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Message from the PresidentMessage from the President
人と自然の調和

私たちは “未来”に貢献します。
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　わが国で、地震、火山、土砂崩れ、洪水などの自然災害が

多く発生しています。このような中で、戦後の高度成長期に

急速に整備された社会インフラの老朽化が進み、その保全

や更新が不可欠となってきました。更に多発する自然災害

にも十分に備えていかなければなりません。

　一方、視野を拡げると、閉鎖系の地球環境の中では、地

球温暖化に伴う集中豪雨や砂漠化などが地球上の各地で発

生しています。このため、わが国だけではなく、世界各国

において、災害に対する防災・減災対策、人口増に伴う環

境問題、資源・エネルギー問題など、解決すべき課題が山積

となっています。

　私たち応用地質と応用地質グループは、地質学、地球物理

学、土質力学、土木工学、水理学、環境工学、生態学など、

地球科学全般についての幅広い知識と豊富な経験を持つ

専門技術者集団です。その専門知識と技術を駆使して、

大地や地下水の性質、自然現象や災害現象などの実態や

特性を調べ、さらに事業や社会への影響を予測・評価し、

地球科学に関するさまざまな課題解決に向けて、最適な

提案をしてまいります。

　そして、将来にわたって安全で安心な社会、持続可能な

社会の構築のために貢献していくことが、私たちの使命で

あると考えています。

代 表 取 締 役 社 長

Mas a r u  Na r i t a

私たちは、地球科学に関する

さまざまな課題の

解決をめざします。経営ビジョン

地球にかかわる総合コンサルタントとして

地域社会に貢献するとともに

独創的な技術により

新しい市場を自ら創造できる企業

経営理念

人と自然の調和を図るとともに

安全と安心を技術で支え

社業の発展を通じて社会に貢献する
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As Your Business PartnerAs Your Business Partner

私たちは地質学をはじめとした地球に関わる科学技術を活用し、60年

にわたり、人々が生活する大地や自然環境に発生するさまざまな課題

の解決に取り組んできました。

そして、これまでに培ってきた技術、得られた知見、蓄積してき

た記録、開発した計測機器を活用するとともに、最新

の研究成果を取り入れた最適なソリューショ

ンを提供しています。

私たちが活動するフィールド

は、国内だけでなく世界

の各地域に広がり、

今後も多様な領

域に拡大してい

きます。

60 年にわたる技術と経験を活かし
お客様の問題解決に貢献します。

地盤に関するさまざまな問題に
最適なソリューションをご提案

お客様の事業パートナーとして
大きな価値を生み出します

計測機器開発・
計測システム開発
OYOは機器メーカーとして、計測機器
の開発・製造・販売も行っています。
物理探査機器、傾斜計、雨量計、水
質計、地震計、放射線量測定器など
種類も豊富。人命探査レーダーは世
界中の災害現場で活躍しています。
さらに、ご要望に合わせたシス
テムも開発しています。

予測・評価
調査・分析・モニタリングで得られた結
果を用いて、将来予測や事業への評価
を行い、“お客様が事業に活用できる情
報として提供するサービス”を行っていま
す。例えば、地震動・津波シミュレーショ
ン、地震被害リスクの評価、土壌・地下
水汚染浄化予測、構造物の健全度評
価、斜面崩壊予測など、各種事業
の意思決定に必要な判断材料と
なる情報を提供しています。

調査･分析･モニタリング
OYOは、“地球科学の領域のさまざまな事象
を定量化・モデル化するサービス”を提供し
ています。例えば、基礎の支持層分布、地下
水汚染調査・分析、岩石・土質試験、液状化
調査、地すべり地挙動モニタリング、火山・
地震監視など、建設事業、不動産管理、防災
事業などに必要な情報を提供しています。
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OYOグループは世界各地にネットワークを広げ、

持続可能な社会の構築に向けて多彩な技術を結集しています。

世界に広がる、OYOグループのネットワーク

本社

本部、研究所、事業部

支社

支店、営業所

応用地質の事業所 国　内

主なグループ会社

Global NetworkGlobal Network

商　号 応用地質株式会社
 （OYO Corporation）

住　所 〒101-8486
 東京都千代田区神田美土代町7番地

設　立 1957年 （昭和32年）5月2日

資本金 161億7460万円 

株式市場 東京証券取引所市場第一部
 （証券コード 9755）

会社概要

OYO CORPORATION U.S.A. （アメリカ）

KINEMETRICS, INC. （アメリカ）

GEOMETRICS, INC. （アメリカ）

GEOPHYSICAL SURVEY SYSTEMS, INC. （アメリカ）

OYO CORPORATION, PACIFIC （アメリカ）

NCS SUBSEA, INC.（アメリカ）

ROBERTSON GEOLOGGING LTD. （イギリス）

IRIS INSTRUMENTS SAS （フランス）　

天津奥優星通伝感技術有限公司 （中国）

海　外

エヌエス環境株式会社

株式会社ケー・シー・エス

東北ボーリング株式会社

オーシャンエンジニアリング株式会社

宏栄コンサルタント株式会社

OYOインターナショナル株式会社

応用アール・エム・エス株式会社

南九地質株式会社

応用ジオテクニカルサービス株式会社

株式会社イー・アール・エス

応用地震計測株式会社

応用リソースマネージメント株式会社

応用計測サービス株式会社

環境調査・計量・衛生管理、アスベスト調査・分析・対策工事

道路計画、交通解析、経済波及効果分析、経済損失予測

さく井工事、井戸メンテナンス、水処理施設の設計施工、地質土質調査

海底地形調査、海洋環境調査、海洋土木施工管理

都市計画、構造物設計、測量、調査、施工管理

海外に於ける建設コンサルティング（地震防災、地下水開発、インフラ整備等）

自然災害リスクの分析とアドバイザリーサービス（企業、不動産市場）

地質土質調査、土木設計

地盤調査、耐震調査、模擬地震波作成

建物評価、土壌環境評価、災害リスク評価

地震観測装置の販売、地震防災コンサルティングサービス

OA機器・事務用品販売、リース業、地盤調査・情報ソフトの開発、販売

計測機器レンタル、現場計測

エヌエス環境株式会社
株式会社ケー・シー・エス
東北ボーリング株式会社
オーシャンエンジニアリング株式会社
宏栄コンサルタント株式会社
OYOインターナショナル株式会社
応用アール・エム・エス株式会社

南九地質株式会社
応用ジオテクニカルサービス株式会社
株式会社イー・アール・エス
応用地震計測株式会社
応用リソースマネージメント株式会社
応用計測サービス株式会社

北米での機器事業等の統括

地震計・強震計・地震観測システムの開発、製造、販売

地震探査・磁気探査及び電磁探査機器の開発、製造、販売

地下レーダー装置の開発、製造、販売

地質土質調査、土木設計

海域での地震探査・工事におけるナビゲーション及びポジショニングサービス

小孔径検層装置の開発、製造、販売

電気探査・電磁探査機器の開発、製造、販売

土砂災害モニタリング機器の製造･販売

ROBERTSON GEOLOGGING LTD.

天津奥優星通伝感技術有限公司
GEOPHYSICAL SURVEY SYSTEMS, INC.

IRIS INSTRUMENTS SAS GEOMETRICS, INC.

OYO CORPORATION U.S.A.
KINEMETRICS, INC.

OYO CORPORATION, PACIFIC

東北支社

応用生態工学研究所

四国支社

地球環境事業部
計測システム事業部

社会システム事業部

コアラボ試験センター

エネルギー事業部

本 社

九州支社

関西支社

中部支社

東京支社
維持管理事業部
砂防・防災事業部

NCS SUBSEA, INC.
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