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赤外線装置法による外壁診断の現状と課題
東日本大震災を受けた福島からの報告（赤外線装置法（三次元））

1. 外壁診断はなぜ必要なのか

(1) 外壁の剥落事故と外壁劣化のメカニ
ズムを考える

　タイル張りやモルタル施工した外壁仕上げ材
（外壁材）は，竣工からしばらく経つと仕上げ材
部の接着モルタルなどの経年劣化により剥離が生
じることが多い。この状態を放置するとやがて剥
落する。この剥落事故が多発していた。
　例えば，①2005年６月，東京都中央区新川にあ
る８階建ての雑居ビル（築15年）の外壁タイルが
突然崩れ落ち，通行中の女性に破片が直撃し重傷
を負った，②2007年８月，京都市右京区の全京都
建設会館ビル西側塔屋外壁タイルが，10平方㍍に
わたり剥落し，会館前の道路に剥落する恐れがあ
り警察により道路の通行止めがなされた，③2010
年５月，沖縄県内において５階建て商業ビルで高
さ20ｍの屋上付近から外壁タイルが落下し，観光
客など５人が軽傷を負った，などタイル外壁の剥
落事例が多く散見されるようになっている。
　そこで，国土交通省は経年劣化により剥落の危
険性のある斜め外壁を持つ高層建物の全国調査を
実施し，各都道府県から該当する建物が多数ある
ことが報告された。この調査では，斜め外壁と限
定されているが垂直面の外壁にも同様なことがい
える。外壁材の剥落は，建物の高所から硬い物体
が落下し通行人に当たり人命を脅かすなどの第三
者障害やその損害賠償，建物の美観が損なわれ建
物の不動産価値が低下するなど居住者の財産にも
影響を及ぼすことになる。
　ここで，タイル張り仕上げといってもその施工
方法の違いにより，タイルの剥離・剥落の仕方は
異なる。そこで，なぜ外壁が剥離するのかのメカ
ニズムに関して既往の研究１）の現状を調べた。

(2) 外壁材に生じるデファレンシャル
ムーブメント（相対ひずみ）に着目する

　タイル後張り工法の外壁は，タイル，モルタル，
コンクリート躯体で図 1のような積層構造をして
おり，これらの材料が外部からの温度・湿度変化
を受けると，材料の膨張係数の違いによりそれぞ
れが異なった伸縮が生じる。この動きをデファレ
ンシャルムーブメントと呼び，外部環境変化に
よって，材料間にひずみが蓄積し，図１のように
剥離が生じる。
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図 1  タイル張り仕上げ外壁に生じる相対ひずみのモデル

(3) 左官モルタルとコンクリート躯体の
剥離時に生じる応力に着目する

　外部の温度変化が壁内部に伝わるときに，外壁
材のデファレンシャルムーブメントは熱の減衰と
伝導による温度差からも影響を受ける。外壁材の
変形のモデルは，図 2に示すとおり図２（a）のよ
うに外気温上昇時にはモルタル仕上げ側に伸びが

反り反り

変形時の形状

a 外気温上昇時 b　外気温低下時
図 2  外壁の変形
モデル 　
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生じ，外気温低下時に図２（b）のように仕上げ
側が収縮する。この反りの繰り返しにより，コン
クリート基盤からモルタル仕上げ材が剥離しやす
い状況を生じさせる。

(4) タイル外壁診断が前述した事項から
必要

　タイル張り外壁は，先付け工法，乾式工法の場
合を除き，下地のコンクリート壁またはその上の
下地モルタル（コンクリート打ち放し工法の場合
は下地モルタルはない）に張付けモルタルを用い
てタイルを張り付けていくのでコンクリート壁，
下地モルタル層，およびタイルの各材料が層を形
成し，それぞれの層の間に少なくとも三つの境界
面（タイルと張付けモルタル，張付けモルタルと
下地モルタル，下地モルタルとコンクリート壁基
盤）が存在する。この境界面で（2）や（3）によ
り，外壁タイルが浮いて剥離する。第三者障害の
問題もあるので，特定の建物の所有者や管理者
（マンションの管理組合はこれに相当）は，予防
保全の観点から維持修繕計画を策定し，定期的な
外壁診断を実施する必要がある。

2. 建築基準法第12条に基づく特殊建
築物（マンションも該当）の外壁診断
の定期検査

　外装仕上げ材等に関して，2008年４月１日以降
から，表 1平成20年度国土交通省告示第282号別
表（抜粋）に示すような調査・報告の義務が適用
されるようになった。その中では「建築物の所有
者，管理者または占有者は，その建築物の敷地，

構造および建築設備を常時適法な状態に維持する
ように努めなければならない」（建築基準法第８
条１項）とある。タイル壁面の一部が剥離した場
合および地震があった場合もしくは被害を受けた
場合には，速やかにタイル壁面にひび割れ，せり
出し，はらみ等の落下の恐れのある故障を生じて
いないか，臨時の診断を行うべきとされている。
特に，今回の東日本大震災を受けた福島県内の建
物は，一部損傷を受けたものもあり，この法律に
のっとり緊急点検を実施している。
　本表において，（は）判定基準は，建築物の所
有者・管理者（以下，建物所有者という）から委
託された建物の調査をする専門技術を有する資格
者が是正の基準に該当しているかどうかを判断す
る基準である。（は）の判定基準の考え方を以下
に示す。
　（1 ） 基準に該当する場合は，「要是正」とし，
建物所有者等に対して修繕を促す。その報告
を受けた特定行政庁は，建物所有者等が速や
かに是正する意志がない場合に応じて是正状
況の報告聴収や是正命令を行う事になる。

　（2 ） 基準に該当していないものの，次回の調
査・検査までに「要是正」に到る可能性が高
い状態の場合は，「要重点点検」とし，建物
所有者等に対して日常の保守点検において重
点的に点検するとともに，要是正の状態に
到った場合は，速やかに対応することを促す。

　（3 ） 基準に該当していない場合は「指摘なし」
とする。「指摘なし」とした場合であっても，
「特記事項」として建築所有者等に注意を促
すことを妨げない。

としている。
　本表（ろ）欄は告示第282号別表の原文を箇条
書きにしたものであるが，若干分かり易くするた
めに，原文にないタイトルを設けていることなど
から，読者には告示別表の原文と照らし合わせて
理解して頂きたい。なお，定期検査，検査の報告，
検査方法，判定基準や調査結果報告表および検査
結果報告表については，特定の行政庁が独自に定
めるため，詳細は所管の特定行政庁に確認する必
要がある。
　報告に際して，「落下により歩行者等に危害を
加えるおそれのある部分」，「３年以内に外壁診断
等が行われることが確実である場合」および「別
途歩行者の安全を確保するための対策を講じてい
る場合」については，それぞれ平成20年４月１日

表 1  平成20年国土交通省告示第282号別表抜粋
（い）調査項目 （ろ）調査方法 （は）判定基準
タイル，石貼
り等（乾式工
法によるもの
を除く），モル
タル等の劣化
及び損傷の状
況。

■建築基準法第12条第 1項の定期調査報告に際
して行うテストハンマーによる打診等
①開口隅部，水平打継部，斜壁部等のうち，手
の届く範囲をテストハンマーによる打診等によ
り確認する。
②その他の部分は必要に応じて双眼鏡等を使用
し，目視により確認する。
上記①又は②で異常が確認された場合は，落下
により歩行者等に危害を加える恐れのある部分
を全面的にテストハンマーによる打診等により
確認する。
■概ね10年毎に行う全面的なテストハンマーに
よる打診等
①竣工後，外壁改修後もしくは落下により歩行
者等に危害を加えるおそれのある部分の全面的
なテストハンマーによる打診等を実施した後10
年を超えている。
②3年以内に落下により歩行者等に危害を加える
おそれのある部分の全面的なテストハンマーに
よる打診等を実施していない。
上記の①かつ②の場合は，
③落下により歩行者等に危害を加えるおそれの
ある部分を全面的にテストハンマーによる打診
等により確認する。
　ただし， 3年以内に外壁改修等が行われるこ
とが確実である場合又は別途歩行者等の安全を
確保するための対策を講じている場合を除く。

外壁タイル等
に剥落等があ
ること又は著
しい白華，ひ
び割れ，浮き
等があること。
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付国土交通省住宅局指第２号「建築基準法施行規
則の一部改正の施工について（技術的助言）」で
具体的に示されている。

3. 赤外線装置法の適用の考え方は

(1) その限界（二次元化）

　全面的なテストハンマー打診を行う必要がある
場合は，足場やゴンドラ，高所作業車等を設置す
る場合以外は，テストハンマーによる打診はでき
ない。検査のために全面足場やゴンドラを使用す
るのは仮設費用が高額となるので，一般的には行
われない。そこで，このような検査の費用的事情
を考慮して，国土交通省住宅局建築指導課監修
「特殊建築物等定期調査業務基準」（2008年改訂）
では，「足場等を設置してテストハンマーで全面
打診する方法」以外にも，「赤外線装置法」が前
述の全面打診に相当するとされているが，表 2に
示すようにその適用には限界がある。
　建築基準法第12条に基づく定期調査とその結果
を特定行政庁に報告する義務についての見直しが
行われた結果，全面的な検査を行う必要が多く
なったために，簡便な赤外線装置を用いる方法が
実施されるようになった。しかし，赤外線装置を
用いる方法では，前述の適用の限界があるため，
目視や打診法を併用した上で総合的に判定する必

要がある。
　赤外線法装置を用いる調査では，表 3に示すよ
うに，適用する箇所の外壁の状況や周囲の状況を
考慮して，赤外線装置を用いる調査の診断方法や
診断結果に与える影響（ノイズ）を十分に理解す
ることが重要である。これらを考慮する方法とし
て，赤外線装置を用いて撮影した熱画像と打点法
と一部併用し，熱赤外線装置の適用の可否を，図
3に示すように判断する方法が検討されている２）。
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図 3  赤外線装置法の適用の可否の判定フロー

表 2  赤外線装置法と打診法の比較
打診法 赤外線装置法（二次元） 赤外線装置法（三次元）

概
要

テストハンマーを使用
し，壁面をこすり付ける
ように叩く。打診音の変
化により変状部を検知す
る。枠組み足場，ゴンド
ラ，高所作業車等を仮設
足場として使用する。

デジタルカメラで撮影し
た可視画像に，同一箇所
を撮影した赤外線画像を
張り付ける。表示温度の
差異により，変状部を検
知する。

デジタルカメラで撮影し
た画像を三次元処理し，
同一箇所を撮影した赤外
線画像を張り付ける。表
示温度の差異により，変
状部を検知する。

メ
リ
ッ
ト

直接壁面を叩く接触型の
調査方法で，診断精度は
最も高い。

打診調査程の足場も必要
なく，騒音も少ない。打
診法と比べ調査時間の短
縮が図れる。

打診調査程の足場も必要
なく，騒音も少ない。写
真全体を使用できるので
内外業とも二次元に比べ
処理量が少ない。三次元
で数値データで保存され
管理しやすい。

デ
メ
リ
ッ
ト

仮設足場の費用や，調査
時間が長くなることから
高額になりやすい。壁面
を叩く際に騒音が発生す
る。壁面のすぐ近くでの
作業となる為，プライバ
シー侵害の恐れがある。

画像に歪みがあるので合
成時の精度が低い。可視
画像と赤外線画像の貼り
合わせの精度が低い。次
回調査時に画像の重ね合
わせができず，経年劣化
の把握はできない。

凹凸が多い建物だと三次
元処理量が増える。撮影
条件，建物の形状によっ
ては三次元化が困難な場
合もある。

調
査
費

△ ○ ◎

最も高価となる 打診法と比べ安価となる 最も安価である

診
断
精
度

◎ △ ◎

最も精度は高い 歪みがあり精度は低い 精度の高い特定ができる

表 3  赤外線装置法の撮影状況に与える影響
撮影状況 ノイズ（診断方法や結果に与える影響）

天
候
の
状
況

気温較差 雨天または曇天で日中の気温較差が少ないときは
適用困難となる。
特に，日中温度 5℃以下の場合は測定できない。

風速 風が強い場合は過熱が十分に行われないため，解
析は不可能となる。
風速が 5ｍ /sec 以上の場合は適用できない。

壁
面
の
状
況

仕上材の種類 反射率の大きい光沢タイル，鏡面タイルは反射に
よる映り込みが現れる。

タイル張り工法 ダンゴ張りでは，接着状態でも剥離状態で現れる。
建物の高さ 見上げ角が大きいと，天空が反射し易い。
壁面の凹凸 出隅，入隅，凸凹部等の不連続部分，局面壁では

受熱量，伝熱が異なる。庇の下，隣接建物等に
よって日射が当たらない部分では，日射熱を期待
できない。

室内暖房 内部暖房熱が壁面に現れる。
壁面の汚れ 汚れによる輻射熱と日射吸収熱の違いにより，表

面温度に差が現れる。
タイル下地 下地材が熱容量の小さいもの（薄いボード）の場

合は温度差が期待できない。
仕上厚のむら 仕上材の厚さによって，同程度の剥離でも高温域

の現れ方が異なる。

周
囲
の
状
況

撮影距離 撮影距離が短い場合は，分割枚数が多くなり，画
像解析に時間を要する。

日射の遮蔽建物 近接する高層建物により日陰のある部分がある
と，高温域の現れ方が異なる。

壁面全面の遮蔽物 街路樹や看板などがあると，陰になる部分は撮影
できない。

対面建物 光沢のあるタイル壁面を LW（長波長赤外線カメ
ラ）機で撮影する場合には，対面建物が映りこむ。
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ここでは，赤外線装置法で用いられている一般的
な二次元に対して，詳細は後述するが三次元のも
のを比較してまとめている。
　タイル外壁の調査方法とその適用の限界につい
ては，社団法人建築・設備維持保全推進協会
（BELCA）診断委員会仕上小委員会編集「タイル
外壁およびモルタル塗り外壁定期的診断マニュア
ル（改定第３版）」に詳述されている。

(2) 三次元化による画像の補正

　従来の赤外線装置法では，面的な撮影はレンズ
の特性上として撮影画像にひずみが発生し，外壁
の損傷位置の特定が困難であった。そこで，あら
かじめカメラのキャリブレーションを行って可視
画像のひずみを補正し数値化（ベクトルデータ
化）することによって，図 4に示すように可視画
像と赤外線画像を重ねることで精度の高い損傷位
置の特定ができる，三次元化を検討した３）。
　赤外線装置法（三次元化）の特徴は，①三次元
解析によりひずみ補正を行い，画像に数値（ベク
トルデータ）を与える，②画像から精度のある距
離，面積が算出できる，③画像や劣化部を数値
（ベクトルデータ）として保存し再現性を確保で
きる，④保存データに新データを重ねることがで
きるので経年変化をデータとして確認できる，な

どである。この一連の三次元赤外線外壁診断の考
え方を整理し，打診法と合わせて総合的に外壁診
断の報告書および定形書式作成ツールである「建
視朗」と呼ぶソフトを開発した３）。

4. 外壁診断の事例紹介

　赤外線装置法（三次元）の測定事例を写真 1に
示す。劣化現象（浮き，ひび割れ，剥離・剥落，
白華現象）などとその調査項目の内容をまとめ，
表 4に示した。
　この調査結果に基づいて，外壁の診断を行うこ
とになる。ところで，外壁診断業務では，損傷別
の判定基準や浮き率に対する判定基準が，数値な
どで明確に示されていないのが現状である。そこ
で，外壁診断の対象とする壁面の判定および損傷
個所別の判定を行うにあたって，日本建築防災協
会「特殊建築物等定期調査業務基準（2008年改訂

X

Z
Y

X

Z
Y

画像を合成

3次元化

赤外線画像の
貼り合わせ

このままだと上部は縮み，
下部は拡がり，劣化位置の
特定が困難である。

三次元解析によりひずみ
補正を行いベクトルデー
タが与えられる。

図 4  赤外線装置法（三次元）による画像ひずみの補正

表 4  劣化現象に対応した調査項目

白
華
現
象

劣化現象 モルタル表面に白色の析出物を生じている状態。
調査項目 ①白華現象の程度

　 外観目視により調査する。壁面との距離が大きい場合には双眼鏡
等を利用してできるだけ正確に把握する。

ひ
び
割
れ

劣化現象 タイル張り仕上げに割れが生じている状態。
調査項目 ①ひび割れの程度

　 外観目視により調査する。壁面との距離が大きい場合には双眼鏡
等を利用してできるだけ正確に把握する。
②ひび割れ幅の診断
　クラックスケールによりひび割れ幅，長さを測定する。
　 ひび割れ幅に関係なく，錆水付着の有無を外観目視にて調査する。
③ひび割れ周辺部の浮きの診断
　 打診棒等による打診を行い，ひび割れ周辺部の浮きの有無を調べ
る。

浮
き

劣化現象 タイル張り仕上げと構造体コンクリートとの界面相互の接着が不良
となり隙間が生じ，部分的に分離した状態。

調査項目 ①浮きの程度
　打診棒等により壁面を打診する。
　赤外線装置法により温度差を測定し，浮きの有無を調査する。
②浮き箇所最大値
　連続した浮き部分の最大面積を打診により推定する。
　 赤外線装置法により浮きと判断された温度異常部の範囲を測定す
る。
③通常の打撃により剥落するかの診断
　 打診棒等により浮きの生じているタイル張り層に打撃を与え，剥
落の可能性を診断する。
　たたき落とし除去を行った場合は「剥落」と判断する。
④ふくれの程度
　 タイル張りに浮きが進行し，面外方向に凸状に変形していないか
を調査する。

剥
離
・
剥
落

劣化現象 劣化が進行し，タイル張り仕上げが落下に至った状態。
調査項目 ①剥離・剥落の程度

　 外観目視により調査する。壁面との距離が大きい場合には双眼鏡
等を利用してできるだけ正確に把握する。
　 剥落によりコンクリート面が露出している場合は，その劣化状態
にも注意する。
　 調査を実施して，万が一，周囲がさらに剥落しそうであれば防護
ネットをかぶせたり，立入禁止処置等を講じて安全性を確保する。
②構造体コンクリート部分の劣化の有無の診断
　構造体コンクリート部分の欠損の状態を目視観察する。

汚
れ

劣化現象 壁面を汚染している状態。
調査項目 　 汚れ付着が表面的なものか，タイル裏面への漏水などに起因した

ものか判断する。
水
漏
れ

劣化現象 屋内側から水が浸み出している状態。
調査項目 　防水損傷によりタイル裏面への水漏れが生じているか判断する。
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版）」および国土交通省「建築改修工事監理指針
（平成22年度版）」での判定基準に加えて，過去の
我々が実施した診断業務で経験的に確認された表
5に示す損傷の程度を考慮し，外壁診断結果の健
全度に応じて「換算浮き率」を算出している。外
壁診断業務で使用する判定基準を示す。

(1) 浮き面積と浮き率の算定方法

　１ ）区画毎の浮き部分の面積を集積して調査対

表 5  経験的な損傷状況から見た換算浮き率（％）
判定
区分 判定基準 換算浮き率（％） 特殊建築物等

定期調査判定

Ａ 劣化が無くあるいは少なく，現時点で
は特に対策の必要がない 0.1未満 指摘なし

Ｂ
供用にすぐに影響しない程度の劣化が
見られ，将来的に影響が出る可能性が
あり，軽度の補修を行うことが望まし
い

0.1以上1.00未満

要是正
Ｃ

ただちに影響しない程度の劣化である
が，近い将来劣化の影響が出る可能性
が大きく，補修の必要がある

１.00以上5.00未満

Ｄ
劣化により早期に支障をきたす可能性
があり，補修の必要がある（制限につ
いて管理者と協議を行う）

5.00以上9.00未満

Ｅ
部材の健全度が著しく損なわれ，安全
な使用に支障をきたす恐れがあり，緊
急に補修の必要がある（緊急処置）

9.00以上

※１　劣化現象は，①浮き，または，はらみの場合，②はがれ，または，剥落等の欠損がある場合，③構造体のひび割れの有無
　　　に関係なくタイル，または，目地部分にひび割れがある場合に適用する。
※２　浮きは，タイル陶片の浮きを対象とし，構造体のコンクリートからの浮きで構造耐力に係る場合は別途とする。
　　　浮き部でも通常レベルの打撃力によって容易に剥落する場合は，欠損の扱いで対応する。
※３　欠損は，タイル陶片の欠損を対象とし，構造体のコンクリートからの欠損で構造耐力に係る場合は別途とする。
※４　タイル張りのひび割れは，構造体のコンクリートのひび割れを含む場合と含まない場合とに分ける。ひび割れの発生部分，
　　　ひび割れ幅およびひび割れの動きの有無について見極める。

注入口付
アンカーピンニング
エポキシ樹脂注入
タイル固定工法

タイル部分
張替え工法

通常レベルの打
撃力によって剥
落するおそれの
あるタイル陶片
の浮き

構造体コン
クリートの
劣化を含む
剥落欠損

タイル陶
片の剥落
欠損

構造耐力に
関連しない
コンクリート
の劣化

タイル陶
片の浮き

浮 き

Uカット
シール材
充てん工法

樹脂注入
工法

構造体コンクリ
ートの劣化を含
めての浮き

欠 損 ひび割れ

除 去

劣化現象

劣化の程度欠損の程度

START

別途
劣化の程度

構造体のコン
クリートに達する
ひび割れを
含むか

※4

※1

※2

※3

タイル陶片
のひび割れ幅が
0.2㎜以上か 構造体の

コンクリート
ひび割れ幅が
0.2㎜以上か

別途

タイル部分
張替え工法

含む

含まない

未満

以上

未満

以上

浮きの補修選定は既存タイルを
撤去しなければ判明しないため，
今回はタイル部分張替え工法となる。

構造耐力に
関連する
コンクリート
の劣化

図 5  タイル張り仕上げ外壁（型枠先付工法）の改修方法選定フロー

事例１

壁面に
材質の
違うも
のが設
置して
ある場
合

事例 2

日射量
の変化
がある
場合

事例 3

前面に
植栽等
がある
場合

日陰部分は日射量が少なく低温部
として現れている
また，パラペット部は背面からも
日射を受けるため高温部として現れる

空調設備の排気口が高温部として
現れている

壁面手前の樹木の放射熱を検知してし
まうため正しい解析が困難となる

低温部

高温部

写真 1  紛らわしい事例
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象部分の浮き面積を算出する。
　２ ）調査対象面毎に調査面積，浮き面積および
浮き率を算出する。

　　 　ここで，浮き率＝（浮き面積 /調査面積）×
100（％）と求められる。

(2) 換算浮き率の算定方法

　１ ）現状の損傷が次回の定期調査（３年後）ま
でに浮きに進行する割合を過去の診断業務の
経験から定める。

　　① 幅0.2㎜以上のひび割れが浮きに進行する
割合を現存の20％とし，現存の数量に0.2
【ひび割れ係数】を乗じる（a）。ただし，
幅0.2㎜未満のひび割れは軽微な損傷であ
り，判定基準に含めない。

　　②浮きは，現存の浮きの数量を算入する（b）。
　　③ 水漏れが浮きに進行する割合を現存の50％

とし，現存の数量に0.5【水漏れ係数】を
乗じる（c）。

　　④ 白華が浮きに進行する割合を現存の30％と
し，現存の数量に0.3【白華係数】を乗じる（d）。

　２ ）浮きが存在する高さにより，落下による歩
行者等に危害を加える範囲，被害の大きさが
異なるため，２階部分の浮きに1.2，３階部
分の浮きに1.5，Ｒ階部分の浮きに1.7をそれ
ぞれ乗じる（高さ係数）。

　３ ）調査対象面毎に浮き面積・浮きに進行する
面積を集積し，換算浮き率を算出する。

　　　 換算浮き率＝（ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ）面積／
　　　調査面積　×　高さ係数　×　100（％）
　（3 ）外壁診断結果を基に，図 5に示すタイル張
り仕上げ外壁（型枠先付工法）の改修方法選
定フロー４）に従って，外壁補修を実施する
ように提案することになる。それぞれの補修
工法は紹介記事の紙面数の状況から割愛した
ので，読者にはお許し願いたい。

5. 外壁診断の調査・診断の課題は何か

　図 6に示す建築基準法第12条に基づく定期調査
と報告のためのタイル外壁の調査診断以外にも，
例えばマンションの大規模修繕工事を控えての建
物の調査診断の場合がある。定期調査・報告の場
合には，外壁の落下により歩行者などの第三者障
害を防止するかどうかの観点からの是正の要否を
判断することが目的となるが，大規模修繕工事を

控えて外壁診断を行う場合には，不具合の原因を
明らかにし，不具合が再発しないような大規模修
繕工事の内容とその工事の仕様を決定することが
目的になる。
　マンションの場合には，概ね５年に一度程度で
修繕計画を見直し，修繕計画については国土交通
省の「長期修繕計画標準様式」により，建物の定
期調査を行いその内容を反映させた修繕工事内容，
修繕周期，修繕数量と修繕使用を決定する。
　赤外線装置法の検査精度とその操作性は目を見
張るほど進化している。赤外線装置による外壁診
断の適用条件に建物の状況が合う場合には，赤外
線装置による外壁診断は非常に有効な方法である。
目視検査や打診法を熟知し，赤外線法に熟練した
技術者の養成が非常に今後重要となると考えてい
る。
　この点に関しては，福島県では福島県外壁診断
協会（会長；高橋晃一㈱アーバン設計代表取締役
社長，会員数および技術顧問23社）により，積極
的な技術者への技術研鑽を実施しており，今回の
東日本大震災で被災した建物の外壁診断に役立て
るなど，社会的貢献を果たしている。

【参考文献】
１） 根本かおり，外装タイル張り仕上げ材の経年劣化に
よる剥離・剥落発生のメカニ，BRI-2007

　講演会テキスト，pp111～112
２） 須山清記，タイル外壁の診断技術の現状と課題，
vol.35，№418，pp49-53，月刊建築仕上技術

３） 第56回福島県発明展「福島県知事賞」福島県新事業
開拓者認定制度（特許第4155976号）

４） 国土交通省「建築改修工事管理指針（平成22年度
版）」より抜粋

建築基準法　第12条改正

特殊建築物（特定行政庁の建築主事が
独自に該当する建物を特定）

特殊建築物の所有者・管理者

官庁(劣化状況確認） 民間（定期報告）

外壁定期報告（調査）

図 6  外壁定期報告書（診断）
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