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建物タイルの落下防止のための「外壁診断ロボット」実用化
～実建築物を対象とした国総研との共同研究者の募集～
国総研*は、重大事故につながる建物タイルの落下を防止するため、建物の外壁に吸着し移動しながらタイ
ル等の経年劣化による浮き等を診断する「外壁診断ロボット**」を開発しています。今般、開発したロボットの
作業性や操作性、診断精度に関する検証を行うため、実建築物を対象に共同研究者を募集します。
本研究により得られた、適切な劣化診断ができるロボットの性能・機能を公表することにより、民間企業等に
よるロボット開発が促進され、より合理的な診断技術が確立されることを目的としております。
*）国土技術政策総合研究所 **）自走式外壁診断装置

タイル等の落下事故は死亡事故等につながることから、平成 20 年に建築基準法が改正され、ビル等につい
て、外壁検査（タイルの浮き等）を実施することが義務づけられました。この検査は、建物に足場をかけて実施
する必要があることから、建て主の負担が大きく、実施が進んでいません。このため、国総研では検査のロボッ
ト化により、診断精度向上、コストダウンを進めることにより、確実に検査が実施され、街の安心・安全が図ら
れることを目的に研究を進めています。

１．研究項目
下記の研究項目へ、共同研究者として参加することができます。
① 自走式外壁診断装置の作業性・操作性の向上に関する検証
② 自走式外壁診断装置の診断精度向上に関する検証
※詳細については、別添資料を御参照ください。

２．募集期間
平成 25 年 9 月 13 日（金）から平成 25 年 10 月 15 日（火）まで

３．提案様式、提出方法
詳細につきましては、下記 URL をご参照ください。
国土技術政策総合研究所ホームページ

国総研で開発中の
「外壁診断ロボット」

http://www.nilim.go.jp/lab/bbg/kyoudou/index.html

（共同研究の手続きに関する問い合わせ先）
国土交通省国土技術政策総合研究所
企画部 企画課 建設専門官 山本 陽子、調査係長 瀧本 真理
TEL：029-864-4326、FAX：029-864-1527、E-mail：kyoudoukenkyu@nilim.go.jp
（共同研究の研究内容に関する問い合わせ先）
国土交通省国土技術政策総合研究所
住宅研究部 住宅ストック高度化研究室 室長 眞方山 美穂
TEL：029-864-3918、FAX：029-864-6771、E-mail：makatayama-m92ta@nilim.go.jp

別添資料

共同研究の公募内容

共同研究の名称
自走式外壁診断装置の実用化に向けた検証

担当研究室
住宅研究部

住宅ストック高度化研究室

実施期間
協定締結後（平成 25 年 11 月予定）～平成 27 年 3 月 31 日

共同研究の背景及び目的
外壁落下等による日常安全性を確保するため、建築基準法第 12 条では外壁調査の実施とその結
果の報告が義務づけられており、低コストで精度が確保された外壁診断技術の整備が求められて
いる。このような状況の下、国総研では平成 24 年度終了の研究プロジェクトにおいて、
「自走式
＊）
外壁診断装置 」の開発を進めた。基本的な動作等の確認は終了しているが、開発した装置の実
用化・普及のためには、診断精度および外壁診断装置の作業性・操作性の向上を図る必要がある。
本研究は、実建築物を対象に国総研で開発した「自走式外壁診断装置」を用いて実務で必要と
される診断精度や外壁診断装置の作業性・操作性に関する検証を行い、外壁診断装置の性能・機
能に関する技術資料を作成するものであり、民間企業等による外壁診断装置開発を促し、合理的
な診断技術の確立を目的として実施するものである。
＊）国総研で開発した「自走式外壁診断装置」
・装置の概要は、（参考）「建築物の壁面を自走する外壁診断装置（プロトタイプ）につ
いて－ 装置概要 －」をご覧ください。
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研究の項目
下記の項目に関する共同研究を行う。なお、共同研究者は、下記の１．および２．の研究項目の
うちいずれか１つ又は両方の研究項目に対して参加することができる。
1．自走式外壁診断装置の作業性・操作性の向上に関する検証
国総研で開発した「自走式外壁診断装置」を実建築物に適用し、次の検証を行う。
①自走式外壁診断装置を現場で活用する際に必要となる装置の設置・取外し時の作業性、落下防止
装置の性能、診断作業中の周辺環境への影響度等に関する調査・整理
・装置の設置・取外し時の作業性／屋上への持ち運び条件、パラペットへの固定方法
・落下防止装置の動作性能／制動距離、圧力センサーの検証
・作業時の気象要因の影響／風速等
・診断作業時の周辺環境への影響／装置稼働音（モーター）
、打撃音
②自走式外壁診断装置の移動・測定動作の制御システムの操作性、各動作の制御性能、動作速度
等の操作性の調査・整理
・移動･測定動作の制御／操作性(条件設定、設定変更等の容易性）
、精度
・必要な位置情報の精度
・安全に作業するための動作速度
2．自走式外壁診断装置の診断精度向上に関する検証
①実務で必要とされる診断精度の調査・整理
・目的とする診断レベルとそれに必要な診断精度に関する調査・整理
②診断精度の検証および診断基準の検討
・実建築物を対象とした外装材の浮き等の測定（国総研で開発した「自走式外壁診断装置」
、
打診法および赤外線装置法による測定）
・打音法以外の測定装置等の検討
3．自走式外壁診断装置に必要な性能・機能の整理および技術資料の検討（国総研のみで実施）
・1．及び 2.で検証を行った自走式外壁診断装置の作業性・操作性、診断精度等について性
能・機能を整理し、技術資料を作成する。
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共同研究の内容及び研究分担
研
研 究 項 目

究

分

担

年

次

計

画

共同研究者

研 究 細 目

国総研

1. 自走式外壁診 ①自走式外壁診断装置を現場で活用
断装置の作業

する際に必要となる装置の設置・

性・操作性の向上

取外し時の作業性、落下防止装置

に関する検証

の性能、診断作業中の周辺環境へ

25 年度

指定

公募

○

◎

◎

○

○

◎

○

◎

◎

◎

○

○

◎

－

－

26 年度

の影響度等に関する調査・整理
②自走式外壁診断装置の移動・測定
動作の制御システムの操作性、各
動作の制御性能、動作速度等の操
作性の調査・整理
2. 自 走 式 外 壁 診

①実務で必要とされる診断精度の調
査・整理

断装置の診断精度
向上に関する検証

②診断精度の検証および診断基準の
検討

3.自走式外壁診断装置に必要な性能・機能の整理および
技術資料の検討

＊「指定」とは国総研が別途指定する機関。
※研究分担の欄の記号は以下のとおりである。
◎：該当する項目及び細目を主として分担する場合
○：該当する項目及び細目を従で分担する場合
－：該当する項目及び細目を特に分担しない場合
※共同研究者は、各自の技術開発能力の高い分野の研究を分担しつつ、相互に連携して研究を
進めるものとする。

実施体制
（指定・公募）
共同研究者（公募）

維持管理等の建物管理業務
を行っている民間企業等
外壁診断を業務としている
民間企業等

国土交通省
本省

国土技術政策総合研究所
連携・
協力

図-1 本共同研究の実施体制イメージ
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・外壁診断装置の作業性・操作性の調査・
整理
・測定時の騒音等の周辺環境条件に関す
る調査・整理
・診断目的等に応じた診断精度、実務で必
要とされる診断精度等の調査・整理

・装置結果の判定基準・精度の検討
・打音法以外の診断手法の適用可能性の
検討
・技術資料の作成

共同研究者に対する条件、募集する共同研究者数等
【共同研究者（公募）に対する条件】
建築物の維持管理業務、診断技術について精通しており、下記のいずれかの業務を行ってい
る民間等を公募対象とする。
（１）外壁診断業務を実施していること
・実際に外壁診断業務を実施している。
・外壁診断に関して、調査方法や診断技術についての研究・調査等の実績がある。
（２）建築物を保有し、なおかつ維持管理等の建物管理業務（維持管理計画の立案、建物調査
等の監理）を実施していること
・検証実験用の実建築物の提供が可能である。
・建物の維持管理計画を立案し、建物調査等の監理を行っている実績がある。
・外壁診断に関して、調査方法や診断技術についての研究・調査等の実績がある。
【参加者数等】
参加者数については上限を設けないものの、決定に当たっては共同研究申請書に基づき審査
し、必要に応じて上記の条件に照らしてヒアリングを実施した上で、住宅研究部で総合的に評
価し、判断する。公募条件及び研究内容に合致しない場合は参加を認めない。
【ヒアリングの日程、場所】
ヒアリングの日程および場所は以下を予定している。
・日程：平成 25 年 10 月 21 日（月）～25 日（金）
・場所：国土交通省本省会議室（または国土技術政策総合研究所立原庁舎会議室）
※具体的な日時・場所は、募集期間終了後、応募者に通知する。

注意事項
本共同研究において、各者で実施する研究に係る費用については、各者で負担していただき
ます。（国総研から共同研究者に対し、費用を支払うことはできません。
）
また、共同研究者は、本共同研究のうち、国総研の研究分担に係わる請負業務への競争参加
資格はなくなりますので、ご注意下さい。

問い合わせ先
（共同研究の手続きに関する問い合わせ先）
企画部企画課 建設専門官 山本 陽子、調査係長
TEL：029-864-4326 ／ FAX：029-864-1527
E-mail：kyoudoukenkyu@nilim.go.jp

瀧本 真理

（共同研究の研究内容に関する問い合わせ先）
住宅研究部 住宅ストック高度化研究室 室長 眞方山 美穂
TEL：029-864-3918 ／ FAX：029-864-6771
E-mail：makatayama-m92ta@nilim.go.jp
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ᓮၮ⋚߅ࠃ߮ᓮࡊࡠࠣࡓࠍᡷ⦟⸳⸘ߒߚޕၮᧄ⊛ߦޔC೨ㅴ㧔ᓟㅌ㧕േޔD೨ㅴ㧔ᓟㅌ㧕
⸻ᢿ㧔ᛂ᠄ ࠺࠲㍳㧕 ⟎⸘᷹ޔE᷹ቯ⟎ߩᦧ߃േ㧔࿁ォᐔⴕ⒖േ㧕߇ߢ߈ࠆࠃ߁ߦ
ࡊࡠࠣࡓߪ⸳⸘ߒߡࠆ߇ߦ․ޔო㕙ߦ⏕ታߦๆ⌕ߒߥ߇ࠄ⒖േߢ߈ࠆࠃ߁ߦߔࠆߚޔๆ⌕⁁ᘒ
ࠍജࡦࠨߢࡦࠪࡦࠣߒߥ߇ࠄๆ⌕ㇱߩേࠍᦨㆡߦᓮߔࠆࠃ߁ߦ⸳⸘ߒߚޕ
 േߦ㑐ߒߡߪޔਅߛߌߢߥߊᏀฝ߳ߩ⒖േߣᣓ࿁߇ⴕߥ߃ࠆࠃ߁ߦߒޔOO ߩᏀฝࠬ࠻ࡠ
ࠢࠍ㧡࿁➅ࠅߔߎߣߢ OO ߩᄌ߃ࠍⴕ߁ߎߣ߇ߢ߈ࠆࠃ߁ߦߒߚߚ߹ޕ࿁ォਛᔃࠍᜬߟ᭴ㅧ
ߦࠃࠅੑ⣉߇ߘࠇߙࠇ㧗㧙㧡ᐲ߶ߤߩⷺᐲߢᣓ࿁ߢ߈ࠆࠃ߁ߦߔࠆߚޔᬺㅜਛߢⵝ⟎ㅴⴕᣇะߦ
ߕࠇ߇↢ߓߚ႐วߢ߽ୃᱜߔࠆߎߣ߇น⢻ߢࠆߩࠄࠇߎޕേߪ⟎ⵝߡߞࠃߦࠨࡦࡠࠗࡖࠫޔ
ߩ᳓ᐔࠍ⏕ߒୟࠇ߇ߞߚ႐วߦߪᣓ࿁ゲࠍ㚟േߒᏱߦⵝ⟎ߩ┵㕙߇᳓ᐔߦߚࠇࠆࠃ߁ߦ⥄േ
⊛ߦୃᱜߔࠆ৻ߚߒ߁ߎޕㅪߩേߪࡄ࠰ࠦࡦ╬߆ࠄή✢㧸㧭㧺ߢᓮߔࠆߎߣߣߒߚޕ
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㧞㧕⪭ਅ㒐ᱛⵝ⟎㧔㔚Ḯଏ⛎ࠍߨߚ࡞࡙࠾࠶࠻㧕
 ᄖო⸻ᢿⵝ⟎ߩ㐿⊒ࠍᆎߚೋᦼߩᲑ㓏ߢߪޔ㔚Ḯᣇᑼࠍࡃ࠶࠹ဳߣߒߡߚ߇⁁↪ޔ
ᘒߦࠃߞߡ㔚߇ਇቯߦߥࠅޔო㕙߳ߩๆ⌕⁁ᘒ߇ਇ⏕ታߦߥࠆߎߣ߇ߞߚޔߚߩߘޕᐔ
ᚑ  ᐕᐲߩᄖო⸻ᢿⵝ⟎ߩᡷ⦟ߦߚߞߡߪޔᄖㇱ㔚Ḯࠍଏ⛎ߔࠆᣇᑼߣߔࠆߎߣ߽ߡޔ
ᡷ⦟ߦะߌߚᬌ⸛ࠍⴕߞߚ㧔ᒰೋߪࡃ࠶࠹ߩߺߦࠃࠆ㚟േࠍ᧦ઙߣߒߡߚ㧕ޕ
 ᦨ⚳⊛ߦߪᒰೋߩߢߌߛ࠹࠶ࡃޟേ߆ߔ᧦߁ߣޠઙࠍ✭ߒߦⴕޔᡰ㓚ߦߥࠃ߁ߦ
ᄖㇱ㔚Ḯࠍ↪ߔࠆ᭽߽ࠆߎߣߣߒߚޔߒߛߚޕᄖㇱ㔚Ḯࠍ↪ߔࠆ႐วߪޔ㔚Ḯࠍଏ⛎
ߔࠆࠤࡉ࡞ߩ㊀㊂߇ᰴߩ㗴ߣߥࠆ⹜ޕᯏߢߪ⪭ޔਅ㒐ᱛ↪ߩࠤࡉ࡞ߦ㔚Ḯଏ⛎ߩᯏ⢻ࠍ
ᜬߚߖࠆߎߣߣߒޔᄖო⸻ᢿⵝ⟎⥄ߦࠤࡉ
࡞ߩ㊀㊂߇߆߆ࠄߥࠃ߁ߦ৻ޔቯߩ‧ᒁജߢ

2000

ࠤࡉ࡞ࠍᒁߞᒛࠅߍࠆߚߩᏎ߈ߍⵝ⟎

䊥䊷䊦䈫บᐳ

ࠍ⸳ߌߡޔ⸘ߥ㊀㊂߇߆߆ࠄߥࠃ߁ߦߒߚޕ
߹ߚޔߦ࠲ࠗ࡞ᄖოߩ৻ㇱ߇ᶋߚߣߎࠈߦ
ᄖო⸻ᢿⵝ⟎ߩๆ⌕᧼߇ߘߎߦ߆߆ࠅࠗ࠲ޔ
࡞ࡕ࡞࠲࡞ߣߣ߽ߦ⪭ਅߔࠆࠃ߁ߥ႐วߢ߽ޔ
߽ߣߩ⟎߆ࠄ EO ߊࠄਅߩ⟎ߦษࠅਅ

Ꮞ䈐ข䉍ഥౕ

߇ߞߡᱛ߹ࠆࠃ߁ߦࠤࡉ࡞ࠍᓮߢ߈ࠆⵝ⟎
ߣߥߞߡࠆޕ

200

Ꮞ߈ขࠅഥౕߪޔደߩࡄࡍ࠶࠻ߦ࿕ቯߒ
ߡ↪ߔࠆߎߣࠍᗐቯߒߡࠆ⹜ޕߒߚ߽ߩߪ
᳓ᐔᣇะߦ O ⒟ᐲߩ㐳ߐߣߥߞߡ߅ࠅޔ
ߘߩ▸࿐
ࠍᄖო⸻ᢿⵝ⟎߇േߊ႐วߪޔᏎ߈ขࠅഥౕߪ

ᦨᄢᄖᒻ W 2000x D 1000xH 1430

࿕ቯߒߚ߹߹ߢ࡞࡙࠾࠶࠻ࠍᦧ߃ߒߚಽߛ
䊨䊗䉾䊃

ߌࠬࠗ࠼ߐߖࠇ߫ࠤࡉ࡞ߦήℂߥജ߇ߊࠃ
߁ߥߎߣߪߥޕO એ᳓ᐔᣇะߦ⒖േߔࠆ႐ว

䉮䊷䊄㐳
䊥䊷䊦ㇱಽ䋺30[m]
䉴䊥䉾䊒䊥䊮䉫䈎䉌䉸䉬䉾䊃┵䉁䈪䋺8[m]

ߪޔᏎ߈ขࠅഥౕࠍ࿕ቯߒߥ߅ߔᔅⷐ߇ࠆޕ

࿑㧝 ⪭ਅ㒐ᱛⵝ⟎ ᔨ

䊌䊤䊕䉾䊃䈮࿕ቯ
౮⌀㧢 Ꮞ߈ขࠅഥౕ
౮⌀㧡⪭ਅ㒐ᱛⵝ⟎ 
㔚Ḯଏ⛎↪࡞
࡙࠾࠶࠻
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㧟㧕⟎⸘᷹ⵝ⟎
ⴕⵝ⟎ߩ⟎⸘᷹ߦߪࠩߣ࠳ࠦࡦࠛޔ᷹㐳ེࠍ↪ߒߚޕ࿑㧞ߦ␜ߔࠃ߁ߥ࡞᨞
บࠍߦ࠶࠻ߒߩߘޔߦࠩᾖ⸘㧔౮⌀㧣㧕ࠍタߖߚ⒖േⵝ⟎ࠍขࠅઃߌࠆޕ᳓ᐔᣇ
ะߩ⟎ߦߟߡߪߩߎޔ⒖േⵝ⟎ࠍേ߆ߒߥ߇ࠄޔᄖო⸻ᢿⵝ⟎ߦ࠶࠻ߐࠇߚ⟎⸘᷹↪ߩ
ฃశ࡙࠾࠶࠻㧔ࠩߩฃశㇱ㧕ߦะߌߡࠩࠍᾖߒޔฃశ࡙࠾࠶࠻ߦࠩ߇ߞߚᤨߩ
⟎ࠍࠛࡦࠦ࠳߆ࠄ▚ߔࠆޕ㋦⋥ᣇะߦߟߡߪޔᄖო⸻ᢿⵝ⟎ᧄߦขࠅઃߌࠄࠇߚ
ࠩ〒㔌⸘ࠍ↪ޔ᳓ᐔᣇะߩ〒㔌ࠍ᷹ቯߒߚ㓙ߩ࠲ࠗࡒࡦࠣߢ㜞ߐࠍ᷹ࠆࠃ߁ߦߥߞߡࠆޕ
⸘᷹ߐࠇߚ⟎ᖱႎߪᄖო⸻ᢿⵝ⟎ߦタߐࠇߡࠆࡄ࠰ࠦࡦߦሽߐࠇߩߘޔᓟޔᛂ⸻⚿ᨐ
ߣߣ߽ߦߦ⸳⟎ߐࠇߡࠆࡄ࠰ࠦࡦߦㅍାߐࠇࠆޕ












㧔㧟㧕ታ⸽ታ㛎

࿑㧞  ᷹ቯ↪᨞บ

౮⌀㧣 ࠩᾖ⸘

⹜ᯏ߇ቢᚑߒߚᓟࠅࠃߦ࡞ࠗ࠲ޔߍߐࠇߚᄖოࠍᮨᡆߒߚ⹜㛎ࠍ↪ߡޔᐔᚑ 25 ᐕ 3 
26 ᣣߦᄖო⸻ᢿⵝ⟎ߩⴕᕈ߿ᬺᕈ╬ࠍ⏕ߔࠆߚߩታ㛎ࠍⴕߞߚ⚿ߩߘޕᨐޔ࿁ߩ⹜ᯏߪ
ო㕙߳ߩๆ⌕ജ߇ᗐቯߤ߅ࠅߦ⏕ߐࠇޔቯߒߡო㕙ࠍ㒠ߔࠆߎߣ߇⏕ߢ߈ޔߚ߹ޕࠄ߆ߩ
ේ࿃ߦࠃࠅๆ⌕߇ߪߕࠇߚ㓙ߦ߽⪭ਅ㒐ᱛⵝ⟎߇ㆡಾߦേߒޔ㕙ߦ⪭ਅߔࠆߎߣߥߊ⋥೨ߦๆ⌕
ߒߡߚ⟎ࠃࠅਅ߳ 50cm એౝߩߣߎࠈߢࠤࡉ࡞ߦษࠄࠇߚ⁁ᘒߩ߹߹ᜬߐࠇࠆߎߣߥߤ߽⏕
ߢ߈ߚޕ
ቯߒߚო㕙ๆ⌕ࠍታߔࠆߚޔᐔᚑ 24 ᐕᐲߩ⹜ᯏߩᡷ⦟ߦߚߞߡߪޔᵹ㊂ߩᄢ߈ࡐࡦ
ࡊࠍ↪ࠆߎߣߦߒߚޔࠅࠃߦࠇߎޕๆ⌕ߦ㑐ߔࠆ㗴ߪࠢࠕߢ߈ߚ߇ޔᣂߚߥ⺖㗴ߣߒߡ⸻ᢿⵝ
⟎ࠍⒿߒߚ㓙ߩ㛍㖸ኻ╷߇ᱷߞߚޕⒿᤨߩ㛍㖸ߪ⸻ᢿ♖ᐲߦ߽ᄢ߈ߥᓇ㗀ࠍਈ߃ࠆޕᓟߪߎޔ
ߩⒿᤨߩ㖸ࠍૐᷫߐߖࠆᛛⴚߣߣ߽ߦ⸻ᢿ♖ᐲߩะࠍ࿑ࠅޔታᑪ‛ࠍ↪ߚᬌ⸽ࠍⴕߥ߇ࠄޔ
ታ↪ൻߦะߌߚᡷ⦟ࠍⴕ߁੍ቯߣߒߡࠆޕ



౮⌀㧤 ᐔᚑ  ᐕ    ᣣߦታᣉߒ
ߚታ⸽ታ㛎ߩ᭽ሶ㧔㧝㧕
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౮⌀㧥 ᐔᚑ  ᐕ    ᣣߦታᣉߒ
ߚታ⸽ታ㛎ߩ᭽ሶ㧔㧞㧕

