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Challenge
to the one demand



創立者の開発者魂こそが我が社の原点
▶社長挨拶

▶経営理念

　大起理化工業株式会社は、ものづくりに情熱を
傾ける技術者・高橋昇（三十四才・初代社長）が、昭
和十六年三月（1941）、「昭光理化製作所」として創
立いたしました。
　昭和二十五年（1950）には、当時の農林省が、試験
研究機関の機構改革を実施し、農業技術研究所内
に新たに「土壌物理研究室」が誕生。日本において
初めて「土壌物理学」という分野が生まれた瞬間で
した。
　新しい分野に情熱を燃やす若い学者たちと、も

　その後も新しい機器の開発を望む研究者たちと
共同で、実容積測定装置、通気性測定装置、加圧膜
装置、振動粘度計、テンシオメータ―、採土器、不飽
和透水性測定器等々を次々に開発し製品化をして
まいりました。
　こうした研究者の方々との真摯な協力関係が当
社の発展の基礎となり、「土」を通して日本の土壌
物理性測定装置メーカーとして確固たる地位を築
くことができました。
　「Daiki」は、百年企業を目指して皆様から必要と
され続ける企業であり続けたいと考えています。
そのために、私、大石正行は社員とともに創立者の

土と水を守る
初代「土壌団粒分析器」は
進化を続け今も販売を
継続しています

大起理化工業株式会社
代表取締役

我々は大地と水の環境の保全を通して
社会に貢献します

大石 正行我が社の
原点

挑戦 なくして飛躍なし
のづくりに情熱を傾ける技術者高橋昇が出会い、
最初に手がけたものは「土壌団粒分析器」。互いの
熱い情熱によって研究開発が始まり、試行錯誤を
繰り返しながら昭和二十七年、日本人の手による
初めての「土壌団粒分析器」第一号機が完成。これ
が当社の「自社製品第一号」となり、技術屋から
メーカーとなった記念すべき大きな一歩となりま
した。
　この創立者・高橋昇の「新たなものを生み出すと
いう頑固なまでの技術者精神」こそが、大起理化工
業の歴史77年の原点であり、今なお当社に受け継
がれております。
　この自社製品が誕生した昭和二十七年（1952）六
月、社名を変更し、現在の大起理化工業が誕生しま
した。（法人登記は昭和三十三年（1958））
　社名の大起（Daiki）は、「大きく羽ばたく」という
意味であり、戦後の混乱期にもかかわらず、すでに
高橋の目は世界市場へと向けられており、世界で
も通用するブランド名「Daiki」という新たな社名
に自身のものづくりの情熱を込めたのです。→

精神を引継ぎ「Daiki」を日本のオンリーワン企業
から世界のオンリーワン企業へ発展させたいと
願っております。
　そして、激変する地球環境を守っていくために
も、企業理念の「土と水を守る」の実践と実現が
Daikiの責務と考え、自社の新技術・新製品開発と、
世界の優秀な技術・製品の導入にも積極的に挑戦
し続けてまいります。
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創業以来、農地土壌用の物理性測定機器は国内で唯一当社のみが製造してい
る製品が数多くあります。土壌物理性測定は、農業生産性の向上や農地改良の
指標として化学性と合わせて利用されています。2006年から測定機器のデジタ
ル化を開始、第一弾としてGPSを組込んだデジタル硬度計を開発。同時に、地図
上に測定地点と測定データを重ね合わせて表示できるGISソフトウエア（Daiki 
Location Manager）も開発しました。これにより土壌物理性調査データを一元
管理することが可能となり利用者の利便性が格段に向上されました。また、翌年
に開発したデジタル実容積測定装置は、国内の買換え需要に加えて海外（中
国）への輸出も好調に推移しています。

世界人口の増加にともない、農業生産活動の効率化は今後の大きな課題となり
ます。収穫量の向上には土壌の物理性が大きく関与しており、得意分野である土
壌物理性測定機器が農業生産現場で活用されています。pFメータは目では見え
ない土壌の水分状態を計測することができます。また、土壌の水分値を計測して、
必要な時に水と肥料を供給する自動潅水装置や農業ハウスの様々な機器と連
動して監視・制御できるシステムも開発しています。

土壌物理

総合先進技術
ネットワークにつながったセンサで様々な状態を検出し、集まった大量のビッグデータを分析することで、今までになかった

問題解決法として注目されているスマートセンシング×IoT×AIによる、先進技術。Daikiが扱う製品を使用しての「集める」

「送る」「貯める」「使う」を実現する“つなぐ技術”の組込にチャレンジしています。

研究開発における意欲の向上や、市場に出回る商品・サービスの品質を保護するために存在している

「知的財産権」を私たちDaikiは毎年増やし続けています。これからも革新を続け、市場をリードする企業

となるべく新たな挑戦に注力していきます。

農 業

従来、環境問題といえば大気と水が対象でしたが、近年は土壌および地下水の
環境に関心が高まっています。こうした背景から土壌および地下水環境の調査に
用いる機器の需要も年々増加傾向にあり、土壌調査用としてライナー採土器やハ
ンドオーガー、地下水調査用としてDIVER水位計、地下水採取ポンプなどが環境
調査の最前線で活躍しています。これからも簡単で使いやすいサンプリング機器
や測定機器を開発し提供することで環境保全に貢献したいと考えています。

試験研究機関や大学など試験研究に携わる方から依頼を受けてオーダーメード
で多数の実験・試験装置の開発・製造をしています。また、産学連携も積極的に
行い国・県の開発助成制度を活用した新製品開発に注力しています。自然状態
の降雨を再現する降雨装置は、こうした開発製品の中から生まれ広く普及してい
るオリジナル製品のひとつです。また、高精度な分析・計測に必要不可欠な測定
試料の前処理工程を自動化した、無粉塵型土壌粉砕機（特許取得済、2012年4
月発売）は、オンリーワンの製品として各分野から多くの関心を集めています。

土壌・地下水調査

特殊試験装置

Smart Sensing×IoT×AI

デジタル貫入式
土壌硬度計

デジタル実容積
測定装置

リアルタイム圃場監視システムpFメータ（土壌水分計） 無粉塵型土壌自動粉砕篩分け装置 降雨装置

Daiki保有知的財産権

スマート小型水中ポンプ

MP1　小型水中ポンプ

海外商標登録 7
日本商標登録 7
海外特許（登録済み） 1
国内特許（登録済み） 12
国内特許（申請中） 6

（2018年10月1日現在）

土壌量分計

施設■■制御装置
■■■

測定値データ
転送

土壌水分計

カメラファン

研究室など

気温・湿度・日照

LANまたは無線LAN

Daiki Cloud
Potal

Daiki IoT
System
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昭光理化製作所（御徒町）で創業
（3月24日）
土壌団粒分析器 試作第1号完成
実容積測定装置を「農業技術」誌で
発表（5月23日）
大起理化工業株式会社 設立
資本金2千万円に増資
荒川区西尾久に移転
土壌三相計、貫入式土壌硬度計を開発
創立50周年
オランダEijkelkamp社と
日本総販売代理店契約を締結
西日本営業所を滋賀県大津市に開設
埼玉県川里工業団地に本社・工場を移転
埼玉県経営革新企業として承認を受ける
埼玉県から開発助成金交付決定
デジタル貫入式土壌硬度計を
開発・発売開始
デジタル実容積測定装置を開発・発売
開始（埼玉県開発助成金対象事業）
ものづくり中小企業製品開発等支援
補助金交付決定
埼玉県次世代産業参入支援事業費
補助金交付決定
平成22年度彩の
国産業技術大賞「特別賞」受賞
埼玉県より経営革新計画(2度目)の
承認を受ける
平成23年度「彩の国経営革新モデル
企業」に指定される
コラボ産学官埼玉支部より、技術開発で
顕著な成果を残したとして特別賞を受賞
埼玉県より「彩の国工場」に指定される
埼玉県より「多様な働き方実践企業」
に認定される
第3回渋沢栄一ビジネス大賞
テクノロジー部門「特別賞」受賞
第13回市川賞を受賞（東京都立産業
技術研究センターと共同開発）
オランダEijkelkamp社と日本総代理
店契約20周年記念セミナーを開催
新型土壌水分計「iテンシオメータ」を
開発・発売開始
平成27年度新機械振興賞「審査委員
長特別賞」を受賞
創立75周年     
ドイツ バーミュラー社と
販売代理店契約を締結     
埼玉県ものづくり技術・製品開発支援
事業費補助金交付決定 
フランス AMSフランス社と
日本総販売代理店契約を締結
イギリス マルチセンサーシステムズ社と
日本総販売代理店契約を締結
西日本営業所を滋賀県草津市に移転

オランダEijkelkamp Soil&Waterは、土壌劣化、食料安全保障、都市化、
汚染、土地開発と自然資源をテーマとして世界中の土壌と水のプロジェク
トに関わり、そのプロジェクトのためのソリューションを開発、生産、提供し
ている企業です。

ドイツBAUMULLER社は、モーターと自動化システムの大手メーカー。ソフ
トウェアモジュール、コントローラ、コンバータ、モーター、オートメーションソ
リューションのサービスプログラム全体に至るまで、インテリジェントなシス
テムソリューションを世界40か国で提供。また、長年のモーター開発の経
験と生産技術を活かし、ハイブリット車と完全電気駆動システムのための
エネルギー効率の良いコンポーネントも提供しています。

Gasmetは、さまざまな産業、環境および安全アプリケーションのガス分析
装置および監視システムを開発、製造、販売するフィンランドのハイテク企
業。中でも、Daikiが取り扱っている世界で最もコンパクトな大気用FTIR
ポータブルガスアナライザDX4040は軽量でバッテリー駆動で、他に比類
ない可搬性能を有した製品です。最大50個のガス成分を同時に測定可
能で、ハードウェアを変更することなく新しい測定ガスのパラメータを追加
可能な優れた機能を持っています。

オランダSonicSampDrill社は、Eijkelkamp社のグループ会社で、土壌掘
削装置（ボーリングマシン）及び地質調査機器メーカーです。業界標準より
優れた掘削能力と人間工学的設計による安全性にも配慮。1台の装置で
軟弱地盤から硬い土壌まで高品質な土壌コアサンプリングも可能です。

世界の優れた製品を日本へ

Multisensor Systemsは、水および空気モニタリング機器の開発、製造を
しているイギリス企業。非常に高度な感度と、汚染事象や偶発的な流出に
対する応答時間を最適化するオンラインレポート機能を有した計測器な
ど、最高品質の規格に基づいて設計・製造された製品ラインナップは業界
をリードしています。

AMS Allianceは、イタリア ローマの本社をはじめ、米国・フランスに子会社
を持つ大手グループ。医療診断、環境、食品および飲料業界向けの計測、
試薬および試験装置の開発・製造、マーケティングに特化した企業です。
創業以来、世界中のOEMやプライベートブランド契約によるシステムプ
ラットフォーム提供を通じ、R&Dおよび新製品開発に注力しています。

歴史・沿革

社 名

創 業
設 立
資 本 金
決 算 期
関 連 会 社
本社所在地

営 業 所

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

大起理化工業株式会社
代表取締役社長 大石 正行
1941年3月24日
1958年5月23日
2000万円
9月30日
大起ソイル＆モイスチャー株式会社
〒365-0001 埼玉県鴻巣市赤城台212-8
TEL 048-568-2500
FAX 048-568-2505
西日本営業所
〒525-0032 滋賀県草津市大路2-9-1
TEL 077-567-1750
FAX 077-567-1755

［取引銀行］▪埼玉縣信用金庫 鴻巣支店
▪埼玉りそな銀行 鴻巣支店　
▪群馬銀行 行田支店
▪三菱東京ＵＦＪ銀行 王子駅前支店
▪みずほ銀行　王子支店
▪足利銀行 行田支店
▪大東銀行 さいたま支店

▶会社概要

▶主要納入先 （敬称略・順不同）

世界の難民を支援するUNHCR（国連難民高等弁務官事務所）の
活動に賛同し、売上金の一部を国連UNHCR協会に寄付しています。

▶社会貢献事業

［国立研究開発法人・独立行政法人］
（国研）農業・食品産業技術総合研究機構、（国研）国際農林水産業研究セン
ター、（国研）農業環境技術研究所、（国研）森林総合研究所、（国研）土木研究
所、（国研）産業技術総合研究所、（国研）国立環境研究所、（国研）防災科学技術
研究所、（国研）放射線医学総合研究所、（独）国際協力機構、（独）国立文化財機
構 奈良文化財研究所

［官庁］
国土交通省 国土技術政策総合研究所、国土交通省 国土地理院、東京都立産業
技術研究センター、埼玉県環境科学国際センター

［財団法人］
一般財団法人 電力中央研究所、一般財団法人 日本土壌協会
公益財団法人 東京都農林水産振興財団
大学共同利用機関法人 総合地球環境学研究所

［教育機関］
北海道大学、東北大学、東京大学、名古屋大学、京都大学、九州大学、筑波大学、
東京農工大学、東京工業大学鳥取大学、茨城大学、大阪大学、千葉大学、埼玉大
学、宇都宮大学、香川大学、岡山大学、広島大学、早稲田大学、慶応大学、明治大
学、東京農業大学、東洋大学、日本大学、立命館大学、中部大学、大阪府立大学
首都大学東京、京都府立大学、滋賀県立大学、石川県立大学

［民間企業］
（株）大林組、鹿島建設（株）、清水建設（株）、大成建設（株）、国際航業（株）、三菱
マテリアルテクノ（株）、日本工営（株）、DOWAエコシステム（株）、日鉄鉱業（株）、住
友化学（株）、昭和シェル石油（株）、（株）ブリヂストン

［Daiki 取扱製品］
土壌採取用ハンドオーガー、地下水水位ロガーDIVERシリーズ、
地下水採取ポンプMP-1など

［Daiki 取扱製品］
ボーリングマシン：ソニックドリルシリーズ
CPTコーン、ビデオコーンなど

［Daiki 取扱製品］
射出成型機など組込みモーターからモータドライバー・制御ソフトまで
トータルで対応いたします

［Daiki 取扱製品］
VOCガスモニタ、水中油モニタ、アンモニアモニタ、
THM（総トリハロメタン）モニタなど

［Daiki 取扱製品］
AMS Alliance DFA分析装置、DISCRETE分析装置

［Daiki 取扱製品］Gasmet DX4040、DX4015

日本総販売代理店 日本総販売代理店

日本総販売代理店

日本総販売代理店 日本総合販売代理店

正規販売代理店



http://www.daiki.co.jp/  e-mail : mbox@daiki.co.jp

大起理化工業株式会社
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CPT-Video-CONE



製 品 仕 様

全体

コーンチップ断面積 1,500mm²

スリーブ表面積 22,500mm²

全長 570 mm

重量 5,150 g

使用温度範囲 0 - 60˚C

特徴

・ CPT-Video-CONE は、 毎秒 0.5cm のスピードで CPT 試験を行いながら土中の撮影が可能であり、

高輝度 LED ライトにより鮮明な土中の画像をリアルタイムに見ることができます。

 データは、 専用のロガーに保存でき、 ロッドの長さは、 30m、 50m 用の 2 種類となります。

本体写真

・ 先端抵抗値、 周面摩擦値、 間隙水圧値、 傾斜値が測定可能。

GEO Explorer Software 画面

製品仕様

土壌撮影画像 （撮影範囲 :1cm × 1cm）

CPT-Video-CONE
Compact CPT Rig

特徴

･Compact CPT Rig は、 最大 100kN の貫入能力と 4 つのグランドアンカーで反力が取れます。  

狭いスペースで作業する場合は、 CPT タワーを取り外し床、 壁、 天井に固定することができます。

Soil_Vision_CPT Software 画面

本体写真

製品仕様

全体

エンジン クボタディーゼルエンジン

エンジン出力 10,7 kW @ 3,200 rpm

機械寸法 L2,620 xW 790 x H2,030mm

本体重量 約 1t

最大貫入力 100kN

反力 グランドアンカー （2 本、 4 本）


