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Corporate Philosophy  わたしたちのおもい

Our Mission
安心で安全、そして持続可能なまちづくりで社会に貢献
“Save the Earth, Make Communities Green”

Our Vision
技術革新を先取りし金融との融合を通じて成長する企業グループ

Our Values

Integrity  ×  Imagination  ×  Entrepreneurship

日本アジアグループの企業理念

国際航業は、地理空間情報技術のリーディングカンパニーとして
エネルギー、社会インフラ、防災・環境保全のノウハウを活かし
安心で安全なまち「グリーン・コミュニティ」を先導します。

国際航業の企業理念国際航業の企業理念

国際航業は、地球規模でグリーン・コミュニティの実現を目指す日本アジアグループの一員です。
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Top Message　ごあいさつ

　国際航業の歴史は、終戦直後の 1947（昭和 22）年から始まり、航空
写真測量のパイオニアとして、荒れ果てた国土の再建に貢献してきました。 
以降、国際航業は、経済成長を支える国土の形成に不可欠な「正確な地図」
を作成するための地理空間情報技術により、社会インフラ事業を支えて
まいりました。

　地図に代表されるアナログな位置情報は、デジタルを媒体とする地理
空間情報へと進化しました。  「位置」と「場所」の情報と、付随するコンテンツの
重要性が広く認知され、地理空間情報は様々な分野で重要なファクターと
みなされるようになりました。

　地理空間情報技術のリーディングカンパニーとして社会において果た
すべき当社の役割は、今後ますます大きなものになると自負しており
ます。  最先端技術の一層の研鑽を行いつつ、長年蓄積してきた地方
自治体の行政支援に関わる空間情報事業をさらに強化し、気候変動対策
など地球規模の重要課題や Society 5.0※の実現に不可欠な付加価値の
高いサービスを提供してまいります。 

国際航業株式会社
代表取締役社長
　　土  方　  聡

地理空間情報技術のパイオニアとして
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※Society 5.0：サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムにより、経済発展と
   社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会（Society）。 政府が提唱する科学技術政策の基本方針のひとつ。



Base Technologies　支える技術

　地理空間情報技術は、都市計画、環境管理、経済分析、土木計画、防災、防犯、ライフライン管理など、様々な分野で活用
され、私たちの生活になくてはならない、まちづくりを支える技術です。 近年では、位置情報に様々な情報を組み合わせて
最大限に利活用する「G空間※社会」の実現を目指し、産官学連携や業種を超えた協業の取り組みが意欲的に行われています。
これらの取り組みは既存サービスの高度化や発展をもたらすだけでなく、新たな産業やサービスを創出する可能性も併せ
持ち、ビジネス拡大の期待が高まっています。
　  国際航業は、地理空間情報技術のフロントランナーとして、成長領域である「G空間×ICT」「気候変動対策」「まちづくり」
を通じて、「グリーン・コミュニティ」を先導してまいります。

計測センサの進化と利用拡大

600～ 700km

300～ 3,000m

50～ 800m

0m

0~ -200m

地上型レーザによる遺跡の計測

ナローマルチビームによる
海底の地形情報 海洋レーダによる表層流観測

光学センサによる衛星画像 合成開口レーダによる衛星画像

MMSによる空間データの取得

オルソフォト画像 災害区域の測量調査

高度
人工衛星

航空機

ドローン（UAV※）

MMS※地上レーザ

船舶・海洋レーダ

※Mobile Measurement System

※Unmanned Aerial Vehicle（無人航空機）

レーザスキャナによる3次元計測 デジタルカメラによる高精細画像

3

※G空間（情報）：将来が期待される重要科学技術分野の一つとされるGeospatial Technology（地理空間情報技術）の頭文字のGを用いた「地理空間（情報）」の愛称



Our Business　事業紹介

安心で安全な「グリーン・コミュニティ」の実現を目指す

低炭素社会づくりと地域づくりの融合コンサルティング
低炭素型市街地開発代行
GIS による住民合意形成支援
社会インフラ管理 GIS 構築
路面下空洞調査・路面性状調査
交通計画作成
道路維持管理計画作成・道路維持管理システム構築
構造物の長寿命化計画作成
道路・橋梁・トンネル・砂防施設・港湾・河川計画、設計、点検
各種事業に関わる地質調査
道路防災点検
公共工事積算支援（工事予定価格算出支援）
復興まちづくりにおけるCM・PM
土地区画整理事業、都市再生整備事業、市街地整備事業支援
都市施設維持管理（公園、学校、団地、官公庁施設）
公共施設再配置、統廃合、個別事業計画作成
RE（再生可能エネルギー）導入支援調査・コンサルティング
太陽光発電施設モニタリング
地域 PPS 事業、 自治体総合計画・都市計画・景観計画
環境価値創造支援

産業廃棄物処理場跡地の再生「和歌山・橋本ソーラーウェイ」

スマートシティ「グリーン・コミュニティ田子西」

まちづくり
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気候変動対策
RE（再生可能エネルギー）発電事業
災害調査（土砂・洪水・津波・火山噴火等）
砂防・防災調査、  砂防・防災対策施設計画・設計・維持管理
地域被害予測シミュレーション（土砂・洪水・津波・火山噴火等）
津波浸水被害推計「リアルタイム津波浸水被害推計システム」
ハザードマップ作成・地域防災計画作成
防災教育・防災訓練支援
防災情報システム設計・構築・保守
斜面の変位観測「shamen-net」
森林環境資源の保全サービス
森林によるCO2 吸収量の算定支援
河川の調査・計画・設計・点検
氾濫・内水・水文調査・解析
ダム堆砂・海底調査
海岸・港湾・漁港計画・設計・点検
沿岸の津波解析・海洋レーダモニタリング
環境調査・アセスメント
廃棄物処理施設計画・設計
土壌汚染調査・対策

災害状況の調査

CO2 排出削減量の管理のためのモニタリング

行政業務総合支援システム構築 「Genavis シリーズ」
　〔 固定資産税管理、公有財産管理、道路情報管理、上下水道施設管理、
　   都市計画、建築確認申請管理、住居表示管理、農地管理、庁内情報
       共有 GIS、市民コミュニケーション GIS、地域情報プラットフォーム 〕
地域医療支援 「医療施設情報システム   Mefis」
ドローン（UAV) 運航・3次元計測スクール運営 ＊JUIDA 認定スクール、
　   DSERO 第一号校認定
3次元空間解析クラウドサービス「KKC-3D」 ＊i-Construction 対応
データベース作成、販売
　〔 計測 、地図、施設、行政界、統計 〕
ソリューション開発、販売
　〔 計測、地図システム開発、エリアマーケティング、ジオコーディング、
       防災情報提供サービス、 安否確認、 位置情報サービス（LBS）プラット
　  フォーム、 電気料金最適化サービス「エネがえる」、 営農支援サービス
　  「天晴れ」 〕

　　　　　　　　　　　

市民コミュニケーションGIS  「SonicWeb-Cloud」

「KKC-3D」による3次元画像作成

G 空間 × ICT



History　沿革

　国際航業は、これまで社会情勢の変化とニーズに対応する形で事業範囲を拡大し、社会と共に発展してまいりました。
今後も技術企業としての未来を広い視野で捉え、創業より培った「地理空間情報技術」という応用性の高い技術と人的資本、
日本アジアグループ内のシナジーの活用などの強みを活かし、社会の課題解決を目指して新しい取り組みに積極的にチャレ
ンジし続けます。

企業市民として社会と共に発展
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三路興業㈱設立（後に国際不動産㈱と改称）国際航業㈱の前身
わが国の航空事業再開を期し、大日本航空㈱から羽田をはじめとする国内主要空港の土地
および付属施設などの現物出資を受けるかたちで資産管理運営会社として発足

日本航測㈱設立
戦後復興に不可欠な地図の作成を目指し、航空写真測量事業を開始

国際航業㈱に商号変更
国際不動産㈱が日本航測㈱を吸収合併、国際航業㈱に商号変更

国鉄第一号作業（油須原線 1/2500 図化）を受注
高度経済成長時代に突入。当社の地図作成業務は鉄道をはじめ、産業の基盤整備を支えた

東名高速道路設計受託
以後、「道路の国際」として各地の高速自動車道の設計を受託

４事業部制（測量、設計、地質・海洋、開発）がスタート

共立航空撮影㈱設立
撮影用航空機の運用会社を設立

ギニア国基本図作成プロジェクト受託（5ヵ年計画）
後にNHK「プロジェクトX～挑戦者たち～」に取り上げられる事業となる

解析図化機を導入
コンピュータによる最新の図化機を導入

米カルマ社 CGIシステムを導入
コンピュータ上で地図データを視覚的に扱うことができるCGIシステムの導入による
コンピュータ・マッピングで生産性が飛躍的に向上。ここからGIS への取り組みがスタート

道路台帳ブームの到来で、以後業績が急拡大

兵庫県フェニックス防災システムを受注
阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、あらゆる災害に対応できる総合的な防災情報システムを構築

航空機搭載型レーザスキャナの導入
防災用シミュレーション、三次元都市モデルの作成に活用

宮崎ソーラーウェイ㈱を設立
「みやざきソーラーフロンティア構想」の一つとして、宮崎県、都農町、国際航業の官民
パートナーシップによるリニア実験線の高架上を利用したメガソーラー発電事業を推進

東日本大震災復興支援プロジェクトを発足

UNISDRの PSAGに参加

田子西エコモデルタウンプロジェクト「スマートヴィレッジプロジェクト」がスタート

AR関連アプリケーションの開発が本格化

大規模地震発生時の津波浸水被害をリアルタイムに推計する実証事業を推進

小水力発電事業への取り組みを強化

国際航業㈱の持株会社である日本アジアグループ㈱が東京証券取引所市場第一部へ市場変更
（コード：3751　略称表示：JAG）

1947

1949

1954

1956

1962

1971

1972

1977

1978

1979

1995

2000

2007

2011

2012

2013

2014

2015

国連国際防災戦略事務局（UNISDR）の民間セクター諮問グループ（PSAG:Private Sector Advisory
Group※現 UNISDR ARISE) に参加。 2013 年には代表取締役会長 呉文繍が PSAG 議長に就任



Corporate Data　会社概要

　国際航業は 40 余年にわたり、毎年 30ヶ国以上、延べ世界 100ヶ国以上において政府開発援助（ODA）に携わり、途上国を
はじめとする諸外国の発展に寄与してまいりました。 近年では、国連国際防災戦略事務局（UNISDR）、アジア防災閣僚級会議、
国連防災世界会議、国連気候変動枠組条約締結国会議（COP）など、権威ある国際会議や世界的な枠組みに対して、企業
としての知見を基に情報提供を行う一方、会議などで得られるグローバルな最新動向を事業活動に活かしています。

地球の未来図をえがく
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（2018年 3月31日）

会 社 名

所 在 地
設 立
代 表

資 本 金
従 業 員 数
事 業 内 容

167億29百万円
1,847名
空間情報事業（空間情報技術サービス、建設コンサル
タントサービス）、RE（renewable energy）関連事業、
防災関連事業、環境保全事業、社会インフラ事業、
マーケティングおよび位置情報サービス、その他

国際航業株式会社
Kokusai Kogyo Co., Ltd. 
〒102-0085　東京都千代田区六番町2番地
1947（昭和22）年9月12日
代表取締役会長　呉　文　繍
代表取締役社長　土 方　  聡 

事業拠点 事業実施地域47都道府県をカバーする営業網と
5事業拠点

アジア、ヨーロッパを中心に拠点展開
ODAを通じ全世界で事業を実施

海外展開  ／

会社概要

国内外ネットワーク

グループ体制

その他

九州事業所

関西事業所

東北事業所

東京事業所

中部事業所

本社

空間情報事業

● 国際航業株式会社
● 株式会社東洋設計
● 株式会社エオネックス
● 株式会社利水社
● 国際文化財株式会社
● 琉球国際航業株式会社
● 明治コンサルタント株式会社
● KKCシステムズ株式会社
● 株式会社TDS
● 株式会社国際データプロダクション
　センター
● 株式会社ザクティ

グリーンエネルギー事業

● JAG国際エナジー株式会社
● JAGパワーエンジニアリング
   株式会社
● JAGインベストメントマネジメント
　株式会社
● 宮崎ソーラーウェイ株式会社
● JAGグリーン投資株式会社
● JAGシーベル株式会社
● 国際ビルマネジメント株式会社
● 株式会社KHC

森林活性化事業・その他

● 日本アジアグループ株式会社
　（森林プロジェクト）
● 株式会社坂詰製材所
● JAGフィールド株式会社
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