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1.は じめに

(一財)日 本建築防災協会 |ま平成 29～ 30年度に

建築基準整備促進事業
~非

接触方式による外壁調

査の診断手法および調査基準 iこ 関する検討」を実

施 した。周知のよう|こ建築基準法 12条 に基づく定

期調査では、湿式のタイ 'レ 張り仕上げ外壁やセメ

ン トモルタル塗り仕上:デ体壁の中で、落下により

歩行者等に危害を加えるおそれのある部分につい

ては、原則として竣工から 10年 ごとに打診等によ

る全面調査および報告が求められている。この全

面打診調査では仮設理場等の設置が必要となる場

合が多く、建築物 EI手 有者 |こ とって費用負担の大

きい点検項目となって,'ろ
=

一方、仮設足場がK要な調査方法としては赤外

線装置法が挙げられる=示工線装置法では、赤外

線装置そのものの性能た1~で なく、測定時の仰角

や水平角が診断精質に影響を与えるcま た、天候

や時刻によっても診断精更三二主右される。更に、

最近では、仰角や水平≒i二 よる記限を解消するた

めに、また、壁面へのア ケセシビリティーを高め

るために ドローンに赤外線tメ ラを搭載して熱画

像を測定することが検討されて1ヽ る]

このような背景を踏まえて、ま述の建築基準整

備促進事業では赤外線装置法を軍心に非接触方式

による外壁調査の検討を行った.ま た、 ドローン

を活用 した赤外線装置法につたヽても検討を行っ

た。これらの成果は報告会で公表 1され、最終的

には 「定期報告制度にお :す る赤外線装置法による

外壁調査 実施要領 (案)_お よび「ドローンを活

用した建築物調査 実施要領 (案 )」 が取りまとめ

られた。

本誌では建築基準整備促進事業の実施を受け、8

月号において赤外線装置法 |こ よる外壁調査につい

て、11月 号において ドローンを活用した外壁調査

について特集する予定である.筆者はこの事業で

特集 新 しい技術による外壁・コンクリー ト調査 その 1

非接触方式による外壁調査の課題

む

もと  |ェ し  けん   じ

本 橋 健 司
芝浦工業大学 名誉教授

設置 された統括委員会の副委員長であったことか

ら、非接触方式による外壁調査方法についての総

括的記述を依頼 された。

建築基準整備促進事業で実施 された具体的内容

は別途に記載 されるので、本文では、非接触方式

による外壁調査の特性を踏まえた課題について主

観 も含まれるが解説する。

2.赤外線装置法について

外壁の定期調査においては (一財)日 本建築防

災協会「特定建築物定期調査業務基準」と共に (公

社)ロ ングライフビル推進協会 「タイル外壁及び

モルタル塗 り外壁定期的診断マニュアル (改訂第

3版 )」 (以 ド、「外壁診断マニュアル」)が参照さ

れる場合が多い。「外壁診断マニュアル」の「第 4

章 診断の実施」の中で「外観 目視法」、「打診法」、

および 「赤外線装置法」が採用され、解説されて

いる。

表 1 診断 レベル と外壁調査方法

また、診断 レベル I(6ヶ 月～3年間隔で実施 )

および診断 レベル Π (原則 10年毎に実施)では表

1に示すような調査法の組合せが可能であるとし

ている。表 1で注意すべきボイン トは赤外線装置

法を適用する場合には部分打診法 との併用が必ず

含まれるとい う点である。すなわち、外壁調査で

は 「外観 目視法」はすべての場合に必須であり、

診断 レベル 外壁調査方法

診断 レベル I

(1)外観 目視法+部分打診法

(2)外観 目視法+「 部分的な赤外線装置

法と部分打診法の併用」

診断 レベル II

(1)外観 日祝法+全面打診法

(2)外観 目視法+「全面的な赤外線装置

法+部分打診法の併用」
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それに加えて 「浮き」の検知には打診方法が必要

である。「打診法」に替えて「赤外線装置法」を選

択する場合でも「部分打診法」との併用で診断精

度を確認することが求められている。

また、「外壁診断マニュアル」では赤外線装置法

の長所として以下のことを挙げている。

①非接触のため足場やゴンドラ等の仮設を必要と

しない。

②明るさに関係なく測定可能。

③大壁面を少人数で比較的短時間に測定できるた

め効率が良い。

④診断結果を熱画像として直接可視化した形で記

録し、再生ができる。

⑤熱画像を解析することにより精度の高い診断が

できる。

同時に、適用限界として以下のことを挙げている。

①季節、天候、時刻および気温等自然現象により

影響を受ける。

②雨天または曇天で日中の気温較差が 5℃未満、

風速 5m/sec以 上の場合は測定できない。

③壁面の方位、壁面と赤外線装置の距離、仕上材

の材質・形状・色調および下地材の影響を受ける。

④壁面と赤外線装置法カメラの間に樹木や高い塀

等の障害物があると測定できない。

⑤建物内の暖冷房機器または屋外機の発熱等の影

響を受ける。

⑥赤外線装置の種類や画像処理方法により診断結

果に差異を生じることがある。

⑦軒裏、出隅、入隅、ベランダや庇等の突起物の

ある場合、笠木、雨樋や柱の日陰となる部分、

窓枠近傍および凹凸の甚だしい建物では測定で

きない。

③測定角度 (水平方向、垂直方向とも)30° 以内

が望ましい。ただし、やむ得ない場合は 45° 以

内まで許容できる。 (図 1～図 3参照)

実際の赤外線法による調査では、現地予備調査

を行い、上記の適用限界に留意 して測定計画を立

案し、測定当日の気象条件等に留意 して測定を行

うことが肝要である。

また、打診法との併用について「外壁診断マニュ

アル」では以下に示す三つのケースについて比較

を行 うように求めている。

イ)赤外線装置法による測定結果と部分打診法に

よる測定結果の比較

図 3 撮影位置の変更による反射の影響二葛面

①赤外線装置法による測定結果がに三 ニニ|!|||

た部分を各壁面で 1箇所約 lm2程 更■
~

り確認するc

②赤外線装置法による測定結果が二
=二

:=|1中|

た部分を各壁面で 1箇所約 lmit=l'
り確認する。

口)特にタイルまたはモルタルF〔  i:

が大きいと思われる下記の音11→ lr_

外線装置法と部分打診法をF≡ _~´ 1‐ 」

する。(な お、これらの部分 |ま 言三二   て

調

査

対

象

建

物

以内)

図 1 仰角の制限
2)

調 査 対 象 建 物

|

(45° 以内 )

赤外線カメラ

以内)

赤外線カメラ

図 2 水平角の制限
2)

赤外線カメラ

調 査 対 象 建 物

撮影位置の変更による

反射の影響の低減

太陽光が外壁面で反

射 して赤外線カメラに

入射する場合、太陽が移

動 して太陽の反射光が

入射 しなくなるまで

待って撮影する。

太陽

|

＼

ヽ

4

30° 以内

30° 以内

ハ

30°

内
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必ず部分打診することとなっている。)

①開口部周辺概ね lm以内。

②笠木および窓台等の他の材質に接 している部分

概ね lm以内c

③出隅部分、バラペット上端、庇及び窓台部分概

ね lm以内3

④コンクリー ト打継部及びエクスパンションジョ

イント部分周辺概ね lm以内。

ハ)赤外線装置法で測定できない部分や測定上誤

差を生じるおそれのある部位については補足調

査の目的で打診法を使用する。

まとめると、次のように考えられる。赤外線装

置法は、外壁の表面温度を測定して、その温度差

から浮きを検知する技術と考えられる。一方、外

壁の表面温度は種々の気象条件、方位、仕上材に

よって異なり、浮き部分と健全部分の温度差も気

温変化等に大きく依存する。 したがって、赤外線

画像を撮影 した時の諸条件を把握 した上で画像解

析することが必須である。撮影部位や撮影条件を

考慮せずに、単に熱画像に現れた温度較差に基づ

いて一律的 |こ 浮きの判定を行 うことは信頼性を大

きく損なうこととなる。

赤外線装置法の適用において部分打診法との併

用を義務付けているのは、打診法と比較すること

により浮き部分と判定している撮影条件や判定条

件が適切であるかを確認 し、その他の部位におい

ても同様の条件で赤外線装置法を適用するためと

いえるc

筆者の主観であろうが、赤外線装置法による外

壁診断レポー トの中には赤外線装置の仕様・性能

については充分に記載 してある一方で、部分打診

法との一致率がどうであったか、測定条件が適用

限界の中でおさまっていたか否か等の判断資料が

不足しているよう|こ感じる。

具体的な調査結果報告の内容や書式等について

は 「外壁診断マニュア′レ」を参考にしていただき

たいが、このような部分を明確にして、調査結果

を報告することが、
~赤

外線装置法」の信頼性を高

めることになるc建築基準整備促進事業の成果と

して提案された「定期報告制度における赤外線装

置法による外壁調査 実施要領 (案 )」 もこのよう

な認識に基づいているc

3.ド ローンの活用について

小型無人飛行機 (Unmanned aerial vehicle,UAV)、

すなわち ドローンは趣味として楽 しむものか ら発

展 し、今では 「空の産業革命」をけん引すると期

待 されている。

表 2 小型無人機の飛行 レベル

表 2に示すように ドローンの飛行 レベルは レベ

ル 1～ レベル 4に分けられる。現在はレベル 1お

よび レベル 2での活用が主流である。 しか し、 首
^

相官邸政策会議 「小型無人機に係 る環境整備に向

けた官民協議会」では「空の産業革命に向けたロー

ドマ ップ 2018」 を公表 している。そのロー ドマ ッ

プでは 2018年頃からレベル 3の飛行、2020年代

前半からレベル 4の飛行による活用を本格化 させ

ることを目標 としているc以上のように ドローン

技術は幅広い分野で開発・利用が進められてお り、

将来的な市場拡大が予測 されている。

このような背景もあって、建築基準整備促進事

業では赤外線装置を搭載 した ドローンによる調査

についても検討を行った。詳細は省略するが、 11

階建て校舎の西外壁面を対象 として、①打診法、

②地上からの赤外線装置法、③ ドローン搭載によ

る赤外線装置法 I、 ④ ドローン搭載による赤外線

装置法Ⅱについて、打診法と赤外線装置法との一

致率を比較した一例 1)を表 3に示す。

表 3 11階建て校舎西外壁面の浮き調査結果の比較

西外壁面のグ リッ ド総数 :1016箇所
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レ^ンレ 1 目視内での操縦飛行

レベ ル 2 目視内での自動・ 自律飛行

レ^リレ3

無人地帯※での 日視外飛行 (補助者の配置な し)

※第二者が立ち入る可能性の低い場所 (山 、海水域、
河川・湖沼、森林等)

レベ ル 4
有人地帯 (第二者 ヒ空)での目視外飛行 (補助
者の配置なし)

調査方法
浮きと判定
さ れ た グ
リッド数

打診結果 と
一致 したグ
リッ ド数

打診調査と
の一致率

打診法 382箇所

地上からの赤外線

装置法
461箇所 355箇所 88%

ドローン搭載赤外

線装置法 I
247箇 所 175箇所 460′〔‐)

ドローン搭載赤外

線装置法Ⅱ
207箇 所 136箇所 36(:|,1‐ )
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