
                     
 

令和 2年 6月 26日 

 

 

「第 1回コンストラクション・オープンイノベーションマッチング」

としてオンラインによる個別商談を開始します！ 

 

関東経済産業局（以下、関東経産局）、関東地方整備局（以下、関東整備局）

及び中小企業基盤整備機構関東本部（以下、中小機構関東本部）は、建設分野

において中堅・中小企業の革新的な技術の活用を促進する「第 1 回 コンスト

ラクション オープンイノベーションマッチング」として 69社 120件の個別商

談をオンラインにて開始します。 

 

関東経産局、関東整備局、及び中小機構関東本部は、幅広い分野において、中

堅・中小企業が有する革新的な技術（AI、IoT、ロボット等）の現場実装を図る

オープンイノベーションに関する取組を推進しています。 

このたび、三者連携による初の取組として、国民の生活・安全を守る「防災・

災害対応、復興等」の分野に、中堅・中小企業の革新的な技術の活用を促進す

る「第 1 回 コンストラクション オープンイノベーションマッチング」を開始

します。 

令和元年 11月より、「i-Construction」（国土交通省）及び「オープンイノベー

ション・マッチングスクエア（以下、「OIMS
オイムス

」という。）」（中小機構のビジネス

マッチングサイト「ジェグテック」内に開設）を通じ、関東整備局が有するニ

ーズに対する提案を募集したところ、様々な分野の中堅・中小企業から 161 社

331 件の応募がありました。このうち 120 件の提案について、69 社の企業と関

東整備局管内の 23機関が、6月 26日（本日）から 1か月程度で順次オンライン

にて個別商談を実施していきます。 

有望な提案には現場実証（試行現場）の提供等を行い、評価等を通じて異分野

技術を建設現場に取り入れるべく、関東整備局での発注工事等による新技術の

活用導入を図る予定です。 

なお、「第 2回 コンストラクション オープンイノベーションマッチング」につ

いては、「インフラ維持管理」分野に関するニーズに対し、中堅・中小企業から

のシーズを募集する予定です。 

 

【関連情報】 

◆オープンイノベーション推進に係る取組について 

（関東経産局 HPへ） 

https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/open_innovation/i

ndex.html 

https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/open_innovation/index.html
https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/open_innovation/index.html


 

 

◆現場ニーズと技術シーズのマッチングについて 

（関東整備局 HPへ） 

http://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000191.ht

ml 

 

◆「オープンイノベーション・マッチングスクエア（OIMS）」

について 

（ジェグテックサイトへ） 

https://jgoodtech2.smrj.go.jp/lp/oi-matchingsquare 

 

◆ジェグテックについて 

（中小機構 HPへ） 

https://jgoodtech.jp/pub/ja/ 
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番号 ニーズ ニーズ事務所 在庁県
参加企業数

（社）

1
堤防上をセンサーやカメラなどにより、状態（変状の有無等）をより効

率的に観測・点検したい
利根川上流河川事務所 千葉県 6

2 カメラ等の映像により、アオコの発生状況を把握したい 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 1

3
コンクリート構造物のクラックやはがれ等の確認・補修等をロボットで出

来るようにしたい。
下館河川事務所 茨城県 1

4 出水時に河道内で発生している被災を観測したい 下館河川事務所 茨城県 2

5 堤防法面の維持管理を省力化したい 下館河川事務所 茨城県 1

6 荒川上流ダム群からの用水補給量の試算をする技術 荒川上流河川事務所 埼玉県 1

7 GNSS等を用いた洪水流の観測システム 荒川上流河川事務所 埼玉県 8

8
災害時に被災する事業者回線を用いない、自営回線による現場から

の映像・データ通信が可能な可搬端末の配備
荒川下流河川事務所 東京都 5

9 ダム流域毎の降雨予測と流入量予測の精度向上 利根川ダム統合管理事務所 群馬県 1

10
暴風雨・夜間時でもダムからの放流に関する警報等を確実に伝達でき

る技術
利根川ダム統合管理事務所 群馬県 5

11
ダム放流時の安全確認支援技術（CCTVの活用や暴風雨時でも運

行可能なＵＡＶ等）
相模川水系広域ダム管理事務所 神奈川県 4

12 舗装点検の効率化を図りたい 東京国道事務所 東京都 2

13 トンネル路肩清掃の自動化 川崎国道事務所 神奈川県 1

14
画像＋センサー等による冠水、冠雪検知および検知情報の迅速かつ

効率的な情報提供
大宮国道事務所 埼玉県 6

15 災害発生直後の車両通行可否判断材料の入手システム 大宮国道事務所 埼玉県 3

16 写真、動画の情報周知・情報収集機能技術 大宮国道事務所 埼玉県 5

17 着雪しない遮音壁板の表面処理 大宮国道事務所 埼玉県 3

18 振動レベルを簡易に計測（予測）する技術 大宮国道事務所 埼玉県 1

19 過積載自動感知装置 北首都国道事務所 埼玉県 1

20
構造物のクラックを撮影して自動計測、構造物に影響があるかの判断

を行える技術
北首都国道事務所 埼玉県 2

21 トンネル点検の省力化・自動化技術 千葉国道事務所 千葉県 1

22 降雨時の法面への影響をWebカメラにより評価したい 常総国道事務所 茨城県 8

23 ＩｏＴによる足場材等の仮設材の在庫管理を簡便にしたい 常総国道事務所 茨城県 1

24 ＣＣＴＶ映像の画像解析によって凍結路面状況を自動検出したい 宇都宮国道事務所 栃木県 1

25 河道内竹林の伐採竹の活用技術（方法） 常陸河川国道事務所 茨城県 1

26 夜間の流量観測精度の向上 常陸河川国道事務所 茨城県 5

27
カメラ等の映像により、河川内の樹木等の繁茂範囲や面積を簡便で

安価かつ正確に観測したい
甲府河川国道事務所 山梨県 9
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第１回コンストラクション・オープンイノベーションマッチング

28
カメラ等の映像により、樋管、水門等構造物の管内ひび割れ等の調

査を簡便に観測したい
甲府河川国道事務所 山梨県 6

29
道路施設（橋梁、長大法面）点検におけるドローンや高性能カメラ、

各種センサーの活用
甲府河川国道事務所 山梨県 1

30 トンネル内のパトロールを補完するシステム 甲府河川国道事務所 山梨県 1

31 舗装点検に用いる機器の開発 甲府河川国道事務所 山梨県 1

32 CCTVカメラを外出先でリアルタイムで確認したい 甲府河川国道事務所 山梨県 1

34 機械設備点検作業の安全と効率を向上できる技術 関東技術事務所 千葉県 4

35 機械設備の状態監視データを迅速かつ正確に取得する技術 関東技術事務所 千葉県 9

36 タブレットを導入した機械設備点検作業をさらに省力化する技術 関東技術事務所 千葉県 4

37
既存の敷設状況を正確に把握するシステム（電気、上下水道、雨水

排水管等）
国営常陸海浜公園事務所 茨城県 1

38
改修対象となる既存建築物のダクト・配管等の人が行けないような箇

所の調査技術
東京第一営繕事務所 東京都 1

39 AI等を用いたコンクリート打放し面の良否の自動判断 長野営繕事務所 長野県 1

40 陸上から直接水中の静止画が撮影出来る装置 鹿島港湾･空港整備事務所 茨城県 1

41 地下埋設物の位置や形状を三次元データとして作成・収集する技術 道路部、国総研 茨城県 1

42 現場臨場確認結果をタブレットに記載したい 山梨県道路管理課 山梨県 1

43 地質状況をボーリング調査と同等の精度で面的に把握したい 山梨県道路管理課 山梨県 1

44 舗装補修実績の情報収集・統合管理システム化 山梨県道路管理課 山梨県 1

69社

120件
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