


【参加費・講習代】 
  基礎講座および事例・研究報告会 ：参加費１０００円（資料代込） 
 ハンズオン（１講座につき）  ：講習代１０００円（資料代込＊） 
       ＊ハンズオン資料は開催⽇に限り、各500円で頒布可。 

 例１）全⽇程参加      ：4000円 
 例２）17⽇ハンズオン・研究事例報告会参加の場合  ：2000円 
 例３）基礎講座、研究事例報告会のみ参加の場合  ：1000円 

         別途、情報交換会参加費（希望者のみ、4000円予定） 

【ハンズオンの詳細】 
 ●ハンズオン参加受付者数 
   １⽇⽬（16⽇） ハンズオン１ 定員２０名《実習代（資料代込）1000円》 
    ハンズオン２ 定員２０名《実習代（資料代込）1000円》 
  ２⽇⽬（17⽇） ハンズオン３ 定員１５名《実習代（資料代込）1000円》  

 ※ご希望の内容を選び、お申し込み下さい。全て受講することができます。 
  但し、定員になり次第受付終了となります。また申し込みがない場合は受講できま 
  せんので、あらかじめご承知下さい。 

ハンズオン１ Metashapeによる3Dモデルの作成ー初級編 

タイトル ：「遺構（トレンチ）」の三次元計測 

⽇ 時  ：11⽉16⽇ 13:00〜14:50（途中、１０分間休憩） 

講習代  ：1000円（資料代込） 

内 容  ：Agisoft Metashapeを⽤いた遺構（トレンチ）の三次元モデルの作成 

   写真計測とMetashapeの基本的操作を説明し、対象（トレンチ）の 

   撮影⽅法とMetashapeによる解析を実践していきます。 

担当講師 ：望⽉秀和 

参加要件 ：PCの基本的な知識があり、操作ができる⽅。 

事前準備 ：・MetaShape 1.5.5  をインストールしたPC （体験版可） 

    http://www.agisoft.com/downloads/installer/ 

   ソフトをお持ちでない⽅は、上記URLより体験版をご利⽤下さい。 

    詳細は下記【ソフトウェアのダウンロード ー その１】をご参照下さい。 

推奨PC  ：Windows 64bit OS, メモリ4GB以上、CPU Corei5以上  

   ・ホイール付きのマウス（PCの操作に推奨） 

データの配布 ：申込みアドレスへ事前配布します。当⽇USBメモリでの配布も⾏います。 

http://www.agisoft.com/downloads/


ハンズオン２ Metashapeによる3Dモデルの作成ー中級編  

タイトル ：「遺物（⼟器）」の三次元計測 

⽇ 時  ：11⽉16⽇ 15:20〜17:20（途中、１０分間休憩） 

講習代  ：1000円（資料代込） 

内 容   ：MetaShape professional版を⽤いた遺物の三次元フルモデルの作成 

   MetaShape professional Editionの機能であるマーカーやターゲットを使⽤ 

   して、構築した遺物の三次元モデルに⼤きさの情報を与えます。 

    また、複数のチャンクに分けて⽣成した三次元モデルの位置合わせをし、合 

   成することで遺物全体の三次元モデルの構築をおこないます。 

担当講師  ：⼭⼝欧志 

事前準備 ：・MetaShape 1.5.5 Professional Edition のインストール 

   （ソフトをお持ちでない⽅は、http://www.agisoft.com/downloads/ 

    installer/で体験版をインストールして使⽤することが可能です。この場合、 

    データの保存・書き出しはできません。）下記参照。 

   ・ホイール付きのマウス（PCの操作に推奨） 

   ・電源アダプター 

参加要件 ：Agisoft Metashapeの基本的な知識があり、単⼀チャンク内での三次元モデ 

   ルの構築が⼀通りできる⽅ 

推奨PC  ：Windows 64bit OS, メモリ16GB以上、CPU Corei7以上のPC 

   (最低でもメモリ4GB以上、CPU Corei5以上が望ましいです） 

   ※MetaShape Proによる解析を中⼼におこないます。 

データの配布 ：当⽇、USBメモリでの配布を⾏います。 

   【ソフトウェアのダウンロード ー その１】 Metashape 体験版のインストール 

   MetaShapeは有償です。ソフトをお持ちでない⽅は、 

   MetaShape 1.5.5 Professional Edition をダウンロードしてください。 

   【⼿順】 １ http://www.agisoft.com/downloads/installer/ からお⼿持ちのPCに合わ 

    せて（Win / Mac,   64bit / 32bitを選択）ダウンロード。 

  ２ ダウンロード後、インストールしてください。 

  ３ アカウントの⼿続き（アクティベーション）は、起動後に表⽰されます。 

    アクティベートは有償ですが、無料で⼀定期間、体験版の利⽤が可能です。 

   （但し、データの保存・書き出しはできません。） 

http://www.agisoft.com/downloads/
http://www.agisoft.com/downloads/


ハンズオン3 QGISの活⽤ 

タイトル ：「図⾯を合わせる、情報を載せる」 

⽇時  ：11⽉17⽇  9:00〜10:00   

講習代  ：1000円（資料代込）  

内容  ：画像に位置情報を持たせる⽅法で、地図上に古地図やオルソ画像など 

   を載せ、新たな地図（プリント・PDF等）を作成します。 

担当講師 ：村⽯眞澄 

参加要件 ：PCの基本的な知識があり、操作ができる⽅。 

事前準備 ：QGIS3.8をインストールし、プラグイン「ジオリファレンサ」の動作確認 

   を終えているているPC※   

推奨PC  ：Windows 64bit OS, メモリ4GB以上、CPU Corei5以上 

   （Windows 32bitも可。QGISダウンロードの際、32bitを選択して下さい） 

   【ソフトウェアのダウンロードについて ー その２】 QGISのインストール 

  ※QGISはオープンソース（無償で使える）のソフトウェアプログラムです。 

   【⼿順】 １ https://www.qgis.org/ja/site/forusers/download.html からダウン 

    ロードして、インストール 

  ２ インストール後、起動してプラグイン「ジオリファレンサ」の確認 

   「トップメニュー」→「ラスタ」→「ジオリファレンス」をクリック 

 ※ラスタのスクロールメニューに「ジオリファレンサ」が表⽰されていない場合は、 

    １ トップメニューの「プラグイン」でインストール済を選択 

  ２ 「GDALジオリファレンサ」のチェックボックスをチェックを⼊れる 

  ３ 再度「トップメニュー」→「ラスタ」→「ジオリファレンス」をクリック 

●その他、ハンズオンの事前準備についてのご質問は、⼭考協事務局（望⽉）までお問い合わせ

ください。 

https://www.qgis.org/ja/site/forusers/download.html


【申込⽅法】 

2019年11⽉10⽇(⼟)までに、 
（１）⽒名、 
（２）所属、 
（３）E-MAIL、 
（４）参加する⽇程 (下記の①〜⑤、情報交換会をご記⼊ください）を明記の上、 
   下記E-MAILまでお申し込み下さい。 

  参加⽇程 
  16⽇ 
  ① 基礎講座  《 参加費 ⼀⼈ 1000円 (17⽇⑤参加費含む）》 
  ② ハンズオン１ 《 講習代 ⼀⼈ 1000円 資料代込 》 
   ③ ハンズオン２ 《 講習代 ⼀⼈ 1000円 資料代込 》 
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
  17⽇ 
  ④ ハンズオン３ 《講習代 ⼀⼈ 1000円 資料代込》 
   ⑤ 研究・事例報告会ほか《17⽇からご参加の⽅、⼀⼈ 1000円》 
 〜〜〜〜〜 
 情報交換会（16⽇18：30〜 会費4000円予定） 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
  申込例)   
（１）⼭考 協太郎 
（２）⼭梨県考古学協会 
（３）y-sankoukyou_1979★hotmail.co.jp 
（４）①、②、③、④、⑤ 、情報交換会に参加希望 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

〔注〕 
 ハンズオン・情報交換会は、事前申し込みをされていない場合、準備の都合上、ご参加いた
だけません。先着順ですので、お早めにお申し込みいください。 
 お申し込みの後、事務局より参加受付確認のご返信をいたします。 
 お申し込みのメール送信から3⽇過ぎても返信がない場合は、再度メールもしくは下記連絡
先へお問い合わせください。 

【お問い合わせ先】 
 ⼭梨県考古学協会事務局（⼭梨県笛吹市⽯和町四⽇市場1566-2） 
 E-MAIL：y-sankoukyou_1979＠hotmail.co.jp 
   電話０５５２６３６４４１ 担当：望⽉  

http://hotmail.co.jp


⼭梨県考古学協会2019 
設⽴４０周年記念・臨時企画 
技術で拓く文化財研究 

《 プログラム 》 

1⽇⽬（2019年11⽉16⽇）   
10:30  受付開始 
10:50  開会のあいさつ（末⽊会⻑）  
  趣旨説明（望⽉）  

●基礎講座         会場：⼤ホール 
11:00〜12:00 『考古学・埋蔵⽂化財における3D計測』  講師：野⼝ 淳  
       
 (昼休み 12:00~13:00） 

●ハンズオン          
13:00〜14:50 ハンズオン1 [会場：講義室］ 
  ・Metashapeによる3Dモデルの作成ー初級編  講師：望⽉秀和 
  「遺構（トレンチ）」の三次元計測   
      （途中10分休憩） 

15:20〜17:20 ハンズオン2  [会場：講義室］ 
  ・Metashapeによる3Dモデルの作成ー中級編  講師：⼭⼝欧志 
  「遺物（⼟器）」の三次元計測    
      （途中10分休憩） 

  他、⼤ホールにて、随時 「Sketch fab活⽤ demo」 
    「踊る⾒学者〜 SLAM計測の様⼦〜」 動画 上映 
     15:00から 「ひかり拓本demo」（予定）  《無料・参加⾃由》 
  
18:30〜  情報交換会 ［会場：扇］ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

２⽇⽬（2019年11⽉17⽇） 
 8:30   開場・受付 

●ハンズオン         
9:00〜10:00  ハンズオン3 [会場：講義室］ 
   ・QGISの活⽤      講師：村⽯眞澄       
  「図⾯を合わせる、情報を載せる」 
  ・ Sketch fab活⽤ demo ⾃由参加 会場：⼤ホール 



●研究報告会 [会場：⼤ホール] 
10:10〜10:40 研究報告１  
   「３D計測を⽤いた⽯器研究」     ：野⼝ 淳 
10:40〜11:10 研究報告２ 
   「SfM-MVSと深度合成を組み合わせた種⼦圧痕等の⾮破壊三次元計測」  
          ：⼭⼝欧志 
11:10〜11:40 研究報告３ 
   「ひかり拓本の実践と検証」     ：上椙英之 

 (昼休み 11:40~12:40） 

●事例報告会 [会場：⼤ホール] 
12:40〜13:30 事例報告１ 
  「まちづくりにおける歴史資源のアーカイブとその活⽤ 」 ：保阪太⼀ 
13:30〜14:00 事例報告２ 
   「発掘調査における三次元計測の試⾏」   ：望⽉秀和 
14:00〜14:30 事例報告３ 
   「SLAMを⽤いた古墳⽯室の記録」    ：岩村孝平 

（休 憩 10分） 

●ワークショップ  [会場：⼤ホール] 
14:40〜15:30  「拓く技術を考える」 
   ・どこまで使える、どう使う ー利点・不利点ー 
   ・実演、実例報告等 
   ・3D写真計測 GIS導⼊Q&A（機材、ソフト、セッティング） 
   ・実務情報をお持ちの⽅から、⾃由に発表。 

15:30   閉会あいさつ（新津副会⻑） 

●講師・報告者 紹介 
 野⼝ 淳 NPO法⼈南アジア⽂化遺産センター 
 ⼭⼝ 欧志 奈良⽂化財研究所 
 上椙 英之 国⽂学資料館 
 岩村 孝平 古墳⾒学者 
 保阪 太⼀ 南アルプス市教育委員会 
 村⽯眞澄 富⼠河⼝湖町教育委員会 
 望⽉ 秀和 帝京⼤学⽂化財研究所


