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 会社概要
■名　　称 株式会社ジャスト西日本

香川県坂出市築港町１丁目８番８号

■設　　立 １９９７年（平成９年）４月１８日　

　　　　　　　　　         　（平成１３年１０月１日社名変更　旧社名：株式会社ジャスト四国）

■資本金 １５，０００，０００円

■取締役 末　包　享　志　（代表取締役）
山　本　昌　治
越　智　大　介
安　藤　純　二　（株式会社ジャスト代表取締役）

 
■営業種目 　1．鉄骨溶接部の受入検査（中間検査・製品検査・超音波検査）

　2．鉄筋継手部（外観・超音波検査）の各受入検査
　3．非破壊検査全般（放射線、超音波、磁気、浸透、電磁誘導、ひずみ測定）            　　　　　　 
　4．建築設備配管劣化調査（Ｘ線、内視鏡、超音波肉厚測定、切断サンプリング）
　5．既存建物の耐震・劣化診断（外観、コンクリート強度、不同沈下、中性化等）
　6．コンクリート内配筋、各種配管（金属、塩ビ、ＣＤ管）の探査  
　7．トンネル裏面空洞調査（電磁波レーダによる空洞調査・空洞容積測定・ミストドリル）
　8．各種配管内視調査（内視鏡・CCD）
　9．建物（コンクリート構造物）の雨漏り調査（ガス圧入法・液体浸透法）
 10．地中埋設配管漏水調査（音響）
 11．土木構造物の調査（橋梁・水門・港湾・道路・トンネル・道路付帯設備）
 12．アンカーボルト引張荷重確認試験（全ネジボルトから異形鉄筋までの施工確認試験）
 13．地中埋設物（各種管路）の探査（地中レーダ・鉄管）

  14．外壁（タイル・モルタル）剥離調査（打診法）

                                15．赤外線サーモグラフィ調査（壁面漏水・表面温度分布調査・タイル浮き）
 16．マンション診断（建物・給排水設備・防災設備・電気設備）
 17．振動・騒音測定
 18．免震建物の維持管理（日本免震構造協会認定の資格者による点検）
 19．鋼製防護柵の根入れ長測定
 20．ホルムアルデヒド・揮発性有機化合物（VOC）の測定
 21．病院X線室管理区域の漏洩放射線量の法定測定・X線室の遮蔽計算

新規導入  22．病院X線室管理区域の漏洩放射線量の法定測定・X線室の遮蔽計算 ドローン空撮・構造物の3Dモデル化・・（ドローンによる点群データ作成・2次元図面の3D化）

■会社認定  平成2 1年４月   １日　第232A09号　CIW　A種　認定　
 平成3 0年４月２６日　優良鉄筋継手部検査会社　認定

■加入団体 ● 公益社団法人 日本鉄筋継手協会　(ＪＲＪ) ● 一般社団法人 ソフトコアリング協会
● 公益社団法人 日本コンクリート工学協会　(ＪＣＩ) ● 一般社団法人 赤外線画像診断研究協会
● 一般社団法人 日本免震構造協会　(ＪSSＩ) ● 財団法人 日本建築防災協会
● 一般社団法人 日本非破壊検査工業会　(ＮＤＴ)

■取引銀行  百十四銀行(坂出東部支店)・伊予銀行(坂出支店)・中国銀行（坂出支店）

    ◆会社の経歴◆
平成　９年　４月１８日　社名：株式会社ジャスト四国    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                
　　　　　香川県坂出市西大浜北４丁目２－６で営業開始

平成１２年　１０月　１日　広島営業所開設    
平成１３年　１０月　１日　社名変更：株式会社ジャスト西日本                            
　　　　　本社移転：香川県坂出市築港町１丁目６－７
平成１４年　１０月　１日　福岡営業所開設
平成１５年　１０月　１日　社団法人日本溶接協会ＷＥＳ８７０１                         
　　　　　溶接構造物非破壊検査事業者E種（UT部門）の認定取得 
平成２０年　　４月　１日　社団法人日本溶接協会ＷＥＳ８７０１
　　　　　溶接構造物非破壊検査事業者Ｃ種（UT部門・PT部門）の認定取得 
平成２０年　１０月　１日　社団法人日本溶接協会ＷＥＳ８７０１
　　　　　溶接構造物非破壊検査事業者Ｂ種（UT部門・PT部門・RT部門・ET部門）の認定取得 
平成２１年　　４月　１日　社団法人日本溶接協会ＷＥＳ８７０１
　　　　　溶接構造物非破壊検査事業者A種（UT部門・PT部門・RT部門・ET部門・MT部門）の認定取得 
平成２４年　１０月   １日　島根営業所開設（島根県隠岐郡隠岐の島町）
平成２８年 　  ７月　１日　山陰営業所開設（島根県出雲市浜町）
平成２８年　１２月２３日　本社移転：坂出市築港町１丁目８－８
平成２９年　１２月２６日　福岡営業所移転：福岡県古賀市糸ケ浦２番地
平成３０年　　４月２６日   社団法人日本鉄筋継手協会  　優良鉄筋継手部検査会社の認定取得                      
令和　２年　　３月　９日　山陰営業所移転：島根県出雲市小山町552-2　第２吾郷ビル2F

■本社所在地



★鋼材種別の確認 ★溶接前検査

★溶接後検査

　○”鉄骨溶接部”の　《受入検査》
　     　私たちの住んでいる都市や町には計り知れないほど多くのたてものがあります。
　     　そのたてものの骨に当たる『鉄骨』の品質の良し悪しが建物の安全性をも左右しています。
　  　   株式会社ジャスト西日本は施主または設計・監理、施工業者(ゼネコン)が品質を保証するための体系的活動
　  　   の一つである鉄骨の受入検査を行っています。

　 　    また、(一社)日本溶接協会の溶接構造物非破壊検査事業者の認定を有している第三者検査会社です。

　   　  立場で「公正なる検査」を実施しております。
　  　   さらに、非破壊検査の最高資格である(一社)日本非破壊検査協会の総合管理技術者が2名おり、また(一社)
　 　    非破壊検査協会の教育活動を通し社会に貢献しております。

　 　    どんなに厳格な検査をしてもその検査の発注者が鉄骨の製作会社であれば報告書の宛先が施工業者(ゼネコン)
　  　   宛になっていてもそれは鉄骨の製作会社の自主検査(社内検査)です。
　　     株式会社ジャスト西日本は、第三者検査機関として受注先を建築主・設計事務所・建設会社に限定し客観的

★溶接中検査
ルート間隔の確認 開先角度の確認

パス間温度の確認

パス間温度の確認
（シオンクレヨン）

溶接材料の確認 溶接条件（電流）の確認

外観検査 仕口のずれ確認外観検査

超音波探傷試験（工場） 超音波探傷試験（工場） 超音波探傷試験（現場）

サム・スチールチェッカー



   橋梁の落橋防止装置等のような構造部材をコンクリート構造物に取り付けるためのアンカーボルトは、定着長さが
   設計値通りの十分な長さが確保できているかどうかが重要であり、その長さを確認することが必要です。

　垂直探触子を用いた超音波試験で測定することが出来ます。

   建築物の鉄筋継手部（ガス圧接、溶接、機械式継手）がしっかり接合されてなければ、安心して利用することが
　できません。
 『超音波探傷検査』によって鉄筋継手部の品質確認をすることができます。
　鉄骨溶接部と同様、第三者による受入検査により品質の確認が出来ます。

○アンカーボルト長さの超音波試験

○”鉄筋継手部”の《受入検査》
   私たちが普段利用している鉄筋コンクリート造の建物は数多くあります。
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ふくらみ測定状況 超音波探傷試験状況

溶接継手
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（溶込み不良）

鉄筋偏心測定状況
溶接継手不合格部

切断確認（ブローホール）
弊社集計例

測定装置の時間軸調整 アンカーボルト長さ測定 アンカーボルト長さ測定



　　新設の鉄骨や鉄筋の受入検査の他に構造物の溶接部や材料の超音波探傷試験も行っております。

　○その他の超音波探傷試験（UT)

○浸透探傷試験（PT)
　材料表面に開口したきず（割れ等）の検出に優れています。

○磁粉探傷試験（MT)
　鉄鋼材料溶接部等の割れの検出に優れています。

車軸垂直探傷 軸垂直探傷 鍛造フランジ垂直探傷

溶接構造物斜角探傷 落橋防止装置斜角探傷 EPOCH 1000i 導入
通常の超音波検査機能とフェー
ズドアレイ機能を搭載

磁化の強さの確認
（標準試験片）

橋梁 鍛造品

溶接構造物軸 溶接部の割れ

溶接構造物 鋼管杭 鉄塔基礎部



　　竣工後十数年が経過した建物は改修の時期を迎えます。改修工事においては、一般的にコンクリートに孔を
　　あける際にコアードリルを使用します。建物のコンクリート内部には、鉄筋、電線管、電話線、各種制御線
　　などが多く埋設されています。
　　事前に探査を行わず施工した結果、これらの埋設物を切断してしまう事故が多く発生しており、事故を未然
　　に防止する方法として、コンクリート内探査が有効です。

★ エックス線探査法
特徴 ・内部状況をフィルム上で観察できる

・鉄筋と電線線管（金属管、ＣＤ管、塩ビ管）の判断が容易にできる
・埋設物の大きさが推定できる

★ レーダ探査法
特徴 ・広範囲の探査は能率がよい

・短時間で埋設物の全体像が把握できる
・埋設物の深度が測定できる

・小型軽量で作業性・携帯性に優れている
・表面から第一層目鉄筋までの探査である
・埋設物の種類の判別ができない

探査原理

    探査写真例

現地トレース状況

探査状況

　　　　　　　　

○コンクリート内配筋、各種配管探査（Ｘ線・レーダ）

コンクリート内Ｘ線探査状況

探査状況

ＣＤ管

金属管

探査波形例 ① 探査波形例 ②



　★電磁波レーダ探査器による地中埋設物探査

中距離対応レーダ（SIR-300０） 　近距離対応レーダ（SIR-EZ）

　★鉄管・ケーブル探知機による地中埋設物探査

                       

        

　掘削工事において、各種配管類の損傷事故を未然に防止する方法として地中埋設物の探査が有効です。

　　

○地中埋設物（各種配管）の探査

　探査は複合探査法で、２種類のレーダ探査器と鉄管・ケーブル探知器を併用して行います。

　

レーダ探査の原理

距離Ｄ 埋設物

移動方向

伝
搬
時
間
Ｔ

GL GL

管探知器（電磁誘導法）のｲﾒｰｼﾞ図

◎J システム(赤外線トータルサポートシステム)稼働中
Jシステムを利用した調査業務委託は、Jシステム技術者在籍の弊社に直接お問合せ下さい。

打音調査前の赤外線による

探査状況



詳細調査試験項目例

　　橋梁点検車による近接目視点検
床版調査結果（損傷図）

   　　　　　外観目視によるマーキング状況写真

橋脚劣化状況写真

　　　 作業前ＫＹ 安全第一

          交通対策図(参考)

海中の状況(参考)

           防波堤の調査箇所分割状況(参考)       　　　防波堤状況写真（ボート使用）

　　港湾の調査箇所航空写真(参考)

           　海面上の状況(参考)

 ○土木関係　橋梁・港湾の調査

　　　　高所作業車による近接目視点検



　
　　

　 　●エックス線探査によるＰＣ配列位置 ・グラウト注入状況の確認(撮影可能版厚は300mm程度以下)

    

　●エックス線による木造建物筋交い調査

   ●渦電流探傷試（ET）

　○その他構造物の探査・調査

トンネル点検車による近接目視点検状況

　○トンネル構造物の調査

空洞箇所のコア削孔

　◎新規導入技術

橋梁ＰＣ桁のエックス線探査状況
（反対面にＸ線用フィルムをセット）

ＰＣ配列のトレース（6枚撮影の状況）
（現像車両で現像後の当日判定が可能）

シース管内グラウト注入
状況確認

Ｘ線探査状況

Ａ

割れ

検出コイル

励磁コイル

渦電流探傷の原理

コイルに交流を流すと導体表面

に電磁誘導による渦電流が発生

するが割れ等があると渦電流が

変化することで欠陥を検出できる

。

塗膜付き試験体の磁粉探傷試験(MT)前のスクリーニングに最適。

適用例

試験体の隅角部等応力集中部の疲労割れ検出で対

象箇所の塗装を剥離するのは広範囲で復旧を含め費

用が高額となる。そこで過電流探傷試験探傷試験で予

め対象箇所をスクリーニングし、割れ信号が検出され

た箇所のみ塗装を剥離し、磁粉探傷試験で確認検査

を実施すれば、塗装剥離が割れ溶接補修箇所のみと

なり経済的である。

内視鏡調査

電磁波レーダ探査による

トンネル背面空洞調査



★衝撃弾性波試験 表面２点法 コンクリート強度測定 　

　—聴強器の圧縮強度推定の原理—

★ボス供試体による新設コンクリート強度測定

　圧縮強度は、測定された弾性波速度と※１圧縮強度推定式から求めます。

　圧縮強度はコンクリートの品質の中で最も重要な要素のひとつです。当社ではボス供試体を使用し、構造体コンク
　リートを殆ど損傷することなく構造体コンクリートの強度を直接測定します。なお、この非破壊試験法は出来形検
　査時に施工される「微破壊・非破壊試験によるコンクリート構造物の強度測定試行要領（案）」に記載されている
　測定方法のひとつです。

≪ボス供試体によるコンクリート強度測定の特徴≫

　　聴強器はコンクリート表面をハンマーで軽く叩いて発生させた衝撃弾性波を測定することにより、構造体コン
　　クリートの圧縮強度を推定する装置です。聴強器での測定法は以下の様な特徴が有ります。

　　　　① 簡便な方法により圧縮強度が推定できる。
　　　　② 即座に結果が得られる。
　　　　③ 構造体コンクリートの強度を直接確認できる。
　　　　④ 非破壊のため、何時でも何処でも何回でも測定できる。
　　　　⑤ 10～150N／mm2の圧縮強度推定に適用できる。

　２つの振動センサを組み込んだ振動検出器をコンクリート表面に接触させ、直線上で約３５ｃｍ程度離れた位置を
　ハンマーで打撃して弾性波を発生させます。弾性波速度は、振動センサ間の波動伝播時間差と測定距離(３０ｃｍ)
　から算定されます。

○コンクリート構造物の非破壊試験による圧縮強度測定

　圧縮強度はコンクリートの品質の中で最も重要な要素のひとつです。当社では聴強器（衝撃弾性波試験　表面２点
　法）を使用し、非破壊で圧縮強度を推定します。
　なお、この非破壊試験法は出来形検査時に施工される「微破壊・非破壊試験によるコンクリート構造物の強度測定
　試行要領（案）」に記載されている測定方法のひとつです。

≪聴強器（表面２点法）による圧縮強度推定法の特徴≫

　　　① ボス供試体、構造体コンクリートとほぼ同様な環境・施工条件で作製するため、コア供試体と同様な強度試験
　　　　 結果が得られる。
　　　② ボス供試体の採取時には、構造体コンクリートを殆ど損傷することなく採取することができ、構造体コンクリ
  　　 　 ートの強度を直接測定することができる。
　　　③ボス供試体は加圧面を研磨・整形しない強度試験を行うことができるため、材齢１日から任意の期間まで測定
         　ができる。
　　　④ボス供試体の※１取り付け・取り外し作業には、特別な治具・装置などを使わないで行うことが出来る。

※１．標準推定式を使用しての推定も可能ですが、
推定精度向上のためには実機試験等の機会に打設
するコンクリートの特性試験を行い、あらかじめ
適切な圧縮強度推定式を作成しておく必要が有り
ます。
「微破壊・非破壊試験によるコンクリート構造物
の強度測定試行要領（案）」に従い圧縮強度を推
定する場合、普通ポルトランドセメントおよび高
炉セメントＢ種の場合は材齢７，１４，２８，５
６または９１日、早強ポルトランドセメントの場
合は３，７，２８，５６または９１日の４材齢の
試験を対象に、円柱供試体を３本ずつ計１２本作
製し、各材齢時に弾性波速度測定および、圧縮強
度試験を行い、弾性波速度と圧縮強度との相関関
係を求めておく必要があります。

※１．ボス供試体の取り付け・取り外しについては、
「微破壊・非破壊試験によるコンクリート構造物の強
度測定試行要領（案）」では「（社）日本非破壊検査
協会が実施するＮＤＩＳ３４２４の規格講習会を受講
し、受講証を有する者または、受講した者から指導を
受けた者」としています。
ボス供試体の取り付け・取り外しについては当社社員
（受講証を有する者）が現場にお伺いし、ご指導いた
します。



　　特徴:あと施工アンカー技術管理士による第３者試験を実施

テクノテスターAT-10

　 ＊引張接着強度合否基準
全ネジボルト・異形鉄筋までの施工確認試験用

　　　　測定対象は、図1の支柱を土中に埋込む方式で、図2の支柱を

　　　　　　　また、対象をする支柱は曲り部のない直管とする。

　◎装置の調整確認 　◎根入れ長測定

　　　　　(２)測定機器の性能確認
　　　　　　　　測定機器の性能確認は、鋼製防護柵の種別毎に１本以上とする。

　4．判定基準
               根入れ長の判定基準は、測定根入れ長(ｈ１)と設計根入れ長(ｈ２)との差(測定誤差)が下記であること。
                                    -１００㎜≦｛測定根入れ長(ｈ１)-設計根入れ長(ｈ０)｝≦+１００㎜

　　　　　　　コンクリートに埋め込む方式(根巻き)は対象外である。

　３．測定機器
　　　　　(１)支柱長２，６００㎜以下の鋼製防護柵において、測定誤差が下記であること。
　　　　　　　　-３０㎜≦｛測定支柱長(Ｌ１)-支柱実寸長(Ｌ)」≦+３０㎜

　　 土中埋込式の鋼製防護柵の支柱に根入れ長不足があると、車輌事故等の際に人命に関わる事態となります。
 　　そこで、鋼製防護柵の施工時に、支柱の根入れ長を確認する目的で、測定要領として平成２２年３月に国土交通省大臣官房
 　　技術調査課により、根入れ長測定に関わる測定機器の性能、測定者の要件、判定基準が定められました。
 　　弊社では(社)日本非破壊検査協会(ＮＤＩ)の超音波検査技術者認定資格のレベル２以上を取得したものが実施します！

　１．適用範囲 　　　　２．測定箇所及び名称等

 陶磁器質タイルの型枠先付けの場合 　＊目的に応じた引張荷重条件でのテストが可能です。

   ：0.6N/m㎡以上 　　・非破壊試験ではコンクリートやアンカーが破壊するより小さな

  　　 確認荷重（引張荷重）を加えて試験します。

　○鋼製防護柵の根入れ長測定

　　RT-2000LD テクノテスターAT-３０

　　タイル・モルタルの接着力・付着力

　　        陶磁器質タイルの場合：0.4N/m㎡以上

　○引張荷重確認試験 阪神大震災以降、アンカー施工管理がますます重要視され、
状況に応じた確認試験が求められています。

実測長さ＝実測値の確認 根入れ長＝測定長さ-出寸法(429㎜-150㎜=279㎜)

【根入れ⻑の測定(検証例)】



　　　建物は、環境・設計・材料の品質・施工状況など多くの要因により、年々劣化が進行し老朽化します。

　　　また建物の耐震設計法は、大規模地震を経験するたびに改善されています。技術の進歩と過去の震災の経験を生かして

　　　１９８１年に改正されたのが現行の新耐震方です。以降、新たに建設された建物の安全性については徐々に向上してい

　　　る一方で、それ以前の基準で建設された建物は現行の安全基準から取り残された形になっています。

　　　調査依頼される建物のほとんどは、旧耐震法に基づき設計されているため『耐震診断』を行い新耐震法並の性能を確保

　　　しているのか検討して、結果によっては補強対策の必要が生じます。

  ●『調査内容』・・・ＲＣ造、ＳＲＣ造

  ●『調査状況例』・・・ＲＣ造、ＳＲＣ造

○既存建物の耐震・劣化診断業務

調査内容調査項目

サンプルコア採取による
圧縮強度試験

外観劣化調査

図面照合調査

コンクリート
圧縮強度調査

不同沈下測定 レベル測定

実測

調査方法

目視調査

フェノールフタレイン法

はつり
鉄筋かぶり
腐食度調査

コンクリート中性化試験

コンクリート躯体表面のひび割れ・仕上げ材の浮き
漏水跡など目視調査をし、建物の劣化・損傷状態等
の経年指標の資料とする。

構造躯体断面寸法、開口寸法を実測し、図面と照合
する。

建物の相対沈下量を測定し、不同沈下の有無の資料
とする。

現状の構造体コンクリートの強度を確認する。

コンクリート内の鉄筋状態を把握・確認する。

コンクリートの中性化深さを確認する。

ＲＣレーダによる配筋探査 エックス線による電配確認 コア削孔位置の確定 コア削孔

コア採取後圧縮強度試験中性化試験鉄筋径・かぶり・腐食度調査

無収縮モルタル充填
後に塗装復旧

無収縮モルタル充填
後に塗装復旧

コア採取不可能部位の
シュミットハンマー試験

不同沈下測定



　○マンション診断（建物･給排水設備･防災設備･電気設備）

　　　マンションは一戸建ての住宅と異なり、生活形態の異なる様々な人が一つ屋根の下で生活を営む場です。
　　　すなわち区分所有の建物であることから区分所有者全員の責任において、建物の共有部分や敷地、付属
　　　施設などの管理にあたることが求められています。
　　　また、日常の生活をスムーズに送り、財産価値を維持するためには適切な調査による計画修繕が必要に
　　　なります。

　

　  　   調査箇所の鉄筋探査（レーダ探査） 供試体採取       中性化試験

　　外装タイル調査ひび割れ調査受水槽診断

　　  避雷針接地抵抗給・排水設備調査　防災設備調査



　★テストハンマーによる打診調査
建物外装タイルやモルタルを打診用テストハンマーで打診し、その打診音の違いで判断する方法である程度の経験

タイル付着力試験状況

　　

応用例

 １．壁面漏水調査                                　              ５．冷暖房設備の空調バランス調査

 ２．屋上露出各種防水層の破断・漏水範囲の調査       ６．埋設管位置、埋設管破断による漏水調査
 ３．設備・プラント・電気設備の温度分布調査      ７．建築材料（保温材・外装材）の性能調査
 ４．冷蔵・冷凍庫等の熱損失状況調査                      ８．その他表面温度分布調査

調査結果例(タイル浮き・割れ・補修箇所)

　 ３．調査結果を熱映像として記録、保存、再生ができる。
　 ４．調査部位毎（仕上げ材の種類毎、調査面の条件毎）に、基準点（打診法で確認したタイル剥離面やモルタル
　　　 浮き部）を設定し、画像処理で基準点と熱画像の解析結果を一致させることにより、剥離浮き範囲を特定で
　　　 きるなどがあります。   

○外壁（タイル・モルタル）剥離調査

    
打診状況

が必要となります。その特徴として
 　 １．タイル１枚単位で結果報告ができる。
  　２．ひび割れやシーリング材の劣化状態も同時に検査できる。　　　　　などがあります。

建物の外装材（タイル、モルタル等）は、経年に伴い剥離や浮きなどの劣化現象が生じます。
外装材浮きの有無を調査する手法として打診法・超音波法・表面温度測定法等の調査方法が用いられてきました。
その中で、表面温度測定法である赤外線映像装置を用いたサーモグラフィ法の特徴として、
　 １．調査用足場、ゴンドラ、高所作業車を必要としないため、作業性、経済性、安全性に優れている
　 ２．非接触で広範囲を短時間で調査できる。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　★外壁調査（赤外線サーモグラフィー法＋手の届く範囲の打診調査）によるタイル剥離調査

             
赤外カメラ

５．手の届く範囲の打診調査を併用することで精度が上がる。

窓

赤外線及び打診調査報告書例



〇ドローン空撮・・・（産業用ドローンによる点群データ作成）

〇構造物の3Dモデル化・・・2次元図面の3D化）

★ドローンを活用した業務

ＪＵＩＤＡ修了証産業用ドローン（DJI Matrice 300RTK）

3Dモデル作成ソフト(DJI Terra Pro)

空撮により高所等アクセス困難な場所での撮影が可能

レーザースキャナ

（GTL1000） 3Dモデル作成ソフト（TREND-POINT）

精度の高い3Dモデルの作成が可能

★3DCADによる構造物の2次元図面を3次元化

配筋図（平面・側面図等）

配筋の3Dモデル

鉄筋の干渉チェック

コンクリート躯体の3Dモデル

★レーザースキャナによる構造物の3Dモデル化

JUIDA
・無人航空機

操縦技能資格

・安全運航

管理者資格



　一般に建築躯体の耐用年数は６０年程度とされていますが、建築設備の劣化は躯体と比較して早く、10年～20年程度で
　耐用寿命となります。このときに大規模な改修機会が訪れます。適切な改修時期や方法を判断する上で劣化調査が有効な
　資料となります。

 　□ エックス線探査
《特徴》 ・断水の必要がない

・保温材を除去する必要がない
・配管の状態をフィルム上で視認
・錆びこぶ、減肉等の状況を視認
・短時間に多くの箇所が測定可能
・余寿命の推定ができる

 　□ 内視鏡調査
《特徴》 ・管内面の状態を目視確認できる

・錆びこぶやブリスターの状態を観察できる
・室内配管の調査に最適

・内視鏡の挿入口が必要及び断水を伴う   
・写真撮影が可能

   

 　□ 切断サンプリング調査 　　             　　　

《特徴》  ・配管の状態が目視でき、錆びこぶ高さが
  実測できる
・減肉値をﾏｲｸﾛﾎﾟｲﾝﾄﾒｰﾀにより実測できる
・必要に応じ見本台を作成しサンプルを整理

　        した後お渡しします
      ・余寿命の推定ができる

 　□ 超音波肉厚測定
《特徴》 ・断水の必要がない

・管肉厚を０．１㎜単位で測定
・減肉の状況を確認できる
・余寿命の推定ができる

　既設配管は、経年に伴い亀裂の発生や異物による詰り等様々な要因で漏水など不具合が生じます。
　ＣＣＤカメラ及び、内視鏡を配管内に挿入し、モニターを観察して状況を把握することで原因を特定し、適切な修繕
　等の対策を講じることができます。

      日本非破壊検査協会

○各種配管内 内視調査

　　UTレベル1以上の資格が必要

○建築設備配管劣化調査

CCD探査状況

   配管内部状況

            配管内部状況

内視鏡調査状況

管内検査CCDカメラφ30×30m

撮影状況 透過写真

調査状況 内視鏡写真

切断後の状況 酸洗い後

超音波厚さ測定器 測定状況

工業用内視鏡 φ6×3.5m



　　探査原理

　　　　建物内部の漏水部、又は外部の予想される雨水等の浸入起点により特殊な【香り】を含有した空気を、
　　　　コンプレッサーにて圧入し、センサーでその特殊な【香り】を検出することにより、雨水等の浸入起点
　　　　経路建物や部材を壊すことなく調査することが出来ます。

　　　★ 雨水浸入起点検出状況

　ガス圧入状況 　ガス検知状況

　　　　漏水調査はまず。外壁等に散水し、問題となっている漏水状況を再現することから始めます。
　　　　この散水前後に、赤外線調査を併用すれば、散水前後の熱画像を比較することで、浸入起点と経路の
　　　　推定を非破壊で行うことが出来ます。

散水状況 　　　赤外線撮影状況

　　　

　○地中埋設配管漏水調査
             　 地中に埋設された配水管等で発生する漏水は流水音、衝撃音、管との摩擦音、管振動音の４つの要素を持つ複合音を

　　　　　 伴う。この複合音を漏水探知機の出力周波数を調節し、聞きやすくして漏水箇所の推定を行う。

　○建物の雨漏り調査　　　　　－ガス圧入法－

　　　－散水・赤外線探査による漏水侵入箇所及び経路特定調査－

漏水音探査状況図

右のサッシ枠と外壁の取合い部から浸入した水が
外壁の裏側を通り、漏水箇所から排出された

ボード除去後、目視した結果、浸入した水が外壁
の裏側から配線へ伝わり天井に溜まっていた



 社団法人日本免震協会の「免震建物の維持管理基準」に基づき点検を実施します。

  点検のポイント

　 ・免震装置の外観劣化、変形

　 ・可動範囲内の障害物の有無の確認

　 ・クリアランス

 　・設備配管のフレキシブルジョイント状況　　　　　など
 ＊参考：建物に地震力が加わった際の安全性を一般的に耐震性能と言います。
 　　それに対し、建物をバネとダンパーで浮かせ加わる地震力自体を小さくするのが免震装置です。

○振動・騒音測定
　建設工事現場や工場、幹線道路周辺では振動・騒音が発生し隣接する地域住民との問題になっています。

免震装置の点検状況

○免震建物の維持管理

　振動・騒音はＪＩＳ規格に測定法が定められています。又測定結果は環境基準に基づき評価を行います。
　また、最近注目されている低周波音測定を行い、周波数特定を行います。

工事現場振動測定状況 工場内振動測定状況

振動計 波形モニタ 振動受信計

Pbダンパー 積層ゴム型免震装置



　　病院のX線撮影室は、放射線安全管理で法令[医療法施行規則第３０条の２２]
　　により診療を開始する前及び６ヶ月を超えない期間毎に、X線室管理区域の
  　 漏洩線量の測定を行わなければなりません。

 　　□X線室管理区域の漏洩線量の測定
　　　「医療用エックス線漏洩線量測定マニュアル」に従ったX線撮影室管理区域の
　　　　漏洩線量の測定及び報告書作成を実施します。

 　　□X線室の遮へい計算
　　　　X線室の新設や新X線装置同時に於いて、届け出に必要な防護壁等の遮へい
　　　　性能を計算します。
　　　　　「医療法施工規則」医政発０３３１第１６号による。

(学校環境衛生基準)
関連法

病院・取扱職場 大規模建築物 住宅
ホルムアルデヒド

住宅性能表示制度(任意)

所管省庁 文部科学省 国土交通省

パラジクロロベンゼン

対象化学物質

ホルムアルデヒド ホルムアルデヒド
対象建築物 学校

トルエン

選択

他　3VOC

選択

キシレン

ホルムアルデヒド

既に多くのディベロッパー、ハウスメーカー等住宅供給側の企業では、施工会社に対して、建物引渡し前に

　

トルエン

職域ホルムアルデヒド 建築物衛生法 建築基準法

厚生労働省

ガイドライン (機材等の規格化、使用規制等)

　　パッシブ法測定状況

エチルベンゼン

スチレン

学校保険法

厚生労働省

住宅品確法

○病院X線室管理区域の漏洩放射線量の法定測定・X線室の遮へい計算

<関連法>

健康的な住環境を提供する企業としてホルムアルデヒド等の測定を引き渡し前に行うことをご提案いたします。
パッシブ法(２４時間室内に設置した計測器に空気を吸着させた後、回収し分析機関にて分析)による測定サービスを実施

　○ホルムアルデヒド・揮発性有機化合物(VOC)の測定

建築基準法が改正され、より一層のシックハウス対策が打ち出されました。

ホルムアルデヒド・VOCの測定実施を義務化しており建物供給側としての社会的な主張を明確にしております。

病院Ｘ線室管理区域の漏洩

放射線量測定状況

室内換気

室内密閉

資料採取

回収・分析

報告書作成

対象室内の全ての窓・扉・引出し(外壁の窓、扉、屋内の
システム収納、押入、キッチン等を含む)を開放し、30分以
上換気する。

室内換気終了後、窓と扉を閉鎖し(屋内の扉、システム収納、
押入、キッチン等の扉・引出しは開放したまま)5時間以上維

5時間以上密閉した後、採取機器を部屋の中央付近(床から
1.2m～1.5mの高さ)に設置し、室内密封の状態のまま24時間
測定する。

採取機器を回収し、試験所で分析する。

《分析方法》
・高速液体クロマトグラフ法(ホルムアルデヒド)
・ガスクロマトグラフ質量分析法

(トルエン・キシレン・スチレン・エチルベンゼン)

報告書作成

測定の流れ
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≪関連会社≫

　　神奈川県横浜市青葉区あざみ野南2-4-1 TEL:045(911)5191
　　宮城県仙台市青葉区愛子東2-3-20 TEL:022(302)9687
　　新潟県新潟市中央区姥ヶ山4-6-15 TEL:025(287)9220
　　群馬県高崎市井野町692-2 TEL:027(381)8139
　　千葉県我孫子市我孫子3-17-5 TEL:04(7183)9680
　　長野県安雲野市豊科4319-19 TEL:0263(73)6214
　　静岡県静岡市駿河区中田2-2-4 TEL:054(284)0771
　　大阪府吹田市南金田2-19-35 TEL:06(6368)6526
　　愛知県名古屋市名東区上社3-1701 TEL:052(364)9575
　　山口県山口市小郡下郷1234-2 TEL:083(976)5680
　　株式会社ジャスト西日本
　　株式会社ジャスト西日本

本 社

広 島 営 業 所

山 陰 営 業 所

株式会社ジャスト

福 岡 営 業 所

島 根 営 業 所

　　株式会社ジャスト西日本
広 島 営 業 所
福 岡 営 業 所

千 葉 営 業 所

新 潟 営 業 所

長 野 営 業 所

群 馬 営 業 所

静 岡 営 業 所
大 阪 営 業 所
名 古 屋 営 業 所
山 口 営 業 所
四 国 営 業 所

仙 台 営 業 所
本 社

mailto:just007@lilac.ocn.ne.jp
mailto:just-s-h@io.ocn.ne.jp
mailto:just-fukuoka@viola.ocn.ne.jp
mailto:just-simane@wonder.ne.jp
mailto:just-sanin@cap.ocn.ne.jp

