
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

地球科学に関わる総合専門企業として、
私たちは確かな信頼と実績を築いています。

私たちはいま、これまでに経験したことのない変化のスピードを目の当たりにしています。情報通

信技術の爆発的な発達は経済や社会のグローバル化を急伸させ、産業の構造も大きく変化させて

います。第４次産業革命と呼ばれるさまざまな技術革新は、経済だけでなく私たちの価値観や

ライフスタイルまで変えつつあります。その一方で、世界経済の発展と人口の増加は、地球規模で

の資源の枯渇や生物多様性への脅威といった負の影響も生み出しています。また、地球温暖化に

伴う気候変動は、世界各地でさまざまな自然災害を引き起こしています。新たな価値観や課題が

日々生み出され、激しく交錯していく中、応用地質グループは、人類の変わらぬ価値観としての安全

と安心を独創的な技術で支え、提供することで、持続可能な社会の構築に貢献していきます。

MISSION     
DATA of OYO

保有地盤データ

調査深度総延長 7,400km 以上

万地点以上34防災･減災
プロジェクト
対応国数

地震被害調査

カ国10
地震44 カ国以上30

代表取締役社長

VISION
売上高

億円459.5
（連結 2017 年 12 月期）

研究開発費

億円20
2018年計画

特許件数（連結）

件108
博士

名69
名701

資格者数（連結）

技術士

顧客セグメント別
受注比率（単体）

％23.5
女性採用比率
（単体）

官公庁
％51.5

民間企業
％48.5

エリア別売上高（連結）
日本

百万円37,574
北米

百万円3,189
その他

百万円5,192 （2017年４月入社）

応用地質様
会社案内 2018＿表面
2018.3.22

C M Y K

PROFILE

社　名 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
電　話 03-5577-4501（代表）
ウェブサイト https://www.oyo.co.jp/

設　立 1957年 （昭和32年）5月2日
資本金 161億7,460万円 
株式市場 東京証券取引所市場第一部
売上高 459億57百万円（連結：2017年12月期） 
従業員数 2,042名（連結）
 1,085名（単体）

■建設コンサルタント業 （登録　国土交通省　建26第175号）
　・河川、砂防及び海岸　・海洋部門　・港湾及び空港部門　・道路部門
　・上水道及び工業用水道部門　・下水道部門　・農業土木部門
　・森林土木部門　・廃棄物部門　・都市計画及び地方計画部門
　・地質部門　・土質及び基礎部門　・鋼構造及びコンクリート部門
　・トンネル部門　・建設環境部門　・電気電子部門

■地質調査業  （登録　国土交通省　質29第12号 ）

■計量証明事業  （登録）
　・濃度  （埼玉県　第555号）
　・音圧レベル  （埼玉県　第音42号）
　・振動加速度レベル （埼玉県　第振31号）

■測量業  （登録　国土交通省　第（13）-1334号）

■建設業  （許可　国土交通省　特-29第2181号）

■一級建築士事務所 （登録 埼玉県（２）第10113号）

■環境省指定調査機関 （土壌汚染対策法）
　・土壌汚染状況調査指定機関 （環2003-8-1025）

■特定労働者派遣事業 （特13-305162）

■品質マネジメントシステム（ISO 9001：2015）
　登  録  日：1998年11月13日
■環境マネジメントシステム（ISO14001:2015）
　登  録  日：2012年7月6日（初回登録日:2003年1月1日）
■情報セキュリティマネジメントシステム（ISO/IEC 27001:2013）
　登  録  日：2014年3月14日
■女性活躍推進のシンボル「えるぼし」２段階目認定
　認  定  日：2016年9月30日
■次世代育成支援認定マーク「プラチナくるみん」取得
　取  得  日：2018年1月19日
■レジリエンス認証
　取  得  日：2016年12月

2018年4月1日現在

事業登録 2017年12月31日現在

主なグループ会社 2018年4月1日現在

応用地質の事業所 2018年4月1日現在

会社概要 2017年12月31日現在 各種取得認証

本社

本部、研究所、事業部

支社

支店、営業所

東北支社

応用生態工学研究所

四国支社九州支社

計測システム事業部
地球環境事業部
地震工学センター

社会システム事業部

研究開発センター
コアラボ試験センター

エネルギー事業部

本 社

関西支社

中部支社

メンテナンス事業部
砂防・防災事業部
流域・水資源事業部
東京支社
ジオデザインセンター

ROBERTSON GEOLOGGING LTD.

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

NCS SUBSEA, INC.
IRIS INSTRUMENTS SAS GEOMETRICS, INC.

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

OYO CORPORATION, PACIFIC

■国内企業
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
応用地震計測株式会社
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
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
株式会社イー・アール・エス

■海外企業
OYO Corporation U.S.A.
Kinemetrics, Inc.
Geometrics, Inc.
Geophysical Survey Systems, Inc.
NCS SubSea, Inc.
Robertson Geologging LTD.
OYO Corporation, Pacific
IRIS Instruments SAS
天津澳優星通伝感技術有限公司

SDGs（持続可能な開発目標）：2015年9月の国連サミットで採択された、持続可能な世界を実現するために国際社会が取り組むべき目標です。
持続可能な社会の構築に貢献する当社の事業は、まさにSDGsの掲げる各目標と軌を一にするものです。このパンフレット中面、４つの事業
分野のページに示されている幾つかのアイコンは、当社の事業がSDGsのどの目標に対応しているかを表しています。
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NCS SUBSEA, INC.
IRIS INSTRUMENTS SAS GEOMETRICS, INC.

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

OYO CORPORATION, PACIFIC

■国内企業
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
応用地震計測株式会社
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
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
株式会社イー・アール・エス

■海外企業
OYO Corporation U.S.A.
Kinemetrics, Inc.
Geometrics, Inc.
Geophysical Survey Systems, Inc.
NCS SubSea, Inc.
Robertson Geologging LTD.
OYO Corporation, Pacific
IRIS Instruments SAS
天津澳優星通伝感技術有限公司

SDGs（持続可能な開発目標）：2015年9月の国連サミットで採択された、持続可能な世界を実現するために国際社会が取り組むべき目標です。
持続可能な社会の構築に貢献する当社の事業は、まさにSDGsの掲げる各目標と軌を一にするものです。このパンフレット中面、４つの事業
分野のページに示されている幾つかのアイコンは、当社の事業がSDGsのどの目標に対応しているかを表しています。
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応用地質様
会社案内 2018＿中面
2018.3.16

C M Y K

資源・エネルギーの
安定的な確保と、
新たなエネルギー開発の
可能性を探る。

老朽化した社会インフラの
長寿命化を図るとともに、
経済･社会のレジリエンスを高める
次世代のインフラ整備を
支える。

経済活動と生物多様性の
最適なバランスを見つけ、
持続可能な社会の
発展に貢献する。

防災・減災

Natural Resources and Energy

Environment

Infrastructure Maintenance, Management, and Renovation

環 境

資源・
エネルギー

インフラ・
メンテナンス

BUSINESS DEVELOPMENT

地震・津波被害予測
地震学、地震工学、建築学、土木工学などの専門的な知見を
結集し、スーパーコンピューター等による計算処理技術を用
いて大規模地震による地震動や津波高を予測します。これ
らの予測結果は、国や地域の防災計画や被害想定、ハザード
マップの作成等に活かされています。

火山監視システム
わが国では全国の火山の常時監視体制を強化する目的で、火
口周辺に傾斜計や広域地震計を設置しています。応用地質グ
ループは、防災分野に強い計測機器のシステムインテグレータ
として、この火山監視システムや全国強震観測網などを技術的
に支え、国の重要な防災監視システムの構築に貢献しています。

BCPソリューション ServiBers（サバイバーズ）
災害時における企業活動や地域の被害最小化に向けたBCPサポートシス
テムを提供。地盤情報や各種災害リスク等のデータベースを基に、気象
情報や地震情報をリアルタイムで取り込み、高速で集計・解析すること
で対象地の被害を予測します。平時における業務のリモート管理から緊
急時のBCPに基づく行動まで、ユーザーの迅速な意思決定を支援します。

火災延焼予測・延焼防御システム
地震や風害による火災の延焼を予測し、迅速な消防活動を
支援するため、火災延焼シミュレーションや延焼防御支援シ
ステムの開発など、消防力強化に向けたさまざまなサービス
を提供しています。総務省消防庁や東京消防庁をはじめ、各
地の消防関係機関で活用されています。

地熱発電事業化支援サービス
地熱発電は、再生可能エネルギーの中でも安定したベースロー
ド電源として注目されています。応用地質グループでは、遵法性
の調査、リスク分析、事業費の適正評価といった事業化支援か
ら、地表地質調査や環境アセスメント、物理探査技術を用いた
地熱ポテンシャル調査まで、幅広いサービスを提供しています。

メタンハイドレート開発研究
次世代の国産エネルギー源として注目されるメタンハイドレート
（MH）の開発に向け、産官学の研究が進められています。応用地
質グループでは、これまでにMH採掘時における海底地盤の地層変
形モニタリングシステムやMH分解フロントのモニタリング技術の
開発などを推進。商業化のための研究に積極的に参画しています。

鉱物資源探査システムの開発
新興国経済の成長や世界的な電気自動車の普及（EVシフト）を
受け、レアメタルをはじめとする鉱物資源の需要が拡大してい
ます。応用地質グループでは、航空機を用いた広域な資源探
査から詳細な資源量調査に係るさまざまな物理探査装置を開
発し、資源開発事業の重要な意思決定をサポートしています。

水資源開発ソリューション
地下水は地域の貴重な資源です。持続的な地下水資源の利用
と保全のために、応用地質グループでは、水理地質調査や精
緻な数値シミュレーションを用いて地域の地下水賦存量を評価
しています。また、将来的な地下水変化量を予測し、適切な
規制量の算定など、地下水資源マネジメントを提供しています。

災害廃棄物処理ソリューション
東日本大震災での復旧活動で得た災害廃棄物量の算定・組成分析・
処理事業の施工管理・リサイクルといったノウハウと、応用地質グルー
プが得意とする地震被害予測技術等を組合せ、実効性の高い災害廃
棄物処理計画を策定します。また、災害廃棄物量の算定や処理計画
は、熊本地震や台風災害、糸魚川大火等でも数多く採用されています。

土壌汚染対策ワンストップサービス
土壌汚染対策法に基づく行政への届出は厳格な審査を伴い、想定外
の大幅なスケジュール変更や工事のコストアップを招くケースが少な
くありません。応用地質グループでは、行政手続きのコーディネート
から、コストバランスを追求した対策設計、適切な工事管理をワンス
トップで提供し、ストレスの少ない土地取引をサポートしています。

樹木の総合診断・維持管理サービス
近年、突風や台風による街路樹等の倒木被害が増加しています。電磁
波レーダーを用いた樹木の非破壊診断システムは、幹内部に腐朽や空
洞が生じた危険木をスピーディに検知し、倒木による二次災害を予防
します。調査した樹木はすべて位置情報がリンクした専用の管理シス
テムに登録され、効率的な維持管理計画に活用することができます。

生物応答を用いた水環境の評価（WET試験）
WET試験は生物応答を用いた排水管理手法で、すでに欧米
では一般化されています。グローバルなESG投資の潮流の中、
今後、わが国でもWET試験の重要性が高まることが想定され
ます。応用地質グループでは、持続的な社会の構築に向けて、
このような企業の積極的な環境行動を支援しています。

AIによる路面下空洞探査サービス
路面下空洞探査システムは、測定データを人工知能（AI）に
より自動解析し、極めて短時間かつ高精度に道路の危険空
洞を検知します。探査結果を迅速に把握することで対策の
遅れによる道路陥没の危険を低減し、道路維持管理事業の
生産性向上にも貢献します。

社会インフラ維持管理システム
日常点検の結果管理機能から、気候・地形・地質など自
然条件を考慮したインフラの劣化予測機能、LCC平準化・
低減機能、リアルタイムハザード情報による警戒機能な
どを提供。高性能なアセットマネジメントシステムを実現
します。

ユーティリティスキャン・スマート
ガス管や水道管など、高度経済成長期に整備された地中管渠の老
朽化が進行し、更新工事に先立つ埋設管の位置確認の需要が拡大し
ています。応用地質グループのGSSI社が開発したユーティリティスキャ
ン・スマートは、このようなニーズに応える地中埋設管探査に最適な
軽量・コンパクトなソリューション型の電磁波レーダーシステムです。

地盤3次元可視化による地質リスクの低減
３次元化された地盤内部のイメージは、２次元に比べてはる
かに多くの情報を提供します。新しい３次元物理探査技術
やCIM（Construction Information Modelling）技術は、物性
値の３次元的な空間分布を描き出し、施工上の隠れたリスク
を捉え、付加価値の高い建設・維持管理の手法を導きます。

世界の自然災害による
被害を軽減するとともに、
社会のさらなる
安全安心を創造する。

Natural Disaster Prevention and Mitigation

東南海、南海地震等に関する専門調査会

持続可能な社会の
構築に向けて



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

地球科学に関わる総合専門企業として、
私たちは確かな信頼と実績を築いています。

私たちはいま、これまでに経験したことのない変化のスピードを目の当たりにしています。情報通

信技術の爆発的な発達は経済や社会のグローバル化を急伸させ、産業の構造も大きく変化させて

います。第４次産業革命と呼ばれるさまざまな技術革新は、経済だけでなく私たちの価値観や

ライフスタイルまで変えつつあります。その一方で、世界経済の発展と人口の増加は、地球規模で

の資源の枯渇や生物多様性への脅威といった負の影響も生み出しています。また、地球温暖化に

伴う気候変動は、世界各地でさまざまな自然災害を引き起こしています。新たな価値観や課題が

日々生み出され、激しく交錯していく中、応用地質グループは、人類の変わらぬ価値観としての安全

と安心を独創的な技術で支え、提供することで、持続可能な社会の構築に貢献していきます。

MISSION     
DATA of OYO

保有地盤データ

調査深度総延長 7,400km 以上

万地点以上34防災･減災
プロジェクト
対応国数

地震被害調査

カ国10
地震44 カ国以上30

代表取締役社長

VISION
売上高

億円459.5
（連結 2017 年 12 月期）

研究開発費

億円20
2018年計画

特許件数（連結）

件108
博士

名69
名701

資格者数（連結）

技術士

顧客セグメント別
受注比率（単体）

％23.5
女性採用比率
（単体）

官公庁
％51.5

民間企業
％48.5

エリア別売上高（連結）
日本

百万円37,574
北米

百万円3,189
その他

百万円5,192 （2017年４月入社）

応用地質様
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PROFILE

社　名 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
電　話 03-5577-4501（代表）
ウェブサイト https://www.oyo.co.jp/

設　立 1957年 （昭和32年）5月2日
資本金 161億7,460万円 
株式市場 東京証券取引所市場第一部
売上高 459億57百万円（連結：2017年12月期） 
従業員数 2,042名（連結）
 1,085名（単体）

■建設コンサルタント業 （登録　国土交通省　建26第175号）
　・河川、砂防及び海岸　・海洋部門　・港湾及び空港部門　・道路部門
　・上水道及び工業用水道部門　・下水道部門　・農業土木部門
　・森林土木部門　・廃棄物部門　・都市計画及び地方計画部門
　・地質部門　・土質及び基礎部門　・鋼構造及びコンクリート部門
　・トンネル部門　・建設環境部門　・電気電子部門

■地質調査業  （登録　国土交通省　質29第12号 ）

■計量証明事業  （登録）
　・濃度  （埼玉県　第555号）
　・音圧レベル  （埼玉県　第音42号）
　・振動加速度レベル （埼玉県　第振31号）

■測量業  （登録　国土交通省　第（13）-1334号）

■建設業  （許可　国土交通省　特-29第2181号）

■一級建築士事務所 （登録 埼玉県（２）第10113号）

■環境省指定調査機関 （土壌汚染対策法）
　・土壌汚染状況調査指定機関 （環2003-8-1025）

■特定労働者派遣事業 （特13-305162）

■品質マネジメントシステム（ISO 9001：2015）
　登  録  日：1998年11月13日
■環境マネジメントシステム（ISO14001:2015）
　登  録  日：2012年7月6日（初回登録日:2003年1月1日）
■情報セキュリティマネジメントシステム（ISO/IEC 27001:2013）
　登  録  日：2014年3月14日
■女性活躍推進のシンボル「えるぼし」２段階目認定
　認  定  日：2016年9月30日
■次世代育成支援認定マーク「プラチナくるみん」取得
　取  得  日：2018年1月19日
■レジリエンス認証
　取  得  日：2016年12月

2018年4月1日現在

事業登録 2017年12月31日現在

主なグループ会社 2018年4月1日現在

応用地質の事業所 2018年4月1日現在

会社概要 2017年12月31日現在 各種取得認証

本社

本部、研究所、事業部

支社

支店、営業所

東北支社

応用生態工学研究所

四国支社九州支社

計測システム事業部
地球環境事業部
地震工学センター

社会システム事業部

研究開発センター
コアラボ試験センター

エネルギー事業部

本 社

関西支社

中部支社

メンテナンス事業部
砂防・防災事業部
流域・水資源事業部
東京支社
ジオデザインセンター

ROBERTSON GEOLOGGING LTD.

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

NCS SUBSEA, INC.
IRIS INSTRUMENTS SAS GEOMETRICS, INC.

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

OYO CORPORATION, PACIFIC

■国内企業
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
応用地震計測株式会社
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
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
株式会社イー・アール・エス

■海外企業
OYO Corporation U.S.A.
Kinemetrics, Inc.
Geometrics, Inc.
Geophysical Survey Systems, Inc.
NCS SubSea, Inc.
Robertson Geologging LTD.
OYO Corporation, Pacific
IRIS Instruments SAS
天津澳優星通伝感技術有限公司

SDGs（持続可能な開発目標）：2015年9月の国連サミットで採択された、持続可能な世界を実現するために国際社会が取り組むべき目標です。
持続可能な社会の構築に貢献する当社の事業は、まさにSDGsの掲げる各目標と軌を一にするものです。このパンフレット中面、４つの事業
分野のページに示されている幾つかのアイコンは、当社の事業がSDGsのどの目標に対応しているかを表しています。
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