
土木テックで
50年後、100年後のインフラを
守る会社
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・DKとは
・土木テックとは

土木テックが叶えるインフラ点検の効率化
普及により一般消費者にも嬉しい渋滞解消メリットも
事業者メリット／消費者メリット

・試験の目的
なぜ調査・試験を実施しなければならないのか
国土交通省が試算した建設後50年を経過するインフラの割合

・社会背景
日本に存在する点検が必要なインフラの数
インフラ点検5年ごと義務化
新設工事費を上回る維持管理・更新工事費
インフラ老朽化に対して高まる国民の不安

・事業領域
50年後、100年後の社会インフラの安全を守る会社
3つの事業領域
事業モデル

・Change
業界の慣習をChange！調査事業のワンストップ化
ワンストップサービスのメリット／デメリット
独自のAIテクノロジーを導入！点検作業を効率化

・Challenge
先手を打って新テクノロジーを開発するために・・・・
広大な土地で他社も巻き込んだ共同研究で業界にイノベーションを
地方拠点のFC化と高度コンサルティング事業へのシフト
【Brid-ci】企業を繋げるマッチングプラットフォーム事業
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土木テックで50年後、100年後のインフラを守る会社
私たち株式会社土木管理総合試験所は、1985年の創業以来、土壌、非破壊、環

境の調査、分析を総合的に実施する建設コンサルタントとして、これまで数多く
のインフラ整備に携わってきました。私たちの役割は土木建設工事を実施するう
えで必須となる基準を満たしているかどうかを調査したり、試験を実施すること。
さらに建築物が与える環境への影響を調査したりと、土木建築工事から環境調査
に至るまで、ありとあらゆる現場で必要不可欠とされる業務をワンストップで引
き受けています。

高度経済成長期に建設されて50年以上が経過した橋や道路などの老朽化は深刻
な社会問題となりつつあります。近年発生したトンネル崩落事故や道路陥没事故
は記憶に新しい方も多いと思います。甚大な自然災害を防ぎ、軽減するため、イ
ンフラの再整備が急がれていますが、日本中の膨大なインフラを国定基準に沿っ
て調査できているわけではありません。日本全体の公共事業費は今後、その予算
の大部分をメンテナンスや維持費に充てられていくと予測されていますが、現時
点では、調査不足があることは否定できません。

私たちは、現状を真摯に受け止め、どのようにすれば効率よく調査して事故を
防ぐことができるのかを真剣に考えてきました。新たなテクノロジーを用いて効
率化をはかり、人手を最小限に抑えて短時間でインフラの調査を行える体制、シ
ステム構築に注力してきました。内閣府が推進するSIPというプロジェクトにも
参画し、その経験を生かしてROAD-Sという、今まで数ヶ月かかっていたインフ
ラ点検作業が数分程度で完了できる画期的なシステムの開発に成功しました。

私たちはこれからも、蓄積された建設コンサルタントとしての経験と、テクノ
ロジーを掛け合わせることで確立した「土木テック」の力で50年後、100年後の
インフラを守る会社として世の中に貢献し続けたいと思っています。

Message
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商 号
株式会社土木管理総合試験所

C.E.Management Integrated Laboratory Co.Ltd

市場・証券コード 東京証券取引所市場第1部 ・ 証券コード6171

本 社
【長野本社】長野県千曲市雨宮2347－3

【東京本社】東京都台東区上野5-15-14-5F

事 業 所 2本社、17支店、3試験センター

資 本 金 12億482万860円

従 業 員 数 450人（2021年６月30日現在）連結

設 立 昭和60年10月

事 業 内 容

試験総合サービス事業：

土質・地質調査試験、非破壊調査試験、環境調査試験

地盤補強サービス事業：

地盤補強工事

ソフトウェア開発販売事業

ソフトウェア開発・販売

その他事業：

試験機器販売等

会社概要
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5月「中央資材検査所」を個人創業
長野県長野市にて「土の事業」開始
長野オリンピックのインフラ需要を
見込んで事業展開

4月「土木管理総合試験所」へ
社名変更

6月「環境の事業」開始
「計量証明事業」登録

10月「建設コンサルタント」登録

4月 非破壊試験部を新設
「コンクリートの事業」開始

3月 物理探査事業部開設
「レーダ探査業務」開始

4月 土質・地質調査試験の業容拡大、
効率化のため宮城県仙台市に
「東日本試験センター」開設

5月 土質・地質調査試験の受注拡大
のため、長野県千曲市に
「中央試験センター」開設

沿革

1985

1986

1998

2014

2007

2000

2012

Next
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8月 東京証券取引所市場第二部上場

10月 東京証券取引所市場第一部へ
市場変更

2017年4月
東京都台東区に東京本社を設立

10月 新東日本試験センターを開設

4月 事業拡大のため山口県山口市に
「西日本試験センター」開設

沿革

9月 FC展開開始

2019年４月 海外展開開始
（ベトナム駐在員事務所開設）

2015

2016

2018

2017

2018年4月 道路の異常度診断ビッグ
データ システム「ROAD-S」ローンチ

2019

7

2020

Future

2020年８月 ベトナム現地法人
C.E.LAB INTERNATIONAL CO.,LTD 
設立



【 試験センター】
■中央試験センター
■東日本試験センター
■西日本試験センター

【支店】17支店
■中部エリア
松本／南信／山梨／名古屋
■北陸エリア
新潟／上越／福井
■東北エリア
東北・(東日本試験センター)／盛岡
■関東エリア
埼玉／神奈川／群馬／宇都宮
■関西エリア
大阪／京滋
■中国エリア
山口(西日本試験センター)
■九州エリア
福岡

【フランチャイズ】10店舗
FC札幌／FC盛岡／FC福島／FC新潟／FC宇都宮
FC茨城／FC東海／FC京都／ 和歌山／FC熊本

事業所案内

【 本社】
■長野本社
■東京本社
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数字で見る
土木管理総合試験所の
スケール

積極的な営業活動と中立的な試験結果で
築き上げた社会とお客様の信頼

▼土木管理総合試験所の社員数

450名

試験所保有数

3 箇所（日本最多）
※当社調べ

拠点数

国内 17 支店／海外 1 社

▼売上は堅調に成長中

62億 7百万円
※2020年実績

15年連続右肩上がりで成長中

▼年間の試験・検査件数

約30,000件
※案件の大型化の効果で単価・売上伸長
※2020年実績
※毎年約3万件の受注

▼創業

1985 年
インフラを守り続けて35年
長野オリンピック需要も経験
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【事業案内・売上構成比】

【直近5期業績推移】

業績推移

土の事業
54%

コンクリート・
鋼の事業

22%

環境の事業
13%

その他
11%

土の事業 コンクリート・鋼の事業 環境の事業 その他

第36期
(2020年度)
売上構成比
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History

時流とお客様からの相談に応えて事業を追加
調査のワンストップサービス提供企業へ
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縁もゆかりもない土地で孤軍奮闘の始まりの時代

History
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私達、土木管理総合試験所は1985年に長野県長野市で、創業者である現代表の下平の個
人事業「中央資材検査所」としてスタートしました。名古屋で建設コンサルタント事業に
携わっていた創業者は、長野県とは縁もゆかりもありませんでした。やはり当初、よそ者
で名も知らぬ会社にいきなり依頼をしようという奇特な企業などありません。特に当時は
建設業界では人脈や関係性が重視されていたため、待っていても仕事は来ない状況でした。
そのため、あまり例のなかった現場への飛び込みも辞さず、果敢な営業活動を展開。ようや
くいただけた依頼は、どんなに小さな仕事でも、どんなに困難が予想される仕事でも、す
べて断ることなくお受けしてきました。

当時のその姿勢はそのまま、現在の弊社の社訓にもなっています。いただいた仕事をき
ちんと最後まで完遂していくことで、少しずつ信頼を獲得していきました。

＜なぜ長野県で創業・・・？？＞
当時の長野県は、長野オリンピックの開催が検討されていたため、創業者は高速道路も

新幹線も通っていなかった長野県各地で建設工事ラッシュが訪れると予測。インフラ整備
事業が必要になる未来を予測して長野県を本拠地にすることを決めました。

結果的に長野オリンピック（1998年）開催が決まり、インフラの整備が加速度的かつ
爆発的に進み、伴って会社の事業も成長していきました。

■試験センターでの土質特性の分析調査■土砂災害の減災・防災のための取組み



History
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これもお願いできない？ご要望に応えて新設した環境調査事業

建設コンサルタントの業界では、当社のように土・環境・コンクリートの事業をワンス
トップで提供している企業は珍しく、専業で展開している企業が大半です。実は、当社の
成り立ちには、現場でのお客様からの声にお応えする形で事業拡大をしてきた歴史があり
ます。

残念ながら構造物等を建設すると、少なからず自然を破壊してしまいます。まったく自
然に影響を与えていない工事などあり得ません。だからこそ、それを最低限に食い止める
ために、どのような影響を与えるのかを調査することが重要になってきます。例えば、山
の中にダムを作るときに、そこに絶滅危惧種の動物がいないのか、生態系を破壊しないの
か、次世代の子供たちが安心して暮らせる環境を守るために、そういった建設業者におけ
るサスティナビリティの概念は当時から懸念されていました。

そのような背景の中で、お付き合いのあるお客様から、当社で環境調査を実施できないの
かとの問い合わせが増加。そのご要望にお応えして事業部を新設しました。

■水質汚染の調査 ■騒音・振動の環境調査



高速道路、橋、トンネル…増えるコンクリート構造物と拡がる調査

History
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長野オリンピック需要をはじめ、日本の高速道路、新幹線、橋、トンネルなどのインフ
ラが整備されてくると、長野県各地で大型コンクリート構造物、鋼構造物が立ち並びます。
そこで今度は土や環境に加え、構造物を壊すことなく点検する「非破壊試験」に対する需
要が高まってきます。すると、またしてもお客様から「構造物の試験も出来ないか」との
相談が寄せられるようになりました。創業者はお客様の要望を一切断ることなく、信頼で
きる業者を探して協業を提案。同様の依頼が増えたため、社内で内製化することを決定し、
非破壊試験部を創設しました。

長野県から日本全国、そして世界へ…
長野県で引き合いをいただき成長してきた当社ですが、長野県内から県外へ対応エリアを拡

大していくとともに人員も増強、順調に組織が大きくなっていきました。東北支店ができたの
は震災後のことです。土に携わる者として、震災の復興に何かしら寄与できればと考え、仙台
に支店を出し、東北全域をカバーできるような体制を整えました。震災の影響で業者の数が減
少・不足し、地元の方々が非常に困っている状況でした。復興に向けて何を建てるにせよ、ま
ずは土が大事になりますが、それを調査する業者がまったく足りていなかったのです。被災地
の再建をする際、次は倒壊しないように基礎を固めなくてはなりません。そこで必要なのは土
の強度を調査する土質調査です。私たちがこれまでに培ってきた技術で復興の一役を買うこと
ができたのは感慨深いものがあります。

さらに2018年より業界初のフランチャイズ展開を開始し、技術、ノウハウを提
供し、FC店が該当エリアにて活動できる体制を構築しています。

2020年にはベトナムに現地法人を立ち上げ世界へと手を拡げていきます。



Change

調査職人から調査の総合コンサルタントへ
最新技術を取り入れ足りない業者を補う

15



当社は常に、業界、社会に対して変革を訴え続けてきた企業です。そして、そのために自
らの組織の中にも変革を求め、実行をしてきたというストーリーも同時に存在しています。
従来の事業者のように土、コンクリート、環境それぞれを専門的に調査するスタイルではな
く、「総合試験所」という社名の通り、ワンストップでサービスが提供できる調査・コンサ
ルティングモデルを構築し、お客様にバリューを提示してきました。

専門事業領域単体でもマーケットは成り立ちますが、関わることのできる部分が専門分野
に限定されてしまいます。当社は工事全体において、行政が規定する調査内容を俯瞰して見
ることができるので、必要な調査や申請手順などトータルなコンサルティングが可能。施工
前から施工後まで、プロジェクトの最初から最後まで関わることができます。

Change
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業界の慣習をChange！調査事業のワンストップ化

従来の
調査事業者

コンクリート土 環境

← ワンストップでサービス提供 →

独立事業者 独立事業者 独立事業者

＜ワンストップサービスのデメリット＞＜ワンストップサービスのメリット＞

□ 業者の選定の手間がかからない

□ 契約や請求などの事務手続きが簡素化

□ 工事全体を俯瞰した調査提案が可能

□ 専門事業者とのパートナーシップ
深い専門性が必要な際は外注でカバー

□ 特殊な専門機材による自社調査が難しい
⇨専門調査は同業他社と協業して補填

□ 設備投資費用が分散してしまう
⇨大半の調査はカバーできるため現在は
テクノロジー開発に投資

□ 横断可能な技術者の育成が大変
⇨現状は社員の意欲に支えられているが
今後はテクノロジーでカバーしていく

□ 同じ現場監督と別事業でも取引
円滑なコミュニケーションが可能

ワンストップサービスのメリット／デメリット



Change
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独自のAIテクノロジーを導入！点検作業の効率化を提案

ROAD-Sというソリューションを開発した背景にも、常に変革を求める当社の基本姿勢が色濃く
表れています。殻を破りたい、変革を起こしたいと考えているからこそ、他社では考えられないよ
うなサービスやプロダクトが生まれます。

近年、各社の土木テック（※後述P24参照）の取組みにより、三次元レーザー・レーダ探査車を
走らせて舗装体の劣化および路面下の空洞などを調査する技術は普及しつつあります。しかし、そ
の探査の手法には、取得された大量の波形データを専門家が何時間もかけて見分ける作業が必要に
なります。ROAD-Sはその波形チェック作業を、独自のアルゴリズムを搭載したAIが代替し、わず
か数秒で危険なポイントを抽出できるように変革したシステムです。

ROAD-Sは内閣府が推進するSIPプロジェクトという、日本の素晴らしいテクノロジーを磨き上
げて、海外に輸出できるようなものを国として作り上げようという取組みに参画する中で誕生しま
した。当社内には新しいことに取り組みたいと考えている社員が多く在籍しており、それが私たち
の企業力を醸成するベースとなっているのは間違いありません。

■道路・軌道の異常度診断ビッグデータ共有システム 「ROAD-S」



Challenge

現場とテクノロジーの距離を近づける
AI技術・作業の自動化の研究も進める
日本初の施設も建設予定
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Challenge
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先手を打って新テクノロジーを開発するために…
築50年超の老朽インフラが増加していますが、業界の人手不足は深刻で、インフラ点検を効

率化するテクノロジーの開発は急務です。現状はクライアントから依頼のあった事案に対して
試験・調査を実施し、その中で試行錯誤し、テクノロジーを開発している状況にあります。し
かし本来は、必要となるであろうテクノロジーは先手を打って開発すべきです。

そのために現在、北海道苫小牧市にジオロボティクス研究所を建設中であります。当社では
長野県・宮城県・山口県の三拠点に大規模な試験センターを保有していますが、北海道の新施
設は、ゼネコンや他の建設コンサルタント会社、大学などの研究機関との協業を計画。自社単
独で蓄積できない技術やノウハウを、外部の知見を活かした共同研究により、革新的な調査・
分析装置やサービスの開発をしていく予定です。膨大な情報「ビッグデータ」を使った問題解
決も想定。

建屋を含む、開発予定地の面積は約2万3000平方メートル。敷地には研究棟のほか、屋外の実
験スペースや「ROAD-S」のテストコースなども用意。広大なスペースを活用して、顧客企業が
要望する幅広い実験にも対応できるようにします。その研究棟は他の企業にもレンタルして、
オープンイノベーションで共同開発ができたらと考えています。敷地内には研究棟だけでなく、
宿泊施設も用意し、長期にわたって研究員が生活できる環境を整える計画も持ち上がっていま
す。

さらにコンクリート、地盤、地質調査に関連する新技術を業界に提案する計画もありますが、
そういった試行錯誤は、東京ではなかなかできません。やはり大規模な実証実験ができる広い
場所が必要なので、この北海道の拠点が誕生することで、各種開発が急速に進んでいくものと
期待しています。この施設を通して開発した新技術で、土木・建設業界が抱える慢性的な人手
不足の問題も解決できると考えています。

広大な土地で他社も巻き込んだ共同研究で業界にイノベーションを
※2021年10月竣工予定



エリア拠点

FC地場企業

FC地場企業 FC地場企業

エリア拠点

FC地場企業

FC地場企業 FC地場企業

Challenge
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地方拠点のFC化と高度コンサルティング事業へのシフト

当社は、現在フランチャイズ展開を推進しています。各エリアの中心都市に拠点事業所を設
置し、全国47都道府県の建設会社や建設コンサルタント会社などに当社の技術を提供し、フラ
ンチャイズ化。現在のクライアントも一部紹介をして、その企業の新規事業立ち上げをサポー
トしていきます。当社としても、地方に散っている社員を東京本社や長野本社に集中すること
ができ、新たなテクノロジーの開発業務に注力できる環境を整えます。そして開発した新たな
技術をFC加盟店に供給し、各エリアのインフラ点検をより効率的・加速度的に実施できるよう
にします。

このフランチャイズによる全国展開を推し進めるのは、全国で老朽化が進むインフラはまだ
まだたくさんあり、維持管理・メンテナンス作業が追いついていない状況を打開するためです。
当社を含め、業者全体が人手不足なのは否めません。業界のリーディングカンパニーとして、
新しい技術革新を推し進め、テクノロジーの力でインフラの抱える課題を解決しなければなり
ません。

現在は全国に10店舗を展開、今後も全国へと拡大していきます。

47都道府県FC展開



Challenge
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【新規事業】建設関連企業-人材マッチングプラットフォーム事業

新規事業として、企業同士をマッチングさせるプラットフォーム事業を立ち上げました。建
設業界は今、深刻な業者、人手不足に陥っています。たとえばボーリング業者や、足場を組む
業者などが不足していて、お願いしたくても順番待ちという状況があります。建設に関わる企
業に登録してもらい、例えば建設会社が足場を組む業者を探したいとなったときに、伝手を
頼ったりしなくても、すぐに手が空いている業者が見つかるようなプラットフォームの開設を
進めています。

多少、本来の事業とは異なりますが、インフラ点検周辺のヒト・モノ・カネ・技術における
課題解決・イノベーションに取り組んでまいります。

5～6年ほど前に新規事業検討委員会を設置し、そこで様々なことを考えて顧客に対しての提
案活動を実施。ROAD-Sも、この委員会から生まれたアイデアです。今後も既存の事業を堅実に
成長させていきつつ、新たな事業の種も撒いていきます。



What’s DK

高度経済成長期に整備されたインフラは築50年を迎える
DKは土、コンクリート、環境の3つの柱を軸に
50年後、100年後のインフラの安全を守ります

22



土木管理総合試験所は
土木テックで50年後、100年後のインフラを守る会社です。

DKとは

インフラが整備されて50年…
インフラ点検とテクノロジーを融合して
システムでみなさまの安全を支えます。

23



土木テックとは
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道路や橋、トンネルといった、日々不特定多数の人が利用するインフラですが、不具合が生
じると重大な事故に発展する可能性も。そうした事故を未然に防ぐため、期待されているのが
インフラ点検です。一方で、インフラ点検の多くはマンパワー頼みであり、工事事業者の人材
不足は深刻な問題となっています。

■「土木テック」とは？
業界が抱える人手不足などの問題解決に向けてテクノロジーを活用することで、従来マンパ

ワーで行われていた調査・試験・点検作業の効率化が進んでいます。内閣府主導のSIPの取組
みや各企業の独自の取組みなど、インフラの点検・整備における課題に対してテクノロジーで
回答を見出す「土木テック」は、今後注目を集めていきます。

■土木テックによって生活はここまで変わる！
土木テックによって、工事の作業効率化につながることはもちろんですが、実は消費者の生

活にも大きなメリットをもたらしています。例えば、工事による車両通行止めや渋滞の緩和、
深夜帯の工事の減少・短縮化など、日常生活中の困ったことの解決にも役立ちます。

土木テックが叶えるインフラ点検の効率化
普及により一般消費者にも嬉しい渋滞解消メリットも

＜消費者メリット＞＜事業者メリット＞

□ インフラ管理維持コストの削減
大幅な費用削減になる可能性も

□ 深刻な工事事業者の人手不足を解消

□ 工期の短縮化

□ 工事による渋滞・通行止めの減少

□ 道路陥没などの大事故を減少

□ 深夜帯工事数の減少

事業者メリット／消費者メリット



試験の目的

なぜ調査・試験を実施しなければならないのか

□

【参考】2016年に起きた博多駅前道路陥没事故の様子

国土交通省が試算した建設後50年を経過するインフラの割合

インフラ築50年 進む老朽化
・高度経済成長期に整備されたインフラが築50年を迎え、老朽化
・ビル土台の杭の本数など安全基準に照らし合わせたチェックが必要
・建造物は風化しどんどん劣化していく

大規模災害の増加
・50年前の予測を超越する自然の猛威
・古い基準で構築されたインフラは見直す必要がある
・未然に「防災・減災」の対策をする必要がある

全ての建造物は環境に影響を与えるため環境問題と隣合わせ
・トンネル・橋を構築するために山河に影響を与える
・建造物による河川等の汚染で人体や動植物の生態系に影響を及ぼす可能性

25

□

□

注1）建設年度不明橋梁の約23万橋については、割合の算出にあたり除いています。
注2）建設年度不明トンネルの約400本については、割合の算出にあたり除いています。
注3）国管理の施設のみ。建設年度が不明な約1,00施設を含みます。（50年以内に整備された施設については概ね記録が存在している

ことから、建設年度が不明な施設は約50年以上経過した施設として整理しています。）
注4）建設年度が不明な約2万ｋｍを含みます。（30年以内に布設された管きょについては概ね記録が存在していることから、建設年度が

不明な施設は約30年以上経過した施設として整理し、記録が確認できる経過年数毎の整備延長割合により不明な施設の整備延長を
按分し、計上しています。）

注5）建設年度不明岸壁の約100施設については、割合の算出にあたり除いています。

資料）国土交通省



社会背景

日本に存在する点検が必要なインフラの数

橋梁： 70万 橋

トンネル： 1万 本

高速道路総延長： 9,341 km

一般国道： 65,843 km

インフラ点検 5年ごとに義務化

2014年社会資本整備審議会道路分科会基本政策部会 において、「道路の
老朽化対策の本格実施に関する提言」がとりまとめられ、 維持管理の重要性
が指摘されました。

それを受けて、同年国土交通省より道路法施行規則の一部を改正する省令
及びトンネル等の健全性の診断結果の分類に関する告示がなされ、5年に1度
の頻度でトンネル、橋等の点検は近接目視により点検することが義務付けら
れました。（2014年7月1日施行）
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社会背景

新設費

出典：2011年度国土交通白書

災害復旧費

更新費

維持管理費

維持管理・更新費が前年度の投資総額を上回る額

新設工事費を上回る維持管理・更新工事費

インフラ老朽化に対して高まる国民の不安

2011年度の国土交通白書でインフラの老朽化に対し、維持管理費の増大を
示すデータが発表されました。過去の投資実績等を基に今後の維持管理・更
新費(災害復旧費を含む)を推計したもの。今後の投資総額の伸びが2010年度
以降対前年度比±0％で、維持管理・更新に従来どおりの費用の支出を継続
すると仮定した場合、2037年度には維持管理・更新費が投資総額を上回る計
算になります。2011年度から2060年度までの50年間に必要な更新費（約190
兆円）のうち、約30兆円（全体必要額の約16％）の更新ができないと試算し
ています。

国土交通省実施のアンケートを見ると、 2012年12月2日に発生した、中央
自動車道笹子トンネル崩落事故の被害を受け、事故後、社会インフラの老朽
化問題認知者の割合と、社会インフラの今後について不安に思う人の割合が
高まりました。
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事業領域

50年後、100年後の社会インフラの安全を守る会社

【その他の事業】
補強修正工事
WEBサービス

■土の事業（土質・地質調査試験：土の非排水試験など）

■非破壊試験事業（コンクリート・鋼構造物の調査・試験）

■環境の事業（土木建設工事などによる人体や自然への影響調査）

例えば

例えば

例えば

・構造物建設地の土の強度調査
・堤防の強度調査
・地盤・地質調査
…など

・土壌汚染調査
・水質調査
・自然環境調査
・動植物の植生調査
…など

・コンクリート構造物の強度調査
・鋼構造物の強度調査
・道路の劣化、空洞調査
・橋の劣化、空洞調査
・ROAD-S …など

当社は、大きく、土に関する事業、コンクリートに関する事業、環境に関する
事業の3つの試験サービスを提供しています。
建設工事には設計や測量など様々な作業がありますが、土木建設工事の中で必須
となる基準を満たしているかの調査や、安全上問題ないかの調査をしています。
また、工事以外にも、建造物が山や川の生態系・自然に与える影響を調査したり、
建造物のコンクリートが劣化していないか調査したりと、土木建設工事からイン
フラの維持管理、環境調査まで幅広く行っています。

【提供サービス】
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事業領域

3つの事業領域

コンクリートの事業

コンクリートの事業

コンクリートの事業
環境の事業

環境の事業

土の事業

土の事業(建物土台)

土の事業(堤防)
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クライアント

調査・試験依頼

試験サービス（土、非破壊試験、環境）
地盤補強サービス
その他サービス（WEBサービスなど）

事業モデル

事業領域

自治体 ゼネコン 道路管理者

結果報告

【試験センターの中で調査する試験サービス】

【工事現場で調査する試験サービス】
■土の事業
工事施工前、施工中の土質
状態の確認
ボーリング調査※ など

■非破壊試験事業
橋、トンネル、道路等の経
年劣化調査など

■環境の事業
土壌汚染調査、動植物の植
生調査、その他環境調査な
ど

■土の事業
土壌の水分や粒径、密度、
強度等の試験
液状化対策試験 など

■非破壊試験事業
コンクリート・鋼などの
性質分析

■環境の事業
土、水、大気成分分析など

※ボーリング調査：円筒状の穴を穿ち、地質の状況・状態を調べる調査。
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