
グリーン・コンサルタント株式会社



グリーン・コンサルタント株式会社のネットワーク

本社を含めた10の営業所と2つのセンターで全国をカバーしています。

主な業務内容は、道路や舗装に関する設計・測量・調査・試験・評価を行っています。

●
②北海道営業所(恵庭市)

●

③東北営業所(仙台市)

●

①本社(品川区)

⑪設計センター(品川区)●

⑤関東営業所(さいたま市)

⑫調査センター(さいたま市)

●
⑥中部営業所(名古屋市)●

⑨四国営業所(徳島市)

●

⑩九州営業所(福岡市)

●

⑧中国営業所
(安芸郡府中町)

●

⑦関西営業所
(大和郡山市)

●

④北信越営業所(新潟市)



主要資格の保有人数と業績

資格 部門 人数

工学博士 2

技術士 建設 11

RCCM

道路 16

港湾及び空港 3

都市計画及び地方計画 2

1級土木施工管理技士 32

1級舗装施工管理技術者 55

測量士 19

舗装診断士 34

コンクリート診断士 3
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登録事業：建設コンサルタント【建 04 第 4313 号】
測量業者 【第 (7) － 18243 号】
労働者派遣事業 【派 13 － 304556 】



企業理念

設計業務測量業務

調査業務 試験業務 評価業務



測量業務

◆ 基準点測量、横断測量、縦断測量などの測量業務を行います。

◆ 3次元道路縦横断計測システム『ROPO』によるノンプリ計測が可能です。

◆ 『ROPO』の計測値による情報化施工（TS）への3次元データの提供が可能です。

測定状況
(交通規制しない事が大きなメリットです）

地形測量の概念図

横断設計のイメージ図
（切削ボリュームが算出出来ます）

ノンプリの測定概念図 出来形測量の概念図



調査業務

FWD（Falling Weigt Deflectometer）は、おもりを落下させた
衝撃荷重を、載荷板を介して舗装表面に伝えたときに生じる舗装
のたわみを測定する調査車両です。

FWDの基本構造

◆ FWDとは

舗装内部の健全度を調査するもので、以下に活用できます。

〇舗装損傷レベルの判定

〇舗装補修計画の立案と舗装補修工法の選定

たわみ測定センサー

載荷板

FWD測定車両

〔FWDによる舗装の支持力調査〕



調査業務

◆ 路面性状測定車「ロードスキャン」の特徴

舗装のひび割れ、わだち掘れ、縦断凹凸が同時に測定可能です。

専用車両で走行しながら調査が可能です（交通規制が不要です）。

路面性状測定車
「ロードスキャン」

調査結果は『Road View』システムにより
地図上に損傷状況が表示でき、路線の沿道
状況や路面状況も表示出来ます。

〔ロードスキャンによる路面性状調査〕

測定概念図



調査業務

◆ロードスコープの特徴
小口径ボアホールカメラは 360°孔壁展開画像技術をベースにした

舗装構成調査に適したシステムです。

〇 特殊レンズによる鮮明な360° 孔壁展開画像
〇 舗装削孔はΦ50mm（路面損傷小、復旧簡易）
〇 地上ユニットでオペレーション可能（昇降装置走査等）
〇 USB端子によりパソコン表示、静止画キャプチャーが可能

調査実施状況 システムの基本構造 舗装断面展開画像

〔ロードスコープによる舗装断面観察〕



〇舗装の品質管理試験（マーシャル安定度試験、アスファルト含有量試験）

〇舗装の出来形管理試験（現場密度試験、すべり抵抗性試験、平たん性試験）

〇舗装の現場支持力試験（平板載荷試験、現場CBR試験、キャスポル、小型ＦＷＤ試験）

〇舗装の環境性能試験（室内照射試験、車両の走行抵抗測定、タイヤ／路面の騒音測定）

〇舗装の点検および診断業務

〇舗装に関するコンサルティング業務

試験業務

◆試験業務の種類

試験業務は、舗装施工時の品質管理や現状の舗装損傷状態を評価する目的で実施し、

下記の試験など多岐にわたり行っています。



〔アスファルト試験：含有量試験〕

アスファルトの抽出・回収試験は、アスファルト含有量・アスファルトの性状および骨材粒度
が把握できます。

配合設計値との比較により管理基準との差異、混合物の性状などが評価できます。

アスファルト混合物から溶剤を用いてアスファルト分を取出す方法で行います。

自動遠心抽出装置
（アスファルト量、骨材粒度の把握）

アブソン回収試験
（アスファルトを回収しアスファルトの性状を把握）

試験業務

◆アスファルトの抽出・回収試験



〔アスファルト試験：DSR試験〕

アスファルトのDSR(Dynamic Shear Rheometer)試験は、アスファルトの粘弾性状を判
定するもので、アスファルトの劣化程度が評価できます。

DSRの試験法は、AASHTO T 315に準拠するもので、DSR試験で得られた G*sinδ 値が2,700

でひび割れ発生 4,600以上でひび割れ増大すると言われています。

DSR試験装置 回収アスファルトのDSRのG*sinδと針入度の関係

試験業務

◆アスファルトのDSR試験



〔アスファルト試験：組成分析試験〕

組成分析試験は、アスファルトの４つの成分である「飽和分」「芳香族分」「レジン分」「アスファルテン分」
の成分量を把握するためにを行います。

アスファルトが酸化して劣化すると、アスファルトの組成成分のうち、アスファルテン分、レジン分が増加し、
芳香族分・飽和分は減少する傾向を示します。

試料作製の工程 組成分析試験機
カラムクロマトグラフィー法
（TLC/FID法)

組成分析結果の例

試験業務

◆アスファルトの組成分析(TLC/FID法)試験



〔アスファルト混合物試験：修正ロットマン試験〕

修正ロットマン試験は、はく離抵抗性を評価する試験です。その方法は、アスファルト混合物を水
中養生を行い、それに減圧（加圧）をかけることで強制的にアスファルト混合物内部の空隙に水分を
充填する方法ではく離劣化を促進します。その後、圧裂試験を行って促進劣化の有無の圧裂強度の
比較によりはく離抵抗性の評価を行います。また、試験後の供試体内部の目視からもはく離抵抗性
の観察を行います。

アスファルト混合物を水中養生し
さらに減圧かけている状態

圧裂試験 アスファルトのはく離状況

試験業務

◆修正ロットマン試験



〔アスファルト混合物試験：レジリエントモデュラス試験〕

アスファルト混合物のレジリエントモデュラス試験は、アスファルト混合物の弾性係数を求めるた
めに行う試験です。

アスファルト混合物は感温性があり、温度が高いと柔らかく、温度が低いと硬くなる性質があります。
そのため、この試験の条件では、一般的に３温度帯で試験を行います。

レジリエントモデュラス試験の供試体状況 レジリエントモデュラス試験機と概念図

試験業務

◆レジリエントモデュラス試験



〔アスファルト混合物試験：曲げ疲労試験〕

アスファルト混合物の曲げ疲労試験は、荷重を繰り返し与え、何回で破壊したのかを判定し、アスファルト
混合物の疲労特性を評価する試験です。

これにより、設計通過台数などの予測が可能となります。

曲げ疲労試験の試験状況 曲げ疲労試験の概念図
曲げ疲労試験の試験結果
降伏点が破壊回数となる

試験業務

◆曲げ疲労試験



〔路床・路盤材の試験：レジリエントモデュラス試験〕

路床・路盤材のレジリエントモディラス試験は、その材料特性である弾性係数やポアソン比等を求めるために行
います。従来の設計手法では、設計ＣＢＲ値より必要ＴＡを求め、材料係数に厚さを乗じるＴＡ法が主流でした
が、多層弾性理論などの理論設計方法の高度化により、材料個々の特性値が必要になりました。

試験方法は、ゴムスリーブ巻いた供試体の側面に側圧をかけ、載荷荷重を繰り返し載荷する方法で荷重とひずみ
から算出されます。

路床・路盤材のレジリエント
モデュラス試験状況

路床・路盤材のレジリエント
モデュラス試験後の供試体状況

路床・路盤材のレジリエント
モデュラス試験結果

試験業務

◆土質のレジリエントモデュラス試験



設計業務

◆ 特殊走路設計（テストコース・競輪場）

自動車テストコースや競輪場等特殊な走路の基本計画
や概略設計から詳細設計までを行います。

大型自動車テストコース

競輪場の設計



設計業務

◆ 道路設計（高速道路・一般道路・空港舗装）

道路改良設計、道路舗装補修設計、空港滑走路・誘導路・エプロン舗装改
修設計、公共施設内の特殊舗装設計等を行っています。

高速道路の設計 一般道路の設計

空港舗装の設計

空港舗装の調査



設計業務

◆ 造成計画・設計（宅地造成設計・開発許認可申請業務）

メガソーラー等大規模な敷地造成に伴う、造成・調整池等防災施設・雨
水排水施設等各種設計や、開発許認可申請業務を等行っています。

造成設計においては３次元ＣＡＤを駆使
することで、短時間で切盛形状検討や土
工量の算出などを行うことが可能です。

３DCADによる造成シミュレーション



設計業務

◆ 外構設計（外構・スポーツ施設等設計・景観デザイン）

大規模な施設（物流施設・大型商業施設・集合住宅等）から小規模な施
設に至るまでの様々な外構に伴う雨水排水施設・調整池・舗装等各種設
計を行っています。
また、サッカー場やテニスコート等のスポーツ施設の設計や景観デザイ
ンも行っています。

外構排水計画の設計(例)

外構工事の施工管理

スポーツ施設の設計

景観デザイン

特殊舗装の提案


