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1.  研究の背景 

 

 歴史的建造物は，その土地の歴史や文化を継承するこ

とから「まち」の表情をつくる重要な存在といえる．後

世にその価値を伝えるとともに，歴史的建造物の現況に

ついての情報を時代を超えて共有することは，修繕・維

持・保全の視点からも重要である． 

 特に歴史的建造物の現状把握は重要な作業であり，現

地における調査が必要である．しかしながら，調査では

計測の技術やスケッチを描く能力をはじめ，それに携わ

るスタッフの熟練などが必要である．一般的に，多くの

人手が必要であり，内部空間でも天井付近の高所など，

実測が困難な場所は仮設足場などの設置による対応が必

要であるなど諸課題がある． 

 調査結果については，最終的に平面図や立面図・展開

図など建築としての作図が必要であり，近年ではCAD

による三次元のデータ化による管理が行われている．そ

れは，単なる三次元モデルの表現だけでなく，BIM

（Building Information Modeling）を用いた計画・設計・施

工・維持管理など部材，材料などの詳細情報を共有する

技術として活用されはじめている． 

 そうした中で，調査方法とデータ化の効率的な手法の

検討は非常に重要であると考えている．近年，注目され

る手法の中で三次元デジタルスキャナ（以下，3Dスキ

ャナ）は，高性能化と共に小型化・軽量化が進んでおり，

様々な分野で活用されている．例えば，広域な敷地の形

状を把握する測量技術においての活用，発掘した遺跡の

現状把握における活用などであり，その利活用の可能性

の範囲は広い．建築分野においてもその活用が模索され

ているところであり，機器の大きさなどを活かして建築

物の内部や高所での利用など今まで作業が困難と思われ

る場所でも使用できることが期待される． 

 機器の特徴としては，瞬時に測定が可能，遠隔計測が

可能であるため仮設の足場が不要，調査対象への接触に

よる損傷リスクが少ないなどが挙げられる．さらに，小

型化・軽量化により取扱いの利便性が向上しており，建

造物をより手軽かつ迅速に計測できることが期待される． 

 一方で，BIMを用いたスキャンデータの活用と設計業

務への応用は，従来の3DCADの単なる立体モデルの表

現とは異なり，柱や壁，窓などの3Dのモデルに対して，

部材名称や材質などのデータベースを「属性情報」とし

て入力することで電子情報のオンライン化と共に，計

画・設計・施工・維持管理に際して部材，材料などの詳

細を共有する技術として活用されている．特にCADデ

ータがその核となっていることから記録される設計情報

の利活用の可能性は高く，維持管理をはじめとする設計

以外への応用が考えられる． 

 

2.  研究の目的と対象 

 

 本研究では，そうした背景を踏まえ，図面等が存在し

ていない歴史的建造物の現状把握と，その後の設計・施

工・維持管理へと至るプロセスに対して，IT技術を活用

した手法の適用の可能性を探ることを目的としている．

歴史的建造物の現状把握と設計・施工・維持管理のプロ

セスは，実際には連続した作業工程となるが，本研究で

は，研究の論理的展開を明確にするため，内容を大きく

二つの部分に分けて進めた．具体的には，歴史的建造物

の現状把握に関する内容と，そこで得られたデータを

BIM化し，修繕・利活用計画を策定する際に応用すると

いう内容の二つである． 

 歴史的建造物の現状把握は，主に3Dハンディレーザ

ースキャナを使用する場合の適用可能性を検討した．ま

た，3Dスキャナと同じく活用が期待される写真計測の

二つの手法の特性に注目し，建造物の内部空間を対象に

現地調査への利活用について，従来の調査手法と比較・

検討し，その可能性について指針を得ることを目的とし

た． 

 一方，BIMを用いた歴史的建造物の修繕・利活用計画

策定の検討については，解体・修復およびその後の維持

管理計画などの策定段階におけるBIMの利活用の可能性

について考察した．併せて，従来の2D・3DCADとの比

較を行いつつ，情報共有のためのデータ化に関する指針

を得ることを目的とした． 

 これらの検討の対象として，歴史的建造物である，旧

宣教師館「デフォレスト館（宮城県仙台市青葉区：学校

法人東北学院所有）」を対象とした（図-1，図-2）． 

 東北学院旧宣教師館「デフォレスト館」は，明治20

（1887）年に宣教師館として建設された東北地方におけ

る最古級の木造擬洋風建築で，コロニアル・スタイルの

建造物である．設計は当時の県土木課技師によるものと

考えられている．平成25（2013）年3月に国の登録有形

文化財に登録，その後平成28（2016）年7月に国の重要

文化財に指定され，今後の修繕・維持・保全とともに利

活用が検討されている． 

 
図-1  デフォレスト館 北側外観写真 
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図-2  デフォレスト館 

南東側外観写真 

 

 これまでの調査の結果から，様々な履歴が報告されて

いる．過去複数回にわたり改修・修繕が認められ，増築

が行われている．さらに各部に使用されている意匠や部

材の年代の違い，塗装の塗り重ねなどが判明しており，

修復時の年代の決定などに大きく影響すると考えられて

いる． 

 次章以降では，前述した二つの検討内容に大きく分け

て論述していく． 

 

3.  歴史的建造物調査における3Dスキャナの活用に

関する検討と考察 
 

(1)   既往研究と本研究の位置付け 

 建築分野において3Dスキャナ等を活用する関連既往

研究には以下のようなものがある．石田，嘉納ら１）は，

内装部材のプレカット化を対象とし三次元レーザースキ

ャナの活用について論じている．取得した点群データよ

りポリゴンモデルの生成，躯体寸法との整合性を確認し，

利用の可能性を示している．ターゲットを設けることで

精度の高い計測を検討している．三浦，小嶋2）3）は，伝

統的で職人技術の要求される作庭について，3Dスキャ

ンによって得られるデータを用い実地調査から設計に至

る作業について提案をしている．データの取得に際しポ

ジショニング・ターゲットを用いることで正確な測定を

実施している．海老原，小見4）は，三次元写真計測にお

ける実測精度と誤差についてトータルステーションの計

測値との比較をしている．竹内，宇野ら5）は，三次元形

状スキャナを用いてシャチホコの点群データを取得し，

メッシュ化後に表面の凹凸のディテールについて確認し，

3Dプリンタによりモデル作成を行っている．データ利

用のプロセスについて参考になる結果を示している． 

 いずれの既往研究も三次元データの取得を3Ｄスキャ

ナや写真計測を用い，今後の発展的な利活用を検討する

という視点において類似するが，本研究では測定用のタ

ーゲットをなるべく使用せず計測を試みること，複数の

手法の比較検討とその可能性を探る．また，建築空間に

おける内部意匠を対象としており，今後の歴史的建造物

の計測において有益な指針になると考えている． 

 

(2)  調査と3Dデータの作成 

 従来手法，3Dスキャン，写真計測の3つの手法（図-

3）について，各現地調査から3Dデータの取得と3Dモデ

ルの作成を行った．最終的に作成したモデルは比較を行

うため同一のファイル形式とした（vwxとdxf）． 

図-3  各手法の3Dモデル作成フロー 

 

a) 従来手法による調査と3Dデータの作成 

 一般的に建造物（図-4）の実測を行う場合，スケッチ

した図面（図-5）に実測した数値を記入するなど現地に

て実施し実測図を作成する．本研究では，「デフォレス

ト館建造物調査報告書」（学校法人東北学院発行，

2014.2）をはじめとした資料を参考に，不足していた展

開図（図-6）と天井伏図，その他の詳細を補完するため

現地実測調査を行った．実測図からCAD化し，2D図面

（図-7）を基に3Dモデル（図-8）を作成した．なお，こ

の方法を従来手法とし，現状を正確に記録した実測値と

して，他の手法と精度を比較する基準値とする． 

図-4  デフォレスト館内観    図-5  実測スケッチの例 

 

図-6  CADで描き起こした展開図 

 
図-7  デフォレスト館各階平面図（左：1階，右：2階） 

基本概要（国指定重要文化財） 

建 設 年：明治20（1887）年 

構造規模：木造2階建て 

建築面積：178.1㎡ 

延床面積：391㎡ 

    （内ベランダ17.5㎡） 

主屋桁行：16.7ｍ 

梁  間：14.6ｍ 
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図-8  デフォレスト館3Dモデル 

（左：床データの表示，右：壁データの表示） 

 

b) 3Dスキャンによる3Dモデルの作成 

 3Dスキャナを使用して内部空間のスキャンを行い

（図-9，図-10），取得した点群データを断面形状を確認

する機能を用い3Dモデルの作成を行った．3Dモデルは，

3Dスキャンにより取得したデータを，以下に示すソフ

トウェアを用いファイル形式を変換した後，作成した． 

Cloud Compare（オープンソースのフリーソフト）：スキ

ャンデータを取得し保存，点群データの位置取得と複数

データの合成 

Rhinoceros（アプリクラフト社）：断面形状を確認し3D

モデルの形成 

Arena4D（Veesus社）：Rhinocerosのプラグインソフトと

してのデータ変換 

 

 

 

 

 

 

図-9  調査風景 

（左：従来手法によるスケッチ，右：3Dスキャン） 

 

 

図-10  3Dスキャンデータとその派生データ 

（左上：3Dスキャン取得点群データ（Cloud Compare） 

 右上：最終的な3Dモデルデータ（VectorWorks） 

 左下：取得した点群データから作成した3Dモデルデータ

（Rhinoceros） 

 右下：点群データと3Dモデルデータを重ね合わせた様子

（Rhinoceros）） 

 基本的な作業の流れについてはフロー（図-3）で示し

た通りである． 

 データ取得の特徴から居室内部の六面のデータが必要

であり，壁・床・天井のデータを取得している．しかし

ながら一部モデル形成に不具合があり，データ取得時の

問題と考え以下のように注意した．スキャン時に対象物

（特に壁面）に対して正対になるようにデータ取得をし

た．タブレットPCのメモリ上，一度で取得できない場

合は複数回に分けて実施し，不足部分についても全体の

整合性がとれるように実施した．手摺やモールディング

などもそれぞれの形状が取得できるように個別にスキャ

ンしている． 

 また，室内の明るさの状況によりデータの取得に不具

合が発生している．開口部などでも透過性の高いガラス

面や凹凸のない壁面などでは目印になるオブジェなどを

用いた． 

c) 写真計測ソフトを用いた3Dモデルの作成 

 一般的なデジタル一眼レフカメラ（Canon EOS kiss X5 

）を使用してデータを取得する．点群データ（図-11）

を取得し，写真計測ソフトウェア（Photo Scan）を用い

て3Dモデルの作成を行った．現地調査で撮影した画像

データから点群データとして取得し，3Dメッシュデー

タを自動生成している．なお，3Dスキャンと同様に撮

影時に，居室内部の六面のデータが必要であり，壁・

床・天井のデータを取得し撮影時に対象物に正対になる

ように注意した．さらに対象物からある程度の距離を必

要とした．これは，画像をつなぐ上での目印としてより

広い範囲の画像が必要になったためと考えられる．結果

として，3Dモデルを取得できたがデータの実寸で

100mm程度と実物に比べて非常に小さいものとなった． 

 

図-11  写真計測取得データ 

（左 ：データ変換用内観写真群， 

 右上：内観写真より自動生成された点群データ 

 右下：点群データより自動生成された3Dモデルデータ） 
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(3)   各手法の結果と特徴についての考察 

a) 従来手法による結果と特徴についての考察 

 現地調査については，人手と時間を要する．単純な形

状の居室など正確な計測が簡便にできる．天井の高い居

室，複雑な形状の居室は計測が難しい．作業員のある程

度の技術的スキルが必要となる． 

b) 3Dスキャンによる結果と特徴についての考察 

 形状変化の認識しやすい平面形状の居室の計測がしや

すい．幅や奥行きが大きく単純な平面形状の凹凸の少な

い居室は計測しにくい．ガラス面はレーザーが反射せず

データ取得が困難となる．室内の明暗によっても同様の

結果となる場合がある．作業員は機器の操作にある程度

の慣れが必要となる．特にデータ取得時に壁面が歪んで

しまうことがあり，何度かやり直しが必要となった．今

回は複数のソフトウェアを介してデータ互換を行ってい

る．また，居室の大きさにより複数回実施しなければな

らない場合もあり，データを統合する点においても一連

の作業としてやや複雑である．しかし，データ取得時に

調査対象に触れることなく計測できる，特に複雑な形状

の手摺やモールディングなどの調査において有効であり，

保全が必須な文化財などには活用の可能性が高い． 

c)  写真計測による結果と特徴についての考察 

 面積の広い居室については測定しやすいが狭い部屋だ

と歪みが生じる．作業員は対象と正対するなど多少の注

意が必要であるが技術的な習熟は必要としない．一般的

なデジタル一眼レフカメラでデータ取得ができる点，モ

デルの作成をソフトウェアで自動生成できる点など一連

の作業簡便さから手法としての魅力はあるが，3Dモデ

ル作成過程においてデータ容量が一番大きくなり，自動

生成では時間を要した．また，今回得たモデルはスケー

ルの概念がないため実寸が必要な場合には不向きである． 

 

(4)   各手法の比較について 

 作成した3Dモデルについて，現地実測調査と3Dモデ

ル作成に関して各々人員と所要時間，「LOA」による精

度，データ取得のしやすさなどを比較・検討した． 

 時間（表-1）については，3Dスキャンと写真計測の2

手法が従来手法より人・時間が少なく実施できた．なお，

写真計測における3Dモデル作成時間197時間・人のうち，

作業員がPC上で作業した時間は64人・時間，残りの133

人・時間はPCの処理時間である． 

 「LOA」（Level Of Accuracy）とは，3Dスキャナなど

で取得した点群データや出来形BIMモデルなどの正確さ

を表現する手段として米国建築文書化協会（USIBD）に

より新指標として提唱されているものである．本研究で

は比較の精度を確認する指標として用いるが，表-2に示

すようなレベルが設定されている．各レベルの誤差上限 

 

表-1  調査日程および調査・データ作成所要時間一覧 

 

表-2  LOAの定義 

Level Upper Range（mm） Lower Range（mm） 

LOA10 User defined 50 

LOA20 50 15 

LOA30 15 5 

LOA40 5 1 

LOA50 1 0 

 

値（UpperRange）と下限値（LowerRange）に95％が入っ

ていることが条件としている．例えば「LOA30」のレベ

ルで評価する場合，比較する相互の点に対応する各点の

誤差が5～15mmの間に95％が納まっている精度となる． 

この値について，従来手法を正確な値として比較した

（図-12）．3Dスキャンデータは，両データを同一ファ

イル上に取り込み，角度や位置を調整し，任意の一辺に

あわせる．各居室の床，壁，天井・窓枠などに対して，

任意の4点を決定し誤差を計測する．それぞれの誤差の

平均値を求めた後，LOAの各レベルに照合する（表-3）． 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-12  比較誤差画像（食堂部分） 

（左上：従来手法から作成したVectorWorksによる3Dデータ 

 右上：3Dスキャンによって取得した点群データから作成した

Rhinocerosによる3Dデータ 

 左下：上記二つのデータを重ね合わせたもの 

 右下：任意の点の誤差の比較） 
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表-3  比較誤差・LOAレベル（1階一部抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 居室の大きさにより誤差に差があるが，ほとんどのポ

イントで，LOA10となり誤差が大きくなった．特に大き

な居室の誤差が大きくなった．また，小さな居室でも測

定時の明るさや開口部の状況により誤差が大きくなって

いる．これは，3Dスキャナが透過する面などのデータ

取得が得にくい為と考えられる．さらに，データ取得が

1度で全面を取得できた居室より，複数回に分けた居室

の方が誤差が大きくなった．なお，写真計測の結果はス

ケールに関する概念がなく，実測値と大きく異なる結果

であったため対象としなかった． 

 

(5)   まとめ 

 デフォレスト館の内部空間について実測を行った．従

来手法，3Dスキャナを用いた手法と写真計測ソフトを

用いた手法の各々の特徴を把握し，比較・検討を行った． 

 従来手法では，データ取得の際に3手法の中で最も人

手と時間が必要となるが，全居室の3Dデータを正確に

作成することができる．3Dスキャナでは，データ取得

にかかる時間が短く，建築内部への接触などなく計測で

きる．また，手摺やモールディングなど複雑な形状のデ

ータ取得に適している．計測する対象が大きくなるほど

精度が悪くなる．写真計測では，データ取得にかかる時

間は少なく，ソフトの機能を用いて3Dデータを自動生

成できるが，今回の結果では，スケールに関する概念が

ないため実測には不向きであった．参考までに，表-1に

示した作業時間に作業員日単価を2万円と仮定し，1日8

時間労働として単純に掛け合わせると，従来手法は約

144万円，3Dスキャナによる手法は約40万円，写真計測

手法は約51万円となった． 

 比較の結果，建造物の3Dデータ作成の手法において，

従来手法と3Dスキャンの組合せが効率的な方法と考え

る．従来手法により建造物の大きな部分のデータを取得

し，形状の複雑な部分について3Dスキャンを利用する．

3Dスキャンは非接触でデータ取得が可能なため，細部

の意匠も含めての活用が期待でき従来手法のデメリット

を補完できる．いずれも，デジタルデータとして利用す

る場合，操作する機器の性能に影響を受けるため事前の

確認が必要である． 

 以上より，従来手法以外の利用に関する指針を得た． 

 

(6)   考察 

 3Dスキャンの利活用の可能性は高いと考えるが，点

群データからCADの汎用データへの変換についての操

作性などの蓄積が必要である．また，手摺やモールディ

ングなどの複雑な形状の取得に長けているが， CADの

データとしての互換性も考慮する必要がある．今後は，

複数の手法により取得したデータを効率的に統合し，利

活用を図るための考察が必要であると考えている． 

 

4.  BIMを用いた歴史建造物の修繕・利活用計画策

定の検討と考察 
 

(1)   既往研究と本研究の位置付け 

 関連する既往研究には以下のようなものがある．大西，

両角6）は，建物の3DCADとBIMの技術を従前から取り組

んでいる建築教育のプログラムに応用・活用することに

ついて演習授業の成果から段階的に論じている．異なる

専門を専攻する学生の実施状況と理解度などを総合的に

検討し，結果として包括的に学ぶツールとしての有用性

を示すと共にBIMの概念の理解についての課題を挙げて

いる．加戸，岩田ら7）は，建築施工現場における工事写

真の管理について，撮影位置・方位を取得しBIMによる

連携から管理手法の開発を行っている．データベースを

介してCAD上で情報を連携させ，工事を管理する手法

として提案している．井野，本間ら8）は，BIMの概念を

もとに建築情報の扱い方に着目し従来の建築専用の

3DCADとの比較を行いBIMCADの可能性について示し

ている．いずれの既往研究もBIMの今後の発展的な利活

用の検討という視点において類似するが，本研究では歴

史的建造物の修繕・維持・保全の円滑な計画策定の検討

とその可能性を探るという点で主たる目的が異なる． 

 徳永，本間ら9）は，歴史的建造物について3Dレーザ

ースキャナによる計測から取得した点群データから

CADデータにモデリングする方法について検討し，建

築部位別に分類した点群データを基に建築情報モデルを

作成するプロセスを示している．建築情報モデルの作成

と活用の参考になると考えているが，点群データの利用

という点で，基本的なプロセスが異なる． 

 本研究では，前章と同様「デフォレスト館」を対象に，

将来的に検討されている解体・修復およびその後の維持

管理計画などの策定段階におけるBIMの利活用の可能性

について考察する．併せて，従来の2D・3DCADとの比

較を行いつつ，情報共有のためのデータ化に関する指針

を得ることを目的とする．本研究により得られる成果は，

BIMを利用した今後の歴史的建造物の修繕や利活用の計

画策定に有益な指針となると考えている． 
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(2)   研究方法 

a)  概要 

 デフォレスト館において検討されている解体・修復で

は，専門家以外の様々な人たちが係わることが考えられ，

属性などのデータ化だけでなく，視覚的な情報の共有が

望まれている．前章で述べた従来手法における，建造物

の実測結果の資料の取りまとめや保管，情報共有では，

CADデータによって2D図面や3Dモデルを図面化し記録

している．記録された各種部材は修繕の履歴など多様な

情報を有している．既往の記録手法では，報告書との比

較により把握できるが同一データ内での確認は難しい．

BIMの属性情報を利用することで効率的に設定でき情報

の管理，共有と立体表現も含めて円滑に行われると期待

している． 

 現状のデフォレスト館を構成する各種部材に対して，

実測を行いBIMデータ化する．部材単位での管理が可能

になるようにデータをオブジェクト化し，部材毎に改修

履歴の情報や色彩・仕上げなど素材属性情報，位置情報

を組み込む．これをもとに，3Dモデルによる復元イメ

ージを作成することで，過去の各々の時点の意匠イメー

ジに遡り再現し，年代による比較を行う．さらに，修繕

後の空間や色彩の検討をよりスムーズかつ多様に行う事

が可能になると考えている．これらにより歴史的建築物

の維持・修繕・保全に関する計画策定の協議に活用でき

ると考えている． 

 具体的には，デフォレスト館の現地実測調査より現状

を把握し，2D図面を作成，さらに3Dモデルの作成と併

せて必要な各種部分の詳細について追調査を実施する．

3Dモデルへ属性情報を加えることでBIMデータを作成す

る．利用のプロセスについて考察し，最終的に基礎資料

としてまとめ利用の可能性を検討する． 

b)  使用ソフトについて 

 本研究では，Vector Works Designer with Renderworks 2015

（以下，Vector Works）を使用し，2D図面，3Dモデル，

BIMデータを作成した．本ソフトは，３次元建物情報オ

ブジェクトデータモデルの標準として策定・普及が行わ

れているIFCとの互換を有している．さらに，今後の利

用において異なるソフト間でのデータの利用の可能性を

試みるために同様にIFCとの互換を有しているAutoCAD 

ArchitectureとSolibri Model Viewerを用い検討している． 

 IFC（Industry Foundation Classes）は，異なるソフトウェ

ア間でBIMモデルの３次元形状と属性情報の両方のデー

タを受け渡しするためにつくられた標準データ規格であ

る．BIMの表現をクラスライブラリとして定義しており，

ソフトウェア間における高度なデータ連係を可能にする．

IFCの書き出し機能がオープンソースとして公開され異

なるソフトウェアにおける相互利用が期待されている． 

 

(3)   維持・改修・保全に関する考察 

 デフォレスト館建造物調査報告書および現地調査より，

BIM化による比較検討が可能な事項として以下の点を考

慮する．デフォレスト館には，建具にはモールディング

による装飾が施されているが，様々なタイプがあり23種

類に分類される．また，塗装について壁や扉など塗り直

しが行われており，最大で16層になっていることが報告

されている．よって，モールディングをはじめ各部材単

位の管理が可能なデータのオブジェクト化と，部材の改

修履歴の情報，色彩・仕上げなどの素材属性情報，位置

情報などの比較検討を行う． 

  

(4)   データの作成と検討 

 報告書をはじめとした資料を参考に，不足していた展

開図と天井伏図および詳細情報を再調査により補完し，

2D図面と3Dモデルを作成している． 

 BIMについては，ソフト内にあるデフォルトのツール

を用いた作成を基本としたが，それでは表現が困難とな

るモールディングや窓・扉などについては別途作図しシ

ンボル化（図-13）を行った．従来の方法で作成した

CADの3DモデルとBIMデータのイメージについては見

た目の差異はなかった．履歴の違うデータを基に，外観

の色彩の検討を行った（図-14）． 

図-13  BIM化を行ったオブジェクトの種類と項目（1階居間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-14  色彩イメージの比較検討 

（左上：現状イメージ 外観 

 右上：復元検討イメージの例 外観 

 左下：現状イメージ 内部（居間） 

 右下：復元検討イメージの例 内部（居間）） 
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(5)   BIMデータとIFCの互換性についての考察 

 異なるソフト間でのデータ利用の可能性を試みるため

に，IFCとの互換を有しているAutoCAD Architectureと

Solibri Model Viewerを用いて検討した．Vector Worksで作

成した3DモデルのデータからBIMデータをIFCデータと

して取り出し，同一ソフトでの利用と異なるソフトとの

互換性について確認した．Vector Works：IFC形式のデー

タを同ソフトで読み込み，基となる３Dモデルと比較を

行った（図-15）．結果，3Dモデルと同じイメージで表

示され同一ソフトにおいての利用に問題がないことがわ

かった．AutoCAD Architecture：Vector Worksで作成したデ

ータを，そのままIFC形式で取り出したデータを読み込

んだが，時間を要した上にエラーが発生した．データ容

量の問題と考え，外壁とそれに附属する窓・扉・屋根の

みの外観に関するデータで行った．その結果，読み込む

ことができたが，外壁や屋根などのVector Worksのデフ

ォルトで内蔵されているカテゴリを使用したデータのモ

デルは表示されたが，窓・扉の新たに設定，作成したオ

ブジェクトのモデルは表示されなかった．また，表示・

確認できたモデルについても，属性情報として入力した

IFCの情報は確認できなかった．Solibri Model Viewer：先

と同じ手順により読み込みを行った．データ容量につい

て考慮し，先と同様に抜粋したデータで確認したが，同

様の結果となった．IFC情報については，表示されたモ

デルについては確認ができた． 

 Vector Worksから情報の書き出しは実行されたが，IFC

によるモデルの表示や属性情報について他のCADで表

示することができなかった．他との変換については，今

後の利用での課題であり現段階では同一ソフトでの利用

が現実的と考えている． 

 

(6)   まとめ 

 現地実測調査から，必要な資料の整理を行った．2D

図面，3Dモデル，BIMデータの作成を行った．報告書お

よび調査結果より現状を含めたデフォレスト館の情報を

整理し，維持・改修・保全に関する考察事項を整理し検

討することができた．さらに，属性情報により，履歴か

ら色彩などの再現ができ，今後の修繕・維持・保全など

の資料としてまとめることができた． 

 現状のデフォレスト館の内部空間とそれを構成する各

種部材に対して，実測を行いBIMデータ化した．部材単

位での管理が可能になるようにデータをオブジェクト化

し，部材ひとつひとつに改修履歴情報と，色彩・仕上げ

など素材属性情報，位置情報を組み込むデータの作成を

行うことができた．これをもとに，3Dによる復元イメ

ージを作成し，過去の各時点の意匠イメージに遡り再現

し，年代による比較，さらに修繕後の空間や色彩の検討 

 

Vector  Worksによる表示（通常データ） 

Vector  Worksによる表示（IFCデータ） 

Auto CADによる表示（IFCデータ） 

 

図-15  IFC規格によるモデルの比較 

 

をよりスムーズかつ多様に行うための資料の作成をした．

これらにより歴史的建築物の維持・修繕・保全に関する

計画策定の協議に活用できる資料をまとめた． 

 ソフト内にあるデフォルトのツールを用いて作成して

いるが，それでは表現が困難となるモールディングや

窓・扉などは別途作図しシンボル化を行った．そして，

IFCの概念を取り入れることで，オブジェクト毎に属性

情報を組み込むことができた．しかし，現段階で異なる

ソフト間での連携については，課題が多く，データの作

成時に考慮が必要であることが明らかになった． 
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(7)   利活用の可能性と今後の課題 

 維持・修繕・保全などに関する計画については，今後，

細部意匠などにわたって比較していくと共にさらに利活

用のしやすい情報共有の在り方を考察していく．BIMデ

ータについては，各オブジェクトに「属性情報」を有す

るデータの有用性を感じた．しかしながら異なるソフト

間での共有という点においては，現段階での利用は検討

が必要である．また，今回は建築を構成する要素につい

て検討しているが建具の詳細や戸締まり金具，蝶番など

も貴重な報告が得られており，今後各建具などにこの情

報を組み込むことで，さらに有用な資料の作成が期待さ

れる． 

 

5.  今後の活用の方向性について 
 

 今回の研究においては，歴史的建造物の調査からBIM

データの作成に至るプロセスについて，現段階での適用

可能性を検証した．第3章で取得したデータをもとに，

第4章において顕在化している部分を中心にデフォレス

ト館のBIMデータを作成したが，今後デフォレスト館の

復元修復計画が進行するのにあわせて，作成したBIMデ

ータを使用して効率的かつ効果的な情報共有を図ってい

く．また，今回の研究では実施できなかった壁内の部材

等隠れた部分のデータ作成についても，今回作成のBIM

データに付け加える形でデータ作成を行い，維持管理段

階におけるBIMデータの有効性について検証していく予

定である． 
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CONSIDERATION OF REPAIR AND PROFIT UTILIZATION PLAN  
DECISION OF HISTORICAL ARCHITECTURE USING BIM 

  
 
 

Yoshizumi TSUNEMATSU 1  Kazuya SAKURAI 1  
1 Department of Architecture, Faculty of Engineering, TOHOKU GAKUIN University 

 

   
 
 
 This study is considering repair and profit utilization plan decision of historical architecture 
using BIM (Building Information Modeling). Deforest hall which is a historic landmark is a 
target. 
 
 In the first study, use of a 3D scanner is considered. It's being compared about 3 methods. A 
3D-model is made from measurement. 
(1) Conventional field survey：A hand and time are necessary for an investigation. It's 
measurement correctly.  
(2) 3D scanner： It faces to the measurement with the small shape. 
(3) Photo-instrumentation： An investigation is handy. A concept of the reduced scale isn't and 
the size of the model is small.  
 A combination of 2 methods is proposed as a result. The whole is measured by a conventional 
investigation. Details are measured by a 3D scanner. Efficient investigation method could be 
proposed. 
 
 Use of BIM is being considered in the second study. It's used for a plan for preservation. It 
measure the part of which a building is composed and become data. 
 The material is made information on BIM. Information is attribute information on the color 
and completion.  
 A restoration image by a 3D model is made. The compatibility with the other software was 
confirmed. The compatibility with the result and the other software is low. 
 A possibility of the use was indicated. It was possible to make the material we provide with 
useful information of preservation planning. 
 
 
 

 

 

KEYWORDS:  Historical Architecture, Deforest hall, Field survey, 3D-scanner, BIM. 
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研究目的 

本研究は，図面等が存在していない歴史的建

造物の現状把握と，その後の設計〜維持管理

へ至るプロセスに対して，IT技術を活用した

手法の適用可能性を探ることを目的とした． 

研究の手順 

歴史的建造物の現状把握に関する内容と，そ

こで得られたデータをBIM化し，修繕・利活用

計画を策定する際に応用するという内容の二

つに分けて進めた．  

建造物の現状把握は，3Dハンディレーザース

キャナを用いた3Dスキャン，および写真計測

に着目し，従来の調査手法と比較・検討して

その可能性について指針を得ることとした． 

BIMを用いた歴史的建造物の修繕・利活用計画

策定の検討については，解体・修復およびそ

の後の維持管理計画などの策定段階における

BIMの利活用の可能性について考察した．これ

らの検討の対象は，歴史的建造物である，東

北学院旧宣教師館「デフォレスト館」とした．

研究成果(1)_歴史的建造物調査における3Dス

キャナの活用に関する検討と考察 

従来手法，3Dスキャン，写真計測の3手法で，

現地調査に基づき3Dモデルの作成を行った． 

従来手法では，スケッチした図面に実測値を

記入し実測図を作成，それをCAD化し，2D図面

を基に3Dモデルを作成した．データ取得の際

に最も人手と時間が必要となるが，全居室の3

Dデータを正確に作成することができる． 

次に，3Dスキャナを使用して内部空間のスキ

ャンを行い，取得した点群データを断面形状

を確認する機能を用い3Dモデルの作成を行っ

た．データ取得にかかる時間が短く，建築内

部への接触なく計測できる．モールディング

など複雑な形状のデータ取得に適している． 

写真計測を用いた手法については，デジタル

カメラを使用して画像データを取得後，写真

計測ソフトウェアを用いて点群データの取

得，3Dモデルの自動作成を行った．データ取

得にかかる時間は少なく，ソフトを用いて3D 

データを自動生成できるが，スケールに関す

る概念がないため実測には不向きであった． 

研究成果(2)_ BIMを用いた歴史的建造物の修

繕・利活用計画策定の検討と考察

部材単位での管理が可能になるようにデータ

をオブジェクト化し，部材毎に改修履歴の情

報や色彩・仕上げなど素材属性情報，位置情

報を組み込んでいる．これをもとに，3Dモデ

ルによる復元イメージを作成することで，過

去の意匠イメージに遡り再現し，年代による

比較や，修繕後の色彩の検討をよりスムーズ

に行うための基礎資料を作成した．また，IF

Cの概念を取り入れることで，オブジェクト毎

に属性情報を組み込むことができた．しかし，

現段階で異なるソフト間での連携については

課題が多いことが明らかになった． 

研究の新規性 

歴史的建造物の現状把握について，3手法を比

較して課題を明確にしたこと，今後の修繕や

維持管理に活用できるBIMデータを作成でき

たことが，本研究の新規性として挙げられる．

研究成果の活用 

建造物の現状に関する把握方法については，3

手法の比較の結果，従来手法と3Dスキャンの

組合せが効率的と考えられる．従来手法によ

り建造物の大きな部分のデータを取得し，形

状の複雑な部分について3Dスキャンを利用す

る．3Dスキャンは非接触でデータ取得が可能

なため，手摺やモールディングなどの複雑な

形状の細部意匠も含めて活用が期待でき従来

手法のデメリットを補完できる．現状では点

群データからCADデータへの変換は課題があ

るが，併用することによってそれぞれのメリ

ットを活かすことができると考えられる． 

一方，歴史的建造物のBIMデータ化について

は，各オブジェクトに属性情報を有するデー

タの有用性を大いに感じた．今後各建具に金

具，蝶番などの情報を組み込むことで，さら

に有用な資料の作成が期待される．このデー

タは今後の修復に活用していく予定である． 
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