
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
○橋・トンネル等社会インフラや石油プラント等産業インフラは、

今後、建設後50年を経過するものが加速度的に増加する
等、それらの老朽化に対する十分な資金と高度な維持管理
の専門知識を有する人材の不足が大きな課題となっていま
す。そのため、既存インフラの状態に応じて効果的かつ効
率的な維持管理・更新等を図る必要があります。 

 
 
○本事業では、的確にインフラの状態を把握できるモニタリン

グ技術（センサ開発、イメージング技術、非破壊検査技術）、
点検・補修を行うロボット等の開発を進めることが必要です。 

 

インフラ維持管理・更新等の社会課題対応システム開発プロジェクト 
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NEDO 交付金 

①インフラの状態モニタリング技術開発 

（例）複合センサ基盤技術、検出部の高機能化技術、画像を活用したイ
メージング技術、非破壊検査技術 

②インフラ点検・補修用ロボット技術開発 
 （例）人が到達困難な場所へ点検・補修機器を搭載して移動する小型移

動ロボット、防爆・防水・防塵化ロボット 
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