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朝日航洋の事業活動
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１．プロフィール

１９５６年生まれ（６４歳）

東京都出身

１９８０年 トヨタ自動車 入社

２００６年 バイオ・緑化事業部長

植林・森林再生にも関わる

２０１４年 朝日航洋㈱へ （取締役）

２０１６年６月より現職

趣味：登山

好きなもの：北海道産ワイン



4

商号 朝日航洋株式会社（AERO ASAHI CORPORATION）

本社所在地
〒136-0082
東京都江東区新木場4-7-41 東京ﾍﾘﾎﾟｰﾄ内

航空本社 東京都江東区新木場
空間情報本社 埼玉県川越市南台

設立年月日 1955（昭和30）年 7月20日

資本金 31億9,250万円

代表者 代表取締役社長 尾暮 敏範

従業員数 1,266名（2020年4月1日現在）

株 主 構 成 トヨタ自動車㈱ 99.98％ その他 0.02％

事業概要 空間情報事業 航空事業

１－2. 会社プロフィール
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１－2. 会社プロフィール

全国５４拠点（航空事業・空間情報事業）

本社・航空本社（東京都江東区）空間情報本社（埼玉県川越市）
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朝日航洋の歴史は挑戦の歴史
先進の技術を開拓し、社会に貢献しています

富士山山頂レーダードーム

2. 朝日航洋の歴史

青函トンネル測量



防災
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３．事業概要
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４．事業基盤

4-1 スマート社会への貢献
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４．事業基盤

4-2 企業理念

“空にさきがけ 未来をひらく”

私の想い

「安心安全で豊かな社会に
貢献する会社」

「お客様の熱い思いに
応える会社」

「社員の幸福度向上」



10

４．事業基盤

4-3 経営目標＆事業部理念

1）安全と信頼によるお客様満足度の追求

2）変化とスピードによるビジネス推進

3）人を活かし人を育てる

【航空事業本部理念】
「基本の確行」
やるべき事は確実にやり、やってはいけないことは決してやらない

【空間情報事業本部理念】
「高い技術とゆるぎない信頼」
技術と品質でお客様に選ばれ、事業を継続する企業

経営目標
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４．事業基盤

4-4 ４つの安全



12

４．事業基盤

4-5 コンプライアンス
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４．事業基盤

4-6 健康経営
■ 健康経営優良法人認定（2020,2021）
■ かながわ治療と仕事の両立推進企業（2020）
■ がんアライアワード2019 GOLD受賞
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４．事業基盤

4-7 働き方、改善活動
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４．事業基盤

4-8 人材育成
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４．事業基盤
4-9人材育成

『 みらい座談会 』

主 旨：若手社員と経営者が、未来予測のもと、
10年後の朝日航洋のあるべき姿と、
なりたい自分を自由に話す

対象者：入社２年から５年(営業・生産・開発)

活 動：１年目 ・調査、企画、発表、会社への要望
２年目 ・発表、フォローアップ
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５．グループ会社
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５ - １．株式会社 北海道朝日航洋
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北海道造林協会様の御支援
ヘリコプターによる野鼠駆除＆ドローン講習

６-０．北海道における事業活動

ドローン講習の様子
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６-０．北海道における事業活動

森林整備事業の申請・検査におけるドローン活用で、
ドローンの操作から、画像編集、申請図面作成まで、
職員様のお悩みを解決いたします。

撮影プラン ドローン撮影 SfM処理 QGISに展開 各種データ出力

次ページ
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６-０．北海道における事業活動

森林整備事業の申請・検査におけるドローン活用のワークフロー

撮影プラン ドローン撮影 SfM処理 QGISに展開 各種データ出力
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1962年(S37）：送電線パトロール開始

６-１．北海道における事業活動
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1979年(S54)：有珠山スタビラ工法緑化作業実施

６-２．北海道における事業活動
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1996年 北海道消防防災ヘリ「はまなす２号」 運航受託開始

1997年 北海道開発局「ほっかい号」 運航受託開始

北海道開発局『ほっかい号』

平成８年の運航開始
以来１８年間、
継続して受注。

北海道防災『はまなす２号』

平成９年の運航開始
以来１７年間、
継続して受注。

６-３．北海道における事業活動



北海道防災 はまなす2号 機体装備
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人や機材も運びます

６-４．北海道における事業活動
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６-５．北海道における事業活動

北海道放送㈱ HBC
札幌テレビ放送㈱ STV
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６-６．北海道における事業活動

2000年 北海道ドクターヘリ研究運航開始

2009年 道北ドクターヘリ（旭川）運航開始
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これまでのイノベーション

空飛ぶクルマの
研究開発開始

7-1.これまでのイノベーション
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7-1.これまでのイノベーション(空）



GNSS/IMU

APPLANIX POS/LV 520

・補足衛星：GPS,GLONASS
Garileo,QZSS

・水平精度：0.020m
・高さ精度：0.050m
・Heading精度：0.015°
・Roll  精度：0.005°
・Pitch 精度：0.005°

全方位カメラ

PGR Ladybug3

・画素数：200万画素×6CCD
・撮影レート：15.00fps

レーザスキャナ

Riegl VQ-450 
・計測距離：800m
・計測範囲：360°/台
・計測Late：200Hz
・Shot 数：1,100,000発/秒
・拡散度 ：0.3mrad

ビデオカメラ

Ikegami ISD-200HD

・画素数：207万画素
・撮影レート：29.97fps

全方位画像

３Ｄ点群路面オルソ

走行軌跡

30

※スペックはGT-4のものを記載しています

ドライバーとオペレーターの2名体制

モービルマッピングシステム（MMS）のセンシング機器 ［取扱注意]
7-1.これまでのイノベーション（陸）
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インフラドクター開発へ ［取扱注意]
7-2.これからのイノベーション（海）
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「カンボジア国電子海図策定支援プロジェクト」

黒枠 当初プロジェクト 縮尺１/10000に対応可能な海図（電子海図）
赤枠 変更プロジェクト 縮尺１/80000（電子海図）～150000の中縮尺海図（電子海図）

測量船（PAS所有PILOT船） マルチビーム艤装例（黄枠内）

カンボジア唯一の外海に面する大水深港シハヌークビル港周辺の
電子海図作成および、電子海図の作成・更新に係る技術移転を目的。

技術移転の様子（下段4枚）
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InfraDoctor®

道路・構造物の維持管理業務のノウハウ

3次元形状処理と点群処理技術、
製造業のプロセス改善ノウハウ

MMSによる道路と周辺情報の計測・解析技術、地
理空間情報、GIS活用ノウハウ

商標登録済
NETIS登録済
特許４件取得済

2014～2016年度の３年間、外販を前提とした商品開発を進めてきた
同時に、首都高Ｇの３Ｄデータによる業務改善を支援（計測コンサルタント業務）

→ 首都高全線320kmのＭＭＳ点群データをインフラドクターに搭載
首都高トップセールスによる国内外への外販活動を展開中
2017.8月 首都高技術・エリジオン・朝日航洋にて、 有限責任事業組合（LLP）を設立
首都高Ｇ（８社）を最初の顧客として、 インフラドクターのクラウドサービスを開始

これまでの経緯

インフラドクター開発へ ［取扱注意]
7-2.これからのイノベーション（陸）
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世界初の「8Kエリアセンサカメラ」搭載計測車
『世界初！8K映像技術を搭載した新型計測車両「GT-8K」によるサービスを開始します』
https://www.aeroasahi.co.jp/news/detail.php?id=288

➡コンクリート浮き検知可能
（1ｍｍ厚の膨らみを検知）

最新計測車両「GT-8K」



トンネル計測モデル道路計測モデル

鉄道計測モデル空港計測モデル
34

GT-8K フレキシブルな計測形態



舗装検査技術
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GIS上で評価を可視化

舗装修繕計画の策定

条件設定による色分け表示

ユーザーによる条件設定

Excelに出力

関連特許：特許第6465421号『構造物変状検出装置』
特許第6473844号『ひび割れ検出装置』

ひび割れ・パッチング

レーザスキャナ
ラインスキャナ

点群データ

路面画像

プログラムによる
検出・解析
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GT-8Kとは（紹介動画）
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［取扱注意]

船舶の航行に必要な地図＝「海図」
港湾設計、海底パイプライン・ケーブル埋設ルート調査

7-2.これからのイノベーション（海）
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7-2.これからのイノベーション（空）

都市間移動 リゾート・観光

物流 災害 時

”空の移動革命に向けた官民協議会”でユースケースを検討

経済産業省HPより引用



7-2.これからのイノベーション（空）紹介動画

2030年に期待する世の中

スカイドライブ社より引用
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コロナ禍で事業環境は、激変しています。

私たちは、この試練を乗り越え、
安心安全で豊かな社会に貢献するため、

企業理念
「空にさきがけ 未来をひらく」のもと

お客様と共に歩んでまいります。

さいごに
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ご清聴いただき、ありがとうございました。


