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建物点検へのドローン技術活用
― ドローンにおける融合技術開発と新領域の創成 ―

国立研究開発法人建築研究所材料研究グループ主任研究員 宮　内　博　之

１.はじめに

著者は 2016 年度より建築分野におけ
るドローンの活用と普及活動を進めてき
たが、ドローン技術への期待は日を追う
ごとに高まっていると感じている。その
理由はいくつかあるが、建設業界では人
材不足や技能のレベルの低下が懸念され、
高度な技術の導入、効率的な生産管理等
の労働生産性の向上によるシステム改革
が求められるという社会的課題に対して、
簡単かつ実用的な水準で適用できる技術
がドローンであったことが大きいと考え
られる。これまで建築に関わるロボット
関連技術は建築関係者が主体となり開発
されることが多かったが、開発コストや
実用性などをクリアできず実現場で適用
されるまでに困難を伴った。しかし、ド
ローンは空の産業革命と言われるように
３次元空間の世界の概念を変え、コネク
テッドテクノロジー（つなぐ技術）によ
り、専門分野を問わないプラットフォー
ム技術として開発され、建築分野でも導
入が始まりその活用の期待が一気に高
まった。

ただし、その期待を実現化するために
は、十分な安全対策を講じてドローンの
飛行を行う必要がある。図－１に示すよ
うに 2015 ～ 2017 年度において国土交
通省へ情報提供があった無人航空機（ド
ローンなど）による事故件数を飛行方法
別１）に分類したところ、建物が密集する
人口集中地区あるいは建物点検等で条件
となる 30 ｍ未満の飛行は事故件数が多
いことが分かる。一方で首相官邸政策会
議では 2020 年代中に都市を含む人口
集中地区での飛行を実現するロード
マップ２）を作成しており、ドローンの
活用と規制（安全対策）の両方を並行
して検討している。

この規制（安全対策）に関しては、著
者が関わっている　日本建築ドローン
協会においても、建築分野で安全にド

ローンを活用するための技術マニュアル
を作成しているところであり、今後報告
をしたい。

以上より、本稿では建物点検へのド
ローン技術の活用を中心に　建築研究
所で実施してきた研究成果を紹介するこ
ととする。

２.ドローン技術の活用事例

(１)建物へのアクセシビリティ
現時点でのドローン技術では建物に接

近・接触して診断することは難しく、安
全な距離を保って建物の状態をカメラで
モニタリングすることが一般的である。
ドローンの優位な点は見えない箇所を観
察できること、つまり見たい場所に直ち

図－１　国土交通省へ情報提供があった無人航空機による事故（2015～2017年度）１）

図－２　実験条件

表－１　既存点検とドローンによる点検における各条件の比較
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に移動することができるアクセシビリ
ティの高さにある。これは地上と同じ視
点で対象物を観察できることを意味して
いる。これらアクセシビリティを調べる
ため、建築研究所内に設置された６階建
て実験木造住宅を利用して、地上撮影と
ドローンによる撮影範囲と対象物の見え
方の実証実験３）を行った。

実験条件は図－２に示す①高所作業点
検、②地上撮影点検、そして③ドローン
による撮影点検の３水準とした。また、
その３条件に対して現場で比較した結果
を表－１に示す。

②地上から撮影と③ドローンによる撮
影について比較した結果を表－２に示す。
地上からの可視カメラによる撮影では屋
根面の撮影は当然できない。また地上の
撮影場所の範囲が狭く撮影対象物までの
十分な距離が確保できない場合、建物上
部の外壁撮影も難しくなる。一方、ドロー
ンであれば対象物との安全な飛行距離を
確保できれば地上で目視点検する場合と
同程度に撮影が可能となる。さらに表－
２中の窓枠の見え方の写真が示すように、
ドローンにより対象物の画像サイズや画
質を一定に保つことができるため、撮影
画像の分析がし易くなる利点がある。

また建物点検においてコストと時間は
ドローンの活用の重要な判断材料となる。
表－２と同様の建物を使用した結果、図
－３に示すようにドローン撮影による点
検費用は高所作業点検より低価格で実施
することができた。ただし、ドローンで
写真撮影後の画像処理のコストと時間に
ついては、反対に増加することになり、
今後の自動処理技術等によって改善が必
要と考えられた。

以上のようにドローン技術の適用には、
地上、高所作業での既存調査技術と比較
検討することで、どの技術が適している
かを適宜選定することが大切である。

(２)ドローンによる建物自動点検
技術

国土交通省住宅・建築物技術高度化事
業の一環で、点検調査のための自律制御
型ドローンの開発と、搭載カメラによる
効率的点検調査方法の検討を行ってい
る４）。

ドローンは一般的にGPS により位置制
御されるが、建物が密集している場所では
GPS 信号を捕捉することが困難となり、建
物点検の精度だけでなく墜落の危険性が高
くなる。これより本研究ではGPS に依存し

図－４　ドローンを活用した建築物の自動点検調査システム

図－３　高所作業とドローン撮影点検におけるコストと時間の比較

表－２　ドローンによる建築物へのアクセシビリティの向上の例

ないカメラの画像情報により自己位置を推
定する SLAM(Simultaneous Localization 
and Mapping）を活用し、図－４に示すよ
うに自動点検調査システムの開発を行っ
ている。具体的には、仮想空間上で飛行
プランを作成し、写真－１に示すドロー

ンの前方に搭載された XY 座標系におけ
る空間認識用のステレオカメラと高さ方
向を認識する単眼カメラにより、建物点
検に活用可能な完全自律制御型のドロー
ンを開発している。そしてこのドローン
に搭載されたカメラにより不具合部分を
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また、図－６に　建築研究所のばくろ
試験場をドローンに１億画素カメラを搭
載して撮影した結果を示す。劣化情報を
定期的に撮影することで劣化の進行状況
だけでなくその位置関係を把握すること
もできるためアーカイブスとしての活用
も可能である。例えば、図－７に建物屋
根面におけるシート防水の３次元点群画
像の劣化情報を示す。ドレン廻りの状況、
防水シートのジョイント部の亀裂長さ、
補修状態等を定量化することが可能であ
る。また、図－８に示すように屋根全体
の面積も計算することが可能であるため、
補修改修時の事前調査として活用できる。

(４)外壁タイルの剥離検出への活用
2017 年度に国土交通省建築基準整備

促進事業Ｔ３６）において、「非接触方式
による外壁調査の診断手法および調査基
準に関する検討」の課題で、赤外線カメ
ラ等を活用した外壁調査の診断精度に関
する整理・検証をし、ドローンの活用を
含めた効果的かつ確実な診断手法および
調査基準の検討を行っている。

本事業において　建築研究所にて図
－９左図に示すタイル張り試験体に欠陥
部を作製し、打音検査と赤外線カメラと
の検出精度の比較、および地上から撮影
した赤外線カメラと赤外線カメラを搭載
したドローンによる空中から撮影した場

図－６　１億画素カメラによる３次元点群画像と抽出した試験体の

寸法測定

図－５　ドローンの２眼・単眼カメラ上の対象物抽出と姿勢制御による自動

制御技術　

表－３　　高解像度カメラによる効果

写真－１　Visual SLAM（Simultaneous Localization and Mapping）型

のドローン

自動抽出し、その画像データを CAD 等へ
反映、および飛行フライトログ等により
PC 上で再度建物点検の情報をフィード
バックできるシステムを提案している。
　建築研究所の実験建物を利用して、

ドローンの自動点検の実証実験を行った
結果を図－５に示す。事前に PC 上で設
定した XZ 座標系における飛行ルートに
従ってドローンを自動で飛行させ、図－
５右下の写真に示すように下方に向けら
れた単眼カメラによる地上の特徴点を見
つけＺ方向の位置を捕捉し、図－５右上
の写真に示すように、ドローンに搭載さ
れた２眼カメラが建物の梁と床部分の距
離を推定し、その状況は PC 上で色情報
として示される。

ところで、ディープラーニングをベー
スとする AI の技術は認識、行動、言葉
の順序で発展するとされている５）。この
AIの出発点は画像認識の精度向上となっ
ており、ドローンは人間の「目」に代わ
る機能として AI を適用できる相性の良
い技術と考えられる。そして、ドローン
は人間では見ることができない場所を撮
影することが可能であるため、AIと人間
との競争原理が働きにくく、人間を支援
し共存も可能な技術でもある。このため、
本研究ではドローン本体内で建物点検・
画像認識・分析の一連の流れを実施する
統合型プラットフォームを目指している。

今後、ドローンによる自動化と AI の融
合技術により安全な建物点検の開発を進
めるだけでなく、人間を支援し共生する
ドローンとして活用される３次元空間上
の新しい世界が構築されることを目標と
している。

(３)高解像度カメラによる点検技術
図－３の結果の通り、画像処理に膨大

な時間を要することが課題となっている。
画像処理時間を短縮化させる一つの方法
として、画像の高解像度化により対象物
の撮影枚数を減らす方法が考えられる。
そこで本研究では国内最高解像度である
１億画素カメラを活用しドローンに搭載
することで、建物点検時の劣化情報等の
取得精度について検証実験を行った。表
－３にドローンに搭載された 1,200 万
画素カメラと１億画素カメラのクラック
スケールの視認性の結果を示す。１億画
素カメラにより対象物から４ｍ離れた地
点で 0.05㎜の幅まで測定可能であるこ
とが分かった。この結果について、当然
ながら画像が高解像度化すれば詳細な情
報を取得することができるが、別の視点
から考えると必要とする撮影精度を一定
値とした場合、建物点検時に１枚の画像
は広い面積で撮影できるばかりでなく、
建物から十分に離れて情報を取得できる
などの安全性も確保することができる。
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合の実証実験をした。その結果、地上か
ら赤外線カメラで撮影した場合は、地上
面と試験体の設置高さ間の仰角が大きく
なると外壁タイル張りの剥離面の検出精
度は低くなった。一方、ドローンに搭載
した赤外線カメラで撮影した場合は、図
－９右の赤外線画像で示すタイル張り試
験体の欠陥部の検出例に示すように、地
上と同じ水準で試験体を赤外線カメラで
撮影できるため仰角の影響を考慮せずに
測定することが可能であることが分かっ
た。

３.異分野 -産官学連携の重
要性

ドローンの技術開発は建築分野だけで
達成できるものではなく、様々な業界と
の協力、さらに産官学連携が必要不可欠
である。これは、建築的思考を超えた「協
力」「協調」の両輪により、クローズド・
イノベーションからオープン・イノベー
ションへと研究スタイルを変えていくこ
とを意味する。

以上の重要性を踏まえ、著者は学術分
野では、2016 年度に　日本建築学会
にて「UAV を活用した建築保全技術開発
WG」を設置した。建物点検調査に関わる
委員と協力して、ドローンにおける情報
収集および RC 造４階建ての建物を利用
して、ドローンによる実証実験を行って
きた。これら WG の成果については「建
築ドローンシンポジウム（建築×ドロー
ン）2017」（写真－２）にて公表し、
2018 年度の第２回シンポジウムではド
ローンを利用した建物点検調査手法およ
び建築学会災害委員会と連携し、災害震

災時における建築ドローン技術の活用の
現状について紹介する予定である。

官の分野については　建築研究所で
の課題並びに国土交通省におけるドロー
ン事業に積極的に関わり、建築分野での
ドローン技術普及のための協力を行って
いる。

産業分野においては、2017 年９月に
　日本建築ドローン協会を設立し、建
築分野とドローン分野の技術融合を促進
することを目的に、ドローンの技術者育
成・技術支援・標準化の取り組みを行っ
ている。ドローン技術の建築分野への適
用は建物点検だけでなく、施工管理、災
害調査、環境調査、文化遺産保存、意匠
設計、建築計画、そして人との共生に重
要な街並みに関わる技術等、様々な分野
で活用されると考えられる。

４.おわりに

ドローン技術により建築領域における
新しい産業や雇用の創出だけでなく、
人々の新しい生活空間の提案へと繋がる
未来志向の世界が広がっていく可能性が
あり、著者はその世界が現実となるよう
に様々な業界の方々と一緒に努力してい
きたいと考えている。
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図－８　屋根面積の計算

図－７　３次元点群画像による屋根情報

写真－２　日本建築学会　建築ドローンシン

ポジウム

図－９　ドローンに搭載した赤外線カメラによるタイル張り試験体の欠陥部の

抽出例


