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1．当社概要
（1）会社沿革
当社は1972年に建築の鉄骨溶接部の超音波探傷検査
を目的として創業した。現在、日本溶接協会CIW-A種
認定事業者として、高い技術力とモラルを兼ね備えた検
査員を全国に配し、建築鉄骨の受入検査においては業界
トップにある。一方、拡大する既存建物維持管理ニーズ
への対応の一環として、1985年に設備配管更新工事に
おける設備配管や鉄筋の切断を未然に防ぐため、エック
ス線によるコンクリート内埋設物探査を先駆けた。さら
に、地震などの自然災害への備え、法的な規制強化、落
下物・老朽化対策などを背景に、既存構造物の調査・診
断市場は大きく拡大し、現在ではこれらの業務は前述の
建築鉄骨検査、コンクリート内埋設物探査と併せ、当社
の主力業務となっている。本社は横浜市にあり、営業所
を大阪、名古屋、仙台、新潟、群馬、千葉、長野、静岡、
岡山、山口に、経営理念を同じくする関連会社を北海
道、四国、九州に配し、機動力のある全国体制のビジネ
スを展開している。また、業務分野においては、前述の
業務に加えて新築物件の設計、配筋・杭検査などの施工
監理、既存建物の補強設計、土木構造物の調査・点検・
補修設計など幅広い業務を実施している。

（2）経営理念
当社の大切にしている経営理念に“第三者性”がある。
これは「構造物の検査・調査／診断には客観性があるべ
き」という信念に基づき、独立した検査・調査専門会社
として、中立かつ公正な機関として活動している。建築

鉄骨の検査では、鉄骨製作会社からは一切受注せず、製
品（鉄骨）を受取る側（施主・設計事務所・ゼネコン）の
受注のみに特化している。また、検査・調査に携わる全
社員には、虚偽の報告は一切しないと提出させたうえ
で、中立かつ公正な立場で業務を実施するよう徹底して
いる。

（3）建築・土木構造物に対する調査・診断実績
当社はあらゆる構造物を調査対象とし、顧客の多様な

ニーズに応じて最適な調査方法により、その結果を報告
している。用途別では、戸建住宅、マンション、オフィ
スビル、学校、体育館、病院、劇場、スタジアム、商業
施設、ホテル、工場、倉庫、発電所・変電所、電話局、鉄
道施設（駅舎）、娯楽施設、寺院、立体駐車場、工作物
（屋上設備・広告塔・鉄塔等）、土木構造物（橋梁・高架
橋・擁壁、トンネル・配水池、排水処理施設）等。目的
別では、耐震、劣化、耐久性、瑕疵、現況確認、火害、
外壁、天井、落下物、被災、遵法性、不同沈下、地中埋
設物、形状、健全度調査等がある。主な顧客は施工会
社、設計事務所、不動産開発、官公庁、施設保有者等で
あり、年間1500棟（件）以上のペースで、これまで合
計で数万棟の業務を実施している。

（4） 「建築・土木のプロ」と「非破壊検査のプロ」
による高付加価値サービスの展開

現在約430人の社員を有し、技術士、一級建築士、一
級建築施工管理技士、一級土木施工管理技士、コンク
リート断士等の建築・土木の専門家と超音波探傷試験技
術者（UT）、放射線透過試験技術者（RT）等多岐にわた
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る非破壊検査技術者が多数在籍し、さらに鉄筋探査器、
内視鏡、ボルト軸力計、赤外線サーモグラフィーなどの
機器を用いて、「建築・土木のプロ」と「非破壊検査のプ
ロ」がタッグを組むことによって、他社には真似のでき
ない高精度、高品質な調査を実施している。

（5）イノベーションへの挑戦
近年ではテクノロジーの進化が著しく、構造物調査業
務への実用化が大きく期待される技術が多数ある。当社
の着目する技術分野としては、ドローン、3Dレーザス
キャナ、超高画質カメラ、VR技術、画像処理技術、AI
（深層学習）などがあり、最新のテクノロジーを調査サー
ビスと組み合わせ実用化することで、これまで実現出来
なかった新しい付加価値の提供と生産性の向上を創出し
ている。“困ったらジャスト”と顧客からのあらゆるニー
ズに応えるべく、建築土木技術と非破壊検査技術及び最
新テクノロジーを融合し、企業使命である「構造物の安
全・安心の確保」を実現するべく取り組んでいる。

2． ドローン調査サービス「J-SKY」の 
概要

ドローンを構造物調査で活用するメリットとしては、
従来方法である足場・ゴンドラ・高所作業車が不要にな
ることでコスト削減できること、目視点検に比べて、現
場が短時間でスピーディに終わること、これまで点検が
出来なかった場所へのアクセス、高精細画像の記録によ
る劣化状況の見逃し防止等の品質面の向上が想定され
る。
当社のドローン調査サービス「 J-SKY」は、ドローン
に構造物調査の専門会社として培ってきたノウハウと
SW技術を含めた最新のテクノジーを加えることで
“ジャストならでは”の付加価値創造を目指す。

（1）J-SKYの特徴
1）構造物調査専門会社による調査サービス
構造物調査専門会社の視点でドローンを活用している
ことが最大の特徴である。初期ヒアリング、飛行計画策
定、フライトオペレーション及び報告書作成まで、調査
経験の豊富な技術者が行うことで多様な顧客のニーズに

応えることが可能となる。

2）多用なドローンとでSW技術を自社で保有
小型ドローン、産業用ドローン、屋内用など様々な種

類のドローンを自社保有し、搭載カメラ（1億画素カメ
ラ、赤外線サーモグラフィーカメラ、360度カメラな
ど）の組み合わせなど、目的に応じ選定している。保有
機体は、一般向けドローン「DJI Phantom4 Pro」/
「DJI Mavic2 Zoom」、産業用ドローン「DJI Matrice 
600Pro」に1億画素カメラ（「Phase One ixM100MP」）
や赤外線カメラ（「Zenmuse XT2 FLIR Tau 2」）など
を搭載、屋内設備点検用ドローン「ELIOS」などがある。
更には画像合成、3Dモデリング及びAI（ディープ

ラーニング）によるアルゴリズム開発なども内製化して
いる為、ドローンで撮影した画像から発展的なデータ活
用も必要に応じで対応する。

3）ワンストップでの対応
ドローンによる撮影だけでなく、計画策定から劣化状

況報告書の作成など構造物調査専門会社ならではの総合
的なサービスを可能にしている。計画段階で最適な調査
方法を提案するが、結果的にドローンによる方法が最適
にならない場合、又は他の調査方法との組み合わせにな
る場合も多く、最適な代替手段を提案できることも特徴
である。

（2）調査プロセス
1）情報収集（ヒアリング）／計画書作成
プレ調査段階においては、図面等の物件情報、周辺環

境、及び調査目的・成果物を確認した上で、法的留意点、
安全性の留意点、成果物のイメージを初期的に考察す
る。　
法的検討においては、人口集中地区（DID地区）に該

当するか、空港からの距離、道路からの距離等、改正航
空法で定められた項目をチェックし、飛行申請の有無、
必要許可等を検討する。また、周辺住民等への案内が必
要か、最寄りの警察への事前連絡が必要かなどの洗い出
しをする。更に、現場効率性の検討し、自動航行の可能
性や1日の流れも計画に織り込む。成果物に関しては目
標とする精度（ひび割れ幅の場合、0.2㎜の精度が必要
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等）、劣化損傷図の作成、動画／静止画等、納品物の確
認を調査目的と照らし合わせ、顧客とすり合わせる。

2）安全性の検討
安全性の検討においては、周辺環境を確認し、飛行計
画を策定する。飛行ルート上の高さ、対象物からの距
離、ドローンが万が一墜落した場合のリスク分析（危険
予知）をし、必要に応じて立ち入り禁止区画や監視のた
めの体制整備など、安全対策を実施する。ドローンの墜
落事故は全国で多数報道されているが、原因としては操
作スキル不足、バッテリー切れ、天候（風）、通信ロス
ト、送電線等から出る電磁波の影響、機器トラブル等が
考えられる。もっとも事故原因となりやすい操作スキル
不足には豊富な経験と訓練が必要になる。バッテリー切
れ、天候、通信ロストは、事前計画と安全対策により防
ぎ、機器トラブルは安定性の高い機器の選定、プロペラ
ガードの装着等によりリスクを最小限にすることが肝要
となる。これまで1度も事故やトラブルはないが、万が
一墜落した場合の損害はドローン保険を適用することに
よりリスクに備える。とはいえ、すべての現場において
100パーセント落下しないとは言い切れない。風や送
電線による電磁波の影響等、危険予知が出来る事象以外
にもバードストライクなども予期せぬ事故の事例もあ
る。その場合、市街地におけるマンション等の外壁調査
においては、落下した場合に通行人などにぶつかるリス
クも考えられるため、様々な対策や代替手段による検討
などが必要になる。航空法などのルールを守り、整備さ
れた機体を適切な環境のもとで飛行させる場合において
は安全であるものの、予期せぬ事象を想定すると使用で
きる環境は限られているのが現状である。

3）現地調査／報告書作成
現場調査の段階では、当日の天候、風速を現場で確認
し、安全であることを確認した上で計画書に従ってド
ローン飛行を実行する。風速は高度や周辺環境によって
地上と大きく異なることがあるため、慎重に飛行させ
る。バッテリーは残量が30％になった時点で交換をす
る。Phantom4 Proであればおおよそフル充電で30分
弱の飛行ができるので、残量30％で通常は約20分弱の
飛行ができる。また、バッテリーは予備も含めて6本以

上持参し、使用済みバッテリーを順次充電しながら運用
することで予期せぬ工程にも対応が可能となる。現場で
撮影した動画、静止画はマイクロSDカードに記録され
るので、現場においてパソコン上で確認し、撮影漏れの
防止やクライアントにすぐに映像を確認頂くなど、当日
の調査行程に活かすことが可能。また、飛行の際は必ず
補助員がパイロットの横で安全確認や撮影画像の確認を
する。
報告書段階では、計画書で合意した納品物の仕様に従

い報告書を作成する。

（3）データの活用による付加サービス
1）画像合成
現場によっては数千枚の画像を撮影することになるこ

とから、1枚の画像から撮影箇所の特定が困難となるこ
とが多々ある。その為、画像をオルソ化、画像合成し、
1枚の画像にすることで、より現実に近い形の立面図等
の図面を作成することが出来る。

画像合成による立面図の作成

2）3Dモデリング
SfM技術（Structure from Motion）により、ドロー

ンで撮影した複数の画像から対象物の形状を3次元復元
することが出来る。例えば、近年歴史的な建造物のデジ
タル保存の需要などが活発化しているが、高画質な静止
画のみではなく、寸法を持つ3次元モデルを作成するこ
とでより、情報量の多い保存が可能となる。

3）AIによるアルゴリズム開発
ドローンで撮影した大量の画像データから教師データ

を作成し、ディープラーニングを活用してアルゴリズム
を開発することで、劣化診断の自動化などをすることが
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可能となる。当社では現場でのデータ取得、教師データ
作成、アルゴリズム開発までワンストップで対応できる
AI専属チームを内製化しており、多様な会社と共同研
究などを進めている。

3．多様なドローンの特徴
（1） 一般向けドローン 

「DJI Phantom / Mavic」
「DJI Phantom4 Pro」は安定性、操作（容易）性に優
れた点が特徴。1インチ2000万画素CMOSセンサーを
搭載したカメラは静止画、動画とも高品質で、機体価格
含めてとても総合バランスの取れた機体である。「DJI 
Mavic2 Zoom」はPhantomよりも小型で、万が一の
墜落時においても落下被害の低減が期待できる。搭載さ
れた1200万画素のカメラは4K動画の他、4倍ズーム
の撮影が可能。距離を保ちながら撮影でき、より安全性
の高い点検が可能となる。

（2） 産業用ドローンDJI Matrice 600Pro＋ 
1億画素カメラPhase One ixM100MP

1）機体の特徴
大型の機体でペイロードが5.5㎏のため、載可能なカ

メラの種類が豊富。ドローン搭載カメラとしては最高品
質のPhase One iXM100MPを搭載。1億画素の静止
画が撮影でき、安全な距離を保ちながら高精細な画像が
得られる。赤外線サーモグラフィーカメラも搭載でき、
タイル浮きなどの目視で判断できない異常の発見が可能
となる。フォーカス合わせなど高度な技術が求められ
る。

DJI Matrice 600Pro（左）／Phase One iXM100MP（右）

2）1億画素カメラの視認限界検証実験
地上高度60ｍからixM100MP150㎜レンズで視認可

能な「ひび割れ幅、ボルトのはずれ／ゆるみ、錆の劣化
状況」の検証実験をしたところ、0.5㎜のひび割れ幅、ボ
ルトのはずれ／ゆるみ、錆の色調を確認することが出来
た。また、40ｍの距離において0.2㎜のひび割れ幅を
確認することが出来た。一方、DJI Phantom4 Proで
0.2㎜のひび割れ幅を確認するためには約3ｍの距離を
保つ必要がある。ドローンを使う現場においては近距離
で撮影出来ず遠方から撮影することも多々あるため、撮
影環境の制約条件がある現場においては、1億画素カメ
ラ（ixM100MP）は大変な威力を発揮する。

ドローン画像から作成した3Dモデル

ドローン撮影画像 ディープラーニングによる錆の検出

DJI Phantom4 Pro（左）／Mavic2 Zoom（右）
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（3）屋内設備点検用ドローン「ELIOS」
スイスのFlyability社が開発した屋内向けのドロー
ン。機械室や狭小箇所の点検に特化したドローンで、こ
れまで人の立ち入りが困難だった箇所や危険な箇所、機
械設備の多い工場や設備内部、配管など特殊な環境にお

いても、コンパスエラーを出さずに安全かつ安定した飛
行で点検ができる。搭載カメラはFHDで、暗所にも対
応可能なLED照明が付いている点が特徴である。大型
ボイラー、下水管、煙突、橋梁の箱桁、地下ピットなど
への活用を想定している。

4．事例紹介

当社ではドローン調査を始めて約2年半になるが、こ
れまで数十件の調査実績を持つ。建築構造物では工場
（屋根・煙突・外壁）、ホテル、歴史的建造物、スポーツ
施設、商業施設、テーマパークアトラクション、官公庁
施設が、土木構造物ではダム・橋梁、ボックスカルバー
ドなどがある。目的としては劣化調査、測量、出来形管
理、データ保存がある。以下6事例を紹介する。

（1）煙突調査
対象物：工場におけるボイラー用煙突（高さ30ｍ）調査
目　的：鉄筋コンクリート製の煙突の劣化状況把握

従来の枠組み足場による調査をドローンに代替し調査
を実施。4K動画撮影による煙突塔体の全体観察、画像合
成により立面図を作成（オルソ化）、静止画像からSfM
ソフトによる3次元モデリングを実施。ドローンとSW
を活用し、従来の平面的で画一的だった結果報告を俯瞰
的、立体的、かつ詳細な映像の組み合わせによる新たな
表現で報告をした。

（2）歴史的建造物のデータ保存
対象物：小田原城（神奈川県小田原市）
目　的：石垣カルテ及び城のデータ保存

熊本地震以降、城の石垣や重要文化財等のデジタル
データ化が文化財保護や観光資源の面でも必要とされ、
注目を集めている。とくに復元の困難な城石垣に関し
て、小田原市様の協力を経て、小田原城および城の石垣
のデジタルアーカイブ化に挑戦。石垣カルテについて
は、文献による築造年、施工前の原地形や地質状況、施
工時の状況、補修履歴の他に現況の目視観察情報とし
て、石垣高さ、反りや（平均）勾配、石材の寸法、石材

地上高度60ｍからixM100MP
150㎜レンズで撮影した画像

屋内設備点検用ドローン「ELIOS」
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の材質、石材の風化程度、石材の加工度合、石積み方
法、石材のはらみ出し等のデータが必要となる。カルテ
作成においては、ドローンの他にも地上から1億画素カ
メラ及び3Dレーザスキャナなど多様な機器を組み合わ
せてデジタルアーカイブ化を実現した。

（3）被災建物調査
対象物：展望台施設（タワー）
目　的： 震災で被災し、休止状態にあった高さ50ｍの

展望台の被災状況、現況の把握

被災後、7年間休止状態にあった展望施設。当初、高
所の被災状況の把握には、数百万円の費用と数か月の期
間を要する足場の設置が検討された。これをドローンで
代替し、1/10のコスト、調査期間は実質1日で被災状
況を把握した。タワーの外壁から離間距離3ｍを保持し
つつ外壁全体を高精細に分割撮影。分割撮影画像は画像
合成により立面図を作成（オルソ化）。被災状況は画像
診断により、幅0.2㎜のひび割れから小さなビスの抜け
まで把握した。高所の上裏のような箇所は、一般的なド
ローンは上向き撮影が苦手であり、対応が難しいところ
であるが、地上からの超望遠カメラ撮影を併用すること
で、悉皆的な調査を極めて低コスト、かつ短期間で実現
した。

（4）ボックスカルバート点検
対象物：ボックスカルバート（水路用）
目　的：内面部の劣化調査

対象物の底盤部に深さ約1ｍの泥土が堆積していたこ
とから、立入調査は危険で困難な為、歩行による点検が
不可能だった。泥土から水面までの水深は数センチもな
く、ゴムボートやラジコン船による点検もできなかっ
た。一方、調査のための足場設置や泥土の浚渫には構造
物の規模や調査内容に対して釣り合わない多額の費用が
かかるし、調査期間に余裕はなかった。そこでドローン
による実施可能性を検討し、点検を行った。ドローンは
非GPS下でも飛行可能なELIOSとDJI Mavic2 Zoom
を使用した。内空断面が縦横約4ｍ四方のボックスカル
バート内は、Mavicの障害物センサーがすべての方向

に反応し、まともに操作ができないため、センサーを無
効にし、マニュアル操作で飛行と撮影を行った。結果と
して、ボックスカルバート内面の広範囲はMavicで把
握でき、Mavicでは近づききれない局所的な事象の確
認には壁面に接触飛行可能なELIOSが有効であった。
この組み合わせで延長30ｍのボックスカルバートを3
系統、総延長100ｍの点検を調査期間1日で実現した。

（5）瓦屋根の被災調査
対象物：巨大な伝統建築の屋根瓦
目　的： 震災後、詳細調査ができなかった社寺建築の屋

根瓦、相輪、棟飾り等の被災状況の把握

従来はラフタークレーンを使用し、搬入計画から実施
まで数週間を要した調査をドローンで代替。調査は実質
1日で終了した。伝統建築は、各部の呼び名や構法など
伝統建築ならではの呼称や様式があり打ち合わせも一般
建築と異なるが、当社の伝統建築に精通した調査員も参
加し、的確に打ち合わせ、計画策定を実施した。報告書
は瓦の割れ、欠けの他、各部の装飾品における構成要素
についても個々に評価するなど、従来手法の品質を上回
る内容になった。
当社には、伝統建築だけでなく、様々な領域に詳しい

調査員が多数在籍しドローンパイロットを支えている。
調査目的に応じて、パイロットとそのプロジェクトに適
した人材によるチーム編成が社内で完結可能である。パ
イロットと様々な専門分野の人材が密に協調することで
パイロットへのノウハウが蓄積される。

（6）10万㎡超の工場屋根点検
対象物：10万㎡超の工場の折板屋根および屋根上設備
目　的：屋根ふき材および屋根上設備の劣化状況の把握

増築を繰り返し巨大化した工場は築年数や改修履歴も
各部で異なり、それに応じて錆の分布も複雑な状況だっ
た。従来は人が屋根に登って目視し、代表的な劣化事象
のみを写真に収めていた。屋根勾配があり滑りやすく、
安全帯を掛けられる場所も限られ、視認できない範囲も
あった。このような従来の点検をドローンで代替した。
広大な屋根の点検はドローンの自動航行（オートパイ
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ロット）とインターバル撮影で楽に効率的に行える。現
地の点検は従来の目視点検よりも網羅的で情報量が多
く、作業時間も従来比1/5程度で終了した。
一方、別の工場では屋根面に塔屋や工作物等の高い突
出部が多く、これらにドローンが接触せずに自動航行す
るには十分な飛行高度を確保する必要がある。この工場
は1億画素カメラを搭載したMatrice 600 Proを使用
した。1億画素カメラの解像度は自動航行に支障のない
高い飛行高度を確保しても点検に必要な高精細な画像が
得られる。当社では目的や現場の状況に合った最適なド
ローンで対応している。
自動航行による空撮画像は飛行高度が一定のため、写
真の画角が揃ううえ、1度の飛行で大量の写真を取得す
ることも可能である。当社はこのような撮影条件の均質
性と大量データの取得可能性の高さといった性質が、
AI（ディープラーニング）における学習用のデータ素材
として非常に適していることに早くから着目している。
大量の折板屋根の写真データからは“錆”の自動検出モ
デルを構築し、実用化の段階にある。今後はさらに錆以
外の変状への適応、評価も含めた自動化等へ発展させる
べく、研究を進めている。

5．最後に

ドローンの登場により現場の生産性が大きく向上し
た。現場で行っていた劣化状況の確認・記録作業などを
社内に持ち帰られることで、現場の作業時間は1/10以
下になった。足場・ゴンドラ・高所作業車等が不要にな
ることによるコストメリットも大きい。また、画像合成
によるより現実に近いスケッチに劣化状況を記録した報
告が可能になったこと、高精細カメラを活用することで
100ｍ先の劣化状況の確認が出来、従来点検困難だった
場所の点検が可能になったこと、大量の画像を取得する
ことでAI（ディープラーニング）との親和性も高くなっ
たことなど、これまでは実現できなかった新しい付加価
値が生み出された。
ドローン関連市場は大企業・ベンチャーを含め世界的

に積極的な投資傾向の中、著しい技術進化を遂げてお
り、今後も自律飛行・小型化など更に進化が進むものと
予測される。ドローンを活用した構造物の調査・点検
サービス「 J-SKY」は構造物調査専門会社の視点で、常
に最新のドローンにAIなど自社で培ったSW技術等を
組み合わせ、様々な専門領域を持つ技術者とドローンパ
イロットチームにより、ワンストップで高い付加価値を
提供することを目指していきたい。


