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12 月 6 日（木）～8 日（土） 10：00～17：00  

東京ビッグサイト 東ホール 入場無料（登録制） 

https://messe.nikkei.co.jp/in/ ※ウェブサイトで詳細情報をご覧いただけます 
 

 

 

 

 

 

 

インフラメンテナンス国民会議と日本経済新聞社は、12月６日（木）から８日（土）、東京ビッグサイト（東

京・江東）で社会資本の老朽化対策をテーマに、インフラを維持管理する自治体や企業と、効率的なメンテナン

ス技術や工法を提案する企業のマッチングを目的とした展示会「社会インフラテック２０１８」を初開催します。

ＩｏＴ、ＡＩ、ドローンを活用した技術やノウハウを約１００社・機関が紹介し、カンファレンスでは地方公共

団体や専門家が多数登壇します。本展は、20 回目を迎える環境総合展「エコプロ 2018」や「第 3 回ナノセルロ

ース展」、移動の未来をテーマにしたイベント「TRAN／SUM」と同時開催し、17 万人の来場を見込んでいます。 

  道路・橋などのインフラ老朽化対策・長寿命化で、持続可能な社会を提案   

ゼネコン、建設コンサルタント、保守・点検・補修、ＩＣＴ、電機などインフラメンテナンスに関連する１０

０を超える企業や機関が出展。ＩｏＴ、ＡＩ、ドローン、ロボットなどを活用した未来の社会インフラを支える

技術や工法、マネジメント手法を数多く展示し、労働現場の省力化や生産性向上、持続可能な社会づくり提案し

ます。 

 

   東京ビッグサイトに最新の社会インフラに関する最新技術が集結！     

【TOPICS➀】IoT、AIなどの最新テクノロジーを活用したインフラ関連技術が展示予定！ 

○本展にはインフラ老朽化対策技術、インフラ維持管理の革新技術やビッグデータ、IoT、AI などの最新テクノ

ロジーを活用したインテリジェント・インフラ関連技術が一堂に集結します！インフラ技術に関する注目製

品・サービスを多数展示します。 

【TOPICS➁】最新の機械を体験して楽しく学ぶインフラメンテナンス！！ 
○土木の仕事を身近に感じられる主催者企画エリアを特設！VR やドローンといった最新の機械を使って実際に

インフラメンテナンスを子供から大人まで体験できます。 

【TOPICS➂】インフラメンテナンスの最新動向をテーマに様々なセミナーを開催～！ 
○インフラ維持管理、先端技術や政策、老朽化対策に関する地方公共団体の取り組みや社会インフラのビジネス

の動向などをテーマにしたセミナーや出展社が自社の事業、技術、製品やインフラメンテナンスに関する取り

組みをプレゼンテーションします。 

 

 

 

 

 

（初開催） 

期 間 中 取 材 の お 願 い 

■本リリース、広報用素材、取材に関するお問い合わせ先 

共同 PR 内社会インフラテック 2018 広報事務局  担当：横山（史）、髙橋（速）、中里、宇津木 

〒104-8158 東京都中央区銀座 7-2-22 同和ビル 6F 

TEL：03-3571-5238 FAX：03-3571-5380 e-mail：infratech-pr@kyodo-pr.co.jp 

 

https://messe.nikkei.co.jp/in/


 

 
 

 

【TOPICS➀】 

IoT、AIなどの最新テクノロジーを活用したインフラ関連技術が展示予定！ 

※以下は出展者のニュースリリース等から作成しています。報道の際には掲載内容を各社へご確認ください。 

 

地下深さ 50m を越える橋脚面にもアクセス可能！ 

橋梁点検車にゴンドラ機能を搭載、1 台 2 役の「ゴンドラ車」の展示 
日本ビソー（小間番号 : 1-001） 

橋梁点検車にゴンドラ機能を搭載した 1 台 2 役の「ゴンドラ車」を実機展示します。

日本ビソーはゴンドラメーカーとしてのノウハウを活かし、これまでアプローチが困

難であった地下深さ 50m を越える橋脚面にもアクセス可能なゴンドラ車を開発しま

した。本展では試乗体験も実施します。 

 

最新型コンクリート内部探査機を展示 
KEYTEC（小間番号 : 1-074） 

鉄筋探査、配管・配線探査、埋設管探査、空洞、クラック探査が可能な高性能電磁波

レーダ「ストラクチャスキャン SIR-EZ シリーズ」と地中探査機「ユーティリティス

キャン スマート」などを展示します。最新型コンクリート内部探査機「ストラクチャ

スキャン SIR-EZ XT」は、高分解能・高深度(約 40cm)探査を実現します。 

 
 
 
下水道管内を調査するカメラシステム 
カンツール（小間番号 : 1-028） 

優れた管内検査 TV カメラシステム「ロビオン」を展示します。頑丈かつ高い防水性を持

つ「ロビオン」は、いかなる状況の中でも高い走行性能を発揮します。 

 

 

 

 

 

 

 
建設業界における事故を未然に防ぐ！安全教育を VRで体験 
岩崎（小間番号 : 1-019） 

クラウドを活用してインフラ整備・点検を効率化するソリューションを紹介しま

す。ブースでは、VR や AI・IoT などの最新技術を使ったさまざまなコンテンツ

を展示しており、VR 安全教育体験『リアルハット』では、クレーン災害や重機

との接触災害など、実際に労働災害が発生した事例を VR で体験可能です。 

 

「社会インフラテック 2018」のみどころ 

ゴンドラ車 GC-200 

最新型コンクリート内部探査機  

ストラクチャスキャン SIR-EZ XT 

VR 安全教育体験『リアルハット』 

ロバスト設計による TV カメラシステム 

「ロビオン」 



 

「Air Slider(R)」モデル AS400 

下水道管路など閉鎖性空間の点検調査を目的としたドローン 
NJS（小間番号 : 1-033） 

通常のドローンが飛べない閉鎖性空間の点検調査を目的としたドローン「Air 

Slider(R)」を展示します。主に下水道管路を対象としたこの調査点検用ドローンは

高解像度カメラを備え、精度が高い管内情報を短時間で収集できます。 

 

 

 

二次災害を未然に防ぐ建設重機の無人化を実現する遠隔操縦装置「サロゲート」  

大林組（小間番号 : 1-026） 

一般的な建設重機に装着できる汎用性の高い遠隔操縦装置「サロゲート」を展示し

ます。「サロゲート」は、持ち運びや着脱が容易で、重機を簡単に無人化できます。

各地で自然災害が多発する中、二次災害の危険を伴う場所でも迅速かつ安全に復旧

作業を進められる装置です。この装置は来場者の体験も可能です。 

 

  

 

重量鉄筋も軽々組立！人とロボットの協調作業を実現 

清水建設（小間番号 : 1-025） 

本技術は、重量鉄筋の配筋作業をアシストするロボットアーム型の作業支援ロボッ

トです。鉄筋組立作業をアシストするための治具として、人とロボットの協調作業

を実現しました。ロボ先端のグリップを押すだけで、重量負担なく重量鉄筋の水平

移動が可能で人力による配筋作業の生産性と安全性が向上します。また、移動が容

易で機動性に優れるので、生産性低下が懸念される長尺重量鉄筋組立作業等にピン

ポイントで適用し生産性を向上させることができます。 

本展では、実物の約 1/5 の大きさのモデルを展示し、実演体験も可能です。 

 

コンクリート構造物のひびを AI活用して画像診断できる「ひびみっけ」 

富士フイルム（小間番号 : 1-027） 

AI を活用した画像診断システム『ひびみっけ』によるコンクリート構造物のひび・チョーク検出サービスを紹介

し、システム操作のデモンストレーションや撮影体験コーナーを設置します。 

 
断水が困難な水路トンネルの点検を通水中に無人で行うロボット 
日本工営（小間番号 : 1-035） 

本展示では、ロボットやソフトウェアなど新技術を活用した点検診断技術や維持管理

システムを紹介し、断水が困難な水路トンネルの点検を通水中に無人で行うロボット

の展示を実施します。 

 

 

 

 

壁面自動追尾型 

水路トンネル撮影装置 

汎用遠隔操縦装置「サロゲート」 

配筋アシストロボ 



 

橋梁の状態把握や損傷箇所特定 
東芝インフラシステムズ（小間番号 : 1-035） 

損傷模擬床版（ガラス製）を組み込んだ橋梁模型を用いて、橋

梁センシングシステム（橋梁模型下にあるのは小型無線センサ

ユニット）によるリアルタイム AE 源位置標定デモを行います。 

 

 

コンクリートのひび割れ検出 AIエンジン「ひびここ」 
システム計画研究所/ISP （小間番号 : 1-077） 

コンクリートのひび割れ検出 AI エンジン「ひびここ」を展示。「ひびここ」はコンクリート構造物等の撮影画像

からひび割れ検出を実現するための AI 学習エンジンです。個別の環境に応じたカスタマイズをすることで、それ

ぞれの用途に向けた対応が可能となっています。「ひびここ」は少量学習データから開始し、イテレーティブに検

出精度を向上させていくことが可能です。 

 

ディープラーニング技術を駆使して社会インフラでの目視点検作業を効率化 
インキュビット（小間番号 : 1-014） 

ディープラーニング技術を用いた画像認識エンジン開発サービス「Incubit 

Vision Services」を展示します。現場での課題が最も適切な形で解決でき

るよう、お持ちのデータを有効活用し、オーダーメイド開発を行い、社会

インフラ点検業界では道路のヒビ割れ、壁面のはがれ、下水道の劣化、送

電線のサビ等、社会インフラでの目視点検作業を効率化できます。 

 

 

点検時間が限られた地下鉄等のトンネルひび割れ検査で活用 
クラボウ（小間番号 : 1-048） 

一般車両に取付可能な「小型路面検査ユニット PG-4」を展示します。独

自画像処理技術を用い 3D カメラで撮像した画像から、ひび割れ、わだ

ち、ポットホール等損傷を自動抽出。メッシュ作成、レポート機能を使

い簡単にレポート作成する事大幅な効率化を図ります。またトンネル検

査用に「小型トンネル検査システム」を初展示します。点検時間が限ら

れた地下鉄等のトンネルを一気にスキャン出来、ソフトにてひび割れ抽

出からレポート作成まで可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜デモイメージ＞ 

リアルタイム AE 源位置標定デモ 

 

ビル壁のヒビ割れ・ペンキ浮き・剥がれ検知 

小型トンネル検査システム 



 

【TOPICS➁】 

最新の機械を体験して楽しく学ぶインフラメンテナンス！！ 
■“見て・触って・試して”をコンセプトとした主催者企画 

学生や一般の方々に向けたインフラメンテナンスの普及、啓発のための展示企画として、“見て・触って・試し

て”をコンセプトに土木の仕事を身近に感じていただくエリアを特設します。 

＜企画予定＞ 

『インフラメンテナンスアクティビティゾーン（協力：アイセイ）』 

インフラメンテナンスを楽しく学んでもらうため、ＶＲやＡＲ、ドローンなどを使って、インフラ点検・検査

現場の仕事を擬似的に体験できます。 

 

『ＶＲを用いた高所点検作業体験（協力：特殊高所技術）』 

ＶＲゴーグルから見える高所の映像で、高い場所からの点検作業の臨場感を伝えます。 

 

『インフラメンテナンス写真展（協力：寿建設、写真家 山崎エリナさん）』 

国際的に活躍する女性写真家の山崎エリナさんが“インフラメンテナンス”の現場を情感的に撮影した写真の中か

ら、本展では子どもの目線に重点をおいた作品を中心に展示。普段は工事の囲みや夜間作業のため見ることので

きない様子をリアルに、ありのままに撮影された写真 32 点が並びます。 

 

『ドボク模型体験コーナー（協力：藤井基礎設計事務所）』 

「なぜ土砂災害が発生するのか？」「どのように防ぐのか？」を、100 円ショップやホームセンターで手に入る材

料で手作りした“ドボク模型”を使ってわかりやすく説明。土砂災害を防ぐ土木施設が、私たちの生活に役立って

いることをわかりやすく紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 



 

【TOPICS➂】 

インフラメンテナンスの最新動向をテーマに様々なセミナーを開催！  

■社会インフラテック カンファレンス※聴講無料・事前申込制、各回定員 250 名 

「社会インフラテック カンファレンス」では本展の共催者であるインフラメンテナンス国民会議の総会をはじめ、

インフラ維持管理、先端技術や政策、老朽化対策に関する地方公共団体の取り組みや社会インフラのビジネスの動向

などをテーマにしたセミナーを実施します。 

<社会インフラテック カンファレンスのプログラム例> 

  12月６日（木）  

10:30～12:00 「社会インフラテック 2018 開会式/インフラメンテナンス国民会議 総会」 

「特別講演」11:20～ 「インフラの臨床成人病学入門」 東京都市大学学長 三木 千壽氏 

 

13:00～13:40「【技術・取り組み-インフラメンテナンス大賞から】 

インフラメンテナンスのグッドプラクティス」 

国土交通省総合政策局公共事業企画調整課 事業総括調整官 吉田 邦伸氏 

青森県 総務部行政経営管理課 ファシリティマネジメント推進グループ マネージャー 駒井 裕民氏 

NJS 開発本部ドローン開発部 部長 稲垣 裕亮氏 

日本大学工学部 土木工学科研究員 浅野 和香奈氏 

 

13:00～13:40「インテリジェント・インフラ IoTで変わるインフラ維持管理」 

東洋大学 情報連携学部長 坂村 健氏 

 

  12月７日（金）  

10:10‐11:10「経営トップが語る インフラメンテナンス産業の新しいビジネスモデル」 

自律制御システム研究所 COO 鷲谷 聡之氏 

NEXCO-West USA 取締役社長 松本 正人氏 

 

14:30-15:10「社会インフラ健康診断 老朽化の現状とメンテナンスの必要性」 

名古屋大学 工学研究科土木工学専攻 教授 中村 光氏 

 

  12月８日（土） 

11:40-12:10「小型無人航空機ドローンを使って安全・安心・便利な社会づくり」 

日本 UAS 産業振興協議会（JUIDA) 理事長 鈴木 真二氏 
 

14:00-14:30「災害を防ぐドボク技術を知り、備える」 
藤井基礎設計事務所 代表取締役社長 藤井 俊逸氏 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

■出展者プレゼンテーションセミナー※聴講無料・事前申込制、各回定員 50 名 

「出展社プレゼンテーションセミナー」では、出展社が自社の事業、技術、製品やインフラメンテナンスに関する

取り組みをプレゼンテーションします。 

<出展社プレゼンテーションセミナーのプログラム例> 

  12月６日（木）  

11:10～11:30 「PC 橋の内部鋼材破断を検知する非破壊検査ソリューション」 

コニカミノルタ BIC-Japan 

15:40～16:00 「コンクリート構造物のひび割れを自動検出する“ひびみっけ”の紹介」 

富士フイルム 

 

16:20～16:40 「花王のインフラメンテナンス用途薬剤の紹介」 

花王 

  12月７日（金）  

11:10～11:30 「AI とロボットによるインフラ点検」 

システム計画研究所 

13:00～13:20 「インフラ長寿命化に向けたアセットマネジメント支援ツール」 

清水建設 

13:40～14:00 「ＡＩ活用の道路アセットマネジメント（ＬＣＣ削減）取り組み紹介」 

東芝インフラシステムズ 

 

■ニーズ・シーズ マッチングステージ 

  12月７日（金）  

14:20～15:00「老朽施設を“稼ぐインフラ”に PPP/PFI による施設整備のヒント 」 

鈴木 文彦 大和エナジー・インフラ ソリューション部 副部長 

  12月 8 日（土）  

10:30～11:30「建設業で活躍する女性『けんせつ小町』座談会 働き方改革へのホンネと理想」 

（登壇者） 

大林組 土木本部生産技術本部ダム技術部技術第二課主任 阿部 留美子さん 

鹿島建設 東京建築支店建築工事管理部総合プロダクトグループ課長代理 眞上 結子さん 

五洋建設 経営管理本部人事部専門部長 大島 香織さん 

村本建設 設計室 松尾 沙耶さん 

日経 BP 社 日経コンストラクション記者 長谷川 瑤子さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
◆名    称： 社会インフラテック 2018（第 1 回） 

◆会    期： 2018 年 12 月 6 日（木）～8 日（土） 10:00～17:00 

◆会    場： 東京ビッグサイト 東１ホール  

◆入 場 料： 無料 （登録制）※ホームページ（https://messe.nikkei.co.jp/in/）で事前来場登録を受付 

◆主    催： インフラメンテナンス国民会議、日本経済新聞社 

◆後    援： 国土交通省、内閣府、経済産業省、環境省、文部科学省、厚生労働省、警察庁、土木学会 予定［順不同］ 

◆来場対象： 国・地方公共団体（中央省庁、地方自治体、公共団体、研究機関など）、建設（ゼネコン、建設コ

ンサルタント、電気・空調・衛生・消防など各種設備）、土木（道路維持・修繕・改良工事、道路

排水工事、上水道・下水道工事、造園工事）、不動産・デベロッパー、住宅メーカー、工務店、設

計事務所・デザイナー、運輸・流通・交通機関、地理・気象情報関連、通信、重電、商社、エネ

ルギー、金融・証券・保険、農林業、人材・派遣、投資家、学校・教育関係者、生活者 ほか 

◆来場者数： 170,000人（見込み）［同時開催展「エコプロ2018」との合計］ 

◆展示規模： 107 社・団体／200 小間 ※主催者企画エリアを含む 

◆来場者からのお問い合わせ先：フリーダイヤル 0120-261-122（9：00～18：00 土日祝を除く） 

※12月14日までのご案内です。 

 

☞企画の詳細や最新情報のチェックは公式ウェブサイトで→ https://messe.nikkei.co.jp/in/ 

公式ウェブサイトで、出展製品・サービスの情報や各出展者のプレゼンテーション予定などを検索することがで

きます。来場前にチェックいただければ、「社会インフラテック 2018」をより詳細に、よりわかりやすくご理解

いただけます（出展者により随時、情報が更新されます）。 

 

☞会期中（12月 6日～8日）プレス取材について 

東5ホール商談室（1）のプレスルームにてプレスバッジ・報道資料をお渡し致します。 

 

■本リリース、広報用素材、取材に関するお問い合わせ先 

共同 PR 内社会インフラテック 2018 広報事務局  担当：横山（史）、髙橋（速）、中里、宇津木 

〒104-8158 東京都中央区銀座 7-2-22 同和ビル 6F 

TEL：03-3571-5238 FAX：03-3571-5380 e-mail：infratech-pr@kyodo-pr.co.jp 

 

【会期中の問い合わせ先】（12月５日（水）14:00以降～12月８日（土）17:00まで） 

プレスルーム 東 5 ホール商談室（１）共同 PR 内 社会インフラテック 2018 広報事務局 

TEL：03-5530-1604 

 

開催概要 


