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   国土交通省では、建設現場で困っていることや試してみたいことを「現場ニーズ」、それを解決する技術を「技術シーズ」
と称して、現場ニーズに対応出来そうな技術を持っている企業を広く募集しました。

   今回、こうした現場ニーズと技術シーズをマッチングさせるために、ニーズ・シーズの内容説明をおこなう「マッチング
イベント」を開催しました。現場ニーズ３件に対して、技術シーズ４件の応募があり、それぞれマッチングが成立しました。

Topics 1 現場ニーズと技術シーズの
マッチングイベントを開催しました！

■マッチングのフロー

試行結果の公表　　　　　　 試行結果の公表

従来技術と同等以上　　　　改良が必要

【日時】令和5年1月12日（木）14:00～16:45
【場所】札幌第1合同庁舎 10階 第3会議室

　　   ニーズの公募

  

マッチングイベント実施風景

　ニーズ提案者

　国営滝野すずらん  
　丘陵公園事務所

   建設部 河川管理課

事業振興部 技術管理課

　　現場ニーズ

公園外周設置の監視カメラに 
おける被写体認識精度の向上、
維持管理に係る利便性の向上

災害時の巡視を効率的かつ 
迅速に実施できる技術

不感地帯でも通信可能な 
デジタル技術

　　　技術シーズ

    クマアラートシステム　 

　 防災向け自動航行ドローン

ドローンによる迅速な巡視と
 状況把握

　　不感地帯向け
　　通信ソリューション

　　シーズ応募者

　サンコーコンサルタント
株式会社

株式会社 NTT データ北海道

　　株式会社 北開水工
　　コンサルタント

　　エコモット株式会社

　シーズの公募

マッチングイベント

マッチングの調整・決定

現場試行

改良点について助言

NETIS登録

https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/gijyutu/splaat000001m7r2.html



Topics 1 マッチング成立技術の紹介

02Vol.55

【現場ニーズ： 公園外周設置の監視カメラにおける被写体認識精度の向上、維持管理に係る利便性の向上】

クマアラートシステム
■提案内容（シーズ応募者：サンコーコンサルタント株式会社)
・現地に設置された無人撮影カメラから送信された画像をAIで判別し、クマであればアラートメールを送信します。
すでに滝野すずらん公園に設置されている無人撮影カメラの画像をそのまま利用することが可能です。

【現場ニーズ：災害時の巡視を効率的かつ迅速に実施できる技術 】

防災向け自動航行ドローン
■提案内容（シーズ応募者：株式会社NTTデータ北海道)
・北海道開発局管理の河川における災害時・後の河川巡視を想定し、防災ドローンの自動航行・巡視、現地状況の自動
撮影、撮影情報配信等の実証実験を行います。

開発したAI システム
により画像を解析し
クマである可能性を
判断

①
outlook のマクロ
によりフォルダに
映像を保存

映像が保存されると
プログラムが起動

クマの
可能性あり

クマ以外と判定

alert メール送信

関係者
情報共有

kuma alert!!
地点名 :◎×△□
この画像はツキノワグマ
の可能性があります。

メール受信

画像送信

撮　影

想定
フロー

災害
発生

本局等より
ドローン発進
指示

河川事務所等
よりドローン
発進・離陸

河川災害巡視
ルートをドローン
が自動航行

映像から河川の
被災状況や異常
を把握
(目視・AI)

河川事務
所等に
帰還

①ドローン
発進指示

②ドローン
発進・離陸

自動航行ドローン ③ドローン自動
航行・撮影

開発局
本局・開建等

飛行状態
映像モニタリング 河川事務所

④異常や
被災状況把握

開発局管理河川

終了

現地対応



人工衛星

衛星モデム盤※AC100V
遠隔監視

遠隔監視

ネットワークカメラ
衛星アンテナ

Gリポート

温度・
湿度管理

離れた場所

※単管は製品に含まれておりません

Topics 1 マッチング成立技術の紹介

03 Vol.55

【現場ニーズ：災害時の巡視を効率的かつ迅速に実施できる技術 】

ドローンによる迅速な巡視と状況把握
■提案内容（シーズ応募者：株式会社北開水工コンサルタント）
・ドローンを用いて、事前に計画したルートを自動航行により飛行させ、河川区域及び周辺堤内地において連続的に
取得した画像データを、現地からクラウドサーバーにアップロードし、迅速に河川事務所や関連業者等と情報共有し
ます。また、出水による氾濫発生時は、ドローンを用いた空撮のほか、レーザー測量や写真測量による複数手法を
用いて氾濫状況を把握します。

【現場ニーズ：不感地帯でも通信可能なデジタル技術 】

不感地帯向け通信ソリューション
■提案内容（シーズ応募者：エコモット株式会社）
・現場に利用可能な通信環境が無い場合、衛星通信システムと現場条件に適した屋外無線機器を設置、またブリッ
ジ接続することにより、不感地帯の多様な現場環境に適応し、かつ安定的に稼働可能なWi-fi環境の構築を行います。
遠隔臨場システムやIoT機器によるデータ収集、ネットワークカメラを組合せることで、不感地帯においても安全
管理や生産性向上に役立つサービスの活用を実現させます。

操縦者
監視者

操縦者
監視者

画像等の撮影データ

現場からのアップロード

縦断的に空撮

内水氾濫

外水氾濫

レーザー測量

空撮・写真測量

面積や標高を3次元
点群データで計測

自動航
行ルー

ト

河川区域のレーザー測量結果
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Topics2 新技術セッション及び新技術展示を
開催しました！

第66回（令和4年度） 北海道開発技術研究発表会  
新技術セッション及び新技術展示（民間企業が開発した新技術等の発表及び展示）
■開 催 日 ：〔新技術セッション〕令和5年2月14日(火)　
　　　　 　  〔新技術展示〕　　   令和5年2月14日(火)～2月16日（木） 
■開催場所：北海道開発局研修センター

   北海道開発局が実施する社会資本整備における技術的な課題の解決と、技術力向上及びその普及を図ることを目的として、 
新技術セッション及び新技術展示を開催しました。セッションでは行政ニーズに対して技術の募集を行っており、民間企業
から応募のあった11技術について、発表していただきました。会場 では発表技術に対して、発注者・施工者・研究者の各々
の立場から具体的な質問が出され、活発な意見交換が行わ れました。詳細につきましては、下記の北海道開発局の ウェブ
サイト 「北海 道開発技術研究発表会 新技術セッションおよび新技術展示」のページにて、 令和4年度の開催結果として公
開しております。   

発表状況 オンラインによる参加状況

意見交換状況

https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/gijyutu/ud49g7000000wkbv.html
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Topics21
新技術セッション及び新技術展示で
発表された技術
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展示状況

【発表技術】

デジタルサイネージによる展示

「新技術」「インフラDX・i-Construction」に資する技術

テーマ名

人力除雪や災害時の排水ポンプ設置作業等、重筋
作業を伴う人力作業時において、労働災害リスク
を軽減する技術

港湾・漁港における、施設調査及び管理の高度化、
機能保全の効率化、施工の効率化や安全性の向上
が期待できるICT及びロボットを活用した技術

大規模自然災害が発生(が予想される)した際、人
の立ち入れない被災地域や過酷な条件下において
も、迅速に測量・調査・啓開・復旧が出来る技術

災害に強い国土づくりに資する技術

テーマ名

現場事故の防止及び軽減

洪水時において、正確な情報収集を自動で行うと
共に樋門操作や水位情報の発令等多用な作業を支
援する技術

維持管理・更新に資する技術

テーマ名

種子が飛ぶ雑草（たんぽぽ等）の生育を抑制する
ことができる技術

積雪寒冷地におけるコンクリートの凍害対策が可
能な、コンクリート構造物の長寿命化技術

長大な農業水利施設において、効率的でコスト縮
減等にも配慮し、積雪寒冷地における特殊性も踏
まえた補修補強技術

技術名

巻きだれ予防柵

アシストベスト
“ワーキングパワースーツ極”“タスケル”

建設現場向けパワーアシストスーツ

高反発ゴムを使用した無電源・無電力の
アシストスーツ

水中ドローン×マルチビーム測深機による
水中可視化ソリューション

UAV・AIを活用した
海岸流木漂着量迅速把握技術

技術名

ぐる見えくん

樋門遠隔監視システム

技術名

防草・地被植物
活着緑化促進シート工法

シールドべトン

デコメッシュを用いた農業排水路の
老朽更新工法

応募者

株式会社 ノースプラン

北海道ポラコン株式会社

鹿島建設株式会社

ダイヤ工業株式会社

株式会社 豊水設計

地方独立行政法人 北海道立総合研究機構
産業技術環境研究本部
エネルギー・環境・地質研究所

応募者

鉄建建設株式会社

株式会社 北開水工コンサルタント

応募者

小泉製麻株式会社

日本車輌製造株式会社

フリー工業株式会社



編集／北海道開発局 事業振興部 技術管理課
〒060-8511　札幌市北区北8条西2丁目　TEL：（011）709-2311（代表） 内線5652  FAX:（011）708-4532
■ご意見・お問い合わせ先：mail:hkd-ky-netis2@gxb.mlit.go.jp
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【テーマ設定型（技術公募）とは】 
　　設計者、発注者、受注者が効率的に新技術を比較検討できるようにする ことを目的として、直轄工事等における現場ニーズ
　・行政ニーズ等に基づ き設定したテーマに合致する複数のNETIS技術等の特徴を明確にした技術比較表を作成する取組です。
　技術開発者にとっても新技術が使用者の 目に触れる機会が増え、活用増加が期待できます。

【北海道の現場ニーズと設定したテーマ～橋梁伸縮装置止水部の補修に関する技術～】 
　　橋梁点検や橋梁補修を進める上で橋梁伸縮装置からの漏水が原因と 考えられる損傷が数多く発生しています。多くは伸縮
　装置止水部の機能 低下が原因であり、伸縮装置本体に問題が無くとも本体を交換しなけれ ばならず補修費用が大きな負担と
　なっています。 そこで北海道開発局では令和3年度に伸縮装置本体を交換せずに伸縮 装置の止水機能の回復が図れる技術に
　ついて、技術比較表を作成しました。NETISのホームページで、令和4年7月に公開された技術比較表に ついては、下記の
　アドレス若しくはQRコードから閲覧できます。

https://www.netis.mlit.go.jp/netis/pubtheme/themesettings

技術名称

REJ工法（リフレッシュジョイント工法） 

KFシールテクトYKB-J工法 

ニンジャシール橋梁伸縮装置 補修工法 

プレスアドラー 

ゴム劣化取替工法

NET I S登録番号

QS-190028-A 

－ 

－

KK-020026-VG（掲載期間終了技術）

QS-180049-A 

　

応募者名

西日本高速道路メンテナンス九州株式会社

KFケミカル株式会社

株式会社 ガイアート 

中井商工株式会社

山王株式会社
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Topics3 テーマ設定型（技術公募）の
技術比較表を公表しました！


