線分析により、日本画顔料の退色
と主元素の化学状態変化との関連性を分析した。強制退色させた試料に対して SRXRF 分析（図-16）、
XAFS 分析を行い（図-17）、退色による含有元素の混合割合、主元素周辺の電子状態や局所構造の変
化を評価した。これらの結果、群青、緑青では石英(SiO2)や水鉛鉱（PbCO3・Pb(OH)2）、赤鉄鉱（Fe2O3）、
塩基性炭酸コバルト(xCoCO3・yCo(OH)2・zH2O)が最大で質量比 1.0～1．7%程度含まれていることが分
かった。また、鉱物学的な考察から、群青には微量元素が固溶体として 2(Cu、Co)CO3・(Cu、Co)(OH)2
や 2(Cu、Fe)CO3・(Cu、Fe)(OH)2 として存在している可能性を示した。XAFS 分析からは、吸収端近傍の
スペクトル形状の観察から、今回用いた退色条件での群青や緑青の熱分解は、炭酸其の分解と水酸基
の分解の 2 段階で起きている可能性を示した。また、丹は焼成によりスペクトルの低波長域へのシフトが
見られ、PbⅡが生じている可能性が観察された（図-13）。
今後の本研究の展望としては、日本画顔料の分光反射率を電子遷移の観点から説明した際、結晶場
理論に配位子場理論を適用して吸収帯が極大値を示す波長域に関しては定量的に議論するだけでは
なく、吸収スペクトルの波長領域の広がりを含めて厳密に議論するためには完全に配位子場理論の観点
から議論する必要があるといえるであろう。そうすることで、本研究においては定性的な説明で終わった
吸収スペクトルの波長領域の広がりが定量的に議論可能となる。また、退色の挙動を主成分ベクトル及
び主成分得点値で示したが、主成分分析で示した情報と文化財に使用され退色している顔料の分光反
射特性を比較することで、その文化財の退色情報を示したり、また退色過程を遡ることで原色を推定する
こともできる。これらを利用すれば文化財分析において有用なシステムになると期待される。本手法は、
本課題の展開プロジェクトとして实施されたソウル大学奎章閣韓国學研究院所蔵 17 世紀古地図の超高
精細記録、顔料分析、修復プロジェクトで用いられ高く評価されている。今後同様の研究がより広く行わ
れることが期待されており、新たな研究計画が進行している。
また、日本画には本研究で用いた天然顔料以外に、人工的に作成した新岩絵具、有機物から抽出し
た染料も使用されている。新岩絵具や有機物である染料は今回本研究において使用した無機顔料以上
に退色しやすいと考えられ、そうした材料の退色の観察も今後必要である。これらを今後の研究課題とし
て提言する。
【参考文献】
[8] Jay Arre Toque, Masateru Komori, Yusuke Murayama and Ari Ide-Ektessabi. Analytical Imaging of
Traditional Japanese Paintings using Multispectral Images. VISIGRAPP 2009, CCIS 68, pp. 119-132,
2010. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010.

[9] Jay Arre Toque, Yuji Sakatoku and Ari Ide-Ektessabi. Analytical Imaging of Cultural Heritage
Paintings using Digitally Archived Images. Proceedings of SPIE, Vol. 7531, 75310N, 2010.
[10] Jay Arre Toque and Ari Ide-Ektessabi. Reconstruction of elemental distribution images from
synchrotron radiation x-ray fluorescence. International Journal of Modern Physics B, Volume 23, No. 4,
557-569, 2009.
2.

高精細分光画像分析

【背景】
多くの文化財は時間の経過とともに尐しずつ务化していくものである。务化を防ぐことは非常に難しい
が、現在の状態をデジタルデータとして記録することで補修や改善の際に役立てることが出来る。デジタ
ルアーカイブの分野では正確な色再現を行うために分光画像の利用が期待されている。分光画像は物
体の各点における分光反射率が記録された画像である。これは空間と波長について分解した高次情報
を含む画像であるため、取得には通常莫大な手間と時間がかかり、そのことが障害となっている。マルチ
バンド画像取得系を用いた实用性の高い効率的な分光画像取得法を確立するためには、従来の分光
反射率推定だけでなく低解像度画像から高解像度画像を復元する技術である超解像を同時に適用する
ことが有効であると考えられる。その技術が確立すれば、従来は推定する分光画像の空間解像度と同じ
空間解像度をもつバンド画像を取得する必要があったが、画像取得時の空間解像度を下げることが可
能となり、画像取得に要する時間の大幅短縮とピント合わせにおける手間の低減を図ることができる。
【方法】
分光反射率推定の理論的背景
分光反射率推定問題は、センサ応答から分光反射率を推定する、カメラモデルの逆問題として定式化
される。得られたセンサ応答 y に対して分光反射率の推定値 を与える関数
ルチバンド画像入力システムが用いられる状況では

を、推定量という。マ

であるので、システムの逆システムは一意に

存在せず、一つの y に対して無数の x が存在する不良設定問題となっている。したがって、無数にある
解から適切な一つの推定値

得るためには、何らかの評価関数を与えて、その最小化問題として推定

量を求めるということが必要となる。評価関数として、推定誤差のノルムの期待値を用いる方法である
Wiener 推定が、精度の高い分光反射率推定法としてシミュレーションや实験により示されている 。
Wiener 推定では、評価関数に分光反射率の統計的性質を反映させて推定量を得るが、これはベイズ
統計の枠組みで解釈することができる。ベイズ統計に基づく推定では、現象を確率モデルとして扱い、逆
問題の解を事後分布と呼ばれる確率分布として得る。事後分布が解析的に得られる場合には、容易に
問題を一般化することができ、複合的な現象や未知パラメータを含む現象に対しても適用することができ
る。本研究では、ベイズ統計に基づく推定のこの性質に注目し、分光反射率推定をベイズ超解像に組み
込む。
マルチバンド画像入力システム
マルチバンド画像とは、複数の帯域分光感度を持つマルチバンド画像入力システムを用いて得られる
画像である。画像は 2 次元上に配置されたピクセル値の集合であるが、モノクロ画像のピクセル値がスカ
ラーで表され、通常のカラー画像が(R; G;B) の 3 値で表されるのに対し、マルチバンド画像のピクセル
値は、チャネル数 T、つまり、T 種類の感度を用いて取得した場合には、T 個のスカラー値で表現される。
ただし、ここでは、マルチバンドカメラおよび光源を一つのシステムとみなしてマルチバンド画像入力シス
テムと呼んでいる。ラインカメラを用いた場合のマルチバンド画像入力システムの構成を図-18 に示す。

本研究ではラインカメラを用いて、カメラを移動させながら画像取得することにより 2 次元画像を得るが、
次に示すマルチバンド画像入力システムのモデルはエリアカメラの場合と同じである。
この画像入力システムのモデルは、カ
ラーカメラについても適用される。その場
合は、RGB で表される 3 チャネルのセ
ンサ感度が存在するので T = 3 となる。
ここでは、離散近似したモデルを扱い、
分光反射率とセンサ感度はベクトルとし
て扱う。

図-18 マルチバンド画像入力システムの構成
ベイズ超解像を応用した分光画像推定
分光画像は、分光反射率を表すピクセル値の集合である。波長方向のサンプリング数を とすると、分光
画像は 枚の単色画像として表現することができる。単色画像のピクセル値は、ある波長に対する反射率
を表すスカラー値である。分光画像x は、ベクトルとして表した単色画像

をつなげて得ら

れるベクトルとして表現することができる。また、T 種類の感度を用いて得られたマルチバンド画像y は、T
枚のバンド画像を表すベクトル

をつなげて得られるベクトルとして表現できる。つまり、

と表される。なお、単色画像もバンド画像もモノクロ画像であるので、前節と同様にして、2 次元配列をベク
トル化している。高解像度分光画像x から低解像度バンド画像yt への务化過程は、波長と空間の二つの
領域に分けて考えることができる。本研究では、高解像度分光画像x から低解像度バンド画像yt への観
測過程を次のようにモデル化する。
ここで、
ある。

はt 番目のセンサの単色画像
はノイズである。

に対する感度である。 Bt は幾何変形とぼけを表す行列で

はセンサ感度a による高解像度バンド画像であるので、このモデルは分

光画像からバンド画像への波長务化過程を経たのちに幾何変形とPSF によるぼけの空間务化過程が起こ
るというモデルであるとみなすことができるが、EM アルゴリズムにより、周辺尤度を最大化し、最終的に得ら
れた事後分布の平均μがベイズ超解像による高解像度画像の推定量 となる。
システム同定および分光反射率推定の实験
提案したシステム同定法の有効性を確かめることと、カラーフィルタの選択によるシステム最適化を図るこ
とを目的として、マルチバンド画像入力システムとカラーチャートを用いた实験を行った。次章での分光画
像推定の实験の際には、本实験で同定し最適化したマルチバンド画像入力システムを使用した。本研究
室で開発した図-19 に示す非接触カラースキャナのカメラ部にカラーフィルタを取り付けることにより、マル
チバンド画像入力システムを構成した。非接触カラースキャナには、カラーラインCCD カメラ（日本エレクト
ロセンサリデバイス株式会社NUCLi7300）、レンズ（Rodenstock Grandagon N 90 mm f/6．8）が使用されて
いる。光源はハロゲンランプとメタルハライドランプを混合して使用した。カラーフィルタは富士フイルム光学
フィルタの中から色温度変換フィルタと色変換フィルタを用いた。解像度は505DPI に設定した。カラーカメ
ラを用いているので一つのカラーフィルタに対して三つのセンサ応答が得られる。N 種類のカラーフィルタ
を用意し、装着するフィルタを1 枚ずつ変えてN 回画像取得すると、N 枚の画像が得られるが、それを1

枚のマルチバンド画像である。カラーチャートの画像を、マルチバンド画像入力システムを用いて取得し、
システム同定を行った。

図-19 非接触大型高解像度カラー
スキャナと日本顔料のカラーチャー

図-20 同定された分光感度

ト
システム同定結果を用いて分光反射率推定を行った。
380 nm～400 nm と710 nm～850 nmの波長範囲
での分光反射率推定精度が比較的低いが、これはその波長領域でのセンサ感度が低いためである。それ
以外の波長範囲では非常に高い精度の推定が实現できている。最後に、典型的な日本画顔料に対する
推定結果を以下に示す。図-21からも、精度の高い分光反射率推定が实現できていることが確認できる。

図-21 典型的な日本顔料に対する分光反射率推定の結果

ベイズ超解像を応用した分光画像推定に関する研究
【方法】
提案した高解像度分光画像推定についての推定手法の有効性を確かめるために、日本画を撮像サン
プルとして提案手法の实践を行った。日本画「祝福」（中尾美江作）を撮像サンプルとして画像取得を行っ
た。4 枚のカラーフィルタを1 枚ずつ使用して4 回画像取得を行ったが、撮像ごとに被写体の位置をわず
かにずらした。

A、 B赤枠は超解像を適用した領域
超解像は倍率r = 3 として行った。したがって、超解像により得られる分光画像のピクセル数は、領域A
については1800 ×3600、領域B については3600 × 1800 である。波長方向については380 nm から850
nm まで10 nm 刻みにサンプリング数Λ = 48 で離散化した分光画像を推定した。システム感度とノイズは
システム同定实験によって得られた値を使用し、PSF はぼけ半径 = 0:6 のガウス形関数を用いた。また位
置ずれパラメータは、平行移動と回転を表すための3 自由度のパラメータとし、位置ずれ無しのものを初期
値とした。EM アルゴリズムのM ステップでは、L-BFGS-B 法を用いて最小化問題の計算を行った。
L-BFGS-B 法は矩形型の拘束条件下で行う準ニュートン法であるが、あらかじめ予測される位置ずれパラ
メータの範囲を指定することにより計算の効率化を図った。

図-22 入力マルチバンド画像（左）と超解像された出力分光画像（右）

図-23 超解像画像の拡大図と推定された分光反射率
【結果と考察】
推定された分光画像からカラー画像を再構成したところ、輪郭部分に偽色が発生していないことから、
位置ずれパラメータの推定が精度良く行われていることが確認された（図-23）。偽色とは輪郭線の周辺
に生じる实際には存在しない鮮やかな色のことである。实現されていること、適切な分光反射率が得られ
ていることから、本報告で提案した分光画像のベイズ超解像は有効であると考えられる。
【参考文献】
[11] Y. Murayama and A. Ide-Ektessabi, Bayesian image superresolution for hyperspectral image
reconstruction, Proceedings of SPIE Vol. 8296,829614E, 2012.

西安でのプロジェクト实施： 陝西歴史博物館所蔵唐時代壁画の撮像
担当機関名・担当研究者名： 京都大学・井手亜里、西安交通大学・方素平
【概要と成果】
西安交通大学と京都大学は相互訪問と学術交流により、研究協力機関である陝西歴史博物館を含めた
共同研究体制の緊密化を図りながら研究活動を円滑に推進し、本課題の到達目標である陝西歴史博物館
所蔵唐時代壁画の撮像を实施した。撮像対象文化財の形状や撮影環境に応じた装置設計と撮影方法（ノ
ウハウ）を含めた開発技術は、安全性の確保が最重要視される国宝級文化財のデジタル化实用技術として、
文化財現場でその有用性を实証し、高い評価を受けた。一連の研究活動とその成果を記載する。
唐時代壁画の所蔵先である陝西歴史博物館の希望で、当初の計画より大型の壁画が撮影対象となった
こと、また新しい展示ギャラリーの建設に伴い、撮影場所と文化財の移動に制限が生じたため、撮影枚数に
ついては所期の計画どおりに進捗しなかった。しかし、陝西歴史博物館を含めた京都大学・西安交通大学
の共同研究チームによる撮影対象文化財の調査・撮影方法の検討を行った結果、RGB 撮影に加えてマル
チバンド撮影を取り入れることになり、撮影枚数は減尐したものの、より正確な顔料分析が可能となる高精
細画像データを取得することができた。唐時代壁画の高精細デジタル化については、西安交通大学内に
開設された共同研究室を拠点に、西安交通大学が主体となって、实施期間終了後も継続して实施されるた
め、所期の計画を上回る成果を得ることができた。
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1.

撮像計画（研究打ち合わせ）
西安交通大学と京都大学は、研究協力機関である陝西歴史博物館を含めて、唐時代壁画の本格撮
像に向けた事前準備として、壁画の詳細を調査した上で安全性に十分配慮した企画を作成し、中国と日
本の諸規則に基づいた撮像計画の詳細検討を行った。

（1）西安交通大学との研究打ち合わせ
日 時： 2009 年 9 月 29 日
場 所： 京都大学吉田キャンパス
参加者： 西安交通大学 方教授
京都大学 井手教授・星合研究員

内 容： ・唐時代壁画のデジタル化に際して必要になる陝西省および国家文物管理局の許可申請状況
の確認
・西安交通大学に共同研究室を開設し機器一式を設置することで同意
・来年度中に西安で国際会議を開催することで同意
（2）キックオフミーティング
日 時： 2009 年 12 月 28 日

陝西歴史博物館（中国・西安）

出席者： 京都大学 井手教授・星合研究員
西安交通大学 方教授
陝西歴史博物館 韓保管部長、張研究員
内 容： ・唐時代壁画の高精細デジタル化に向けた研究計画、研究枠組みの確認
・西安交通大学に開設した共同研究室の研究活動計画
・陝西省および国家文物管理局の撮像許可の状況について確認
＊2009 年 6 月の訪問後、陝西歴史博物館の人事異動に伴い、担当部署である保管部の部長が交代し
たため、新任の韓氏と面談することになった。
（3）撮像計画
① 日 時： 2010 年 3 月 16 日
場 所： 陝西歴史博物館（中国・西安市）
出席者： 京都大学 井手教授、西安交通大学 方教授、
陝西歴史博物館 韓保管部長、張研究員
内 容： ・陝西歴史博物館の地下収蔵庫にて撮像対象になる壁画の調査
・スキャナ設置場所、電源位置等の撮影環境の確認
② 日 時： 2010 年 3 月 18 日
場 所： 西安交通大学（中国・西安）
出席者： 京都大学 井手教授、西安交通大学 方教授、陝西歴史博物館 張研究員
内 容：・研究進捗の確認
・唐時代壁画の高精細デジタル化に向けた技術打ち合わせ

2011 年 3 月 京都大学井手教授 西安交通大学実員教授就任
（4）西安交通大学・陝西歴史博物館との打ち合わせ
日 時： 2011 年 3 月 29 日
場 所： 陝西歴史博物館（中国・西安）
出席者：京都大学 井手教授、星合研究員、井爪研究員
西安交通大学 方教授
陝西歴史博物館 張研究員

内 容： ・唐時代壁画高精細デジタル画像の検証
・来年度に向けた研究計画
・高精細デジタル画像の活用と公開について検討
＊合意事項
西安交通大学の共同研究メンバーが中心となり、今後も継続して壁画の高精細デジタル化を实
施することで合意した。また、高精細デジタル画像の研究への活用と公開について、文化財所蔵先
である陝西歴史博物館を含めて協議を行った結果、デジタルデータは西安交通大学で保管・管理
し、画像を使用したデータ分析等を实施することになった。
2.

試験撮像の实施
西安交通大学の共同研究室に設置したスキャナを用いて、陝西歴史博物館より提供された資料およ
び中国の伝統技法で作られた紙および金属を対象とした試験撮像を行い、高解像度画像の取得が可能
となった。また、新たに開発した LED 光源を使用した技術検証を实施した。この結果を基に、本撮像に向
けた技術的な課題を解決し、事前準備を完了することができた。さらに、西安交通大学の共同研究メンバ
ーが中心となって撮像を实施する研究体制が整った。

西安交通大学での試験撮像

図-24 （左）両照明画像：現物に忠实な画像の取得が可能
（右） 片照明画像：壁画の陰影を強調した迫力した画像の撮影が可能

3.

陝西歴史博物館所蔵唐時代壁画の撮像
2011 年 3 月 22 日から 4 月 1 日にかけて陝西歴史博物館所蔵唐時代壁画の本格撮像を实施した。陝

西歴史博物館での作業は、スキャナ組立・設置等の準備を含めて全 7 日間かけて行った。RGB 撮影に
加え、開発したマルチバンド（12 バンド）撮影での高解像度画像（解像度 1、000dpi および 700dpi）取得に
成功した。光源は、新たに開発した集光性に優れた照射角度可変光源を使用し、本撮像において技術
の有用性を实証することができた。


撮影対象
① B157

130cm×110cm、厚み 4cm

金属製のフレーム入り

② B333

97cm×125cm、厚み 4cm

金属製のフレーム入り

③ B82

143cm×181cm、厚み 11cm 木製のフレーム入り

（文化財そのもののサイズは 117cm×155cm、厚み約 8cm）
④ B196

140cm×180cm、厚み 7．5cm 木製のフレーム入り

⑤ B71

177cm×76cm×5．3cm

木製のフレーム入り

⑥ B23

172cm×117cm×3．5cm

金属製のフレーム入り

撮影対象

解像度

照明方法

マルチスペック

B157

1016dpi

両照明

―

668dpi

両／片照明

―

1016dpi

両照明

―

668dpi

両／片照明

あり（両照明のみ）

500dpi

両／片照明

あり（両照明のみ）

1026dpi

両照明

―

B196

711dpi

両／片照明

あり（両照明のみ）

B71

658dpi

両／片照明

あり（両照明のみ）

1128dpi

両照明

―

663dpi

両／片照明

あり（両照明のみ）

1008dpi

両照明

―

B333

B82

B23

陝西歴史博物館における唐時代壁画の撮像

4. 文化財形状の精密測定法および画像処理法に関する研究
担当機関名・担当研究者名： 西安交通大学・方素平
唐時代大型壁画の高解像度画像を用いて開発した画像処理法の技術の検証を行った。検証された内
容は以下のとおりである。
（１）大容量画像の接続と関連ソフトの処理効果の検証
大容量画像の接続法について研究を行い、接続精度を１ピクセル内に収めた高精度且つ高速の接続ソ
フトを開発した。唐時代壁画の大容量画像を用いて開発ソフトの処理効果を検証した。

図-25 房齢皇女墓の壁画（侍女図）
一枚のデジタル画像のサイズは 990MB、接続後の画像サイズは 2．62GB

図-26 懿德太子墓の壁画（猎游図）
（２）大型文化財画像の大局的な輝度補正と色補正および関連ソフトの処理効果の検証
画像を取得する際の光源の照度むら等による画像の大局的な輝度の不一様性を補正する手法と関連ソ
フトの効果を、唐時代壁画の大型画像を用いて検証した。

図-27 唐時代壁画大容量文化財画像の色補正前後の比較
（３）大型画像のレンズ収差等による変形の補正法と関連ソフトの処理効果の検証
近距離の撮影を行う際、レンズの収差などによって画像に変形が生じる。本研究では、大型画像に適用
するレンズの収差などによる画像変形の補正法を研究し、補正精度が１ピクセル内に収めた高精度且つ
高速の補正ソフトを開発した。その効果を唐時代壁画の大型画像を用いて検証を行った。

レンズによる変形の例：普通のカメラで撮影した半導体チップと大雁塔の石碑写真

（４）大型凹凸壁画の全域合焦画像の取得法と関連ソフトの処理効果の検証
唐時代壁画の表面には数 mm～数 cm 程度の凹凸がある。これらの壁画に適用する全域合焦画像の撮
影法とそのデータの処理法を研究し、処理精度を１ピクセル内に収めた高精度且つ高速の処理ソフトを
開発した。その効果を唐時代の壁画画像を用いて検証した。

図-28 大型凹凸壁画の全域合焦画像

②学術ネットワークの構築
(a) 西安での共同研究室設立と多国間ネットワークの構築
担当機関名・担当研究者名：京都大学・井手亜里
【概要と成果】
京都大学と西安交通大学からの組織的な支援を受け、計画を前倒しして初年度に西安交通大学内
に共同研究室を開設し、撮像システム・スキャナステージを設置した。本共同研究室を拠点に人材育成
の取り組みを实施し、文化財の高精細デジタル化に関する技術移転を円滑に行ったことで、实施期間終
了後も維持・継続が可能で自立的な拠点を形成することができた。
さらに、本研究で開発した技術を用いた展開プロジェクトとして、中国（北京）、韓国、エジプト、フィリピ
ン、イギリスにおいて共同研究室を設置し、中国（西安）とあわせて5カ国7拠点で具体的な研究の实施と
自立的な共同研究室の維持・継続に必要な人材育成を行った。展開プロジェクト实施国の共同研究室
の設置と人材育成は、当初の計画では予定していなかったが、結果として多国間学術ネットワークを構
築することができ、事業計画を上回る形で展開プロジェクトを推進した。これにより、实施期間終了後も継
続可能な研究基盤を構築するための实績と成果を得ることができた。

IDE Laboratory
Advanced Imaging Technology Laboratory
Kyoto University

实施期間中に設立した共同研究室（2010年3月末時点）
1.

西安交通大学における共同研究室の設置と人材交流・育成
担当機関名・担当研究者名： 京都大学・井手亜里、西安交通大学・方素平

共同研究室開設までの研究交流实績
2006 年 12 月 28 日～30 日

西安交通大学・陜西歴史博物館訪問

京都大学井手教授が西安交通大學・陜西歴史博物館を訪問し、共同研究実施に向けて関係者と意見
交換を行った。
2007 年 12 月 14 日～21 日

陜西歴史博物館研究員の招へい

陜西歴史博物館の申教授と張研究員を京都大学に招へいし、協力関係の強化
と共同研究の具体化に向けた協議を行った。

2008 年 2 月

陜西歴史博物館所蔵唐時代壁画のデジタル化に関する覚書案作成

前年 12 月の協議をもとに、唐時代壁画の所蔵先である陝西歴史博物館との共同研究実施に向けた覚
書案の作成を行った。
2009 年 2 月 2 日～5 日

西安交通大学

蒋副学長・梅教授・方教授の京都大学訪問

西安交通大学 蒋副学長、梅教授、方教授が京都大学を訪問し、平成 21
年度科学技術振興調整費・国際共同研究の推進事業の提案を共同で行うこ
とを確認した。

2009 年 6 月 19 日～21 日

西安交通大学・陜西歴史博物館訪問

京都大学井手教授が西安交通大学および陝西歴史博物館を訪問し、上記提案にもとづいた具体的
な实施計画や实施案件について協議を行った。また、撮像対象となる唐時代壁画を見学し、デジタル化
に向けた事前準備として研究者と意見交換を行った。

2009 年 7 月 1 日

平成 21 年度科学技術振興調整費

提案課題採択

京都大学・西安交通大学 共同研究室開設：2009 年 12 月
西安交通大学曲江校区の機械製造系統工程国家重点実験室に本課題の共同研究室を開設した。代
表機関である京都大学と国外参画機関の西安交通大学は、大学間学術協定および本共同研究におけ
る覚書に基づき、2010 年 3 月に文化財高精細画像の取得を目的とした撮像システム、スキャナス
テージを共同研究室に設置した。

西安交通大学に設立した本課題共同研究室
技術移転・人材育成
初年度より西安交通大学で实施している人材育成の取り組みにより、文化財の高精細デジタル化に関する
技術移転を行い、今後の継続的・持続的な共同研究を推進するための研究基盤を形成することができた。唐
時代壁画の高精細デジタル化については、課題期間終了後も西安交通大学が主体となってデジタル化を継
続する。

スキャナ使用方法に関する实地研修

分析的イメージング研究に関する講義
2.

展開プロジェクト
【中国・北京】
展開プロジェクト实施： 故宮博物院
2011年9月に故宮博物院で实施した技術交流会以降、同院と協議を重ね、2011年12月23日に文化
遺産保護を目的とした文化財のデジタル化に関する共同研究を实施する覚書を締結した。その後、具

体的な共同研究「故宮博物院の修復保護と研究記録における高精細デジタル化技術の応用」に関して、
故宮博物院乾隆花園保護プロジェクト事務局と京都大学工学研究科間で研究打ち合わせを行い、2012
年3月7日から10日にかけて、京都大学工学研究科が開発した先端イメージング機器一式を故宮博物院
内に設置し、人材育成を含めた展開プロジェクトを实施した。今後より一層の研究活動の発展・展開が見
込まれる。

故宮博物院古建修復施設内での共同プロジェクト
【韓国】 担当機関名・担当研究者名： 京都大学・井手亜里、国民大学・Kim Hyoung-Jin
共同研究室設立と人材育成： 国民大学山林科学科
韓国での展開プロジェクトの实施に向け、京都大学工学研究科井手研究室で開発された文化財専
用イメージング技術の韓国文化財への活用に関する共同研究を進めるべく、2010年12月に先端イメ
ージング機器一式を国民大学に設置し、共同研究室を開設した。具体的な共同研究として、京都大
学工学研究科井手研究室で開発された先端イメージング機器を使用して韓国伝統手漉き紙100種類
の超高精細デジタル画像を取得し、データベースをウェブ上で公開する「韓紙のE図書館」プロジェク
トを实施した。人材育成を含めて、研究を推進・継続するための研究基盤と研究体制を構築している。

図-29 高精細スキャナで取得した韓紙画像の超精密繊維構造の表示
展開プロジェクト实施： ソウル大学奎章閣韓国學研究院
韓国における展開プロジェクトとして、ソウル大学奎章閣韓国學研究院所蔵17世紀古地図3点（重
要文化財「都城図」
「全州地図」
「我国総図」
）の高精細デジタル化を行った。同研究院は朝鮮王朝
正祖が即位した1776年に設置され、歴代国王の詩文、親筆の書画、書籍などが所蔵されている。 本
プロジェクトは、国民大学と京都大学工学研究科の共同研究として实施された。先端イメージング技術
を用いた韓国文化財の保護・保存・活用を目的に模写が制作され、本プロジェクトは課題期間終了後
も継続的に实施されている。

ソウル大学奎章閣韓国學研究院での共同プロジェクト

1100dpi 撮影

５mm

図-30 高解像度で撮影したデジタル画像
【エジプト】
学術交流協定とＭＯＵの締結
本事業における交流がきっかけとなり、京都大学はエジプト高等
教育省科学技術アカデミーと学術交流協定を締結した。当該機関
が所管する教育・研究機関との共同研究の枠組みを構築し、エジプ
ト文化財の高精細デジタル化研究を目的とした共同实験室をエジ
プト高等教育省科学技術アカデミーに開設した。本实験室に、工学
研究科井手研究室で開発された先端イメージング機器が設置され、
具体的な共同研究プロジェクトを推進した。
また、課題期間中、京都大学井手研究室は以下の3つの機関と文化財のデジタル化に関する覚書
(MOU)を締結した。
① エジプト文化自然遺産ドキュメンテーションセンター: The Center for Documentation of Cultural
and Natural Heritage(CULTNAT)

2010年12月

② CITY for SCIENCE and TECHNOLOGY 、

INFORMATICS RESEARCH INSTITUTE 、

ALEXANDRIA、 EGYPT INFORMATICS RESEARCH INSTITUTE (MusCAT) 2011年6月
③ 大エジプト博物館保存修復センター： The Grand Egyptian Museum Conservation Center
(GEM-CC) 2011年7月
展開プロジェクトの实施
現地での事前調査を行い、課題期間中以下の 4 か所において文化財の高精細デジタル化プロ

ジェクトを实施した。
① サッカラの地下墓地
サッカラの Djose ピラミッドの近傍にある墓地の壁画を撮像した。撮像対象となった壁
画は非常に脆弱であり、保存修復の観点から立ち入りを厳しく制限されている。今回ス
キャナの持ち込みが許可されなかったため、マルチスペックフィルタを搭載したカメラ
による撮影を行った。
② カイロ大学博物館
カイロ大学博物館が所蔵するファラオ、グレコ‐ローマン、イスラム、オットマン、コ
プト時代にわたる文化財 46 点の高精細デジタル化を実施した。

カイロ大学での撮像
③ Al Azhar Library
エジプトおよびイスラム世界における最大のイスラム学研究組織である AL AZHAR Library にお
いて、同館が所有する古書の高精細デジタル化プロジェクトを实施した。金でコーティングさ
れたコーランやコーランが写経された 8mm の麦等を対象に、異なる解像度や偏光フィルタ、
カラーフィルタを用いた撮像を行った。

Al Azhar Library での撮像
④ 大エジプト博物館保存修復センター
共同研究室設立と人材育成
文化財約 20 点を選び、異なる解像度や偏光フィルタ、カラーフィルタを用いた撮像や、
立体的な対象物への試験的な三次元撮像を行った。同センターにおいては、考古学、情報
学等の異なる分野の研究者・実務者から構成されるデジタルスキャナチームが結成され、
自立的な共同研究室の維持・継続を目指した技術移転を目的に、イメージング機器の使用
方法関する実地研修を含めた人材育成プログラムを実施した。

大エジプト博物館保存修復センターでの撮像
【フィリピン】担当機関名・担当研究者名： 京都大学・井手亜里、フィリピン国立大学・Soriano Maricor
京都大学大学院工学研究科先端イメージング工学研究室とフィリピン国立大学物理学研究所は、
これまで文化財の高精細デジタル化技術に関する相互訪問による研究交流や共同研究に関する検
討を重ねてきた。その結果、2010年2月にＭＯＵを締結し、同年3月に文化財デジタル化プロジェクトを
共同で实施した。实施期間終了後も更なる研究の推進に向けて、持続可能な研究基盤を構築するこ
とができた。
ＭＯＵ締結
2010年2月、文化財の高精細デジタル化を含めた多分野におけるイメージング技術の応用に関す
る共同研究や教育活動を目的に、京都大学井手研究室とフィリピン国立大学物理学研究所間でＭＯ
Ｕを締結した。フィリピン国立大学物理学研究所は、イメージング技術において優れた技術研究・開発
の实績を有し、それらの技術を海洋科学や文化財保存に活用するプロジェクトを数多く实施している。
また、フィリピン国立博物館をはじめとする文化遺産関連組織との幅広いネットワークと強い求心力を
有する。今後、京都大学で開発した先端イメージング技術を用いた共同研究には、自然災害や環境・
気候変動の予測と軽減への応用技術として研究対象を広げる取り組みを行っていく。
展開プロジェクトの实施
2012年3月に京都大学先端イメージング工学研究室で開発したイメージング機器を用いてフィリピン
大学The Vargas Museum所蔵文化財（著名なフィリピン人画家による絵画3点）を撮像し、同大学関係
者と技術交流会を实施した。今後、文化財の高精細デジタル化を含めた多分野におけるイメージング
技術の応用に関する共同研究や教育活動を实施する。

The Vargas Museumでのスキャナ組立と文化財撮像
【イギリス】
英国を中心にヨーロッパにおける国際共同研究を推進するため、2010年7月にUniversity of East
Londonに共同研究所を設立した。京都大学工学研究科で開発された最先端文化財専用スキャナ・撮

像システムを同研究室に設置し、先端イメージング技術を理解する研究人材の育成に向けた短期教
育を实施した。同研究室を拠点として、英国における研究の推進と展開プロジェクトへの発展を目指し、
新たな組織「MIDAS」を立ち上げ、展開プロジェクトを实施している。
展開プロジェクト１： Library and Archives at Wroughton
同館が所蔵する the Great Eastern Ship の船舶設計図 6 点と the Panorama lithograph of the
Great Exhibition in 1851（6．3m のロール状）を解像度 1,200dpi で撮像を行った。高解像度画像
データはインターネット上で一般に公開され、簡易に画像の拡大・縮小の操作が可能となってい
る。

The Science Museumでの撮像
展開プロジェクト2： The Wallace Collection
同コレクションが所蔵する 16 世紀ギャラリーに展示されているろうで作られた 2 点の装
飾品を撮像した。高解像度画像データはインターネット上で一般に公開され、簡易に画像の
拡大・縮小の操作が可能となっている。
展開プロジェクト3： Dulwich Picture Gallery
同ギャラリーで最も有名な作品であるレンブラントの「窓辺の尐女」とジャン・バン・ハイスムの
「Vase with Flower」を撮像した。

(b) 国際会議開催、学術ネットワークの構築と国際共同研究の継続と発展
担当機関名・担当研究者名：京都大学・井手亜里、西安交通大学・方素平、
国民大学・Kim Hyoung-Jin
【概要と成果】
二国間・多国間学術ネットワークの構築と国際共同研究の継続と発展に向けた取り組みの一環として、
本研究に参加する研究者を中心に中国・日本・エジプト・イギリスから文化財関係の研究者を集め、課題
期間中 7 件のワークショップ・国際会議を開催した。また、国際会議と並行して各展開プロジェクト实施国
において課題期間中 12 件の研究会議を開催し、今後の協力体制の持続的な発展について意見交換と
相互交流を行った。以下詳細を記載する。
ワークショップ・国際会議（７件：中国 2 件、日本 3 件、韓国 2 件）
①

国際会議名称： 亜洲世界文化遺産数字化国際会議 （下記詳細参照）
開

催

日： 2010 年 6 月 23 日～25 日

開 催 場 所： 唐華賓館ホテル（中国・陝西省西安市）
②

国際会議名称： 亜洲世界文化遺産数字化国際会議
開

催

日： 2011 年 12 月 26 日～27 日

開 催 場 所： 西安交通大学（中国・陝西省西安市）
③

国際会議名称： 芸術のための科学技術～京都からの文化発信・世界文化遺産への貢献～
開

催

日： 2009 年 10 月 9 日・10 日

開 催 場 所： 京都大学東京オフィス 品川インターシティ
④

国際会議名称： 第 13 回芸術のための科学技術
開

催

日： 2011 年 3 月 19 日

開 催 場 所： 京都大学吉田キャンパス
⑤

国際会議名称： International Workshop on Digitization of Cultural Heritage- Science and
Technology for Art –「詳細は下記詳細参照」
開

催

日： 2011 年 11 月 15 日

開 催 場 所： 京都大学時計台記念館
⑥

国際会議名称： International Symposium on “High-resolution Digitization on Asian World
Heritage”
開

催

日： 2009 年 8 月 20 日～22 日

開 催 場 所： 国民大学（韓国・ソウル市）
⑦

国際会議名称： International Forum on the Historical Consideration of Paper and Conservation、
Restoration of Paper Cultural Heritage 「詳細は下記詳細参照」
開

催

日： 2010 年 9 月 9 日～11 日

開 催 場 所： 国民大学（韓国・ソウル市）
第 1 回 亜洲世界文化遺産数字化国際会議： 2010 年 6 月 23 日～25 日 （中国・西安市）
本国際会議は、本課題の成果を公開することを目的に、国外参画機関である西安交通大学と研究
協力機関である陝西歴史博物館が所在する中国・西安市で開催した。京都大学が誇る独創的な学術
研究を世界に語りかけ国際的に開かれた大学としての活動を積極的に展開することを目的とした国際
際会議として、京都大学教育研究振興財団の後援を受け入れた。本研究は、京都市の友好都市であ
る中華人民共和国西安市に所在する西安交通大学と共同研究を行っていること、また、本国際会議

が西安で開催されることから、2010 年 6 月 11 日に門川京都市長を表敬訪問し、開催の趣旨を説明す
るととともに、一連のプロジェクトの国際的な研究活動への展開について報告を行った。門川市長より
西安交通大学の鄭南寧校長宛てに、本国際会議開催を祝う親書を頂戴した。

門川京都市長表敬訪問
国際会議は、井手亜里（京都大学工学研究科教授）による趣旨説明の後、蒋庄徳（西安交通大学
副校長）の歓迎スピーチ及び吉川潔（京都大学理事）によるオープニングスピーチが行われた。続い
て、孔昱（中国陝西省文物局副局長）、椹木哲夫（京都大学理事補）、久保愛三（京機会会長）、西垣
隆（科学技術振興機構科学技術振興調整費プログラム主幹）からも祝辞・挨拶が述べられた。また、方
素平（西安交通大学教授）は、本研究プロジェクトにおける京都大学との国際共同研究の成果および
西安交通大学に設立された共同研究室について紹介した。その後、日本、中国、韓国、イギリス、イタ
リアの研究者によって講演が行われた。講演後の質疑応答では、約 80 名の参加者を交えた活発な意
見交換が展開された。

中国（西安）での国際会議
International Workshop on Digitization of Cultural Heritage- Science and Technology for Art -：
2011 年 11 月 15 日（京都大学）
〝芸術のための科学技術〟をテーマとして国際会議を開催した。本研究課題の関係者（研究者、
民間企業の専門家、美術館・博物館の関係者）が一同に会し、最新のプロジェクトを紹介しながら、
世界文化遺産のデジタル化技術・分析手法・展示方法について検討することを目的とした。

日本（京都）での国際会議

International Forum on the Historical Consideration of Paper and Conservation, Restoration of
Paper Cultural Heritage： 2010 年 9 月 9 日～11 日 （韓国・ソウル市）
韓国における研究者ネットワークを基盤にした国際共同研究の実施に向け、より具体的な研
究課題抽出を目的に国際会議を開催した。韓国プロジェクトとして実施した京都・西明寺所蔵
「阿弥陀三尊像」デジタル化プロジェクトについて研究成果を発表するとともに、同研究の実
地調査を国立中央博物館で実施した。

韓国（ソウル）での国際会議
研究会議（12 件：中国 6 件、韓国 3 件、エジプト 3 件）
【中国】
第 1 回研究会議：キックオフミーティング
2009 年 12 月 28 日

陝西歴史博物館（中国・西安）

出席者： 京都大学 井手 亜里、西安交通大学 方 素平、陝西歴史博物館 韓 建武・張 群喜
議題：

・唐時代壁画の高精細デジタル化に向けた研究計画、研究枠組みの確認
・西安交通大学に開設した共同研究室の研究活動計画

成果：

本会議において、研究課題の確認と今後の研究計画、研究枠組みについて議論し、中
国における今後の研究活動について関係機関と情報共有を図ることができた。また、同
月に開設された共同研究室を中国における研究活動拠点として同年度中に人材育成
を实施し、翌年に中国・西安で国際会議を開催することが決定された。

第 2 回研究会議
2010 年 3 月 18 日

西安交通大学（中国・西安）

出席者： 京都大学 井手 亜里、西安交通大学 方 素平、陝西歴史博物館 張 群喜
議題：

・研究進捗の確認、唐時代壁画の高精細デジタル化に向けた技術打ち合わせ

成果：

本会議にあわせて共同研究室にスキャナ一式を設置し、陝西歴史博物館より提供され
た資料を用いて試験撮像を行った。技術打ち合わせでは試験撮像の結果を踏まえて翌
年度の本格撮影に向けた課題の抽出を行った。

第 3 回研究会議
2010 年 7 月 16 日

京都大学吉田キャンパス

出席者： 京都大学 井手 亜里・木村 勝一・星合 千津・井爪 理恵子、西安交通大学 方 素平
議題：
成果：

・研究進捗の確認、唐時代壁画の高精細デジタル化に向けた撮影方法
陝西歴史博物館での撮影期間にもよるが、ＲＧＢ撮影に加えてマルチバンド撮影を行うことを
確認し光源の改良を行うことで合意した。研究進捗として、西安交通大学の方教授より、共同
研究室で設置されたスキャナを使用した三次元形状の画像合成について報告が行われた。

第 4 回研究会議
2011 年 3 月 29 日

陝西歴史博物館（中国・西安）

出席者： 京都大学 井手 亜里・星合 千津・井爪 理恵子、西安交通大学 方 素平
陝西歴史博物館 張 群喜
議題：

・唐時代壁画高精細デジタル画像の検証、来年度に向けた研究計画
・高精細デジタル画像の活用と公開について検討

成果：

唐時代壁画の高精細デジタル画像の検証を行い、今後も継続してデジタル化を实施すること
で合意した。また、高精細デジタル画像の研究への活用と公開について、文化財所蔵先であ
る陝西歴史博物館を含めて協議を行った結果、デジタル画像は西安交通大学で保管・管理
し、画像を使用したデータ分析等を实施することになった。

第 5 回研究会議
2011 年 8 月 3 日

京都大学吉田キャンパス

出席者： 京都大学 井手 亜里・星合 千津、西安交通大学 方 素平
議題：

・中国における展開プロジェクト实施に向けた取り組みについて
・課題期間終了後の研究継続に向けた取り組みについて
・西安交通大学が担当する研究内容に関する技術報告書の作成依頼

成果：

2011 年 6 月に西安交通大学の方教授が、鄭学長、陝西歴史博物館の張研究員と敦煌に行き、
敦煌における文化財デジタル化の共同研究の可能性について敦煌研究員の関係者と打ち
合わせを行った。本会議では、敦煌における展開プロジェクト实施について検討するとともに、
コンソーシアムの設立について議論を行った。また、本会議において 2011 年 12 月に西安で
報告会を開催することで合意した。

第 6 回研究会議
2011 年 12 月 25 日 西安交通大学（中国・西安）
出席者： 京都大学 井手 亜里・星合 千津、西安交通大学 方 素平、陝西歴史博物館 張 群喜
議題：

・研究進捗の確認、コンソーシアム設立に向けた計画・進捗状況の確認

成果：

2012 年 1 月に陝西省の政治協商会議にて、西安交通大学の方教授が本研究プロジェクト
について発表を行うことが決まった。これにより、政府の支援を受けた組織作りが可能となるた
め、コンソーシアム設立に向けた準備が具体化することになった。

【韓国】
第 1 回研究会議：キックオフミーティング
2009 年 12 月 15 日

京都大学吉田キャンパス

出席者： 京都大学 井手 亜里・木村 勝一・金 珉、韓国国民大学 Hyoung-Jin Kim
議題：

・韓国における具体的な共同研究プロジェクトの推進：研究課題の確認と研究計画
・共同研究室設立準備

成果：

韓国国民大学と締結した覚書（2009 年 11 月 1 日）を踏まえ、本課題のもと積極的に共同
研究を推進し、翌年度に实施する具体的な共同研究プロジェクの課題抽出について協議を
行った。また、本会議において、2010 年度中に研究成果発のための国際会議をソウルで開
催することが決定された。

第 2 回研究会議
2010 年 9 月 19 日

韓国国民大学

出席者： 京都大学 井手 亜里・星合 千津・金 珉、韓国国民大学 Hyoung-Jin Kim
議題：
成果：

・共同研究室の設立準備、研究成果の展示・公開
本会議において 2010 年 12 月に韓国国民大学内に本課題の共同研究室を開設し、同年 12
月 15 日から 19 日まで韓国・ソウル市の COEX で開催される展示会「Korea、 the Style」にお
いて、これまでの共同研究活動の成果を展示・公開することが決まった。

第 3 回研究会議
2011 年 4 月 17 日 京都大学吉田キャンパス
出席者： 京都大学 井手 亜里・星合 千津・金 珉、韓国国民大学 Hyoung-Jin Kim
議題：

・韓国伝統紙の高精細デジタルデータの検証、研究進捗の確認

成果：

ソウル大学奎章閣韓国学研究院所蔵文化財のデジタル化プロジェクトについて国民大学の
金教授より報告が行われた。

【エジプト】
第 1 回研究会議
2010 年 9 月 23 日

京都大学吉田キャンパス

出席者： 京都大学 井手 亜里・星合 千津
大エジプト博物館保存修復センター（GEM-CC） Osama M． Abou El Khier
議題：
成果：

・覚書締結準備、共同研究室設立と共同研究プロジェクトの实施、人材育成
本年度中に GEM-CC 内に共同研究室を開設することが決まった。オサマ館長より、考古
学・情報学等の異なる分野の研究者・实務者から構成される本課題推進のための共同研究
チームを結成することが報告された。次回（12 月を予定）京都大学の研究メンバー訪問の際、
共同研究チームへの人材育成と GEM-CC 所蔵文化財を対象とした高精細デジタル化プロ
ジェクトを实施する。

第 2 回研究会議
2010 年 12 月 26 日

エジプト高等教育省科学研究アカデミー（エジプト・カイロ市）

出席者： 京都大学 井手 亜里・馬場 美智子
エジプト高等教育省科学研究アカデミー Ola Wageih Laurence、 Majid M． Al-Sadek

科学研究省アドバイザ 二村英介
議題：

・共同研究室設立と共同研究プロジェクトの实施、人材育成
・国際会議開催計画（エジプト・ルクソール）
・新たな枠組みとしての中核的拠点「E-Heritage 研究所」の設立推進
・エジプト高等教育省科学研究アカデミーと京都大学の共同プレスリリース（12 月 28 日）

成果：

京都大学・エジプト高等教育省科学技術アカデミー学術交流協定の締結（2010 年 12 月
23 日）を背景に、エジプト文化財の高精細デジタル化研究を目的とした共同实験室をエジプ
ト高等教育省科学技術アカデミーに開設した。また、京都大学、エジプト高等教育省科学技
術アカデミー、エジプト文化自然遺産ドキュメンテーションセンター （CULTNAT）、 AL
AZHAR Library の共同研究プロジェクトとして、AL AZHAR Library において、同館が所有す
る古書の高精細デジタル化プロジェクトを实施することが決まった。

第 3 回研究会議
201１年 5 月 22 日

エジプト高等教育省科学研究アカデミー（エジプト・カイロ市）

出席者： 京都大学 井手 亜里
エジプト高等教育省科学研究アカデミー Maged Al-Sherbiny、 Ola Wageih Laurence
議題：

・共同研究プロジェクトの实施（アレクサンドリアの研究所紹介）
・国際会議開催計画の進捗状況確認

成果：

エジプトの政情不安が続くため、エジプト・ルクソールで開催を予定している国際会議の計画
をペンディングすることにした。共同研究プロジェクトについては、シャルビニ局長よりアレクサ
ンドリア市の Mubarak City for Scientific Research and Technology Applications（MuCSAT）の
紹介を受け、具体的なプロジェクト实施について協議を行うことになった。

研究成果の展示・公開
本課題で開発した技術は、研究成果として積極的に公開・発表を行い、文化財のデジタル化による文
化交流促進に貢献している。今後、文化財に関連する研究教育機関、企業との連携を推進し、地域の
文化財関連産業に研究成果である技術・情報を提供する等、日本の先端的デジタル技術の普及と人材
育成を通して、同技術の普及と現地の IT、コンテンツ、伝統産業、観光等の産業・雇用の創出に貢献す
ることが期待される。以下、課題期間中の主な实績について詳細を記載する。
第 4 回中国（蕪湖）科学普及製品博覧交易会における研究成果の展示・公開
日時： 2010 年 11 月 12 日～14 日
場所： 中国安徽省蕪湖市国際会議展示センター
内容：中国科学技術協会主催の「科学普及製品博覧交易会」において、日本の高度技術を分かりやすく、
且つ、強インパクトにてアピールするため、独立行政法人科学技術振興機構より本研究成果を展示
する依頼を頂いた。展示スペースや使用機材の制約があったが、より分かり易いデジタル技術を用
いた展示手法をとおして文化財を身近に直に学ぶ・インタラクティブに体験する機会を中国の来場
者に提供できたことは大きな成果があった。文化交流を基盤にした科学技術外交という観点からも
本展示会への参加は有意義であった。

中国（蕪湖）科学普及製品博覧交易会における研究成果の展示・公開

Ⅴ． 自己評価
１．目標達成度
本課題の目標は、大きく分けて 3 つ、すなわち①世界の文化財現場での学術ネットワーク構築 ②現場で
の世界遺産級文化財の高解像記録およびそれに必要な独自に開発した高精細スキャナとソフトウェアの開発
③上記を維持するための人材育成及び現地での研究拠点形成 である。以下、各項目の目標達成度を記述
する。
①

世界の文化財現場での学術ネットワーク構築：当初の目標である中国・西安での拠点を初年度に立ち上
げ、学術ネットワーク構築に向けた活動を積極的に推進した。2012 年 3 月末時点で中国（西安・北京）、
韓国、エジプト、フィリピン、イギリスの 5 カ国 7 拠点を設立し、アジア・アフリカから欧州を含めた世界の文
化財現場での学術ネットワークを構築することができた。これは、目標以上の達成度と評価している。共
同研究室設立にあたっては、自立的な運営が可能な拠点形成を目指して、イコールパートナーシップに
基づき、場所や人材、PC 等の機器類を共同研究先が負担することで、本補助金以外の費用で实現する
ことができた。

②

現場での世界遺産級文化財の高解像記録およびそれに必要な独自の高精細スキャナ、ソフトウェアの
開発：現物に忠実な色再現性を実現し超高精彩の实現（色差 1．0 以下）、微小領域での分光反射率
推定（高精度で、ミクロンレベルでの領域）が可能な高精細スキャナを開発した。画像処理ソフトウェアを
含めて大型文化財専用世界最高水準の文化財イメージング技術を構築することができた。

③

上記を維持するための人材育成及び研究拠点形成：先端イメージング技術を理解する若手研究人材を
育成するため、中国（西安・北京）、エジプト、イギリスで 5 回にわたって短期教育プログラムを实施した。
本教育プログラム用カリキュラムは京都大学で独自に開発され、日本国内においても若手实務者対象の
先端イメージング学コースとして 2009 年度から 3 年間で計 18 人に研修を实施する实績・成果を得た。ま
た、中国（西安、北京）、韓国、エジプト、イギリス、フィリピンの 5 カ国 7 拠点に研究拠点を形成した。
以上所期の目標はるかに上回る形で達成できたと思われる。

２．成果
上記 3 項目の成果について記述する。
① 世界の文化財現場での学術ネットワーク構築：アジア、アフリカから欧州や日本において学術ネットワーク
を構築することができた。国内外 40 か所の博物館、美術館、社寺、資料館、図書館、大学等で重要文化
財をデジタル化するプロジェクトを实施あるいは技術助言を行い、課題期間中約 3,000 点の高精細デジタ
ル画像の取得に成功した。また、文化財に関連する研究教育機関、企業との連携を推し進め、研究体制
のより一層の充实を図るとともに、プロジェクトを实施する地域の文化財関連産業に研究成果である撮像
システムや技術（ノウハウ）を提供した。
② 現場での世界遺産級文化財の高解像記録およびそれに必要な独自の高精細スキャナ、ソフトウェアの開
発：撮像システムの高機能化、小型化、軽量化に成功し、20 台以上が实用化され、实際の文化財現場で
使用されている。安全性の確保が最重要視される国宝級文化財のデジタル化实用技術として高く評価さ
れている。
③ 上記を維持するための人材育成及び研究拠点形成：二国間・多国間学術ネットワークの構築と国際共同
研究の継続と発展に向けて、課題期間中に７件のワークショップ・国際会議を開催し、15 回以上の技術交
流会・展示会を行い、開発した技術を積極的に展示・公開した。また、国外参画機関の西安交通大学は、
大容量画像処理ソフトウェアに関する著作権を 4 件取得する等、本課題は、日中共同研究プロジェクトの
成果として、陝西省政治協商会議（2012 年 1 月）および中国国内の学会で発表・公開され、中国国内に
おいても高く評価されている。

３．計画・手法の妥当性
学術ネットワーク構築と新技術開発の両面において、全体的に事業計画を上回る成果を得ることができ、計
画・手法は適切かつ有効であったと評価する。文化財に関しては、各国が独自の法律を定め世界共通の基
準が存在しない。その上、博物館等の文化財所有者が独自の方針を定めていることが多い。本課題推進にあ
たっては、この点を十分に認識し、各国・各地域の現状・ニーズを効果的に反映した形で技術の開発を推進
し、開発した機器のデモや技術交流を積極的に行った。さらに、文化財デジタル化の事前準備として、安全
性に十分配慮した企画の作成と各国の諸規則に基づいたデジタル化の詳細検討を行う等、本事業は、学術
ネットワークを基盤にこれまでの实績と経験を最大限に活用した形で適切に实施された。实施期間中、世界
的に文化財のデジタル化の保存と活用に関する研究活動の高まりが本研究の後押しとなり、アジア・アフリカ
諸国のみならず欧州を含めた世界の文化財関係機関より共同研究や開発技術の使用依頼があった。研究資
金や人材、研究期間の制限から、これらすべてのニーズに対応できなかったが、京都大学で開発した独自の
技術（機材・ソフトウェア）を基盤とした多国間ネットワークを構築する計画・手法は妥当だったと考える。
４．实施期間終了後における取組の継続性・発展性
实施期間終了後におけるネットワークや共同研究の継続に向けた取組として、以下４つの仕組みの確立に
向けて準備が進んでいる。
① 公的研究資金による活動：数千年、数百年の歴史をもつ文化財の保存・修復には慎重な対応を必要とし、
その体制を確立、維持するのにも多大な時間を要する。息長く恒常的に取り組むことができる公的な支援が
不可欠であり、大学としても公的資金による活動不可欠である。アジア・アフリカ諸国（ベトナム・ラオス・ミャン
マー、スーダン・エチオピア等）に所在する「危機に瀕した世界遺産」の科学的な記録と保存は急務であり、
本事業の活動を継続するための研究基盤となる技術（ノウハウ含む）や人材を生かした継続的な連携展開と
さらなる発展に向けた研究費の獲得に向けて検討している。
② 協力機関の研究資金による活動：アジア・アフリカ諸国では、世界文化遺産の科学調査記録に関する認
識が高まり、文化財のデジタル化に関する日本の先端技術や協力を必要としている。イコールパートナーシ
ップに基づき双方が研究費を提供し、活動を継続するための研究基盤と技術（ノウハウ）、人材育成を継続
する。
③ 民間企業による活動：文化財に関連する研究教育機関、企業との連携を推し進め、本課題期間中に日本
とイギリスにおいて民間企業との協力体制を確立し、10 件以上のプロジェクトを成功させた。民間企業の資
金で实施された文化財現場のニーズに基づいた活動であり、文化財現場のプロジェクトを实施する地域の
文化財関連産業に京都大学のノウハウ、技術を提供し、プロジェクト終了後も継続が期待できる。中国、日
本の博物館・社寺等も自己資金で文化財のデジタル化を進める傾向が出てきている。
④ 欧米との共同活動：最終年度の 2012 年に京都大学と北アイランド国立博物館が協力し、世界重要記憶遺
産である 19 世紀から 20 世紀にかけての船舶設計図面の高精細デジタル化プロジェクトを实施した。本プロ
ジェクトは、国際的にも重要かつユニークなプロジェクトであり、京都大学が開発した機器、ソフトウェアを用
いて、同博物館が資金を提供して日本の民間企業がデジタル化を实施した。本プロジェクトは今後の継続
に向けたひな形となり得る。今後、日欧共同研究による重要文化財のデジタル化に新しい道が開かれるで
あろう。
５．その他
上記で自己評価について記述したが、 ここでは外部からの本事業の評価について説明する。本課題期間
中に京都大学とその関係機関は、本事業に関係する競争的外部資金 4 件を獲得した。これは、社会の高い
評価と位置付けたい。

①

平成 21 年度ものづくり中小企業製品開発等支援補助金（試作開発等支援事業）「デジタルミュージアム
用超高精細撮像装置の試作」
＊申請者：浜松メトリクス株式会社・ 京都大学井手研究室より撮像技術の設計・開発の支援を行う

②

文部科学省 平成 21 年度デジタル・ミュージアム实現のための研究開発に向けた要素技術及びシステ
ムに関する調査検討事業「国際デジタルミュージアム技術基盤構築」

③

文部科学省 平成 23 年度政府開発援助ユネスコ活動費補助金「アジア文化遺産記録・活用を目的とし
たデジタル化技術従事者人材育成」

④

文部科学省 平成 24 年度政府開発援助ユネスコ活動費補助金「フィリピン有形・無形文化遺産の先端
デジタル技術従事者人材育成」

