日立建機グループがお届けする建機ユーザーのためのビジネスサポート誌

ティエラ
テ

100

v(^o^)

皆さまに支えられ、
おかげさまで
100号達成!
これからもどうぞ、
宜しくお願い致します。

4

創刊100号特別対談企画

池田香代子
雨宮 清
9

Lecture Report 講演報告

小山城南中学校

10

復興、そしてこの先の未来へ

地雷原だった土地に
作られた小学校
今だからこそ見られる
「夢」がある

12

原寸大手のひらCOLLECTION
株式会社エナジー技建

豊田富士子さん
14
16

未来の大黒柱

創刊号から先の99号に至るまで、

加藤斉志氏

さまざまな情報をお届けする中、

Business Impression

お客様企業（団体を含む）に
これからもどうぞ宜しく

日立製作所

お願いします。
周年

Topics 双腕ショベル二題
・未来のショベル
・折り紙で作った

【ASTACO】

40

創刊100号記念

特定自主検査について

Tierra Autumn 2010

執行役社長

お知らせ

木川 理二郎

特別読者プレゼント！

03

360件を超えるお客様および、
ご登場いただきました。

【マニピュレータ】

24

これまで本誌の記事に、

数字で見る日立建機

100

22

皆様にご協力いただき、

株式会社斫木村

創業

20

ズラリと並んだTierraの表紙。

株式会社荒川商店

業界ネットワークを活かした
リサイクル事業
「環境」をキーワードに
新たな信頼関係づくり

18

創刊100号

当誌﹁ティエラ﹂はおかげさまで本号をもちまして創刊１００号を迎えることができました︒
これもひとえに当誌をご愛読いただいております皆様方のご支援とご指導の賜ものと心から感謝申しあげます︒
また︑創刊１００号と同時に日立建機グループは今年で 周年を迎えます︒
これからもお客様にとって価値ある企業として︑
身近で頼りになるパートナーを目指し︑挑戦し続ける所存でございます︒
何卒︑皆様方には今後とも相変わらぬご指導ご鞭撻をお願いいたしますとともに︑
引き続き日立建機グループおよびＰＲ誌﹁ティエラ﹂をご愛顧賜りますようお願いいたしまして︑
創刊１００号発刊に際してのご挨拶とさせていただきます︒

［ティエラ］はスペイン語で、
地球 土 といった意味です。
われわれ日立建機は、この地球に親しみ、
この地球と共存していくために、
製品や情報を通じてさまざまなメッセージを
皆さまに送り続けたいと考えております。

Tierra Autumn 2010
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これからの日本を担う子供たちに︑
今︑
伝えていけること︑
伝えなければならないこと︒
本誌﹁ティエラ﹂は今号で１００号を迎える︒そこで今回の特集では︑
ベストセラー本﹃ 世界がもし１００人の村だったら﹄
の再話を手がけた池田香代子さんをお招きし︑
山梨日立建機株式会社の雨宮清社長と︑
﹁これからの日本を担う子供たちに︑
今何を伝えていくか﹂をテーマにスペシャル対談を行った︒
池田さんは本の印税を投じて﹁１００人村基金﹂を設立し︑
各地での講演をはじめ︑
さまざまな平和活動を行っている︒

※再話= 昔話・伝説、世界の名
作文学などを、子 供向けにわ
かりやすく書き直したもの。

一方︑
雨宮社長も対人地雷除去機の開発を通じて地雷原の復興活動に尽力するほか︑
その経験を全国各地の講演で精力的に伝えている︒
ともに世界平和に向けて果敢に活動するお二人は︑
今の日本の子供たちにどんなメッセージを送るだろうか ̶̶
︒

もその考えに共感しますね︒僕だ

雨宮清社長︵以下︑雨宮社長︶僕

こと﹂も大切にしてほしいんです︒

いよと伝えているんです︒プロの

って子どもの頃は勉強が嫌いだっ

では︑
﹁職業﹂が一つの言葉として

スポーツ選手や歌手など︑天職と

たけど︑今は講演活動なんかもや

そうすると人生のどこかで︑意外

ティエラ編集部︵以下︑編集部︶

生業が一致している人も中にはい

ってる︒それは夢や目標を一生懸

な形で花開くということもある︒

池田さんと雨宮社長︑お二人とも

ますが︑多くの大人はそうじゃな

命追いかけてきた結果なんです︒

表現されていますが︑英語やドイ

全国各地で盛んに講演活動をなさ

いですよね︒だから好きなことで

ツ語では︑職は﹁天職﹂
︑業は﹁生

っていますが︑子供たちに向けた

何がなんでも生計を立てる必要は

いろんな生き方があっていいけれ

ます︒

講演の場合︑主にどんなことを伝

ないし︑だからといって好きなこ

夢や目標を描くことにつながるだ

ど︑
﹁好き﹂という気持ちは将来の

﹁私がその見本だよ﹂と伝えてい

池田香代子さん︵以下︑池田さん︶

とをあきらめる必要もない︒経済

けに︑おろそかにしちゃいけない

業／なりわい﹂の意味を持ちます︒

﹃世界がもし１００人の村だった

的自立のための仕事はもちろん重

ですね︒

私はこれらを別個に考える方がい

ら﹄
︵Ｐ６参照︶の話もしますが︑

要ですが︑それだけではなく︑お

好きなことを
大切にして欲しい︒
そうすれば人生のどこかで︑
意外な形で花開く︒

中高生に向けた講演の場合は︑ま

金にならなくても自分の﹁好きな

えていらっしゃいますか

ず職業について話をします︒日本

1948年、東京都生まれ。ドイツ文学者、児童文学者、翻訳家、口承文芸研究
家。ベストセラーとなった『世界がもし100人の村だったら』の再話を手がけ、
その印税を基に「100人村基金」を設立。日本在住の難民やアフガニスタン難
民キャンプ内の女子校設立など様々な支援活動を行う。
「世界平和アピール
七人委員会」のメンバーで、平和運動家、社会運動家としても活躍している。
1947年、山梨県生まれ。山梨日立建機株式会社代表取締役。1994年、
カンボジ
アで地雷被害者との出会いをきっかけに、対人地雷除去機材開発プロジェクト
チームを設立。1998年の1号機完成から現在に至るまで、
カンボジア、
アフガニス
タンをはじめ世界 8カ国に75機の地雷除去機を開発・納入。
「地雷のない平和な
大地」
と「対人地雷埋設国の国民の経済的自立」
を目的に活動を続けている。

Kayo ko Iked a

Kiyoshi Amemiya

池田香代子
雨宮 清

撮影／倉部和彦
取材・文／田中美砂子（モック社）

特別対談企画
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子供たちのアンテナに向けて何をどう発信するか。
大人たちはもっと真剣に考える必要がある。
夢や憧れが目標を描き、
一心に向かう道筋で、
あるとき、その目標が使命感へと変わる。

創刊100号

池田さん 私も高校生のときは劣
等感のかたまりでした︒ピアノが
上手に弾ける子や絵がうまい子︑
将棋が強い子など一芸に秀でた子
たちを見て︑自分は何もできない
と思い込んでいたんです︒でも︑
ドイツ語の翻訳を生業とするよう
になって︑それも最初はネジやク
ギについての翻訳だったのに︑﹁音
楽が好き﹂
︑
﹁美術が好き﹂と言い
続けていたら︑だんだんと音楽や
美術関係の仕事も来るようになり
ました︒雨宮さんがおっしゃる通
り︑
﹁好き﹂という気持ちが導くの
だと思います︒
編集部 雨宮社長は子供の頃はど

のが僕の仕事でしたが︑牛は腹が

得なかったんです︒牛に餌をやる

ので︑小さいときから働かざるを

ふくろは入退院を繰り返していた

が好きだった︒家は農家だし︑お

雨宮社長 僕はとにかく働くこと

くてね︒買いたい一心で働いて手

っていて⁝⁝僕もその時計が欲し

の頃︑友達がかっこいい時計を持

のが面白かったんですよ︒中学生

ぎました︒目標があったから働く

でよその田畑を手伝ったりして稼

使って蚕の仕事をしたり︑耕耘機

くてよくなったから︑その時間を

池田さん それで建設機械の方に

﹁モノづくりの原点﹂でしょうね︒

でも覚えていますよ︒それが僕の

のときの何とも言えない喜びは今

そのうちにエンジンがかかる︒そ

組み立てたりしているんですが︑

最初は何もわからず︑バラしたり

分でいじるようになりますよね︒

当然あちこち壊れてくるので︑自

雨宮社長 耕耘機を使っていると︑

一人前になってやろうと思って︑

がわかった︒それで機械いじりで

ぎないとブラジルに行けないこと

かったし︑調べてみると 歳を過

った︒でもまだ 歳で字も書けな

ていて︑ブラジルに移住したくな

な農場とトラクターの写真が載っ

雑誌でその記事をみたとき︑大き

移住というものがあったんですが︑

へるとモーモー泣いてうるさいし︑
に入れた︒そうやって︑働けばお
進まれたのですね︒

かけは何だったのですか

泣けば可哀想だから毎日草を刈ら
金になるということを身につけた

がやってきた︒お陰で草を刈らな

なきゃいけない︒これが結構時間
んです︒

んなことがお好きでしたか

がかかるんです︒それで親父に﹁畑

歳から東京で修業を積みました︒

20

13

そして 年後に山梨に戻って自動

ていて︑こんな小さな農業をして
ですね︒そして︑今では様々な国

って地雷除去機を開発なさったん

出会い︑
﹁モノづくりの原点﹂に戻

車整備と建機販売の会社を作った

ちゃダメだと実感したんです︒ま

う元気づけてあげればいいのかわ

んです︒

だブラジル丸が出ている頃で農業

からなくて困っています︒

雨宮社長 子供の頃の僕は︑海外

池田さん 農業を手伝っていた雨

の子供たちは頑張ってもできない

なってカンボジアの地雷被害者に

宮さんがモノづくりに進んだきっ

とあきらめている部分がある︒

池田さん それからずいぶん後に

な気がします︒

雨宮社長 そんな子供たちをこの

にも強い憧れがありました︒中学

雨宮社長 やる前に自分で無理だ
池田さん 小学校に講演に行って︑

ままにしておいていいわけがない

生のとき︑耕耘機で家の畑を耕し

と判断していますよね︒僕らは﹁な

し︑
﹁未来がない﹂なんてことはな

すよね︒﹁難しく考えることはない︒

ら﹄
の話をすると︑﹁日本がこんなに

自分で考えながらいけばいいんだ

﹃世界がもし１００人の村だった

況だ︒お金がない﹂と悲観的なこ

にくそ！ 負けてなるものか﹂と

とばかり聞いて育ってきているか

よ﹂と安心させてあげたいですね︒

いう気持ちで頑張れる時代に育っ

しなければ飢え死にする﹂という

ら︑﹁この国は貧しい︒この先いい

いんですよ︒子供たちが明るい未

わせですね︒
恐怖を知っていました︒だからし

ことなんかないんだ﹂と思い込ん

豊かな国だと知りませんでした﹂

雨宮社長 やはり自分の中に夢を
がみついてやってきたけれど︑今

で︑生きる意味を見い出しにくく

たけど︒

持てたというのが大きいんですよ︒
の子供たちは︑何もかもが用意さ

なっているんです︒だから︑夢や

の地雷に苦しむ人々を助けていら

目標に向かっているうちに︑地雷
れていて︑私たちの原動力だった

目標が持てないのは決して子供た

来をみられるように︑回りがたく

原の中に暮らさなければならない
〝ハングリー精神〟なんて持てない

ちのせいではなく︑
﹁今﹂という時

さんヒントを与えていくといいで

人たちの厳しい現実に直面し︑そ
ですからね︒

編集部 いろいろな場所へ講演で

と子供たちが言います︒彼らは物

の国を復興させたい︑豊かな大地
雨宮社長 僕らの頃は︑目標を得

代がそうさせているんでしょうね︒

心ついたときから︑周囲から﹁不

にしたい︑地雷で苦しむ人を一人
やすい時代でしたね︒頑張れば何

出かけて行くのは︑お二人にとっ

池田さん 私たちが若かった頃は

でもなくしたいという思いに駆ら

周囲の大人たちも︑子供たちをど

世代のギャップが
あったとしても︑
子供たちに伝え続ける
ことが大人たちの役割︒

れた︒当初は目標だったものが徐
かできると信じていたけれど︑今

と否定的に考える傾向にあるよう

と思いますが︑﹁自分にはできない﹂

に立つことは決して嫌いじゃない

編集部 今の子供たちも︑人の役

悲観する子供たちを
このままにしておいていい
わけない︒
﹁未来がない﹂
なんてことはない︒

られない︒

雷除去をやめろと言われてもやめ

ども︑満足感があります︒今︑地

雨宮社長 確かに苦労はあるけれ

カチッとスイッチが入るんです︒

池田さん わかります︒あるとき︑

使命感に変わっていったんです︒

々に﹁やらなきゃいけない﹂という

社会全体が貧しかったから︑
﹁何も

だんです︒そして我が家に耕耘機

を耕す機械を買ってくれ﹂と頼ん

?

っしゃる︒不思議で素敵な巡り合

当初は目標だったものが︑
﹁やらなきゃいけない﹂
という
使命感に変わっていった︒

8
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一般企業や教育関連団体、学校など、
全国各地で様々な人たちを対象に講演
を行う池田さん。年間の講演数は120回
にもおよぶ。
自らの経験を子供たちの前で語る雨宮社
長。2003年以降、
主に学校を中心に、
そのほ
か企業や各種団体などで行った講演数は
全部で339回を数える
（2010年10月現在）
。

?

『世界がもし100人の村だったら』
（2001年・マガジンハウス発行）
。
イン
ターネット上で世界的に流布した文
章に池田さんが手を入れ、
出版され
た。本の中では世界を一つの村に
たとえ、
人種、
経済状態、政治体制、
宗教などの差異に関する比率はそ
のままに、人口だけを100人に縮小
してわかりやすく説明している。現
在では、たべもの編、子ども編、日
本編などシリーズ化されている。

ができるか﹂ということを発想し

のような社会観や国づくりのモデ

つける必要はなくて︑ＮＰＯを立

ルを見せてあげられれば︑若い人

すね︒

てもいいんですよ︒雨宮さんのよ

て体や時間の負担も大きいと思い

うに︑起業するまで修業するのも

たちは﹁そうか﹂と気がつくと思

ていく必要があるでしょうね︒そ

今の子供たちに言っても通じない

います︒

ち上げてもいいし︑自分で起業し

よ﹂と︑伝えることを断念しちゃ

いいと思います︒

池田さん ﹁時代が違うのだから

チベーションって何でしょう︒

いけないですね︒学校などに講演

ますが︑それでも講演を続けるモ

雨宮社長 ﹁おっちゃんは中学し

に行くと︑ごくたまにざわついて

それがビジネスとしてだって全然

か出ていないけど︑それでもやっ

構わない︒それがやがて︑使命感

雨宮社長 地域に貢献をすること︑

ないといけないと思うんです︒発

の ％くらいは海外に出て仕事し

展途上国にどんどん行って︑そこ

雨宮社長 僕はこれからの日本人

う学校の生徒たちに限って﹁ちゃ

いることもあるんですが︑そうい

んと話聞いてたよ﹂ってすぐにメ

につながるんです︒僕らだってそ

と子供たちにハッパをかけたいん

です︒そして︑中学生︑高校生に

に暮らす人たちのニーズにあった

てきたんだ︒おまえらも頑張れよ﹂

なったら︑
﹁自分が何をしたいか︑

ールが届くんです︒彼らは人を思

何をやるべきかをきちっと決めな

う︒地雷を撤去することでそこに

いやる心を持っているし︑自分の

畑をつくれる︒その農作物を売っ

アンテナを錆びつかせないでしっ

ものをつくる︑あるいは提供する

さい﹂と伝えたい︒その目標に向

ということが大切︒

かっていれば︑どこかのタイミン

て土地の人が生活できるようにな

かりと張っているんですね︒それ
池田さん また︑その一方では︑

グで働く意欲につながる使命感が

る︒復興した土地の人たちが僕ら

に向けて何をどう発信するかとい

を現地に案内してくれることがあ

うことを︑大人たちは真剣に考え

自分の足下にもフロンティアがあ

きっと出てくるよ︑と言いたいん

ると思いますよ︒これからはＮＰ

です︒

りますが︑地雷原だったところが

る必要があるでしょうね︒

豊かになっているのを見ると涙が

雨宮社長 自分で自分のことをダ
国や県に頼らずに地域のことは地

池田さん 雨宮さんのように︑人
Ｏがもっと増えてくるでしょうし︑

を動かす﹁感化力﹂を持っている

メだと思っている子ほど︑僕らの

ある社会やそこに住む人々
に対して︑﹁なにができるか﹂
ということを
発想をしていく必要がある︒

編集部 これから日本を担う若者

◎（講演を聴いて）親に伝えたい言葉：
「自分は幸せです」

＜雨宮さんへ＞
本日はおいそがしいなか、
ご講演いただ
きありがとうございました。今日、
地雷の恐怖
や人の命の尊さを改めて考えることができ
ました。
手足があり、
平和な日本に生まれて
きたいじょう、
命を大切にし、
感謝の気持ち
を忘れないでいたいと思います。
私は、
自然
にありがとうが言える人になりたいです。
こ
れからも、
体にきをつけておすごしください。

?

たちにどんなことを期待していま

＜雨宮さんへ＞
何不自由なく暮らして、
ゴロゴロしたりし
て時間をつぶしてしまっている自分がいる
ことに、
腹が立ちました。
直接には、
今、
カン
ボジアの子達にしてあげることはできませ
んが、必死に勉強をしたり、たくさんのこと
を経験して、将来は彼らの役に立てるよう
な人間になりたいです。
勉強したり、
遊んだ
りといろんなことをして、影日なたのない人
間にもなりたいです。

すか

感想を抱いた。

池田さん 今の若い人たちと話し

き終えた後、生徒たちは思い思いの

ていると︑就職して正社員になる

とともに、
１時間半を超える講演を聴

ことに汲々としすぎる傾向がある

様子が映し出されたスライドや動画

気がします︒でも︑そんなに決め

地雷埋設国の現状や除去作業の

■講演後の感想文から
地雷とは、とても怖いものなんだなぁと
改めて感じました。
あと、
世界には日本みた
いに平和な国だけじゃなく、今でも戦争が
続いていて、関係ない人々が心も体も傷つ
けられていることを知りました。その中で
も、何も知らずに地雷の被害にあい、命を
おとしてしまったり、傷つけられたりしてい
て、かわいそうだと思いました。人はなんで
戦争をして、自分たちや他の全く関係ない
人々を傷つけあうのだろうと思いました。

人は︑その力を発揮することが義

雨宮社長の講演が企画された。

■講演後の感想文から
日本という、地雷も紛争もない平和な国
にうまれ、
何不自由なく暮らしをしている自
分にとって、1日に何百人もの人が死ぬと
いう真実は、とても、しょうげき的でした。
カンボジアの子達も生きようと、必死に暮
らしているので、僕らも必死に勉強して、彼
らの役にたてるような人間になっていきた
いです。

体験談は耳に入りやすいんだと思

に行う校内行事『立志式』に合わせ、

いますね︒自分でも何かできるか

大久保佳奈さん

務になってくるのだと思います︒

白井利 尭 くん

て、同校が２年生の終わり

雨宮社長 世代が違えば当然ギャ

立小山城南中学校におい

もしれないと感じてくれているよ

1年 5 組

ップもあるけれども︑昔はこうい

2年3組

うです︒

春、栃木県にある小山市

う風に生きたよ︑私たちはこうや

小山城南中学校
【栃木県・小山市】

ってきたよということを伝えてい

今

くのは我々大人の役割だと思いま

講演報告

雨宮社長から地雷除去機の説明を聞く池田さん。
フレールハンマーに直接、
手を触れながら、
その感触を確かめていた。

◎（講演を聴いて）親に伝えたい言葉：
「なんでもいいから
『ありがとう』
って伝えたい」

講演の企画担当
小山城南中学校英語科教諭

阿部明美先生

2 年2 組

山﨑雄太郎くん

千葉寧々香さん
代になると思います︒例えば︑政

域で問題解決をしていくという時

池田さん ﹁貢献﹂という言葉に

出ます︒

府は２０２０年までにＣＯ ２を

％カットする目標を掲げました︒

となると︑現在のように発電や配

電を大手の電力会社がすべて引き

受けるのではなく︑それぞれの地

域で自然エネルギーを使った発電

をしていくという小規模分散型の

方が理想的です︒つまり︑将来は

発電事業が地場産業になるという

可能性もあります︒そこにチャン

スも出てくるでしょう︒海外に行

ってもいい︑地元でもいい︒活躍の

場はたくさんあります︒ただし︑ど

は︑﹁してあげる﹂といった一方通

行的な印象があるかもしれません

が︑実際には︑そのアクションを

通じて貢献する側が教えられるこ

とや︑胸がいっぱいになるような

感動がありますよね︒

雨宮社長 そう︒学びや感動がた

くさんある︒それを自分だけで持

っているのはもったいないと思う

から︑講演を通して伝え続けてい

るんです︒子供たちに向けて講演

をすると︑みんな目を輝かせて話

を聞きますよ︒僕らの体験談が︑

◎（講演を聴いて）親に伝えたい言葉：
「ありがとう。
これからもよろしく」

子供たちが未来を描くきっかけに

◎（講演を聴いて）親に伝えたい言葉：
「今までありがとう」

＜雨宮さんへ＞
このたびは、地雷やカンボジアの子供達
などについていろいろと教えてくださり、
あ
りがとうございました。カンボジアの子供
達の笑顔をもっと見せて下さい。
これから、
命を大切にして、頑張って下さい。本当に、
ありがとうございました。

25
なってくれればいいと思いますね︒

＜雨宮さんへ＞
講演ありがとうございました。今、このよ
うな学校ですごしている時間でも、カンボ
ジアでは危険と隣合わせという現実が、と
ても悲しいです。
また、
日本はどんどん悪い
方へ向かっていると雨宮さんはおっしゃい
ましたが、僕も共感しました。今日はありが
とうございました。

■講演後の感想文から
カンボジアでは、地雷がある中暮らして
いる人がいて、
危険ととなり合わせで、
いつ
も暮らしているなんて、びっくりしました。
子供達の中で、言葉が分からず、地雷のあ
る場所へ入ってしまう子がいると聞き、本
当に危ないと思いました。
こういうことがあ
るから、どんどん命が消えていってしまっ
ているのだと思います。学校があれば、働
かずにすめば、もっとよりよい生活がおく
れると思いました。そのためには、まず、地
雷をなくすことが一番だと思いました。危
険が周りからなくなり、子供達が笑顔でず
っと暮らせる日が、
はやく来てほしいです。

こでどんな仕事をするにせよ︑社

■講演後の感想文から
今、
こうやってシャーペンを使って文字を
書いたり、足を使って外で走るということは、
どれだけ幸せな事で、
どれだけ普通に行な
っていることなんだろうと思った。
こんな当
たり前の事を、何の関係もない人たちが失
っているという事に悲しみがこみ上げた。

会やそこに住む人々に対して﹁何

「今の子供たちは、世の中を投げている感
じがあります。就職は不安、自分の夢など
持ちにくい、ましてや人の役に立つなんて
――。
そんな気持ちを抱いている子供たち
に、雨宮さんの講演をきっかけに、
『自分自
身が人の役に立つんだ』ということへの自
信を持ってもらいたい。今回、講演に先立
ち、地雷原で暮らしている子供たちに贈る
絵を生徒たちに描いてもらいました。その
時も楽しそうな表情をしていましたね。
実は雨宮さんに講演に来ていただいた
のは２回目。もともとのきっかっけは、担当
する英語の授業での出来事。教科書に、
手
作業で地雷を除去する物語が掲載されて
いました。その時、生徒たちから
『今は地
雷を除去する機械があるんだよ』
と教えら
れたのです。それを是非、生徒たちに動画
で見せてやりたいと思い、雨宮さんにアプ
ローチしたところ、快諾をいただき、3年前
に初めての講演が実現しました。
そのとき、
雨宮さんから
『絵などを描いて現地に贈る
といったこともできるんですよ』
と聞かされ、
ずっとなんとなく、初回の講演会に 忘れ
物 を残していた気分でした。今回、それが
ようやく実現しました」
（談）

2年5組
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撮影／小島真也
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写真提供／豊かな大地

ってきているカンボジアでの支援

る﹁ＮＰＯ法人豊かな大地﹂が行

日立建機グループが全面支援す

も欠かせないインフラが整った︒

往来や日常生活︑農作業のために

道４・２㎞が整備され︑外部との

かるんで通行不能となっていた村

セイロ集落では︑雨季になるとぬ

つめの小学校が完成したことにな

れた第１号の小学校に続いて︑２

った︒先のスラッパン村に建てら

舎を建設︑昨年５月の竣工式とな

ーゼル社﹂からの寄付によって校

復興、

そしてこの先の

未来へ
〜建機の技術でできたこと〜

カンボジア編

地雷原だった土地に
作られた小学校︒
今だからこそ見られる
﹁夢﹂
がある︒

これまで﹁豊かな大地﹂は︑地

活動が︑今年で４年目を迎えた︒

このルセイロ村には︑集落から

10

る︒

雷除去後の土地で︑そこに暮らす

見ているせいか︑﹁大きくなった

農地整備や農業指導︑衛生状況

ら先生になりたい﹂という子ども

を向上させる井戸や飲み水の改善

といった生活環境整備は︑即効性

の要請を受けて昨年５月に完成し

のある生活再建支援︒その一方で︑

たちも多い︒

た小学校がある︒一昨年の 月〜

教育施設づくりは︑教育カリキュ

そんな中︑機械好きだから ̶̶
と︑﹁将来はエンジニアになりた

人々が自立した生活を営むことが

作業が行われ︑その後の土地に︑

ラムと相まって国を支える人材を

11

できるよう︑農地整備や農業技術

﹁豊かな大地﹂の支援活動の１つ

育成する︑中長期的に見た大切な

月の２カ月にわたって地雷除去

として建設が進められていたプロ

の指導︑道路整備による生活環境

ジェクトだ︒この度︑ドイツにあ

の改善などを通じてさまざまな支

昨年は︑バッタンバン州ラタナッ

援を行ってきている︒

クモンドル郡にある３つの村で︑

は︑地雷原の直中に暮らしていた

い﹂と夢見る男の子もいた︒それ

頃には想像することさえできなか

社会投資でもある︒

かつては柱と屋根しかなかった

国づくりに向け︑そんな子ども

学び舎︒だが今回のように︑ちゃ

たちの夢を未来に導くのは小学校

った夢かもしれない︒

ンボジア政府もきちんと教師を派

22

んとした校舎があって初めて︑カ

遣してくれるといった国内事情も

だまだ若いノーク・シノン先生は︑

14

の先生たち︒ご自身も﹁ 歳﹂とま

に︑小さな労働力にも頼らざるを

この﹁ルセイロ・キーゼル﹂小学校

47

ある︒さらに︑
これまで貧しさゆえ

得ず︑子どもを学校に行かせられ

で︑クラス 人︵うち女子 人︶
の

生徒からなる１年生の担任︒

なかった親たちに︑我が子に教育

を受けさせる希望も与えている︒

そのシノン先生から頂いたメッ

私自身も、村の人々や子どもたちと同じように、
日
立建機の地雷除去機と豊かな大地へ寄付をいた
だいた皆さんに、心からの感謝を申し上げます。

セージをここに紹介する ̶̶
︒

私は、
このルセイロ小学校で学んだすべての子
どもたちが、将来、
この国の発展に大きく貢献でき
るような人になってほしいと願っています。そして
同時に、
日立建機とキーゼル社のことを生涯通じ
て忘れないよう願っています。ルセイロ村は、
地雷
原から平和な村へと生まれ変わったバッタンバン
州の村々にあって、とてもよい手本になったと思い
ます。

授業を受ける子どもたちの表情

現在では、
１年生から６年生まで137 人の生徒
たち（うち43人が女子）
が公式な教育プログラム
（※生徒数は2010年7月現在）
。村
で学んでいます。
人たちを含め、
すべての子どもたちはとても幸せに
暮らし、地域経済の向上や社会インフラを通じて、
さらなる生活環境の改善も期待されています。

昨年5月に竣工式が行われた「ルセイロ・キーゼル」小学
校。137人の子どもたちが、
ここで公式な教育プログラム
を学んでいる。

は︑誰もが明るい︒先生を身近に

2009年には日立建機とキーゼル社の資金援
助のもとに、豊かな大地とＣＭＡＣの間の協力で、
正式な学習机や黒板、必要なものがそろった学
校が建設されることが同意されました。現在、ル
セイロ村は新しい学校の誕生、そしてラテライト
舗装した道など、新しい顔を持つ発展した村に生
まれ変わっています。

る日立建機の建機販売代理店﹁キ

カンボジア王国の計画に基づき、広大な元地雷
原における貧困の撲滅と人的資源の活用が、
日立
建機の地雷除去機によって促進されたのです。

﹁カンボジア地雷対策センター
︵Ｃ

後の土地にトラクターを導入︑抜

ＭＡＣ︶
﹂によって地雷除去された

根や石を取り除くとともに﹁田起

こし﹂の作業を実施︑３村にまた

がる２４０ｈａ の土地の農地整備

が行われた︒併せて︑３村の住民

を対象にした農業訓練も行われ︑

農業生産性の向上を図るべく︑畑

http://www.good-earth-japan.org/

作・稲作それぞれに応じた講習会

豊かな大地では、活動を支援していただける法人会員・賛助会員・一般会員を募集しています。

ルセイロ村
（人口590人・140世帯）
は、
バッタ
ンバン州バナン郡タクレアム地区にある、人里離
れた村です。この地域がまだ地雷原だった1998
年、帰還民たちは再びここで暮らし始めました。
かつて政府とクメール・ルージュが激しく戦った
地域。この地域を奪い合うたびに、さらに多くの
地雷がこの村に埋められたのです。内戦後、この
村に残ったのは、とても貧しい帰還民たちと数多
くの地雷。傷ついた人々が再定住した村は、スラ
ッパン村に統合された後、やがて2004年にＣＭ
ＡＣによって、まずルセイロ村から外部に通じる安
全な道路、そして住宅用の地域、水場を作るため
の地雷除去と不発弾処理が行われました。

が実施されている︒

【会員を募集しています】

【元地雷原とコミュニティの発展】

このほか︑地雷原を通る道路の

「豊かな大地」は、2007年 4月からカンボジアで現地の各機関や
NGOと連携しながら支援活動を行っています。農業訓練に加え、
これまで 6 基の井戸を建設。
2008年春には、豊かな大地が建設した小学校第1号の竣工式も行われました。

両側に５９０人の村民が暮らすル

＊ノーク・シノン先生からのメッセージ＊

日立建機グループは「豊かな大地」の活動を支援しています。
日立建機グループは、地雷除去機の開発や保守指導のほか、
ＮＰＯ法人豊かな大地への
全面サポートを通じて、地域の復興や住民の自立支援に協力しています。
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◀ノーク・シノン先生からの直筆メッセージ
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に負担をかけないかどうかが大切︒

﹁ガラを入れるとき︑クラッシャ
機械を止めてしまうようなことが

く流れを止めないことが大事です︒

ルを担っている私たちは︑とにか

自走式クラッシャを相手に︑
丁寧さと繊細さでガラをリサイクル︒
社内一︑機械を大切に扱う紅一点︒

ガラの山からゆっくりバケットで

を主事業に行っている︒とりわけ︑

エナジー技建は︑総合建物解体
建設副産物をその場で破砕し︑現

あれば︑仕事になりませんから﹂

量はクラッシャが遊ばない程度︒
場でリサイクルさせるゼロ・エミ

すくいますが︑ここで異物が残っ

丁寧さが結局は効率につながりま

ていないかしっかり確認します︒

す︒でも私の場合は︑ちょっと豪

に細心の注意を払っている︒現場

とは少なく︑メンテナンスには常

そのためか︑機械を故障させるこ

は女性特有の感覚かもしれない︒

オペレータ歴は９年︒この丁寧さ

技建の紅一点︑豊田富士子さん︒

男の仕事 ̶̶
抱いていたイメー
ジはそれだけ︒しかし︑社長のお

てもらったのです﹂

いして︑﹃やってみないか﹄と誘っ

たまたま知人を通じて社長とお会

労働の経験はありませんでした︒

﹁以前は事務職でしたから︑肉体

て︑この業界に入ったのだろうか︒

さて︑豊田さんはどのようにし

ッション化を推進している︒

を拝見していると︑クラッシャへの
嬢さんもオペレータをしていると

そう言って笑うのが︑エナジー

投入を数度繰り返し︑ベルコンで
聞き︑女性にもできるのだと思っ

株式会社エナジー技建

こともありますね︵笑︶
﹂
男の中の世界︒ぎこちなさを感
じることもあるのではないか︒
﹁口の悪さは気になりません︒む
しろ︑私が先に言っちゃいますか
ら
︵笑︶
︒現場で危なそうなことや︑

られません︒誰もが現場では必死

をしているのを見たら︑黙ってい

機械の故障につながるような作業

古屋地域特有の小型クラッシャ︶

が︑後に大いに役立った︒特にガ

当初からガイヤーに乗れたこと

多いんですけどね
︵笑︶
﹂

でも︑言った後で後悔することが

なければならないと思っています︒

とりが視野を広く持って仕事をし

です︒だから安全が大切︒一人ひ

イヤーは鉄筋からきれいにコンク

現場で︑オペレータとして徹底し

いうことも求められます︒それを

が︑きれいに︑そして安全に︑と

﹁この仕事には豪快さも必要です

繊細さが求められるからだ︒

技建では︑その操作に︑丁寧さ・

います﹂

現場はもっともっとよくなると思

は寂しいですね︒女性が増えたら︑

来ました︒ただ︑女性がいないの

も︑その中で触発されてここまで

どまだまだ新米みたいなもの︒で

﹁精鋭が揃っているだけに︑私な

量は︑業界でもトップクラス︒

エナジー技建のオペレータの技

てやってこられたのが︑実は社長

いのですが︑たまに社長に怒鳴ら

だだと思っています︒仕事は楽し

ようになりました︒でも︑まだま

の一部として思うように動かせる

やっと最近︑機械を自分の身体

と思うことが常にありますね︒

が勉強です︒﹃こうすればよかった﹄

﹁どの現場も思い出があり︑毎日

コンビネーション︒

そのほとんどがリサイクル機との

豊田さんが現場で担当するのは︑

憧れの存在ですね﹂

自身なんです︒私たちにとっては︑

内リサイクルを重視するエナジー

リートを外すために使われ︑現場

した﹂

があれば︑任されるようになりま

とよだ・ふじこ。1958年生ま
れ、
名古屋市出身。父親の介
護をするため、前の会社を
退職。その介護期間に村田
洋文社長と出会い、エナジ
ー技建に入社。今日に至る。
「前職とは比べものにならな
いほど大変な仕事ですが、
仕事をしているという実感
は大いにありますね」

れると︑逃げて帰ろうかなと思う

キビキビした無駄のない操作。さらに、広くはない現場内を、
スイスイ 歩く 様は女性オペレータとは思えない。

快さに欠けるかもしれませんね﹂

排出された砕石の山を崩しに〝歩
た︒もともと男勝り︒
﹁じゃあ︑や
び込んでみた︒最初は軽い気持ち

いて〟いき︑また戻ってくるとい

だった︒

う一連の流れは小気味よく︑一定
丁寧さだけではない︒教えてもら
﹁ところが最初から必死でした︒

豊田富士子さん
手のひら

ってみようかな﹂と︑とにかく飛

わなければ︑女性の仕事には見え
とにかく迷惑をかけないよう︑皆

建 機を支える司 令 塔

のリズムを感じさせる︒持ち味は

なかった︒
さんに付いていくだけで精一杯︒
それでも︑水まきなどの手元作業

も解体って︑壊すことが一番です︒
をしながら︑現場にガイヤー︵名

﹁ありがとうございます︵笑︶
︒で
それは男の人たちが︑最も神経を

オペレータ歴
9年

原寸大

取材・文／荒川裕治 撮影／永田忠彦
取材コーディネート／松井喜八（日立建機名古屋統括営業所）

【愛知県・名古屋市】
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使ってやっていること︒リサイク

「普通の女性と比べ、親指1本分
ほど手の幅が広いのがコンプレ
ックスです。一応は女性ですから
（苦笑）
、
爪の間に油や泥が入らな
いように気にかけてはいます」。
目をぱっちり開いた笑顔が、とて
もチャーミングだ。

黒

株式会社荒川商店【鹿児島県・鹿児島市】

め﹄とは言われるんですけどね﹂

輩の日高さんからは︑﹃均等に積

ーもある︒同社では︑これら４つ

るためのリフマグ機︑さらに鉄材

自動車解体機に加え︑金属選別す

﹁積む前︑船がカラのときにどう

日高重則氏が説明してくれた︒
を得ることができるのだ︒

そ︑敏腕オペレータとしての信頼

の機械をすべて︑自在に操れてこ

切断などに使うジャイアントシャ

均等に積む ̶̶
その真意を加藤
氏を指導するベテランオペレータ・

浮いているか︑前後左右の傾きを

ているように見えるんですが︑次

最前線基地ともいえるだろう︒

にやる作業の予測が的確で︑無駄

鹿児島県でリサイクル業を創業

えておく︒最終的なイメージとし
がないんです﹂︵加藤氏︶

﹁日高さんは︑どの機械を操って

ては︑甲板から見て水平に積んで
﹁スムーズ？ 俺としては︑目で

﹁従って作業は︑切断や破砕︑分
岸壁での船積みは難しいですね﹂
あることなのですが︑ハイキャブ
見たものに手が反応してるって感

も本当にスムーズ︒何気なくやっ

こう語るのは︑高校を卒業後︑
の運転席から見ても︑水平かどう

見るんです︒そこで︑どこに比重

社荒川商店︒金属および廃家電︑

土木業界でオペレータを３年経験
かは︑なかなかわかりにくい﹂

を置いて積んでいけばいいかを考

廃自動車︑ガラス瓶など様々なも

した後︑同社に入社して６年目を

別だけではありません︒とりわけ

のを回収し︑資源として生まれ変

迎える加藤斉志氏︵ 歳︶
︒将来を

以来︑半世紀の歴史をもつ株式会

とくに︑ここ﹁七ツ島事業所﹂
る島々はもちろん︑遠くは関西︑
いうのではなく︑船積みは船体の

﹁同じ箇所にただ積めばいい︑と

期待された若手ホープだ︒
機械こそ︑この現場の象徴でもあ

ハン機が︑二人を見下ろす︒この
で︑次につかみたい部品にアタッ

きの次の動作の準備︱︱車の解体

例えば︑旋回して戻ってくると

わらせている︒
は港に直結し︑県内に多数散らば
東海地方からも船が来港する︒専
ろう︒だが︑これだけではない︒

削作業がほとんどだったので︑動か

す︒鉄骨を噛む角度を間違えると

トシャーを教えたいと思っていま

﹁今年は加藤くんに︑ジャイアン

加藤氏の出身は種子島︒父もオ

となのだろう︒

まり︑﹁技術を見て盗め﹂というこ

のいいところは︑人の話を素直に

だ技術的に伸びてくれるはず︒彼

なりました︒器用なので︑まだま

多かったのですが︑今では少なく

﹁当初は加藤くんも無駄な動きが

今はそんなに辛くないですね︒僕

界ですが︑機械の性能も良くなり︑

肉体的にきついイメージがある業

っともっと技術を極めたいです︒

﹁先輩たちに追いつけるよう︑も

氏への期待の大きさが伺える︒

を任せられるということは︑加藤

日高氏も同じ種子島出身という

ようになって︑これからの新入社

氏

じなんだけどね︵笑︶
﹂︵日高氏︶

用岸壁から直接︑荷物の積み降ろ
バランスを考える必要がある︒先

巨大なロングアーム仕様のマテ

しができるこの事業所は︑同社の

年︶

すレバーも２本︒でもこの現場は︑

先輩オペレータ︵オペ歴

チメントの先端がピタリと合い︑

作業機によってボタンやペダルの

氏

一気に切断してしまうというのだ︒

歯が折れてしまうので︑知識や注

日高重則

加藤斉志
年︶

﹁わからないことは聞けば教えて

操作も必要となるので︑最初はず

２００５年入社︵オペ歴

もらえます︒でも︑聞かないと仕

意力︑集中力が必要な作業なんで
すよ﹂︵日高氏︶

いぶん戸惑いました﹂︵加藤氏︶
その戸惑いが︑経年とともに実

事のことは一切教えてもらえませ
ん
︵苦笑︶
﹂︵加藤氏︶

ペレータをしているという〝親子

聞いてくれること︒だから仕事の

高度な作業なだけに︑その仕事

鷹〟だ︒形として残る仕事に憧れ︑

飲み込みが早い︒あとは経験だけ

績へとなっていく︒

大きな重機を動かすことを夢見て︑

当たり前ではあるが︑それはつ

全国各地の現場を請け負う土木会

でしょう﹂︵日高氏︶

員たちに資源リサイクルの大切さ

自身もっとリーダシップを取れる
社に入社︒そして２００５年︑業

だけあって︑加藤氏のことは気に

界は異なるものの︑ここ荒川商店
にお世話になることを決めた︒

を伝えていきたいです﹂︵加藤氏︶
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8

かけているようだ︒

「当社では、多種にわたるマテリアルを回収して処理加工
し、各メーカーへリサイクル資源として供給しています。循
環型社会の一員として、限りある資源の有効活用の一助
となれば̶̶それが事業の目的ですね。昨今では、利益
確保が難しい時代になりましたが、情報収集力や営業力
をつけて収益性を高めているところです。この七ツ島事
業所は、仕事内容的にも高度で、キャリアが求められま
す。ただ加藤くんのような若い人材にも入ってきてもらえ
るよう、我々としても資源リサイクルの啓蒙活動を含め、
も
っと業界そのものの知名度を上げていきたいですね」

5000ｔまでの船が接岸できる専用岸壁。島が多い鹿児島だか
らこそ、ヤードと港との直結は大きな利点となる。
取材・文／荒川裕治 撮影／永田忠彦
取材コーディネート／尾花浩二・西之園近雄・新名淳（日立建機鹿児島営業所）

25

﹁それまでは油圧ショベルでの掘

資源リサイクルの重要さを啓蒙し、
業界のイメージアップを図りたい。

26

「その人材が伸びるかどうかは器用さでわかるのだけど、
結局はそいつの目を見るんです
よ。意欲があれば大丈夫」
（日高氏）。
「日高さんの技術、
知識、
すべてを尊敬しています」
（加藤氏）

荒川直文 氏
代表取締役

重機を動かす父に憧れて就いた仕事︒
船積み︑鉄材切断︑自動車解体︑選別⁝⁝︑
目指すは４機種を自在に操る多能オペレータ︒

未来の

【岐阜県・大垣市】

株式会社斫木村
取材・文／広重隆樹 撮影 ／小島真也 取材コーディネート／内田明良（日立建機岐阜営業所）

﹁斫﹂の字に老舗の自負
危機を乗り越えた信頼力
岐阜県大垣市にある建物解体工
事の株式会社斫木村は︑今春で創
業 年を迎えた︒西濃地区︵岐阜
県南西部︶や名古屋市内が主な商

００３年から４代目社長を継いで

とは地元の建機商社・マルアイ
﹁近年は︑バックモニターや低騒

商事の証言︒

創業者から経営を引き継いだ兄

いる︒

は県内随一を誇る︒建物解体を意

体を中心に事業を展開︑売上規模
機製品︒なかでもハイリフト仕様

﹁当社の機械はほとんどが日立建

機動力がある︒

同社は︑現社長である木村順一
ト打設中の橋脚が崩れる事故が発

施工を請負う現場で︑コンクリー

現場の手作業による分別が
リサイクル率 ％の秘訣

入に自信をもつ︒

と︑木村社長は機動的な機材導

うした要望にすぐに対応できる﹂

当社はつねに最新機種なので︑そ

けるケースが増えてきた︒その点︑

環境面で発注者が機械に注文をつ

音︑排ガス規制クリアなど︑安全・

社会貢献の一環として
「豊かな大地」に寄付

弟のうち︑２人までが相次いで亡
くなるという悲劇︒その危機に際
し︑多くの地元建設会社が協力し
てくれたことは︑同社の再建にあ
たって影響が大きかった︒
﹁先代たちが信頼の基盤を作って
とは木村社長︒以来︑﹁信頼﹂は

くれたおかげ﹂
もっとも大切にしている言葉であ
る︒

最新機種の機動力で勝負
設備更新に熱心に取り組む

味する﹁斫＝はつり﹂を社名に冠
機を初めて導入したのは１９８８

堅調な経営の要因の一つには︑

するのは今では珍しいことだが︑
年と︑この地域では最も早かった︒

圏で︑中規模ビルや木造家屋の解

そこに︑古参企業としての自負が

氏の祖父が１９５０年に創業︒オ
生した︒当社ではその日のうちに

あるとき︑顧客である建設会社が

イルショック直後の名古屋・白鳥
６〜７台の解体機を投入し︑あっ

垣間見える︒

橋の解体工事で力を発揮し︑地元
という間に現場を修復したことが

ためて感じた﹂

的に投入することの必要性をあら

あった︒自前の機械をもち︑機動

にある総合建設会社と強固な取引
関係を築いた︒
その後は︑３人の息子が経営を
引き継ぐ︒しかし︑２代目に就任
機械・設備の更新には熱心だ︒

した順一氏の父︑さらには叔父ま
でもが相次いで亡くなり︑残され
﹁斫木村さんは︑メンテナンスに

と︑木村社長は語る︒それ以来︑

た兄弟の一人である現会長・木村
少しでも時間がかかるようになっ

地元に密着した環境企業として
というのが
̶̶
同社の目標︒１９９２年には︑木

の解体業を目指す

イクルセンター﹂を開設︒解体工
はいえ︑他の解体事業者もこぞっ

ただ︑処理能力に優れていると

ことも事実﹂と語る︒

事の現場から発生したコンクリー
てこのリサクルプラントへ持ち込

村虎男会長の発案で﹁斫木村リサ

トガラなどをリサイクルプラント
んでくるというわけではない︒処

る破砕装置をもち︑クラッシャ︑

が︑混合廃プラスチックを処理す

プラントの規模としては中規模だ

トを備えフル稼動を続けている︒

か︑廃プラ︑木くず等処理プラン

発展のために尽力してきた活動の

自社の利益だけでなく業界全体の

解体・産廃業界の要職を長年務め︑

かげ﹂と木村社長︒虎男会長が︑

界内に構築したネットワークのお

込みが３割を占めているのは︑﹁業

それでも︑他社現場からの持ち

焼却炉とともに︑廃プラ処理の３

成果が︑
﹁斫木村への信頼﹂となっ

をもつことについて︑木村社長は

こうした自前のリサイクル設備

等環境大臣賞﹄を受賞している︒

長は﹃循環型社会形成推進功労者

界への貢献ぶりに︑昨秋︑虎男会

て現れているという︒こうした業

﹁解体工事の利潤低下を補う意味

を ％に掲げる︒

料のリサイクル率の目標

の解体現場で発生する材

されたが︑同社は︑自社

その受賞を報じる記事にも紹介

では少ない︒

つを整備しているところは︑近隣

うコンクリート破砕プラントのほ

離が最大の条件になるからだ︒

理場の選択は︑解体現場からの距

現在は︑毎時処理能力 ｔとい

で破砕し︑路盤材などに再生する

務所出入り口付近には、
作業時服装の安
全チェックができるイラスト入り等身大鏡が
設置され、
安全管理に役立てられている。

リサイクル事業に踏み出した︒

▶ 本社並びにリサイクルセンター内の事

業が重要︒ 人でまあま

に︑解体現場での分別作

﹁プラントでの処理以前

95

あのレベルまでやるとし
たら︑当社は 人かけて
でも手作業で細かい仕分
けをする︒リサイクル率
の高さは必ずしも受注増
大にはつながらない︒し
かし︑社員の一人ひとり

えている︒

営︒解体業の新しい姿がそこに見

信頼とプライドが支える環境経

なると信じている﹂と木村社長︒

いずれはそれが競争優位の要因に

ず︑それをプライドにすることで︑

が環境への貢献という思いを忘れ

▶ 事務棟横に設けられた
廃プラスチックの破砕処理
施設。稼動機はZX120。

虎男氏が３代目社長に就任︒順一

40

があるし︑営業上の強みになった

▲ 木質系廃材を処理するエリア。
ピットに貯蔵した木クズを背
後にある焼却施設で処理する。投入機はZX120。

たら︑すぐに新機種に更新する﹂

95
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▲コンガラをリサイクルする固定式破砕プラント。ZX 210LCK
（右）
でコンガラを小割後、
同じくZX 210LCK
をベースにしたリフマグ装着機で鉄筋などを分別除去、ZX200でプラントのホッパへ投入。
このほか、
自走
式クラッシャZR950JCも導入している。

代表取締役社長・木村順一氏。48
歳。1987年入社。2003年より４代
目社長。かつては大垣青年会議所
専務理事などを経験したこともあり、
地元財界でリーダーシップを発揮。
昨年まで、全国産業廃棄物連合会
青年部協議会中部ブロック代表。

氏は虎男氏から事業を承継し︑２

業界、
地域等々
発注先、
従業員、
̶̶それぞれとの「信頼」
が経営
の原点となっている同社。いわば
「人間力」
が会社を支えている。

▲CO 2 削減を意識して、最近、本社事務
所内をすべてLED照明に変えた。

20

50

同社の安全大会において、
「豊かな大地」
への寄付が贈
られた。本社事務所内には現在も
「豊かな大地」への募
金箱が置かれている。

業界ネットワークを活かしたリサイクル事業。
「環境」をキーワードに新たな信頼関係づくり。
「日頃、騒音や塵埃などで地元に迷惑をかけ
ている分、何らかの恩返しをしたいという気持
ちは強い」
と語る木村社長。環境負荷削減を
全面に出したリサイクル事業もその一つだが、
同時に社会貢献活動にも熱心だ。
創業60周年を迎えた今年、記念事業として、
日立建機が全面支援するNPO法人豊かな大
地に、企業として100万円の寄付を行った。
「派手な記念パーティを開くことを考えれば、
なんのことはない。パーティよりは人助けにな
ることを考えただけ」
と木村社長は謙虚だが、
これまでも、ユニセ
フや「国境なき医師団」への寄付などを個人的
に続けてきた。20歳のときにオートバイ事故で
生死をさまよい、そのころ相次いで肉親を亡く
した。死を身近に経験したことが、他者への優
しさ、社会貢献への思いに繫がっているのか
もしれない。
その意志は、社員の間にも浸透している。安
全大会の会場や本社事務所内に設けられた募
金箱には、日常的に社員からの募金が集まる。
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日立建機
文／増田祐二

もちろん油圧ショベルだけでは

０００年／平成 以降〜現在︶
︒

イニングマシンや︑新興国での社

現在︑資源産出国で活躍するマ

は量産機として世界初の流体継手

から﹁作業量が上がる﹂
﹁運転や保

会の実現に貢献する環境リサイク

たホイールローダほか︑循環型社

ザー工場﹂である土浦工場で産み

建機の製品群︒そのすべてに︑
﹁マ

会インフラ整備に従事する建機を

現地法人を設けている︒

されている︒国内初︑純国産技術

ない︒１９８８年︵昭和 ︶
のＬＸ

ったのだ︒
による油圧ショベルＵＨ の誕生

シリーズ誕生から２００６年︵平

誌﹁ティエラ﹂が創刊１
だ︒バケット容量０・３㎥︑重量８・

その後︑１９５０年代に入ると︑
７ｔからなるＵＨ は︑発売当初

００﹂を迎えた年でもある︒それ
守が容易﹂
﹁故障が少ない﹂として

産の大型ショベルとして︑世界初

年に完成した業界初の中型クラス

不変のものとして受け継がれてき

づくりは︑日立製作所の時代から

ル機器など︑時代に即応した製品

１０年の﹁５馬力電動機﹂から始

そのルーツは紛れもなく︑１９

出された設計思想が息づいている︒

１９１０年︑
﹁５馬力電動機﹂の

の油圧ショベルＵＨ とともに︑

台数増加に伴い︑サービスに対す

同時に︑日立の建設機械の稼動

に開発した ｔ吊り大型クローラ

日立製作所が１９６４年︵昭和 ︶

また荷役機械の分野においても︑

和 ︶には︑いち早くオランダに

ション化に先駆け︑１９７２年
︵昭

ングブーム化に拍車をかけ︑さら

クレーンが︑その後の大型化・ロ

立し︑１９９５年︵平成７︶にはす

インドネシアほかに事業拠点を確

後︑シンガポール︑アメリカ︑タイ︑

日立建機ヨーロッパを設立︒その

た﹁日立﹂のスピリット︒この精

て常にイノベーションを続けてき

承しながらも︑新しい時代に向け

貫き︑先人が築いてきた技術を継

この企業理念を長年にわたって

通じて社会に貢献する﹂

﹁優れた自主技術・製品の開発を

まったものだ︒

今日︑国内はもとより世界各地か

製作を機に小平浪平によって創業

本の経済発展を﹁技術﹂という側
る需要も急速に高まっていった︒

また建機市場のグローバリゼー

面から支えてきた歴史は︑﹁モノづ
これに応え︑１９５５年︵昭和 ︶
に日立建設サービス株式会社を設

にクローラクレーンの主流が油圧

47

立︒さらに１９６２年︵昭和 ︶よ

39

た建設機械部門がその原点だ︒１

もともとは日立製作所の中にあっ

売拠点として︑各地域の日立建設

り︑大阪を皮切りに全国各地に販

駆動方式に代わるとともに︑１９

００年︵平成 ︶にはインドにも

でに中国に現地法人を設立︑２０

ように受け継がれる ̶̶
︒

神は︑この後の１００年にも同じ

から受注した２台のパワーショベ

制をいち早く構築している︒

立し︑お客様ニーズを重視する体

九州／東北／中部／北海道︶を設

圧ウインチによる全油圧式クロー

社に先駆け︑油圧モータ走行︑油

械はその歴史をスタートさせた︒

成・納入によって︑日立の建設機

︶に合併して誕生したのが︑旧・

この両社が︑１９６５年︵昭和

いる︒

われた状況下で︑１９４８年︵昭

どにおいて建機の導入が盛んに行

国土復興︑食糧確保︑住宅開発な

戦後混乱の中︑荒廃した日本の

併し︑１９７０年︵昭和 ︶に現

建設機械製造株式会社とさらに合

機製造部門から分離独立した日立

たのは︑その後︑日立製作所の建

日立建機株式会社︒
﹁旧﹂と表記し

へと発展︒ミニショベルを含め１型

９８７年／昭和 ︶
︑
ＥＸシリーズ

超大型油圧ショベルの登場以降
︵１

どで威力を発揮したＥＸ３５００

リーズから︑関西空港建設工事な

その後︑油圧ショベルはＵＨシ

和 ︶７月に建設省が発足︒同省

40

ラクレーンＫＨ１５０を開発して

ル︒翌年︑純国産技術によって製

46

作されたＵ 機械式ショベルの完

23

〜５型のモデルチェンジを経て︑
現
こうした経緯の中︑旧・日立建

の搭載とともにＺＸシリーズ︵１

とする︑より高度なテクノロジー

在の日立建機株式会社となったか

機株式会社が設立された同年に︑

予算に建設機械整備費が設けられ
が強く推進されるようになった︒

在は情報技術や環境性能をはじめ

Ｕ 機械式ショベルは︑こうした

らだ︒

62

型〜３型︶
へ進化してきている
︵２

たことを機に︑建設工事の機械化

45

エポックメイクとなる製品が開発

時代の要請に応えた技術の成果だ

現在、日立建機の建設機械
が活躍する場は世界各地に
広がっている。
その基本設計
はすべて、長年蓄積してきた
ノウハウや開発技術が集約
された「マザー工場」
である
土浦工場
（右）
で行われ、
グ
ローバルマシンとして世界市
場に送り出される。上は、
ザ
ンビアの鉱山で稼動するEX
5500電動式油圧ショベル
とEH4500ダンプトラック。

７１年︵昭和 ︶
︑日立建機では他

75

機器販売株式会社︵大阪／東京／

グループ会社である日立建機も︑

30

９４８年︵昭和 ︶
︑当時の建設省

37

きている︒

くり﹂の精神とともに１００年を

ョベルの礎を築いた︒

のスピンターンが可能なパワーシ

され︑電気機械の製作を始めたの
ルＵ を開発している︒

フトトランスミッション付ショベ

が日立製作所の始まり︒以来︑日

ている︒

18

ら信頼を受ける日立建機の油圧シ

さらに１９５８年︵昭和 ︶
︑純国

06

33

経た現在でも脈々と受け継がれて

23

06

製作所の︑創業﹁１００﹂周年だ︒

納入先から称賛を受け︑さらに翌

はじめ︑世界各地で稼動する日立

12

成 ︶のＺＷシリーズへと進化し

63

03

を採用したショベルＵ を試作︑

03

は︑日立建機の親会社である日立

32

００号を迎えた２０１０
ダム建設などの大型工事需要が増

当時、我が国で最大容
量を誇った「U23」
。世
界で初めて、
スピンタ
ーンが 可能なパワー
シフトトランスミッショ
ン付ショベル。

える中︑１９５７年︵昭和 ︶に

日立製作所

年︒本年は日立グループ

国内初、純国産技術によって開発
された油圧ショベル
「ＵＨ03」
。
その
後、国内はもとより、世界各地で活
躍した「日立ＵＨ油圧ショベル」の
礎となった。

にとって︑もうひとつの大きな﹁１

本

世界初︑
日本初⁝⁝︑
時代に先駆け︑
歴史の中で実現してきた︑
優れた自主技術と
製品開発を通じた社会貢献︒

数字で
見る
05

12

18
Tierra Autumn 2010
Tierra Autumn 2010

19

日立製作所によって製
作された初の本格的な
建設機械「Ｕ05」。当
時は 万能掘削機 と
称された。大きさは、
貨
車輸送が可能な最大
の寸法として、
バケット
容量0.5〜 0.6㎥ 級と
された。
全油圧式クローラクレ
ーン「KH150」
。吊り上
げ 能力40ｔ。KHシリ
ーズの最初となった機
械。2 面パイプフロン
トを装 備したことでオ
ーガ、ハンマ作業も可
能となり、基礎工事の
ほか、掘る・打つ・吊る
̶̶と多様な用 途に
対応する機械だった。

周年
創業

Data of Hitachi-kenki

23

05

次
建造物の解体工事で廃棄物分

世代型﹁マニピュレータ﹂は︑
性向上が図られる一方で︑解体現場か

や階上解体機による作業効率化や安全

減容処理はオペレータの熟練技術を必

ら出る廃棄物の排出は困難な点も多い︒

率化するために︑東急建設と日立建機
要とし︑混合廃棄物の選別処理は最終

離と選別の作業を省力化・効
が共同開発した実験機︒この開発は︑
的に人手によるところが大きく︑作業
ピュレータは廃棄物の分離・移送に大

には危険も伴う︒それゆえ︑双腕マニ
きな威力を発揮し︑既存解体機で大割

ボット要素技術開発プロジェクト﹂の
ミッションの１つで︑建設系産廃処理
した後の小割や選別の作業に大きな効

ＮＥＤＯの委託による﹁戦略的先端ロ

システム用作業機の開発として行われ

がることからＣＯ ２ 削減効果も期待さ

ているのだ︒同時に工期短縮にもつな

率化・省力化をもたらす可能性を秘め

たものだ︒
油圧ショベルをベースにした同機は︑
全長６ｍ ㎝ ×全幅２ｍ ㎝ ︒右腕の
大きい﹁シオマネキ﹂型で︑主に右腕
れる︒

するなどの補助作業を行うことによっ
振動等の周辺環境モニタ技術のさらな

産物の寸法形状データ取得技術︑騒音

術や解体機周辺の作業員検知技術︑副

現在は機械本体に加え︑材質判定技

で破砕物や重量物を持ち上げるといっ

て︑解体工事現場での複雑な分別作業

た力仕事を行い︑左腕がつまむ・切断

を遂行︑建設リサイクルの省力化・効
る高度化を進めている最中だ︒

で ・ ｔクラスの力を発揮できる本
操作については︑オペレータが両腕

格的な双腕機だ︒
の動きを直感的にフロントに伝えるこ
とができるよう︑左右のジョイスティ
ックでコントロールできる設計︒また︑
両腕が接触しないための干渉防止機能
や︑把持する物体に応じて把持力を制
御する機能も搭載された︒
国内の建造物解体に関する市場は現
在︑高度経済成長期に建てられたビル
の耐用年数が近づくことに加え︑耐震

べき姿﹂がここにある︒

建機が考える未来の﹁建設機械のある

する次世代型のマニピュレータ︒日立

人間の腕に近づき︑
﹁双腕﹂で仕事を

率化を実現する︒しかも運転質量 ・
ｔに対し︑右腕で ｔクラス︑左腕

13

基準を満たさないビルの建て替えなど︑

折り紙は︑誰もが一度は遊ん

鶴︑紙風船︑紙飛行機⁝⁝︒

メント︑クローラは上半分と下半分に

折り紙〟だ︒左右のアームとアタッチ

それらを組み合わせて作られた〝複合

ド部分に各 枚の折り紙を使用した︑

ターキャブを含めた上部本体︑ブレー

しているので︑折り紙としてどの程度

て研究記事や新作を発表している実力

から︒現在は︑日本折紙学会会員とし

思います﹂

重機のイメージに近づけられたように
特徴的な 本のフロントは︑細かい
﹁普段は動物をメインに折っています︒

が各々 枚の紙から作り出されたとは

部分までもが緻密に再現され︑これら

派だ︒
ですから︑今回の〝重機〟という題材
モチーフを決めても︑完成までにど

筆すべきは︑上部旋回体が本物さなが

形状も完璧に仕上がっている︒また特

も︑右はフォーク︑左はカッタと細かな

思えないほどの精巧さ︒アタッチメント
れほどの日数がかかるかは︑
﹁作ってみ

仕掛け︒まるで双頭の龍のように︑２つ

らに左右にスイングするという心憎い
のフロントを作動させながら︑複雑か

だという︒
日間︑実際の制作は集中して約半日

ＡＳＴＡＣＯは︑折り方の考案に約
かけて仕上げたとのこと︒完成品は︑
い

優美で雄々しい姿が見事に表現された︒

つ繊細な作業をこなすＡＳＴＡＣＯの︑

折り紙創作家・小松英夫氏。
WEBサイト
【折り紙計画】
http://origami.gr.jp/˜komatsu/

73

解体需要は年々増加する傾向にある︒

折

だ経験のある日本伝統の玩具︒

分かれて各 枚ずつ︑前方搭乗型セン

され︑動物・昆虫・人物・想像上の生

近年では︑新しい折り方も続々と考案
き物など︑モチーフもさまざま︒目を

まで細部を表現するか︑というところ

作品となった︒
今回︑その日本伝統の折り紙で双腕

見張るほど複雑で芸術的な作品が数多

作業機﹁ＡＳＴＡＣＯ﹂を作っていただ

に苦心しました︒結果としては︑フロン

く生み出され︑﹁折り紙アート﹂とし

いたのは︑折り紙創作家の小松英夫氏︒

トのシリンダ部分を折り出すことで︑

﹁ＡＳＴＡＣＯはかなり複雑な構造を

小松氏が折り紙を始めたのは 歳頃

て世界で人気が高まっている︒

合計 枚の折り紙で仕上げられた複合

1

2
ないと分からない﹂のが折り紙の世界

は非常に新鮮でした﹂

1

「日本猿」
（2004年2月創作／40㎝
四方紙による同じく不切正方形一枚
折り）

11

20
Tierra Autumn 2010
Tierra Autumn 2010

21

3

＊ＮＥＤＯ= 独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構
取材協力／ギャラリー おりがみはうす http://www.origamihouse.jp/

1

【 マニ ピュレ ー タ】
文／増田祐二

【 A S TA C O 】

くつかの部位に分けて折られており︑
小松氏の作品「ひつじ」
（2005年 7
月創作／30㎝四方紙で折られた不
切正方形一枚折り）

未来のショベル

折り紙で作った

91

5

こうした中にあって︑ロングブーム

撮影／束田勝広
取材・文・撮影コーディネート／松田有美（プライマリー）

8

5

次世代型「マニピュレータ」
。補助作業を担う左腕は、横に
倒して右腕との協調動作ができる。右腕 =11ｔ級油圧ショ
ベル、左腕 =3.5ｔ級ミニショベルの力とともに、
「双腕」の
メリットを充分に活かした機能だ。
大きさは、高さ約10㎝×ヨコ約17
㎝。
センターキャブを含めた上部
本体は、
オモテが黒、
ウラがオレン
ジの紙によって折られている。

4

3

二題

双腕 ショベル

ィエラ創刊100号を記念して、抽選で合計 50名様に当
たる「プレゼント賞品」をご用意いたしました。
さまざま
な機種のミニモデルをはじめ、
日立建機特製のＴシャツ
やタオル、
マグカップなど、事務所や現場で役立つグッズもラインナ
ップ。どうぞ奮ってご応募ください
（応募締切り=11月末日必着）
。

テ

※インターネットでも応募受付中!

アンケート
以下に挙げた今号の読み物の中で、興味深く読んだ（面白かっ
た）記事３つ、あまり興味を持てなかった（読まなかった）記事３つ
を、それぞれ番号でお答えください。

※ご応募は左ページ全体をコピーしてフリーダイヤルのFAXにてお送り下さい。
※なお、プレゼント抽選への有効応募は「お１人様１通」とさせていただきます。
予めご了承下さい。

1

①笑顔の表紙
②木川理二郎ご挨拶／歴代表紙一覧
③創刊100号・特別対談企画
④講演報告
⑤復興、そしてこの先の未来へ
⑥原寸大手のひら COLLECTION
⑦未来の大国柱
⑧ Business Impression
⑨数字で見る日立建機
⑩ Topics・双腕ショベル二題
⑪特定自主検査に関するお知らせ

名

1

1

名

名

［
［
●あまり興味がもてなかった（読まなかった）
●興味深く読んだ（面白かった）

］
［
］
［

］
［
］
［

］
］

ZX225USRK-3 解体仕様機
（アタッチメント４点付セット）
細部にわたって精密に作られたスケールモデル。エンジンカ
バーが開いて内部のエンジンが見えるほか、
フロント・天窓に
は実物と同様のガード付き。
この本体に、
クイックヒッチ、
ブレ
ーカー、
大割、
小割のアタッチメント4点セットを付けて進呈。

今号の誌面に関して良いと感じた点、良くないと感じた点をお聞かせください。
良い：

合計

50

クローラクレーン SCX500
樹脂製ブームとゴム製のクローラ。
ダイヤル操作
で巻上げ用ドラムを動かし、実際に吊上げができ
るほか、起伏用ドラムもあり、
ブームを起伏させる
ことができます。

良くない：

希望の賞品名

（マグカップの場合／希望色 =

黒・橙 ）

HITACHI マグカップ 黒・橙

（ふりがな）

お名前

白くて大きな陶製マグカップに、建機のイラストと
HITACHIのロゴが入ったデザイン。
シンプルで使
いやすい日立建機特製のマグカップです。

年齢

10
各

男
歳

女

名

ご勤務先名称

名様
に贈呈!

創刊100号記念

1

名

対人地雷除去機＆
『世界がもし100人の村だったら』
の本
ZX200をベースにしたロータリーカッタ装着の対人地雷除去機
と、巻頭の特別対談にご登場いただいた池田香代子さんが再
話を手がけた
『世界がもし100人の村だったら』
の本をセットにし
てプレゼント。

特別読者プレゼント!!
1

ZX1000K-3
マルチブーム仕様機

名

「ハイリフトフロント＋鉄骨カッター」
仕様と、
「ツーピースブーム＋大型コ
ンクリートクラッシャー」仕様になる
大型解体機のミニモデル。ハイリフ
トフロントを伸ばすと全高約80ｃｍ
にもなり、
迫力満点です。

EH5000 ACⅡ
ダンプトラック
リジットダンプEH5000 ACⅡの
1/87スケールモデル。特にフロント
部分は実機を忠実に再現した細や
かな作りになっています。手に取ると
ダイキャスト製ならではの重量感が
たっぷり。

所属部署名

HITACHI オレンジ
ステッチキャップ 黒

5

役職

黒地にオレンジのステッチ、
さらに鍔
（つば）の縁取りにもオレンジが配
された、個性あるデザインの特製キ
ャップ。前面にはHITACHIのロゴ、
側面には建機のイラストが刺繍
されています。

名

住所

〒

HITACHI
オリジナルＴシャツ
電話

Ｅメール （弊社からの情報提供を希望される方はご記入ください）

正面（表）
にHITACHIのロゴ、
背面
（裏）
に建機のイラストがデ
ザインされた、
シンプルデザイン
のTシャツ
（素材：綿100％）
※Lサイズのみ

10

名

日立建機スポーツサポータータオル
「SPORTS FAN」の文字とともに、
クレー射撃とパラサイクリングの
躍動感あふれるタッチのイラストがデザインされたスポーツタオルです。

※弊社がお客様から提供を受ける個人情報については、弊社の「個人情報保護ポリシー」の記載
内容に準じて取扱います。http://www.hitachi-kenki.co.jp/privacy/index.html

10

＜前号の答え＞「白寿」
＜プレゼント当選者＞「大人の科学」
マガジン 3冊セット

名

前廣博政様（宮崎県都城市）／峯田まゆみ様（山形県山形市）／助川弘通様（茨城県常陸太田市）
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【訂正】本誌99号・4 ページの記事に一部誤りがありました。下記に訂正させていただきます。
誤「年間販売部数670万部」→ 正「月間販売部数670万部」
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社団法人建設荷役車両安全技術協会からのお知らせ

ティエラ
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