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要旨：本稿では，2019年に新種として報告された Kentriodon nakajimai の復元画制作の工程を紹介する．
工程は，①化石をデジタル3D標本化，②埋没後の続成作用による変形を補正，③補正された頭蓋を組み
込んで生体復元を制作，④ポーズやパースを決めて画像を生成（レンダリング），⑤2D CGソフトで背景
を加えて生態復元画を制作，である．本件の制作期間は修正も含めて７日となった．デジタル3D標本を
用いたことによって，①骨格に矛盾しない生体を素早く造形でき，②制作者が三次元上で標本を観察して
監修者とイメージを共有でき，③化石の続成作用による変形を補正できた．
　近年，博物館資料のデジタル3D標本化は多くの博物館で進められている．このような新たな技術をい
かに効果的に活用していくかという点が課題と考えられる．本稿で紹介したデジタル3D標本を埋め込ん
だ復元は，その利用形態の一例となろう．

はじめに

博物館資料の活用という視点において，一般の方々に博

物館資料の持つ情報をわかりやすく伝えることができるの

かという点は近年の博物館における課題の一つであり，多

くの博物館で活動する学芸員の責務である．特に化石標本

は，例外を除けば，骨や歯などの硬組織に限られており，

これは一般の方々が通常目にする生物の姿とは大きくかけ

離れているため，化石標本を理解するうえで大きな障害と

なっている．この点で，科学的な監修を経た復元画（生体

や生態）を化石標本と併せて示すことは，非常に有効な展

示手法であることがこれまでにも繰り返し議論されてきた

（例えば安藤ほか, 2019）．

ところで，近年では博物館資料のデジタル3D標本化への

関心が急速に高まっており，様々な標本についてデジタル

3D標本化がすすめられ，それらのデータの公開も行われて

いる（例えばSmithsonian X 3D, https://3d.si.edu/ [Smithsonian 

Institution, 2013]; Morphosource, https://www.morphosource.

org/ [Duke University, 2012-13]）．このようなデジタル3D標

本については単に標本のデジタル情報化ということにとど

まらず，標本の潜在的な利用価値を新たに開拓するという

点でも非常に注目されている．

古生物の復元画の制作においても，近年ではデジタル

3D技術の普及によって古生物がデジタル3Dモデルとして

復元されるようになってきている（新村・小西，2018）．

しかし，化石のデジタル3D標本が復元画制作の際に組み

込まれることはあまりなく，その工程が報告されることは

ほとんどない．そこで本稿では，頭蓋のデジタル3D標本

を埋め込んで制作したハクジラ類 Kentriodon nakajimai の

復元画の制作工程を記録し，あわせて化石のデジタル3D

標本が，より復元画に根拠を持たせ，短期間で描くうえで

とても有用であることも示す．本稿は，デジタル3D標本を
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図1．制作者による復元画制作の打診から復元画完成までの過程．
　画像は制作者（新村）から監修者（木村）にメールで送られたものの一部．
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活用した復元画制作の基本資料となることが期待される．

なお，今回の制作は，ハクジラ類（Kentriodon）とデジ

タル3D標本を活用した復元に興味を持っている新村が，K. 

nakajimai の記載論文の著者であり，3Dスキャナを用いて

標本のデジタル化を行っている木村に話を持ち掛けたこと

に始まる．そのため，復元画はプレスリリースやその後の

展示を目的にしたものであったが，無償で制作された．ま

た，著作権者を新村と足寄動物化石博物館に設定し，著作

権の所在を使用ごとに示すことで提供も無償で行われてい

る．プレスリリースは2019年3月20日に行われ，展示は群

馬県立自然史博物館にて同年6月29日から12月15日まで行

われた．

本研究の一部はJSPS科研費18K01110の助成を受けたも

のである． 

方法と材料

今回の事例で扱った標本は，2019年2月27日に記載論文

が出版された群馬県の安中層群原市層産ハクジラ類化石 

Kentriodon nakajimai である（Kimura and Hasegawa, 2019）． 

Kimura and Hasegawa （2019）では群馬県安中市の碓氷川河

床より発見された6標本と群馬県高崎市の鏑川河床より発

見された1標本の合計7標本が記載されている．いずれの標

本も頭蓋が保存されており，後述のように標本によっては

背腹方向あるいは内外方向などからの続成作用による圧縮

変形を受けている．

標本のデジタル3D標本化はArtec Spider（Artec Group, 

Luxembourg）を用いて行い，得られたデータはスキャナ

付属のソフトウェア（Artec Studio 11）を用いて標準的な

プロトコル（グローバル位置合わせ，シャープメッシュ化）

により3Dモデルの作製を行った．本作業は木村が担当し

た．

化石のデジタル3D標本が得られて以降の作業は3DCGソ

フトであるZBrush 4R7（Pixologic）で行い，レンダリング

図2．復元に用いた Kentriodon nakajimai 頭蓋．
　圧縮変形の方向が分かるように変形を補正した頭蓋をアウトラインと斜線で示した．ホロタイプ（GMNH-
PV-3244）のデジタル3D標本， A，背側面; B，左側面; GMNH-PV-1010，C，背側面; D，左側面; GMNH-PV-832，E，
背側面; F，左側面．スケールバーは10㎝．
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図3．GMNH-PV-1010を参考にホロタイプ（GMNH-PV-3244）の背腹方向の圧縮変形を取り除いた3Dイメージ．
　A，前面; B，左側面; C，後面．

した後はPhotoshop Elements 11（Adobe）を用いて生態復

元画を仕上げた．制作は新村が担当し，木村が監修作業を

行った．復元画制作の打診から復元画の完成までの過程を

図1に示す．

制作工程

頭部骨格復元

Kentriodon nakajimai は7標本報告されているが（木村ほ

か, 2003；Kimura and Hasegawa, 2019），いずれの標本も続

成作用により大きく変形している（図2）．復元には主にホ

ロタイプ（GMNH-PV-3244；図2のA, B）を用いたが，こ

の標本は背腹方向の圧縮のほか，頭蓋腹側と頭蓋背側が互

いにずれている．そのため，まず，デジタル3D標本上で

ずれている頭蓋腹側を頭蓋背側から分離し，頭蓋背側の正

中に頭蓋腹側の正中を合わせた．次に，背腹方向の圧縮の

補正を行うため，主に内外方向の圧縮変形を受ける一方で

背腹方向の圧縮変形はほぼ受けていないと考えられる

GMNH-PV-1010（図2のC, D）を参考にして，ホロタイプ

の背腹方向の圧縮による変形を上下方向に引き延ばして補

正した（図3）．なお，この作業では頭蓋を構成する個々の

骨の形態が本来の形態に復元されるわけではない．しかし

ながら，本制作の目的は復元画を制作するための頭蓋の全

体的なプロポーションの推定であり，この補正で本来の変

形を受けていない状態に近似される形態が得られると考え

られるため実施した．頭部全体の復元にはこの変形補正し

たホロタイプを用いたが，吻部についてはほぼ完全に吻部

が保存されたGMNH-PV-832（図2のE, F）を参考にした．

下顎骨は，その前端まで完全に保存された同標本（GMNH-

PV-832）のKimura and Hasegawa（2019）の図7と図8を見

ながらに大まかに3Dモデルとして制作した後，吻部が完

全に残された標本（GMNH-PV-832）と変形補正したホロ

タイプの上顎と合うように下顎を復元した．（図4）．上記

の頭部骨格の復元を行うにあたり，事前に新村と木村で打

ち合わせをした．造形作業はおよそ2時間であり，監修に

よる修正はなかった．

生体復元

生体復元では，変形補正したホロタイプ（GMNH-

PV-3244）と吻部が残されたGMNH-PV-832に制作した下顎

骨を関節させ，眼球や舌，歯を造形した後，骨格が露出し

ないように体表を造形した（図5）．また，体幹部の化石は

全長が推定できるほど多くは保存されていないため，全長

はPyenson and Sponberg（2011）により頬骨突起の位置に

おける頭蓋幅をもとに推定し，全体的なプロポーションの

検討を行った．体色については海生哺乳類の多くはカウン

図4．頭蓋と造形した下顎骨の3Dイメージ．
　A，変形を取り除いたホロタイプ（GMNH-PV-3244）に関節さ
せた下顎骨; B，吻部が保存されたGMNH-PV-832と下顎骨; C透か
せたGMNH-PV-832と下顎骨の背側面．
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ターシェーディング（逆陰影）の状態にあるため，背面を

黒く，腹面を白で着色した（図5, 6）．生体復元は，すでに

制作していた現生のマイルカ（Dephinus delphis）の3Dモ

デルを頭部骨格に合わせて変形させて制作した．生体復元

が3Dモデルなので様々な方向から監修を行うことが可能

である．監修による修正を含めてもおよそ8時間の作業で

完成した．この作業で木村からの指摘は4点であり，それ

らは①吻部をより細くする，②吻部の前端は下顎の方がわ

ずかに飛び出させる，③胴体をよりスレンダーにさせる，

④鼻孔を若干左右非対称にさせる，であった．監修対応の

ための修正作業は1時間弱である．そのほとんどの時間は

ZBrushによる修正以外の造形作業である．

古生態復元画

古生態復元画の制作には，3Dモデルとして制作した 

Kentriodon nakajimai の生体復元のポーズやパース，角度

を変えてレンダリングをすることで，一枚の古生態復元画

上に，産出している個体数と同じ7体のポーズなどが異な

る K. nakajimai を入れた．Kimura and Hasegawa（2019）に

おいて記載された7標本は同一層準から産出したわけでは

ないが，このような古生態復元画の構成を行うことで来館

者や視聴者に標本への興味を喚起する一助となることを意

図したものである．またKimura and Hasegawa（2019）では，

翼状骨洞の発達が標本からうかがわれることから，やや深

い環境への適応が議論されているので，その論文内容を表

現するためにやや深い海を描いた（図7）．加えて背景には，

作品の魅力を上げるため，既にほかの画でも使用している

魚群を加えた．動物の配置の検討や背景のPhotoshopでの

描き込みにおよそ6時間を要し，木村からの修正依頼はな

かった．

議論及び考察

古生態復元画の制作から完成まで要した時間は制作作業

だけでおよそ16時間であり，期間はデジタル3D標本が制

作者である新村の手元に届いてから7日間である．この過

程において，新村と木村との間での電子メールのやり取り

は30回弱である．

すでに制作していた形態的に近い種類の動物の3Dモデ

ルを使用したこと，マルチアングルで監修可能なデジタル

3Dで制作したこと，これまでにも復元画を制作してきた

脊椎動物化石を研究対象としている者が制作を行ったこと

が，精度の高い復元画の制作期間短縮に貢献している．こ

れに加えて以下の3点において，デジタル3D標本が精度の

向上や制作期間短縮に貢献していると考えられる．①骨格

を透かせながら復元ができ，素早く精度の高い生体復元が

できた．デジタル3D標本がなければ，骨化石の形態を生

体復元が反映しているのか，制作者も監修者も判断しづら

く，精度の高い復元にはなりえなかった．加えて，監修と

図6．埋め込んだ骨格を透かせた頭部の3Dイメージ．
　A，GMNH-PV-832と下顎骨を埋め込んだ頭部の背側面; B，
変形補正をしたホロタイプ（GMNH-PV-3244）と下顎骨の背
側面; C，変形補正をしたホロタイプ（GMNH-PV-3244）と
下顎骨の左側面．

図5．Kentriodon nakajimai の生体復元（3Dモデル）．
　A，背側面; B，左側面．
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修正のやり取りが多くなり時間がかかっていた．②制作者

が監修者と化石標本のイメージを共有できた．デジタル

3D標本がなければ，対象にした化石標本（群馬県）から

遠く離れた場所（北海道）にいる制作者が復元画制作のた

めに標本を観察しに行き，標本を目の前に監修者と打ち合

わせする必要があった．③骨化石の続成作用による変形補

正ができた．デジタル3D標本がなければ，二次元の画像

やレプリカを使うほかなく，時間がかかり，変形の補正を

高い精度で行うことは難しかった．以上のことから，デジ

タル3D標本は生体復元を行う上でメリットが多いといえ

る．今後，生体復元を行う際にデジタル3D標本が活用さ

れる例が増えてくると考えられる．
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　前肢の模様は古生態復元画が完成した後に群馬県立自然史博物館からの要請で変更した．
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