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3D-CADおよびVRによる文化財建造物の
復原・再生活用支援
渡辺洋子 1 大倉典子２
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歴史的建造物の再生利用が近年盛んに行われるようになってきた。史料と建築部材痕跡に基づく復原を基本とする
が、建設当初の資料が乏しいことに加え、建築基準法による内装制限などの適用を受け、厳密な史実に沿っての復原
のみでは現代的利用に不向きである。史料や痕跡で追い切れない部分は従来、復原設計者の恣意的なデザインに頼っ
て来ざるを得なかったが、近年の再生利活用ブームを考えると、別の手法による、公正かつ市民の期待にも応えられ
る新たな方式が考えられないだろうか？

本研究では申請者が文化財審議委員として復原策定を担当している複数

の歴史的建造物に対し、3次元CADによる復原画像を用いた没入型VRの実験を通じて、細部やインテリア（色・素材）
を決定し、歴史的建造物の復原支援手法を構築・検討することを目的とし、有効な支援システムを構築する。
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1.研究の背景と目的
歴史的建造物の再生利用が近年盛んに行われる
ようになってきた。まず史料と建築部材痕跡に基づ
く復原(復元)を実施するが、建設当初の資料が乏し
いことに加え、時代の変化に伴うエネルギー利用の
変化や、建築基準法による内装制限などの適用を受
け、厳密な史実に沿っての復原のみでは現代的利用
に不向きである。史料や痕跡で追い切れない部分は
従来、復原設計者の恣意的なデザインに頼って来ざ
るを得なかったが、近年の再生利活用ブームを考え
ると、別の手法による、公正かつ市民の期待にも応
えられる新たな方式が考えられないだろうか？
本研究では申請者が文化財審議委員として復原
策定を担当している複数の歴史的建造物に対し、3
次元CADによる復原画像を用いた没入型VRの実験を
通じて、細部やインテリア（色・素材）を決定し、
歴史的建造物の復原支援手法を構築・検討すること
を目的とする。世界遺産、国指定文化財を始め、歴
史的建造物は現在、最高の観光資源であり、有効な
支援手法の構築は大いなる経済効果に貢献すると
考える。

本研究では、復原後の建築の姿をイメージしやす
く、当時の姿や複数の復原案を比較しながら議論す
ることが可能であることから、バーチャル環境を利
用して復原案の決定を支援することにした。この試
みを通じて、文化的価値の高い建物のより現代へ受
け入れられるかたちでの保存・活用を目指し、歴史
的建造物の復原支援手法を構築・検討する。その具
体的対象とするのが、川越市にある旧鶴川座、およ
び旧鏡山酒造大正蔵である。本中間報告では第二章
で旧鶴川座を、第三章では大正蔵について報告する。
特に後者については初めての報告となるので、詳細
に述べる。

2.旧鶴川座
2.1 施設概要
旧鶴川座は、川越市に現存する明治33年開座の木
造芝居小屋である。度重なる改築によって、当初の
面影(図1-a)を見ることは困難であるが、現在復原
プロジェクトが進行中の建物である。
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図1-b. 現在の外観
図1-c．鶴川座外観透視図
図1-a．鶴川座当初外観写真
2.2

所在：川越市連雀町8番地3
建物床面積：670.2㎡
（1F：484.34㎡，2F：185.86㎡）

実験の前提・目的

痕跡調査に参加し作成した実測図面と、伝統技法
研究会による調査結果を元に、復原3Dを立ち上げた。
また、復原関係者の方に、材料等の制限を伺うとと
もに、実際の芝居小屋の修理状況を調査し、壁の材

地積：1,364.52㎡ の内700㎡
所有者：蓮馨寺

料及びその色を評価対象に決定した。
この両者を合わせて、旧鶴川座をバーチャル環境
でシミュレートし、劇場空間において幕が上がる前
の期待感を示す「わくわく」をキーワードに、旧鶴
川座に相応しい内装材の組合せを検討する。実験で
は、被験者は大型スクリーンに投影した空間内を、
偏光メガネを装着して見ることで空間を立体視す
ることができ、没入感を得られる。

2.3

印象評価実験

図2．鶴川座実験空間

図3-a. 鶴川座実験装置

表1.鶴川座空間の種類と材料の組合せ
空間1

空間2

空間3

空間4

A面

木材

塗り・布 塗り・布 塗り・布

B面

木材

木材

C面

木材

木材

木材

塗り・布

D面

木材

木材

木材

木材

塗り・布 塗り・布

図3-b．鶴川座実験写真
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(3）印象別色彩選択傾向

表2.鶴川座実験アンケート

「落ち着き」「集中できる」を重視した人の選択
には似た傾向が見られ、全ての検討箇所で古色の
割合が高まった。塗り･布系でも明るい色の割合
が減り、暗い色が好まれるようになった。

項目

選択肢
明るい色にした、暗い色にした、メリハリをつけた、
色調
統一感を出した、その他（自由記述）
落ち着き、高揚感のある、集中できる、期待感のある、
印象
馴染みのある、非日常的な、その他（自由記述）
正面の小壁、外側の壁、2階席の前の壁、ステージ、
基準箇所
花道、トラス、柱、幕、畳、その他（自由記述）

「高揚感」を重視した人では、どちらの材料でも
明るい色が選ばれるようになった。これは「期待
感」の選択者でも同じ傾向が見られ、特にこの項
目では、塗り･布系で、ほとんどの検討箇所で濃

壁面の各材料には、多数の色の候補から使用され

い赤色の割合の増加が見られた。

る可能性のある色を複数用意した。木材は、黒、ア
メ色、黄色、無垢材の色、古色の5色とした。塗り
・布系は、黒、灰色、白の他、塗り材を想定した薄
く明るい色を4色、日本の伝統色を想定した濃く暗

2.5 分析を踏まえた旧鶴川座への一提案
以上を踏まえて内装材とその色の選定を行なっ
た。わくわく感において最も支持された空間2の材
料の組合せから、B面には落ち着き･統一感を理由に
支持された古色、C･D面は、同色を選択する人が多
かったことと、自由記述欄に「舞台を際立たせた」

い色を6色、計10色とした。実験の手順を以下に示
す。
①図2に示すような空間と材料の色の候補一覧を提
示し、壁の材料の色を選択してもらう。これを壁

という回答が多かったことから明るい黄色、A面に
は、高揚感を演出する明るい色みから、特に期待感
を理由に支持された濃い赤色を用いた内装を提案
とする。

面4箇所について順に実施する。この際、既に選
んだ箇所の再選択も可能とする。
②色を選択した際に重視した点に関し、表2の各項
目について複数回答のアンケートを実施する。こ
こまでを4種類の空間について順に実施する。
③色を決定した4種類の空間を再提示し、それらの
中で最もわくわくする空間とその理由を回答し
てもらう。
2.4 結果と考察
実験は、10～50代の男女56名を対象として実施し
た。
(1）色彩選択傾向
各面各材料で1、2番目に選ばれた色彩と割合を表
3に示す。
表3.鶴川座空間で多く選択された色彩と割合

図4.鶴川座内装空間の提案例

色
割合
色
2番目
割合
1番目

A正面小壁
B外側壁面
C2階席前面
木材 塗り布 木材 塗り布 木材 塗り布
黄色 濃い赤 古色
黒
古色
橙
36%
29%
34%
24%
38%
29%
古色
黒
黄色 濃い黄 黄色 濃い黄
21%
20%
28%
21%
27%
20%

(2）アンケートの回答状況
印象では「落ち着き」、色調では「統一感」「メ
リハリ」が重視され、選択の基準となるのは幕や
ステージといった舞台周りであることがわかっ
た。わくわく感では空間2が支持された。
3

D舞台
木材
黄色
29%
古色
27%

3.旧鏡山酒造大正蔵
3.1 施設概要
川越市に現存する旧鏡山酒造の貯蔵作業場にあ
たる建物であり、典型的な酒蔵の構成をとる。再生
活用プロジェクトが進行中で、外装は改修済みだが、
内装はほぼ手付かずの状態である。
大正蔵は、旧鏡山酒造の貯蔵作業場に当たる建物
であり、建設時期は大正初期と考えられている。切
妻造の 2 階建で、東西に棟を取り、2 階建の上屋の
規模は梁間 2.66 間×桁行 12 間で、南北に屋根が
一段下がった梁間 2.5 間の下屋が取り付き、関東地
方の酒蔵によくみられる断面構成となっている。間
仕切のない大空間で、開口部は 3 箇所の出入口と 2
階妻面の窓がある。全体的に改造はほとんどなく、
当初の姿を残している。

図5．大正蔵外観写真

3.2 実験の前提
実験で使用する候補の素材および色彩は全て川越
で建設当時得られたと考えられる材料から、可能性
のあるもののみを抽出する。今回は、旧鏡山酒造の
調査・復原に携わっておられる伝統技法研究会の方
に、史実として可能性のある素材・色彩を伺い、
選定を行なった。
空間内における検討箇所には、床面、ステージ、
壁面が挙げられる。この内、ステージは近年の活用
に向けて設置されたもので、歴史的な制限はない。
また、壁面では、現状では存在しないが史実として
取り付けられていた可能性の高い腰壁を、有無も含
めて検討を行う。
使用する材料は、床面には石材系、壁面には土壁、
腰壁には木材、ステージでは現状の布張りをイメー
ジした無地系と他の箇所との調和を考慮した木材
を想定した。なお、保存デザインの観点から、当初
材は、現状通り古色とし補強の構造材は、無垢材の
色をそのまま用いる。

図6．大正蔵内観写真

表5.検討箇所及び材料の組合せ
表4.選定した候補の材料及び色彩

表4.選定した候補の材料及び色彩
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床面

ステージ

空間１

石材系

空間２
空間３
空間４

壁面
上部

腰壁

木材系

土壁

木材系

石材系

木材系

土壁

―

石材系

無地系

土壁

木材系

石材系

無地系

土壁

―

3.3予備実験の方法
前節で、実験に用いる候補の素材と色彩の選定を行な
ったが、依然として候補数が多い。そこで、予備実験を
通じて候補の絞り込みを行うことにした。候補の色彩を
表 4 に、空間の種類を表 5 に示す。
また、大正蔵が落ち着いた時間を過ごせる空間となる
よう、期待される印象として「ゆったり」を想定し、ゆ
ったりする空間に相応しい内装を決定してもらう。
Autodesk 社製 Auto CAD により作成した 3D モデルを
もとに、同じく Autodesk 3dsMax と、株式会社ソリッ
ドレイ研究所製 Omega Space を用いて実験に用いるVR
空間を作成した。実験では、被験者は液晶シャッターメ
ガネを装着して、大型スクリーンに投影された空間内を
見ることで、空間を立体視することができ、没入感が得
られる。実験の手順は以下のとおりである。
① 被験者に 3D 空間と、素材・色彩の候補一覧を提示。
② 一覧より、「ゆったりする空間に相応しい色」とい
う基準で材料の色を選択してもらう。
③ 上述した①②を表 2 で示した箇所について順に実施
する。この際、既に選んだ箇所の素材・色彩の再選
択も可能とする。
④ アンケートとして「材料の色を選択した際に工夫し
た点」と「よりゆったりさせるための改善案」を回答し
てもらう。

(1)色彩選択傾向
床面(図 9.a)では、稲田石 A・B、貴蛇紋 A・B の選
択者が尐なく、柄の強いものは敬遠されるといえる。
それに対し、三和土 A・B は選ばれる割合が高く、
牡丹石小松石 B、芦野石、安山岩が続いて選ばれてい
る。
床面では柄の印象の強くないものが好まれるといえ
る。柄の強いものでは例外として多胡石が選ばれる
傾向が出た。ステージの木材系(図 9.b)では、どの空
間でも、古色が最も選ばれた。これは空間内で予め
古色に設定されている箇所が多いことが要因に考え
られる。
無地系(図 9 .c)では、ltg6 が両空間で支持され、Bk、
d2、d8 が同数で続いて選ばれている。全体的に淡い色は選
ばれなかったが、ltg6 に関しては土壁の色との調和か
ら、選択される傾向にあったと考えられる。壁面上部(図
9.d)では、土壁5が比較的多く選ばれたが、全体的にば
らつきが見られた。また、空間によって好まれる色が異
なり、全体の傾向は見られなかった。
腰壁(図 9.e)では、どちらの空間でも古色、黒色が
順に選ばれた。腰壁を土壁に馴染ませるよりも、暗
色を用いて空間にアクセントを加える傾向があると
考えられる。

⑤ ①～④を表 2 の 4 種類の空間について実施する。
⑥ 素材・色彩を決定した 4 種類の空間を再提示し、そ
れらの中で最もゆったりする空間を 1つ選択してもら
い、その理由を回答してもらう。
なお、4 種類の空間の提示順序と検討する 3 箇所の選
択順序は、被験者間でカウンターバランスをとる。
3.4 予備実験の結果と考察
被験者は、男子学生 25 名、女子学生 23 名の計 48 名
とした。実験の様子を図 7 に示す。各空間における面
別選択結果と最もゆったりする空間の結果を図 9 に示
す。

図8．実験空間の例
図7．実験の様子
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）

(a)床面

(b)ステージ（木材系）

(c)ステージ（無地系）

(d)壁面上部

(e)腰壁

(f)最もゆったりする空間

図9．予備実験の結果
表6．本実験で使用するアンケート項目
項目

選択肢

色調

明るい色にした、暗い色にした、統一感を出した、メリハリをつけた、
淡い色にした、濃い色にした、アースカラーとした、あたたかい色に
した、つめたい色にした、その他（自由記述）

印象

落ち着き、和風な、やわらかい、かたい、懐かしい、高級感のある、
地味な、馴染みのある、その他（自由記述）

基準箇所

ステージ、床、土壁、腰壁、当初材、補強材、小屋組み、その他

表7．候補から削除した項目とその選択割合

石材系

無地系

稲田石A

0.52%

稲田石B

0.52%

大谷石

2.08%

貴蛇紋B

0.00%

鉄平石

4.17%

御影石B

1.56%

d18

2.08%

d22

1.04%

Gy

1.04%

ltg2

4.17%

ltg14

0.00%

ltg18

2.08%

ltg22

2.08%

W

2.08%

6

貴蛇紋A
石灰コンクリート

0.52%
0.52%

（2） アンケート項目
最もゆったりする空間(図 9.f)では、過半数が
空間 1 を支持する結果となった。予備実験ではス
テージは木材が好まれ、腰壁のある空間が好まれ
ているといえる。
材料の色を選択する際に工夫した点の結果から
多く回答されたものを、本実験で使用するアンケ
ート項目として「色調に関すること」「印象に関
すること」「基準とした箇所」に分け、表6 に示
すように選定した。

空間 3 においては、ステージでは d2、d6、腰壁で
は古色を選択した。
（3） アンケートの回答
最もゆったりする空間(図 1 0 .f)では、空間 1、
2 が支持され、ステージが木材系の空間が好まれた。
色調では空間によって差はあったが、「統一感」
「明るい色」「メリハリ」などが上位の結果と
なった(図 11)。空間による割合の差から、ステ
ージが木材系の空間では明るく、統一感のある
こと、無地系の空間では、メリハリがあること
が重視されるといえる。
（3） 候補の空間・色彩の絞り込み
印象では、全ての空間で「落ち着き」が最も重
空間の種類は、空間4 の選択人数が最も尐なか
視され、空間1
では、続いて「やわらかい」「和
ったことと、腰壁がなく、ステージも無地系とい
風な」が、空間 2 では「やわらかい」「馴染み
う空間 1 から最もかけ離れた空間であるので削
のある」が、空間 3 では「和風な」「やわらか
除することとした。石材系及びステージ無地系の
い」がそれぞれ順に支持された(図 12)。ゆった
候補の色彩は、全体の選択割合から、5％以上の選
りする空間においては落ち着きや、やわらかさ
択者がいるもの、他に類似した色みのないものを
の印象が必要であると考えられる。
本実験使用色として採用した。削除した候補を表
基準箇所では、順位に差があったが、床・ステ
7 に示す。ステージの木材系は、現状のまま 5 色
ージが選ばれた(図
13)。床は面積が一番大きい
とする。土壁では、最もゆったりする空間の選択
こと、ステージは空間のアクセントとなること
傾向で減尐の見られた土壁1 を削除した。腰壁は、
が、要因に考えられる。
全体で割合の高かった古色と、ゆったりする空間
の選択傾向で増加の見られた黒色を本実験で候
（4） 重視項目別色彩選択傾向
補とする。
「落ち着き」「やわらかい」を重視した選択で
以上より、本実験は石材系9 種類、ステージの木
は似た傾向が見られ、床面で芦野石･三和土 A
材系色・無地系 9 色、土壁 6 色、腰壁 2 色を候補
のベージュ系の色の選択が増加した。ステージ
とする。
の木材系では黄色が増加し、その傾向は特に
「やわらかい」選択者で顕著であった。壁面で
3.5 本実験の方法
はベージュ系の土壁が好まれるようになった。
予備実験より選定した素材・色彩を候補として、VR 空
間を用いて川越関係者の意見による、大正蔵に適し （5） 被験者属性別の傾向
たゆったりする素材・色彩の組合せを明らかにする。
若年の被験者は比較的暗い色調を重視し、色彩
実験空間、実験手順は予備実験とほぼ同様とす
る。アンケートのみ、予備実験結果を受けて作成
した選択肢式のもの(表 6)に変更し、複数回答可
能で実施する。
3.6

本実験の結果と考察

実験は旧鏡山酒造にて行なった。被験者は男性
37 名女性 23 名の計 60 名とし、対象を川越市民や
関係者、鏡山酒造来訪者に限定した。実験結果を
図10～13 に示す。
（1） 色彩選択傾向
床面(図 10.a)では、全空間で三和土 A が最も選
ばれた。ステージは、木材系(図 10.b)で黄色、無
地系(図 10.c)は d2 が好まれた。壁面(図 10.d)
では、全空間で土壁6 が一番選ばれ、腰壁(図 10.e)
では、全空間で古色が一番選ばれた。
（2） 各面の相関関係
床面で三和土 A を選択した人の多くは、ステー
ジの木材系において黄色を選択し、腰壁に古色を
選択した。ステージで d2 を選択した人の多くは
床面に芦野石、腰壁に黒色を選択した。
壁面上部で土壁6 を選択した人の多くは、空間1
では、ステージ・腰壁に古色を選択した。空間 2 で
は、床面に三和土 A、ステージに黄色を選択した。7

選択においても暗い色を選択する割合が高い。
対して中高年の被験者は明るい色調を好み、や
わらかさを重視する。さらに、中高年の被験者
は床面を基準とする傾向が強い。また、大正蔵
の認知別の分析でも同様の結果が得られた。こ
れは、現状の空間が非常に暗いため、改善要求
を持った被験者が多かったことが要因と考えら
れる。
3.7 分析を踏まえた大正蔵への一提案
以上を踏まえて、内装の提案を行なった。材料
の組合せは最もゆったりする空間に多く選ばれた
空間2 のものから提案する。また、提案を導き出
すまでの分析の流れを図14 に示す。
床面では、最もゆったりする空間に選ばれた空
間の色彩選択傾向から、増加傾向にあった三和土A
を選定した。ステージは「やわらかい」「明るい」
といった重要な印象で増加した黄色を選択した。
壁面には、「落ち着き」「やわらかい」「明るい」
「統一感」「あたたかい」の 5 項目で増加の見ら
れた土壁 4 を選定した。なお、空間 2 には腰壁は
存在しないが、「統一感」「あたたかい」の項目
で古色が支持を集めた。選定した空間を図15 に示
す。

(a)床面

(b)ステージ（木材系）

(c)ステージ（無地系）

(d)壁面上部

(e)腰壁

図11．重視した色調

(f)最もゆったりする空間

図12．重視した印象
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図13．基準とした箇所

判断を通じ、様々な可能性を事前に検討できるシ
ステムの利用が有用であると考えられる。
また、被験者属性別の分析から、重視する要素
や色彩の選択傾向の違いを明らかにすることが
できた。今後は、属性による差異を考慮した公平
な提案に向けて、被験者選択や分析手法の検討を
行うことで、よりシステムの有効性が高まるとい
える。

3.8
大正蔵提案における総括
本研究では、これまで専門家の判断に頼って決
定されてきた、従来の調査では決定しきれない部
分に、地域住民や関係者等も参加可能な、複敭意
見によってアプローチすることができる復原案決
定支援システムを構築した。本システムによる VR
空間での印象評価を通じて、求められる印象や相
応しい色彩を選定し、内装を提案することができ
た。歴史的建造物の再生利活用には、複敭の人の

図14．提案までの分析の流れ

図15．大正蔵内装提案例
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4.2
復原活用と用途計画
伝統技法研究会の『旧川越織物市場東西棟復
原改修工事基本設計書』を参考に行う。まず現
況での後補増築部分は撤去し復原を行い、活用
するために求められる機能を付加する。
さらに今回、活用する際に考慮する部分とし
て、広場に面したファサードの揚戸や土庇は織
物市場独特のものと考えられることから、ファ
サード面の保存を行い、構造材の再活用も図る。

4.旧織物市場
4.1
施設概要
埼玉県川越市の旧川越織物市場（松江町
2-11-10）は、明治43年(1910)の建築で、全国で
も唯一の木造織物市場建築残存例として、文化
的・歴史的価値の高い建物である。2010年現在、
旧川越織物市場は一時的な補修工事は完了して
いるが、用途が決定していないため外装・内装
の工事は行われていない。しかし、構造材の劣
化や耐震性の問題も見られ、早期の改修が望ま
れる。446坪の敷地内に東棟、西棟、栄養食配給
所、別棟2棟の計５棟が建つ。織物は近代基幹産
業の一つであり、幕末・明治前期には、川越は
わが国でも屈指の流行織物の集散地であった。
川越商業会議所（現川越商工会議所）による経
済振興プロジェクトの一環として織物市場建設
が計画され、その後、短工期で川越織物市場が
建設された。しかし日露戦争後期に生じた不景
気で金融恐慌に陥り大正8年に閉鎖、その後増改
築され寮、住居として使用されてきた。平成17
年に川越市の指定文化財を受けている。

川越織物市場の会の『川越織物市場再生・活
用計画 提案書』を参考に、旧川越織物市場に
ふさわしいと思われる用途を提案する。

西
棟
栄養食配給
所

東棟
図18. 旧川越織物市場現状外観
左：西棟 右：東棟

図16. 現況 配置図兼1階平面図

現況 2階平面図（左：東棟 右：西棟）

10920

1690

図17.

図19.復原 東棟平面図・立面図
東棟１階平面図
8190

27300

東棟2階平面図

19110

910

東棟西立図

東棟南立図

図20.復原 西棟平面図

5460

5460

5460

32760

5460

5460

5460

提案 西棟1階平面図

提案 西棟2階平面図
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①織物ミュージアム（参加・体験・学習機能）
織物市場建築を生かして織物の体験施設や川
越の織物史を学ぶ場としての活用を図り、地域
住民や観光客との交流を目的とする。また明治
建築ということもあり階高が低く、体験施設と
しては閉鎖的で圧迫感があると考え一部吹き抜
けを設ける。
さらにこの空間の内装提案も行うこととし、
より旧川越織物市場にふさわしいと思われる空
間を提案する。
②みせ（商業機能）
当時使われていた名称や形態を残し、土間と
畳の空間で織物の販売を行うことを目的とする。
③ アーティスト・イン・レジデンス（文化活動
の支援、商業機能）
国内外のアーティスト向けの工房や店舗、ギ
ャラリーとなる場等、新しい文化・芸術を発信
することを目的とする。また揚戸や土間等、当
時の形態を積極的に利用した商業施設としての
活用を図る。
④ 児童館（児童厚生施設）
幼尐期から歴史的建造物に触れられる利点を
生かした児童館を設ける。体験施設と併設させ
ることで、地域に密着した教育支援活動を行い、
また新しい施設形態としての活用を図ることを
目的とする。

アーティスト・イン・
レジデンス

4.4
具体的な活用提案
西棟をアーティスト・イン・レジデンス、東
棟を織物体験施設と店舗・事務所とし、西・東
両棟にまたがって、児童館とする。この活用提
案に基づき、実験は東棟の織物体験施設を対象
とする。

児童館

展示室
保健室

講師室

宿泊室

宿泊室

WC
作業室
収蔵庫
提案 東棟2階平面図

土間
児童館

みせ

織物体験施設

10920

児童室

ユーティリティ

WC

浴室

WC

収蔵庫
事務所

WC

8190

10920
27300

8190

提案 東棟1階平面図

児童館

図21. 提案 配置図および東棟平面図

織物体験 店舗

児童館

図22. 提案 西棟平面図

事務所

アーティスト・イン・レジデンス
(1)

(2)

児童館

(3)

図書室

(4)

提案 西棟2階平面図

4.3
法規について
建築基準法第3条では「適用の除外」として、
国宝・重要文化財などに指定された建物は建築
基準法を適用しないとしているが、文化財であ
っても特定行政庁が建築審査会の同意を得て指
定したものでなければ基準法に適合させるよう
にしなければならない。そこで建築基準法の法
的条件を満たすための措置として構造計算を行
う。
また文化財保護法の法律をはじめ、施行令や
条例等を考慮した上で、活用提案を行っていく。

WC

アーティスト・イン・レジデンス
(1)

(2)

(3)

5460

5460

5460

児童館
活動室

(4)

5460

5460

5460

32760

提案 西棟1階平面図
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4.5
構造計算
伝統技法研究会の一案としては鉄骨柱で補強
する案が出ているが、今回方立部分の内側に柱
と壁を設け構造補強することを提案する。ファ
サード保存を行うため、内側に補強を施すこと
で視覚的にも大きな影響を与えることはないと
考えられる。4で示した活用提案東棟の建築基準
法の法的条件として、壁量と偏心率を計算する。
その際基準が満たされない場合は再び壁の配置
やバランスを考慮し再度構造計算を行う。また、
軸組模型を作成することで構造部分を明らかに
し、耐力壁の検討を行う。
図23. 軸組模型（作成scale:1/30）
表8. 壁量計算
地震力に対する必要壁量(㎝)
X方向、Y方向
地震
床面積(㎡)
値①
係数
188.81
33
6230.62
171.42
21
3599.75

必要壁量 階数
の計算
1階
2階
階数

耐力壁の種類

倍率

真壁(ラス)
真・大壁（ラス、片15*90）
真・大壁(ラス、た30*90)
1階
大壁（片45*90）
存在壁量
大壁（た45*90）
の計算
合計

2
2
4
2
4

壁長
91
91
91
91
91

真壁(ラス)
真・大壁(ラス、た30*90)
2階
大壁（た45*90）
合計

2
4
4

91
91
91

階数

方向

必要壁量

X
Y
X
Y

6230.62(①＞③)
7393.00(①＜②)
3599.75(①＞③)
3962.50(①＜②)

1階
2階

採用
判定
＜
＜
＜
＜

風圧力に対する必要壁量（㎝）
X方向
Y方向
見付面積 風圧係
見付面積 風圧
値②
値③
(㎡)
数
(㎡)
係数
147.86
50
7393
58.9
50
2945
79.25
50
3962.5
31.52
50
1576
Ｘ方向(cm)
箇所数
15
8
18
0
12

25
8
6

値
2730
1456
6552
0
4368
15106

壁長
91
91
91
91
91

4550
2912
2184
9646

91
91
91

Ｙ方向(cm)
箇所数
値
18
3276
2
364
13
4732
5
910
7.5
2730
12012

存在壁量
15106
12012
9646
12194

表9. 偏心率

X 方向の壁について
座標軸から重
心までの距離
座標軸から剛
心までの距離

𝚺 𝐀･𝐘
𝚺𝐀

𝐆𝐱 =

𝚺 𝐋𝐱･𝐘
𝚺𝐋𝐱

𝐒𝐱 =

𝐆𝐲 =
𝐒𝐲 =

偏心距離

𝐞𝐲 = |𝐒𝐲－𝐆𝐲|

ねじり剛性

𝑲𝑹 = 𝜮 𝐋𝐱･ 𝐘 − 𝐒𝐲

弾力半性

偏心率

Y 方向の壁について

𝐫𝐞𝐱 =

𝐑𝐞𝐱 =

𝑲𝑹
𝚺𝐋𝐱
𝐞𝐲
𝐫𝐞𝐱

G：重心（Gx、Gy）
S：剛心（Sx、Sy）
ex：Y方向の壁についての偏心距離
ey：X方向の壁についての偏心距離
Lx：X方向の各壁の有効長さ（m）
Lx：Y方向の各壁の有効長さ（m）
A：分割された長方形の個々の面積
∑A：分割された長方形の面積総計
Ｘ：分割された長方形の重心Ｘ座標
Ｙ：分割された長方形の重心Ｙ座標

𝚺 𝐀･𝐗
𝚺𝐀

𝚺 𝐋𝐲･𝐗
𝚺𝐋𝐲

𝐞𝐱 = |𝐒𝐱－𝐆𝐱|
𝟐

+ 𝜮 𝐋𝐲･ 𝐗 − 𝐒𝐱

𝐫𝐞𝐲 =

𝐑𝐞𝐲 =

𝟐

𝑲𝑹
𝚺𝐋𝐲
𝐞𝐱
𝐫𝐞𝐲
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27
17
3

4914
6188
1092
12194

4.6 予備実験の方法
これまでの実験同様、旧川越織物市場の内装
提案をするためにVR空間を用いて素材・色彩選
択の実験をおこない、建設当時に利用できたと
考えられる材料で可能性のある素材・色彩の数
を絞り込む。カーペットについては空間内に織
物機を置く可能性が高いことから、床面保護の
ための素材として選定する。実験で用いるVR空
間は、建築工学科がAutodesk社製AutoCADに
より立ちあげた旧川越織物市場の活用提案した
空間の3Dをもとに、同じくAutodesk社製の
3DCG制作ソフトである3dsmaxとソリッドレ
イ研究所製OmegaSpaceを用いて構築した。
芝浦工業大学豊洲校舎研究棟13階情報工学科会
議室において、2010年9月14日～18日に20代と
40代～60代の男女各12名の計48人を被験者と
して実施した。使用道具は3Dプロジェクター、
眼鏡（液晶シャッターメガネ、パソコン、エミ
ッターであり、映像は会議室の壁面に投影した。
部位の材料の組み合わせは表3に示した4通り
とし、それぞれを空間1～空間4と定義する。材
料、および色を変更する部位は「床面」と「壁
面」の2箇所とする。それぞれの部位の材料とし
て、白・赤・黄・黒・茶系の木材5種類、茶・白
・灰・ベージュ・濃ベージュ・黄・橙系の土壁7
種類、漆喰は無地で淡い色を4色・濃い色を3色
・白の合計8色、カーペットは淡い色を9種類・
濃い色を7種類用意した。

実験の手順は以下の通りである。
①実験の趣旨、実験の手順の説明を被験者に行
う。
②被験者にVR空間と材料の色の候補一覧を提
示する。
③一覧より、「開放感を感じる空間」という印
象ワードを基準として色を選択してもらう。被
験者が色を選ぶとその色が空間中の部位に適用
される。
④上述した②③を床面・壁面の計2箇所について
順に実施する。被験者がカメラの視点（計2視点
：正面、見上げ）を自由に変えることを可能と
する。
⑤④を選択した際に重視した点に関してアンケ
ートに回答してもらう。
⑥②～⑤を表10に示した4種類の空間に順に実
施する。
⑦色を決定した4種類の空間を再提示し、それら
の中で最も開放感を感じた空間を1つ選択して
もらい、またその理由を回答してもらう。

表10. 空間の種類
と検討箇所
床面
木材

空間1
木材
空間2
空間3 カーペット
空間4 カーペット

壁面
土壁
漆喰
土壁
漆喰

表11. アンケート項目
図24. 予備実験の VR空間
（空間1の場合）

項目
1．色調
について
2．印象
について
3．基準
とした箇
所
4．工夫
した点

選択肢（複数選択可）
明るい色にした・暗い色にした・統一感を出した・メリハリをつけた
淡い色にした・濃い色にした・あたたかい色にした・冷たい色にした
アースカラーにした（自然が持つ色合い）・その他（自由記述）
落ち着き・和風な・やわらかな・かたい・懐かしい・地味な・高級感の
ある・馴染みのある・集中できる・期待感のある・非日常的な・その他
（自由記述）
床・壁・格子戸・1階梁・天井・柱・その他（自由記述）
自由記述
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予備実験の結果と考察

人数

木材（空間1、2床面）

20

8

15

6

10

4

5

2

0

0
無垢

アメ色

黄色

黒色

古色

(a)木材（床面）
人数
25

カーペット(空間3、4床面）

人数
10

25

4
29%

1

2

3

4

5

6

7

8

3
23%

9 10 11 12 13 14 15 16

(b)カーペット（床面）

土壁（空間1、3壁面）

20

15

15

10

10

5

5

0

(e)最も開放感を感じる空間

＊(a)～(d)に関して、
棒グラフの各項目の左側が
表題の数字の小さい方の空間
の選択数を示している

0
土壁1 土壁2 土壁3 土壁4 土壁5 土壁6 土壁7

(c)土壁（壁面）

2
31%

漆喰（空間2、4壁面）

人数
25

20

1
17%

Ｗ

Ｇｙ6.5 Ｇｙ5.5

p16

lt16

lt8

s4

sf4

(d)漆喰（壁面）

4.8
本実験の方法
予備実験の結果から選定した素材・色彩を候
補として、VR空間を用いて旧川越織物市場を活
用するにあたりふさわしいと思われる素材・色
彩の組み合わせを明らかにし、内装提案をする。
埼玉県川越市「小江戸蔵里」ギャラリーにお
いて、2010年11月29、30日、12月2～4、6日の
日程で20・30代と40代以上の男女各16人の計64
人を被験者として実施した。素材の数を絞るの
みならず、予備実験の空間に織機を置いて織物
体験施設により近づけたものを使用することと
し、また、床・壁の素材の組み合わせによって4
種類だった空間を1種類にすることで最もふさ
わしい素材を選定した。「開放感を感じる空間」
のみだった印象ワードに「懐かしさを感じる空
間」を追加し、その印象にふさわしい素材・色
彩をそれぞれ選定してもらう。ここから以下「開
放感」を空間A、「懐かしさ」を空間Bと呼ぶこ
ととする。

図 25. 予備実験結果
予備実験の結果、最も開放感を感じる空間と
して空間 2、次いで空間 4 が選ばれた。ともに
漆喰が使われており、無地で明るめの色が「開
放感」として好まれたようである。
本実験に向けての絞り込みの条件として、全
体で選ばれたものか空間のどちらか一方で選ば
れたもので割合が6％以上のものは残すことと
する。また好まれた素材の組み合わせと以上の
条件で減らした素材が当てはまらないことを確
認する。候補数が尐ない木材は現状の5色から変
更しないこととする。またカーペットの赤系(2)
・紫系(16)の素材と漆喰の薄灰色のGy6.5は基準
を満たしていないが他に似た色がないため削除
の対象外とする。
以上の条件から、表12のような結果になった。
使用する面積が広いため、部位にかかわらずど
の素材も濃系より薄系のものが好まれる傾向が
ある。
表12. 本実験で使用する素材・色彩

木材
カーペット
土壁
漆喰

1.無垢(白系)

2.アメ色(赤)

3.黄色

4.黒色

5.古色(茶系)

1.(白系)

2.(赤系)

3.(黄系)

4.(薄緑系)

-

5.(薄灰系)

6.(ベージュ系) 7.(青系)

8.(黒系)

9.(紫系)

1.土壁1(茶系) 2.土壁2(白系) 3.土壁4(ベージュ系)

4.土壁6(黄系)

5.Ｗ(白)

9.sf4(薄赤)

6.Ｇｙ6.5(薄灰) 7.p16(薄青)
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8.ｌt8(黄)

図26. 本実験の様子
図27. 本実験のVR空間
4.9

本実験の結果と考察
(2) 面別選択傾向

実験の分析は下図の流れで行う。

(1) 素材・色彩選択傾向
床面では空間Aで白系の無垢が、空間Bで茶系
の古色が多く選ばれた。両方とも木材である理
由として、建物自体が木造であることと織物が
古いというイメージを持っているためだと考え
られる。織機下のカーペットはベージュ系の6
が最も多く、次いで赤系の2が選ばれた。壁面で
は空間Aでは白系のWが、空間Bでは黄系の土壁
6が多く選ばれた。
床面

人数
45

左：空間A
右：空間B

40
35

人数
45

壁面

40

35

30

30

25

25

20

20

15

15

10

10

5

5

0

0

土壁1 土壁2 土壁4 土壁6

(a)木材＋カーペット（床面）
人数

(b)土壁＋漆喰（壁面）
左：空間A
右：空間B

床面（織機下）

45

Ｗ

40

35
30

25

床面で無垢を選択した人は空間Aの織機下で3
・4・6などの関連性の低い色彩を選択した。織
機下が周囲に影響を与えず、個人の好み
で選ばれているためだと考えられる。ま
た空間Aの壁面では明るい白系のW・土
壁2を選択した。古色を選択した人は空間Aの壁
面でW・土壁2を、空間Bの壁面で暗い色彩の土
壁6・土壁1、織機下で6を選択した。
織機下で6を選択した人は空間Aの壁面でW
・土壁2を、空間Bで土壁6を選択した。
壁面でWを選択した人は空間Aの床面で無垢
・1を、土壁6を選択した人は空間Bの床面で古
色を多く選択した。それぞれ白系と茶系で統一
されている。
(3) アンケート項目選択傾向
予備実験と同様に、空間作成の際に重視する
ものを選択してもらった。重視した色調は空間A
では他と大きく差をつけて「明る
左：空間A
い」が最も多く、「開放感」が光
右：空間B
・明るい・広いと感じ、暗い色調
だと狭く感じるという自由記述
での意見が多かったことと一致
している。空間Bでは僅差だが
「統一感・あたたかい・アースカ
lt8
sf4
Ｇｙ6.5 p16
ラー」を重視する傾向にある。重
視した印象は全体で「落ち着き」が最も選ばれ、
空間Aでは「やわらかい・和風」が、空間Bでは
「和風・馴染み」が多く選ばれた。基準とした
箇所は全体で床が最も多く、次いで壁、その他
は差があるが一階梁・柱・織機下等が多い。

20
15

10
5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

(c)カーペット（織機下）

図28. 素材・色彩選択傾向

＊(a)～(c)に関して、
棒グラフの各項目の左側が
空間A、右側が空間Bでの選択数
を示している
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またアンケートの最後に空間Aと空間Bでど
ちらが織物体験施設としてよりふさわしい空間
であるかを選んでもらったところ、空間Bが64
％を占めた（下図(d)）。織物が和・昔の物とい
う印象を持つためだと考えられる。
色調について

点数

空間A

35.00

空間B

30.00

30.00
25.00

20.00

20.00

15.00

15.00

10.00

10.00

5.00

5.00

0.00

0.00

基準とした箇所

点数

印象について

点数
35.00

25.00

(a)色調について

4.11

(b)印象について
空間B

30.00
25.00

空間A
36%

20.00
15.00

空間B
64%

10.00
5.00
0.00

床

壁

格子戸 一階梁 天井

柱

織機 織機下 その他

(c)基準とした箇所
図29.

(d)体験施設にふさわしい

アンケート結果

(4) 重視項目別選択傾向
色調で「明るい」を選択した人は空間Aの床面
で無垢を、壁面でWを選択した。印象で「やわ
らかな」を選択した人は空間Aの織機下で6を、
壁面でWを、床面で無垢を選択した。また空間B
において色調で「統一感」を選択すると織機下
で黄系の3を、「あたたかい」を選択すると織機
下で2を、「アースカラー」を選択すると織機下
で6をそれぞれ最も多く選択した。印象で「落ち
着き」を選択した人は空間Bの床面で古色を、壁
面で土壁6を選択した。印象で「和風」を選択し
た人は空間Bの織機下で6を選択した。

4.10 内装提案
本実験の分析の結果、織物体験施設としてふ
さわしい空間として選ばれている空間B、
アンケ
ート項目で重視された「落ち着き・和風」に着
目し空間を提案する（表13）。
全体でこの組み合わせを選択した人は5人い
た。
表13. 提案空間
織物市場に
ふさわしい
提案空間

床面

織機下

今回の実験で印象ワードによって作成空間に
大きな差が生じたことから内装・色彩を提案す
る際には基準とする印象の決定が重要で、かつ
複数の意見を収集することには意義があると感
じた。今後も被験者や事例を増やす
空間A
ことでVR空間を用いたシステムの
空間B
向上を目指す。
川越市は、まだ多くの観光資源が
あると共にそれらを積極的に活用
していこうという動きが見られる。
今回の提案で、旧川越織物市場のよ
り発展した展開が見られる
ことを期待したい。

5. 結論と展望
本研究では、これまで復原設計者の恣意的な
判断に頼って決定されてきた部分に、複数意見
によるアプローチが可能な復原案決定支援シス
テムを構築した。今回対象とした旧鶴川座、旧
鏡山酒造大正蔵、旧織物市場においては、バー
チャル環境を用いた印象評価を通じて、求めら
れる印象や相応しい色調を明らかにし、内装の
提案ができた。歴史的建造物の復原には、復原
後のイメージがわかり、複数の人の判断を通じ
て様々な可能性を事前に検討できるシステムの
利用が有用であると考えられる。
また、文化財所在地の市民を被験者とする分析
から、貴重な成果を得ることができた。今後は、
このシステムを実際の文化財の復原策定に用い
ることを提案していきたい。

空間A

35.00

川越旧織物市場における総括

壁面

懐かしさ
古色
6
土壁6
を感じる空間 （茶系） （ベージュ系） （黄系）
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RESTORATION SUPPORT SYSTEM FOR HISTORIC ARCHITECTURE
USING VIRTUAL ENVIRONMENT
Watanabe,Y. 1 Ohkura,M. ２
Shibaura Institute of Technology Dept. of Architecture and Building Engineering
2
Shibaura Institute of Technology Dept. of Information Engineering

1

Recently, a trend is growing to restore such traditional Japanese buildings as theaters and markets as
symbols of town renovation. However, the restoration and reconstruction of such buildings commonly
encounters difficulties, including a lack of drawings of design and different construction materials and
structures between the past and the present. Thus, virtual images of a restored building are a great help in
evaluating and discussing restoration plans. Therefore, we constructed a restoration support system that uses
virtual environments to help with the design plan for the indoor restoration of historic buildings – a theater, a
storehouse, and a textile market in Saitama Prefecture.
KEYWORDS:

3-D cad, VR, historical architecture, reconstruction and restoration, utilization.
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3D-CADお よ び VRに よ る 文 化 財 建 造 物 の
復原・再生活用支援

【研究目的】
歴史的建造物の再生利用が近年盛んに行わ
れるようになってきた。まず史料と建築部材
痕跡に基づく復原(復元)を実施するが、建設
当初の資料が乏しいことに加え、時代の変化
に伴うエネルギー利用の変化や、建築基準法
による内装制限などの適用を受け、厳密な史
実に沿っての復原のみでは現代的利用に不向
きである。史料や痕跡で追い切れない部分は
従来、復原設計者の恣意的なデザインに頼っ
て来ざるを得なかったが、近年の再生利活用
ブームを考えると、別の手法による、公正か
つ市民の期待にも応えられる新たな方式が考
えられないだろうか？
本研究では申請者が文化財審議委員として
復原策定を担当している複数の歴史的建造物
に対し、3次元CADによる復原画像を用いた没
入型VRの実験を通じて、細部やインテリア（色
・素材）を決定し、歴史的建造物の復原支援
手法を構築・検討することを目的とする。

要

約

研 究 者・所 属
渡辺 洋子
芝浦工業大学 工学部

【研究成果】
実験システムと被験者構成は下記の通りで
あり、回を追うごとに改良を加えていった。
① 旧鶴川座 傾斜型スクリーンとプロジ
ェクタ２台
予備実験、本実験とも大学学内
② 旧鏡山酒造大正蔵 垂直型スクリーン
とプロジェクタ１台（ダブルレンズ）
予備実験学内、本実験川越市内
③ 旧織物市場 垂直型スクリーンとプロ
ジェクタ１台（ダブルレンズ）
予備実験学内、本実験川越市内（性別
・年齢構成平準化）
課題としては、実験で得たデータをいかに
最終提案にもっていくかの統計的手法であっ
た。材料と色との選択に相関性があることに
気づき、相関係数をとることで、選択傾向を
探る方法が有効であった。但し、この点では
まだ改良の余地がある。
以上の過程を経て、復原支援手法の構築を
達成できた。査読付き論文２本、国際学会発
表３本の成果を得ている。

【研究手順】
本研究では、具体的対象とするのが、川越
市にある旧鶴川座、および旧鏡山酒造大正蔵、
旧織物市場の各建物である。
手順としては
① 史資料、材痕跡に基づく基本的な復原
設計および活用案を策定する。
② 復原に際して決定できない内装の対象
を絞り、歴史的可能性のある材料・色
の候補を選定する。
③ ②を対象として、三次元VRによる没入
型空間を構築し、予備実験を実施して、
その結果を利用し、候補を絞り込む。
④ 絞り込んだ材料・色を対象として、本
実験を実施する。
⑤ ④の結果として、内装提案をおこなう。
⑥ 以上を三件の建物に対して実施し、復
原支援システムを構築する。

【研究の新規性および研究成果の活用】
建築史分野は3D CadおよびCGをかなり早く
から導入したジャンルであるが、完成した復
原画像の提示にとどまっており、復原策定そ
のものに利用されることは稀であった。本研
究はその部分に注目した研究であった。
世界遺産、国指定文化財を始め、歴史的建
造物は現在、最高の観光資源であり、有効な
支援手法の構築は大いなる経済効果に貢献す
ると考える。
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