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ティエラ
ティエ

増ページ
リニューアル号

日立建機 常陸那珂工場
ビ ジ ネ ス を サ ポ ー トす る オ ン ラ イ ン マ ガ ジ ン【 W E B テ ィエ ラ 】

WEB ティエラ

検索

★ 更 新 情 報 ★ 【 21 世 紀 的 タ フ ネ ス 】〜 芯 は ぶ れていい、ぶ れるからこそ強 い 芯が 育 つ

ニッポンの 新 光景
［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。
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Do It
Yourself!
導入直前レポート
東京都が運用を開始

産業廃棄物処理業者への
第三者評価制度

10

稼働現場レポート

クローラクレーン
SCX2000-2
内宮運輸機工株式会社

12

業界女神変身図鑑
株式会社フライトワン

戸叶里奈さん
14

気づき の経営術

原価低減のために
まずやっておきたいこと

16

Business Impression

WEBカメラによる
遠隔モニタリングシステム
大西金属株式会社

18

平林金属株式会社

山本 勝氏

photograph by

管 洋志

原寸大 手のひらCOLLECTION

20

数字で見る日立建機
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コラム
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100 ㎜
福本悟美の「現場、大好き！」

22 ・建設機械の火災事故について

祭りの 効用
伊豆大島の「御神火よさこい舞隊」。島で暮らす母子で組織さ
れた、よさこい踊りの 連 だ。今や本場の高知のみならず、全国

03

体感。この母子たちも、祭りの前ともなれば親子の関係をも忘れ、

かつて、祭りはタテ社会を学ぶ良い機会だった。長老を敬い、

激しい練習をしながら披露する技を磨くことに一心不乱となる。

年配者からの指示系統に皆が一斉に動く。だが、それは単なる

元来、祭りはストレス発散の好機でもある。若い男女にとっては

トップダウンではなく、連帯感を伴ってコミュニティが醸成されて

異性へアピールをする格好の場だ。小競り合いは付き物ながらも、

いく過程だ。母子たちの「御神火よさこい舞隊」は、親子の関係

祭りの前後は大きな犯罪も起こらないのが通例という。為政者が
庶民の不満のガス抜きに祭りを奨励 ̶̶ そんな時代もあった。

を忘れると同時にタテ社会を学ぶ絶好の場でもあるだろう。それ
は結果として、子供たちへの躾となる。

規模でチーム作りがブームのよさこい踊り。
その背景にあるのは、

だが現在は、神輿の担ぎ手さえ不足するほど地域の祭りは元

もともとは神を喜ばせるために発生した「祭り」。やがて庶民は

日本人を惹き付ける
「連帯」
の気持ちだろう。皆で化粧をほどこし、

気を失いつつある。都会化 という波とともに、祭りを冷めた目で

娯楽に変え、地縁でつながる仲間を増やしていった。そこから芽

揃いの衣装をまとって日常から脱する心地よさ。踊りきった後は

見る感覚が増えたこととも無縁ではないだろう。その分、日頃の

口もきけぬほどの疲労感を皆で共有することによって生まれる一

ストレスのハケ口は、違う方向へと向かいがちだ。

生える他人への思いやりや優しさ。日本人らしい日本人を育てる
̶̶ 祭りの役割がここにもある。

Tierra Autumn 2008

すが・ひろし 1945年博多
生まれ。日本 大学 芸 術 学
部写真学科卒業。㈳日本
写真家協会理事。97年
『バ
リ・超夢幻界』
（旺文社）で
第6回土門拳賞受賞。主に
アジアを中心としたドキュ
メンタリーから食の分野ま
で、雑誌や写真集等で数
多くの作品を発表。
『博多
祇園山笠』
『 大日光』
（ とも
に講談社）
、
『 奄美 ̶シマ
に生きて̶ （
』新潮社）
など
写真集多数。本誌 11号よ
り、作品を連載中

・林業展のお知らせ
・中山由起枝４位入賞
・読者プレゼント

24

社団法人日本建設機械工業会
からのお知らせ

Tierra Autumn 2008
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「 使 う」
「こ だ わ る 」
「楽しむ」
「魅 せる」

手 作り木 工の

金をかけずに自らの手で快適な生活空間を

ＤＩＹブームが訪れた︒のこぎりやトンカチ︑カン

やや趣を異にしている︒その理由の一つは︑電動工

ナ︑ノミを使って︑椅子やテーブル︑棚などを自作

具の普及︒電動工具を使うことで労力が軽減され︑

する〝 日曜大工 〟愛好者が増えたのがこの時期だ︒

手で作り出すものづくりの楽しさに多くの人たちが
しかもより短時間で自分の作りたいものを作り出せ

創造するＤＩＹ︵ドゥ・イット・ユアセルフ︶

魅せられている︒木材に触れ︑語りかけ︑新たな命
るようになった︒それに従い︑愛好者の作り出すも

が︑いま再び静かなブームとなっている︒

を吹き込む︒そうした作業の中で︑自然や社会︑そ

だが現在のＤＩＹブームは︑かつてのブームとは

して自分自身を見つめ直すたちが増えているのだ︒
のも︑日常的なものから徐々にアーティスティック

が生まれたのだ︒

たからこそ︑木の歯車のおもちゃ

なものになってきている︒

の歯車で組み立てられた

えた本格的なホームセンターの登場を機に︑日本に

バックホウやドーザーシ

材に貼り付けて電動糸ノコで切り

て方眼紙に型紙を描き︑型紙を木

木

で観た時代劇にあった︒

定規や分度器︑コンパスを使っ
﹁吊り天井を動かす木の歯車が大

出す︒部品のほとんどが︑ ㎝ 四

ョベルの原点は︑テレビ

写しになったとき︑
﹃これだ！ ﹄と

おもちゃを作るきっかけをこう語

山上さんは︑木の歯車で作った

て︑イメージが膨らんだんです﹂

思いました︒歯車の回る音を聞い

立てる︒

寧に手でヤスリをかけて整え組み

もおよぶ部品の一つひとつを︑丁

られていく︒そして︑数百種類に

方の電動糸ノコのテーブル上で作

中でうまく行かないと︑逆にうれ

る︒小さいころから物の仕組みに

しくなってくるんです︒﹃ 僕にでき

ほぼ出来上がっています︒製作途
このころに始まったともいえる︒

ないことだから︑これは誰も作っ

﹁最初にイメージができたときに︑

木工も得意で︑実家の靴箱や現在

興味を持ち︑分解しては組み立て

の住まいで使っている棚なども自

ていないぞ﹄と思って︵笑︶
﹂

直していた︒ご自身のＤＩＹ歴は

らの手作り︒こうした素地があっ

精巧な作品を作り出す “工房”は、なんとアパートの軒下のわずかなスペース。電動
糸ノコで部品を切り出すのだが、音が出るので作業は休日の午後６時までと自主規
制。洗濯物が干されているときは、木屑が出るので電動糸ノコは使用せず、部品と
紙ヤスリを手に持って近くを散歩しながら仕上げるという。

ほとんどは息子の寛幹君への誕

ほとんどの部品が木で
作られた歯 車だ。手で
ヤスリをかけて丁 寧に
仕上げられた木の歯車
は、
自然のぬくもりを感
じさせる。その一つひと
つには、
動きや強度など
の 役 割が与えられてお
り、
無駄なものは一つも
ない。

ゥーパ！﹄︵学研︶
の﹁第 回ドゥー

山上さんの作品は︑専門誌﹃ド

で本物さながらに動かせる︒

ザーショベル︒２本の操作レバー

のだ︒寛幹君のお気に入りはドー

生日プレゼントとして作られたも

バックホウ、
ドーザーショベルともに実機を参考にしないで作ったというから驚き。

１９７０年代︑ＤＩＹに必要な資材や工具をそろ

誰かが作ったものを購入するのではなく︑自らの

お
取材・文／坂東治朗 撮影／倉部和彦

約１年かけて製作したクレーン
車は、東急ハンズ「第20回ハン
ズ大賞」のハンズマインド賞を
受賞。
「アイデアを思いついた
ときは、
『これを作らずには死ね
ない！』
と思いました
（笑）
」

木の歯車で作られた
働く車たちが伝える、
ものづくりの楽しさ。

山梨県上野原市在住・40歳・薬剤師
DIY歴10 年（30 年という説もある）

山上 哲さん

パ！ ＤＩＹ大賞﹂の準グランプリ
などを受賞し︑さまざまな媒体で
も取り上げられている︒
﹁ものづくりの楽しさを１人でも
多くの子供たちに伝えるためには︑
人の目に触れるのが近道だと考え︑
コンテストに出品しています﹂
日本のものづくりの伝統を大切
にしたい ̶̶
山上さんのそんな想
いが︑作品からも感じ取れる︒
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Do It Yourself !

回ドゥーパ！ＤＩＹ大

松さんは今年５月︑
﹁第
年以上も前︑知人にもらった

人のリフレッシュ法になっている︒

グにそれぞれ熱中することがお二
うまく整地できなかったので︑今

結局自分たちで芝生を貼りました︒

専門家に頼む予算がなかったので︑

椅子づくりの失敗から、
30数年を経て始めた
DIYでグランプリ受賞。

﹁本当にびっくりしましたけれど︑

グランプリを受賞した︒

応募総数４５０作品の頂点である

バトリー﹂︵温室兼休憩所︶を出品︑

か！﹂と思った村松さんは︑まさ

ゃんこになってしまった ̶̶
︒当
時︑
﹁二度と木工なんかするもの

子さんが座った途端︑すぐにぺち

木材で簡単な椅子を作ったが︑お

と作るようになった︒

キューグリルやデッキなどを次々

と感じた村松さん︑その後はバーベ

芝生を貼り終えた後︑次に庭の

賞﹂に英国風の﹁コンサ

うれしかったですね︒でも︑息子
か自分がＤＩＹにはまるとは夢に

居している村松さんご夫妻は︑５
建てられており︑強い風が吹くと

東の家は砕けた溶岩の多い土地に

必要に迫られてのことだった︒伊

に囲まれた場所で過ごす時間は︑

なります﹂

うしたらいいか ̶̶
を考える時間
が楽しいですね︒良い気分転換に

柵を作った︒
﹁なんだか楽しいぞ﹂

も凸凹がありますけど
︵笑︶
﹂

は認めてくれていません⁝⁝﹂
﹁作ることはもちろん︑何を︑ど

年前に定年後の夫婦の住まいとし

いまや村松さんご夫妻にとって︑
か

村松さんがＤＩＹを始めたのは︑

て静岡県伊東市にセカンドハウス
﹁
﹃そのうち芝生を貼るんですよ

土ぼこりが隣家に飛んだ︒

横浜で息子さんご家族４人と同

を購入した︒毎週末︑たとえ日帰

自分が作ったものや好きなもの

りでも伊東の家へ行き︑村松さん
けがえのないものになっている︒

すぐに作りたくなるんです﹂とい
の後は︑自宅近くのホームセンタ

さんのＤＩＹ熱を高めたのだ︒そ

のを渡して喜ばれることが︑髙

達成感や他人に頼まれて作ったも

やがて一転︒作り終えたときの

や︑トリマーや丸ノコを固定した

に木材を固定する補助道具のジグ

る電動工具︶を使って加工する際

あけ︑切断︑装飾彫りなどに用い

る︒トリマー︵木材の面取りや穴

具づくりにまで関心が広がってい

さんのＤＩＹライフは︑今では道

たことがきっかけで始まった髙

う髙 さん︒工房にこもり︑もの
ーで働きはじめ︑ＤＩＹアドバイ

ぶしに作り始めたんです﹂

づくりに熱中している時間が︑髙
ザーの資格まで取得︒経験と知識

テーブルなどを︑廃材や端材で自

ネットで公開し︑同好者からの質

作するほどだ︒

らえるよう︑私が作るものはシン

問にも丁寧に答えている︒その文

をさらに深めていった︒

プルなものがほとんどです︒自然

﹁初心者の方でも自信を持っても

ーをもらった︒

の色合いを損なわないように︑あ

髙 さんは︑退職するときに知り

﹁営業職でしたので作業に携わる

かが充分伝わってくる︒

ＤＩＹを楽しんでいる

生真面目さと︑いかに

章からは︑髙 さんの

ご自身の作品の多くをインター

こともなく︑ＤＩＹにも興味はあ

一つの電動ドライバーをもらっ

対する考え方だという︒

これが髙 さんのものづくりに

まり塗装も凝りません﹂

合いの大工さんから電動ドライバ

である︒
﹁思いついたら︑

かつて建設会社に勤務していた

さ ん の〝 工 房 〟

神奈川県横浜市在住・58 歳・公務員
DIY 歴４年

さんにとって至福の時だ︒

今は髙

前は物置だった場所が︑

ね﹄とお隣りに言われましたが︑

そう言って村松さんは笑う︒

も思っていなかったという︒

村

グランプリ受賞した「コンサバトリー」。アクリルパネルを貼った多角形屋根から陽光が
降り注ぐ明るい室内。天体観測にも利用できそう。

りませんでした︒でも廃材を譲っ
てくれる人がいたので︑電動ドラ
イバーや家にあった大工道具で︑
茶托や鉢台など簡単なものを暇つ

上：温室の外観。当初は鉢花を保管するため
にと作ったが、週末しか来られないので今は利
用方法を模索中。左：船舶用のソーラー換気
扇は温度管理に力を発揮。

心の平衡を保つための、
自分だけの居場所づくり。

﹁ デジタル社 会の現 在︑
アナログ的な楽しみで
あるＤＩＹが人気を集
めているのは︑どうに
かして心のバランスを保とうと
している人たちが増えているこ
との表れではないでしょうか︒
また︑モノを消費して捨てる文
化から︑自分が作ったものを長
く使うことに重きを置いた文化
に変わってきていることも︑Ｄ
ＩＹ人気と関係しているように
思えます︒
最近は︑自分が作ったものを
見てもらいたいと欲する人も多
く︑雑誌やインターネットに自
らの作品を写真投稿したり︑同
好者が集まる会に参加したりす
るケースも増えていますね︒
作品の傾向としては︑より大
きなものへの関心が高まってい
ます︒例えば︑書斎や離れの小
屋︑ツリーハウスなど︑自分一人
きりになれる居場所づくりをす
る人が増えているのでしょう﹂

Do It Yourself!
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脇野修平さん

はものづくり︑夫人はガーデニン

埼玉県さいたま市在住・50歳・自営業
DIY歴８年

きれいに貼られた芝生。左手に柵とバー
ベキューグリルがある。ガーデニングは夫
人が担当。季節の花々が庭を彩る。
『ドゥーパ！』編集長

以

髙 正直さん

村松 武さん
工房に入り無心で製作に没頭しているときが、髙 さんにとって至福の時間。

上：
「電動工具を使う前は伳鞘炎に悩まされた」
と言う村松さん。電動工具の数は次第に増え、
現在は10 種類を所有。左：DIYを始めたころに
作ったガーデンシンク。
髙 さんが手にしているのは、
DIYライフのきっかけを作ってく
れた電動ドライバー。
上左：トリマーと自作のアラレ組みジグを使って作られたティッシュペーパーケース。
上右：トリマーのビットを変えることで、
さまざまな加工ができる。

30

11

もらった電動ドライバーが
教えてくれたＤＩＹの楽しみ。
右：ホットウイスキー用グラスと廃材で作った照明。
下：鉢台。多角形を好む髙 さんの作風。

東
京都が導入する評価制
度は︑都の指定を受けた
第三者機関によって︑
産廃処理業者を ①遵法性︑②信
頼性・安定性︑③環境企業として
の先進的取組み ̶̶
という観点か
ら︑処理業者をマネジメント面・
施設面などで評価しようとするも
の︒適合認定は︑収集運搬︑中間処
理︑最終処分の許可種類別に行わ
れ︑各々の評価項目に応じ︑①と②
をクリアした第１段階の適合事業
者︑さらのその上の③をクリアし
︒
̶︶

た第２段階の適合事業者という２
段階方式で認定される︵表
を一層強化していかなければなら

申請は２年更新︑年２回実施を予
定し︑評価は書面だけでなく処理
排出事業者の立場からは︑従来

ない状況は続いている︒

行うことにより︑評価の信頼性が

等の判断により︑評価基準に適合

づけるよう改正し︑都道府県知事

きたが︑残念ながら不法投棄対策

自治体も指導の強化に取り組んで

など産廃処理の適正化を進め︑各

スト︵管理票︶整備や関連法改正

化する中で︑国は処理のマニフェ

ると︑大量の不法投棄が社会問題

産業廃棄物を取り巻く状況をみ

新たな制度を導入するのは︑排出

のも事実︒今般︑都がこのような

理業者の数に伸び悩みが見られる

性評価制度に取り組もうとする処

いうのも否定できない事実である︒

易に仕事が流れてしまっていると

準となり︑
処理のずさんな業者に安

ために結局︑費用の安さが選択基

必要な情報が適切に提供されない

者が分かりにくいという声も多い︒

リサイクルに熱心な優良な処理業

得られる情報だけでは適正処理・

する処理業者に対して︑処理業の
事業者の要望に応え︑優良な処理

高まるものと期待されている︒

許可更新等の際に提出する申請書

第１段階

審査対象業者区分

第２段階

﹁そのため︑当社としてはこの制
度の導入により︑優良な処理業者
の情報が確かであると第三者機関
が確認したという〝お墨付き〟を与
え︑﹃悪貨が良貨を駆逐する﹄状況
に歯止めをかけることによって︑
結果︑不法投棄を未然に防ぎ︑産
廃行政の適切化が図られることが
望ましいという姿勢から︑今回協
株式会社リサイクルワンの取締

力させてもらったのです﹂

している制度は︑処理業者のチャ
レンジを促すよう２段階の評価水
準を設け︑国に比べ間口は広いが︑
上位を目指すには相応の努力を求
めるものとなっている︒

株式会社リサイクルワン

２
︒
̶︶

が︑第２段階に必要な先進性だけ

審査を直接申請することはできる

いなくても︑第２段階の適合認定

﹁第１段階の適合認定を取得して

目も加わる模様だ︵表

導入といったハイレベルな評価項

は︑ＩＣタグや電子マニフェスト

などが行われ︑さらに第２段階で

でも廃棄物処理法は最も守りにく

社会的責任の根幹であるが︑﹁中

する︒法令遵守の徹底は︑企業の

う状況がある﹂︵本田氏︶とも指摘

化していかなければならないとい

遵守︵コンプライアンス︶を一層強

に伴い︑排出業者側としても法令

つの大きな背景には︑会社法改正

語る︒さらに︑
﹁制度導入のもう１

基準案策定へ参加した経緯をこう

役・本田大作氏は︑同制度の評価

東京都の許可を有する処理業者

が認められても︑そもそも第１段

高齢者雇用や障害者雇用を行い、環境活動だけでなく、地域の社会福祉にも
貢献している

類の一部を省力できる仕組みを創

環境コンサルティング会社
※上記は、導入前に検討・策定された調査報告書による評価項目の「一部抜粋」です。また導入前に暫定作成された
ものであることから、実際の運用時とは異なる場合があります。

本田氏は私見と断った上で︑
﹁都

第1段階適合事業者

階の水準をクリアしていないと︑適

自己資本率が10％以上あり、不法投棄リスクに対応できる資金力がある

の制度は︑産廃処理業者の姿を排

中間処理
・遵法性

合認定は受けられない﹂︵本田氏︶

＊非公開

出事業者に対して明確に伝えるも

（積替保管あり）

社会貢献

本田大作氏
境審議会では平成 年︑排出事業

が相次いだ︒そこで︑国の中央環

こが優良業者か﹂との問い合わせ

る環境省には排出事業者から﹁ど

加わったのだ︒以降︑国の所管であ

法改正で更なる法令遵守の徹底が

が見いだせなかった︒そこへ会社

れる情報だけでは適切な処理業者

が︑これまでの情報開示から得ら

理業者の選択・委託が必須となる

者側からすれば︑しっかりした処

も強いられる︒そのため排出事業

る原状回復義務などの厳しい負担

科せられるほか︑排出事業者によ

合は︑排出事業者が罰金や罰則が

処理業者が不法投棄などをした場

謳われ︑廃棄物の処理を委託した

より﹁排出事業者責任﹂が明確に

廃棄物処理法は︑数次の改正に

い﹂という意見があるのも事実︒

日本で初めて、
「排出企業」
「 産業廃
棄物処理業者」
「再生資源ユーザー」
の３者を結びつける電子取引市場の
運営をスタート。現 在、登 録 企業は
2000 社を超える。その他、環境ネッ
トソリューション事業・リサイクルシス
テム事業・環境マーケティング事業を
展開。環境事業のコンサルティングノ
ウハウを活かし、今般、東京都から委
託を受け、同制度の評価基準案策定
に参加。本田氏はその責任者。
http://www.recycle1.com/

環境省は平成 年︑廃棄物処理

に勧告を行った︒

評価基準を設定するよう︑環境省

て処理業者の優良性の判断に係る

業者を選択できるよう︑国におい

者が自らの判断により優良な処理
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収集運搬
マネジメント
施設

もちろん義務ではないため︑評

「
（売上原価 + 販売費および一般管理費）／ 2 ＜ 現金および貯金の総額」の
式を満たすことができ、不法投棄リスクに対応できる資金力がある
財務状況

収集運搬

情報公開

いるだろうか︒

果たして皆さんの準備はできて

当者が訪れているという︒

には複数の自治体から産廃行政担

︵本田氏︶からだ︒すでに︑東京都

等にも普及していく可能性が高い﹂

的に評価する制度は﹁他の道府県

り︑第三者機関が処理業者を客観

抱える東京都が実施することによ

ことはできない︒最大事業者数を

としても︑今回の流れを無視する

ろん︑廃棄物に関わる排出事業者

いずれにせよ︑処理業者はもち

たっているようだ﹂と話す︒

は﹁東京都も調整には積極的にあ

機関が決定するものだが︑本田氏

気になる申請料は︑今後第三者

の照会の可能性も出てくる︒

これまで取引がなかった企業から

ージでアピールするなどにより︑

ても︑適合認定を自社のホームペ

結びつかなかった処理業者にとっ

伝わらなかったことで事業拡大に

規模が小さく︑企業情報がうまく

これまで優良ながらも知名度や

きるからだ︒

たリスクをより低減することがで

じながらも判断せざるを得なかっ

よって︑これまで情報の不足を感

れた多くの情報が得られることに

っては︑第三者機関により確認さ

ビアになっている排出事業者にと

適正な処理業者を選定するかにシ

合認定の効果は高そうだ︒いかに

経営陣の自主判断︒だが︑その適

価を受けるか否かは各処理業者の

法施行規則にこの評価基準を位置
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最終処分
マネジメント
施設
信頼性
・安定性

（積替保管なし）
廃棄物処理実績と運搬後の廃棄物について、その後、廃棄物として処理する
ものと有価物として売却するものとが明確にわかるようなフロー図（自社の
契約する部分に限る）を作成し、取引先に公開している（例：金属くずや廃プラ
スチック類等について、処理後に有価売却しているものであることを明示す
る等）
マネジメ
ント項目

業者選定の一助とするためのもの

地域融和

第2 段階適合事業者
廃棄物管理体制の改善やリサイクル技術の研究開発等、より優良な処理業者
として自主成長を図る取組みがある、または取組みを計画している（取組み内
容および将来計画を記述する、産学協同や異業種との共同研究・共同事業が
あれば詳しく示すこと）

設した︒しかし︑処理業者にとっ

東京都での当該処理業の許可を取得後、業務実績が 2 年以上ある

地元住民への自社の施設を公開、または、定期的に見学会を開催し、事業内
容の説明等の機会を設けている

・環境企業としての
先進的取組み
先進性

第２段階適合の評価項目

東京都グリーン購入ガイド等を参照し、グリーン購入を行っている

第三者機関による評価制度は︑

業務実績

表 ̶1〈第三者評価制度の概要〉
事業活動から排出される二酸化炭素をカーボンオフセットしている
環境対応

なのだ︒

顧客からの連絡窓口が設けられ、業務時間中に常に応対できる状態となって
いる
事務管理

のとなる﹂と見る︒例えば︑第１

ISO14001 規格適合、もしくは、エコアクション 21ガイドライン適合と同等
のレベルを有している（相互認証された規格等に基づく認証を含む）

第三者評価制度

ても排出事業者にとっても︑国の

国または都は認可した産業廃棄物に関する業界団体に加入している

段階では産業廃棄物業者としての

環境企業としての先進的取組みに関する評価項目

制度は︑認定を受けるためのハー

処理の過程で発生する再生資源等について、売却先や利用方法等を排出業者
に説明している

すでに岩手県が独自基準で運用し

適正管理・
リサイクル

ているが︑すべての産業廃棄物処

行政、協会、団体等の外部団体が行う産業廃棄物関係講習会を従業員等に受
講させている

ドルが高いうえに排出業者への周

緊急の場合の連絡体制が作られている

法令遵守はもとより︑施設や取り

外部からの侵入がないことを確認できる、防犯カメラが設置されている

産業廃棄物処理業者への

業者の事務所において現地審査も

施設および処理の状況をインターネット、配布物にて公開している

知が不十分など︑その使い勝手を

危機管理教育・防災訓練等を定期的に行っている
危機管理

組みの現地審査︑財務諸表の分析

施設管理

取材・文／佐藤 聡 撮影／鈴木伸之
（クロスボート）

導入直 前レポート
社内組織図、人員配置（従業員数含む）をインターネット、配布物にて公開して
いる
情報公開

第１段階適合の評価項目

評価項目
中項目
評価区分

ICタグやGPSによる廃棄物追跡管理システム、または、運搬先の廃棄物の状
況をリアルタイムで排出業者に提供できるシステムを導入している
施設管理
施設項目

過去 3 年間の総資産利益率が 5％以上であり、収益力が高く、安定した経営
である

1

信頼性・安定性に関する評価項目

理業者のレベル向上を目的として

囲いがあり、処理のための保管施設であることを示す看板等が設置されている

もう少し改善する必要に迫られて

法令等遵守事項

08
Tierra Autumn 2008
Tierra Autumn 2008

09

施設項目

施設の入り口付近の見やすい場所に規定を満たすサイズの掲示板が設置され
ており、表示すべき事項がすべて表示されている

法令等遵守事項

中間処理施設の維持管理に関する点検、検査その他の措置の記録を作成し、
3 年間保存している

マネジメ
ント項目

平成18 年の検討会設置以来、東京都が国の制度とは独自に導入の準備を進めて
きた産業廃棄物処理業者優良性評価制度。第三者機関による評価システムの導入
を軸に、間もなく運用が開始されようとしている。果たしてその内容とはいかなるものか。
また基準となる評価項目とは̶̶。いま公式発表を目前に控え、東京都からの委託を
受け同制度の評価基準案策定に携わった環境コンサルティング会社「株式会社リサ
イクルワン」の取締役を取材、その概要を伺った（インタビュー実施：8 月13日）
。
＊非公開

施設項目

評価項目
中項目
評価区分

評価項目
大項目
評価区分

過去 3 年間の借入金依存度が 80％以下であり、倒産リスクが低いことが伺
える
財務状況

東京都が運用を開始
従業員管理

マネジメ
ント項目

マニフェストが 5 年間整理保管されている

いる岩手県と違い︑東京都が目指

遵法性に関する評価項目

いる︒その結果︑最近は国の優良

表 ̶ 2 ■参考資料：中間処理業者に対する評価項目
（予定）の一部

建造物および工事の大規模化と
迅速・効率的な作業に対する要求
が強まるに伴い︑工法・施工装置
も大型化が加速︑近年は︑
これを扱
いうる大型クローラクレーンが重
その一方で︑道路運行規制の観

要な役割を担ってきている︒
点から機械の軽量化・コンパクト
化による最適な輸送形態が強く望
まれているのも事実だ︒
こうした時代の潮流をとらえ︑
日立住友重機械建機クレーンでは
性能のアップを図りつつ︑コンプラ
イアンスの理念に根ざした２００
ｔ クラスのクローラクレーンＳＣ
Ｘ２０００ ２
̶ を市場導入した︒
その最大の特徴は︑ロアフレームと
アッパーフレームの切り離しが可
能な独自の上下脱着機構を備え︑
スピーディな組立て・分解性能と
最適な分解ユニット重量を実現し
た点にある︒これによって作業時
の大きな吊り能力を確保しながら
も軽量コンパクトな輸送姿勢がは

おいてもコンプライアンスの面に
おいても︑ますます厳しい要求に
応えていかなくてはなりません︒
大きな吊り能力を持っているとい
うだけでなく︑迅速な分解・組立
て機能の搭載によって高い搬送性
も両立させたＳＣＸ２０００ ２
̶
は︑いまの時代のニーズに対応し
たクローラクレーンだと大いに期
待しています︒

イントの１つが
﹁卓越した分解・組
立性能﹂︒代表取締役社長
の内宮昌利氏がこう語ってくれた︒
﹁ＳＣＸ２０００ ２
̶ が機能的に
実現した上下ユニットの分解・組

程の手間と時間がかかってしまう

ンで行う場合︑比較にならない

立て作業を従来のクローラクレー
かれるという︑まさにニュー・スタ
で し ょ う ︒言 い 換 え れ ば ︑ＳＣＸ
コンパクトな輸送姿勢がとれる機

２０００ ２
極めて効率的に
̶ は︑

ンダードを標榜するにふさわしい
今回紹介する内宮運輸機工株式

モデルとなっている︒
会社は︑創業来 年を超える社歴
の連携により︑独自の事業領域を

を有し︑運輸・重機・工事各分野間
け公共工事の場合は︑コスト面に

る経営メリットは大きい︒とりわ

械なんです︒こうした省力化によ

適︒前方の視認性が向上し︑操作

ブ内はゆったり開放感があって快

運輸・重機・工事の
リーディングカンパニーが導入した
上下脱着機構搭載のクローラクレーン
ＳＣＸ２０００ ２
̶︒

確立して国内外で活躍する日本の
リーディングカンパニー︒さいたま
スーパーアリーナ建設工事︑本州
四国連絡橋架設工事といった大規
模案件やシンガポールのチャンギ
国際空港建設工事︑スエズ運河橋
架設工事などの海外プロジェクト
にも多数参画し︑我が国有数の規
模を誇る企業だ︒その同社がＳＣ
Ｘ２０００ ２
̶ 導入を決断したポ

ヤルが便利︒旋回速度を意のまま

いて尋ねてみた︒

に操れるところが気に入っていま

グラフィックで表示されるため稼

点は充分つけられますね﹂︵濱田

﹁快適に作業できる点でいえば︑

てくれるという段階ですが︑私と

では︑実際に使用するオペレー

働状況が一発で認識でき︑安全性

しては今後もさらに計画的な導入

タの使い勝手はどうだろう︒同社

も向上しました︒また︑今までは

がしやすいという︒現在︑実際の

の重機１課・濱田健太郎氏は次の

時間のかかったゼロ点調整も不要

を重視しつつ︑先駆的企業として

す︒安全性については︑作業半径や

ように語ってくれた︒

になり︑作業効率が大きくアップ︑

常に業界をリードし続けてきた内

を視野に入れているところです﹂

﹁組立て作業自体が非常に楽に行

現場監督への確認もデータで説得

宮運輸機工株式会社︒最後に内宮

オペレーションに携わったのは１

の高い２００ｔ クラスは︑当社で

えますね︒上下の連結はコントロ

できるので現場作業もスムーズに

工期のみだというが︑満足度につ

は長年にわたって日立建機製品を

ールボックスからの遠隔操作でガ

運ぶようになりましたね︒さらに︑

荷重︑角度といった情報がモーメ

採用しており︑
〝こわれにくい〟と

イドピンに合わせてセットするだ

ントリミッタ画面にわかりやすい

いうこれまでの信頼感も導入の大

け︒本体とサイドフレームの組立

︵内宮氏︶

きな決め手になりました﹂

ディに︑しかもいかに安全に稼働

い︑忙しいときにどれだけスピー

﹁工事の大型化や工期短縮化に伴

組立て作業を可能にした︒

ないシンプルでセーフティな分解・

トによる独自の機構で︑他社には

結ピンとスライド式ロックプレー

下着脱装置は標準装備︒ 本の連

上部旋回体とロアフレームの上

た﹂

業時の安全性は大幅に向上しまし

って︑危険を伴いがちな組立て作

べると︑力のいる作業が大幅に減

だけで簡単に行える︒従来機と比

不要だし︑結合もシリンダー操作

ので手間のかかるピン穴合わせは

ても〝引っかけ式〟になっている

を合わせる感覚で容易

をパソコンのカーソル

プレイを搭載し︑作業状態の設定

型液晶カラーグラフィックディス

新型モーメントリミッタは︑大

り安心して作業が行えます﹂

オプションで設置したことで︑よ

後方とドラムを監視するカメラを

ます﹂

率先垂範して行きたいと考えてい

こうした流れの先駆けとなるべく︑

化は社会的な要請であり︑当社は

﹁コンプライアンスのさらなる強

社長は︑こう締めくくった︒

輸送スタイルの最適化と安全性

氏︶

90

内宮運輸機工株式会社

また︑現場稼働において汎用性

最大吊り上げ能力は200t×5.0mと
クラス最大。国交省制定「オフロード
法排出ガス規制
（第3次基 準値）
」に
適合したエンジンの搭載で環境性能
にも配慮。
さらに、その機能・性能の
みならず、社会性・デザイン性の高さか
ら
「第３８回 機械工業デザイン賞 審
査委員会特別賞」
を受賞した、
最新
鋭クローラクレーンSCX2000-2。

て い ま す ︒ そ の 意 味 で もＳ Ｃ Ｘ

できるかが︑いま業界では問われ

濱田氏は高い評価をしてくれた︒

レーン本来の吊り能力に関しても︑

分解・組立て性能のみならず︑ク

モードが切り替わり︑

組立時には︑自動的に

に行え︑さらに分解・

てくれるマシンであると考えてい

２
̶ は︑受注効率を高め

ピード調整ができる速度制御ダイ

﹁吊り作業の操作性でいえば︑ス

が特徴だ︒また︑キャ

安全性を高めているの

２０００

ます︒評価は今後お客様が判断し

上部旋回体
（アッパー）
とロアフレームの
組立て手順はおおよそ以下のとおり。
❶トレーラをアッパー回送姿勢で組立て
る位置につける
❷アッパーの前後にジャッキを取り付ける
❸ジャッキアップし、
トレーラを出す
❹ ロアフレームを搭載したトレーラをアッ
パーの下へ移動させる
❺ アッパーとロアフレームを連結後、
ロ
アジャッキを張り、
アッパージャッキを縮め
る
（写真上：左／右）
❻アッパージャッキを取り外す

専任オペレータの濱田健太郎
氏 。吊り作 業に入る前の「組
立て」や「設定」
といった準備
段 階における手 間が大 幅に
軽 減され 、
しかも安心・安 全
に操作できる環境が整ったと
SCX2000-2に全幅の信頼を
寄せる。
本体とサイドフレームの組立てはシリンダ
ージョイント方式。
ピン合わせが不要、引
っかけ式サイドフレーム脱着機構で簡単
かつスピーディなセットアップが可能。作
業時間の短縮と安全性の向上を同時に
実現。

24
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代表取締役・内宮昌利氏
創業より50余年、
建築・土木・
橋梁・プラント工事の分野で
数々の実績を上げる内宮運
輸機工株式会社。
「運輸・重
機・工事という３分野の連携
を強化し、
オンリー１企業を目
指していきます」

【東京都・江戸川区】

200台以上を保有する各種クレーン
のヤードおよびメンテナンス施設があ
る総面積 1万2000坪の敷 地に、
こ
の7月本社機能を集約させた総床面
積1,200㎡の新社屋が落成した。

今年2月導入されたSCX2000-2
が初稼働したのは、国内有数の
橋梁メーカーの工場構内工事。
その後も橋梁の架設工事に稼
働する予定になっている。
24本の連結ピンでクレーン上部旋回体
とロアフレームをガッチリ固定。独自の上
下脱着装置により、
分解・組立て作業が
きわめてスムーズに。優れた機動力が最
大のアドバンテージだ。また、
アッパージャ
ッキアップ装置
（オプション）
により、
大型ク
レーンを使わずに組立て・分解が可能。

稼働現場
レポート
取材・文／古幡政樹 撮影（人物）
／小島真也

本機に関するお問い合わせ先：日立住友重機械建機クレーン㈱ 03-3845-1396

んですよ﹂

﹁県内では有数の環境先進企業な
いう︒
〝エコ〟に敏感な現代の若い

る﹂との話に興味が湧いたのだと

は 品目︒入社当初はこれらに悪

同社で扱っている廃棄物の種類

世代らしい好奇心だ︒

県足利市に本社を構える株式会社

こう話す戸叶里奈さんが︑栃木
フライトワンに入ったのは昨春︒

環境マネジメントシステム﹁エコ

固形燃料製造のいち早い事業化や

環境負荷の低減に貢献するＲＰＦ

して２つ目の工場が完成し︑また

先ごろ産業廃棄物中間処理施設と

の真っ最中です
︵笑︶
﹂

かとか⁝⁝︒実は︑まだまだ勉強

の根っこは一体何に分別されるの

なっている場合や︑泥がついた木

﹁廃プラとか木くずとかが混合に

戦苦闘した︒

量を配車係に伝えるのが︑戸叶さ

収集運搬に伴う廃棄物の種類や

アクション ﹂の認証取得など︑
常に社会での新しい役立ちを追求
している︒
んの役目︒
特別な依頼がある場合は︑パソコ

﹁収集を朝イチにしてほしいとか︑

入社するまで︑〝 産廃〟
という言
葉すら知らなかった戸叶さんだが︑
ンに打ち込んで配車係の方に伝え

面接を受けた時に会社の人から聞
いた﹁新しい固形燃料を作ってい

⁝⁝︒時間変更の電話を受けたあ

じミスをしてしまった時があって

ます︒だけど実は一度︑続けて同
させた︒そんな彼女を面接の時か

が︑﹁ 不 覚 でした︵笑︶
﹂と付 け 加 え

悔し涙︒自他ともに〝負けず嫌い〟

ッカーだったんですが︑自分が打て

なかったんですよ︒バレーではアタ

を欠かしませんでした︒負けたく

﹁現役の時は︑夏休み中でも練習

んです﹂
電光掲示板にその変更内容が表示

手伝いましょうか﹄とも︒気遣いが

で引き受けてくれる︒さらに﹃何か

った仕事も
﹃わかりました﹄と笑顔

﹁立て込んでいる時に突発的に入

理想の女性像を聞くと︑そう
̶̶
答えてくれた︒

ってか︑
﹁女らしい人に憧れます﹂

性格﹂と言われる︒そのせいもあ

友達からはよく﹁サバサバした

た人の意志が無駄になっちゃう﹂

されなかったため︑配車スケジュ

できるから︑
みんなに好か れていま

﹁少しでもそういう女性に近づけ

配車係と情報を共有するための

生した︒

るよう︑今は雑誌を見ながら夜な

ールの組み直し︑という作業が発
﹁みんなに迷惑がかかるじゃない
小学校まではソフトボール︑中

すよ︒
これからも頼りにしてます﹂

学校では副キャプテン︒今でも︑地

ていた︒小学校ではキャプテン︑中

今回は柔らかいラインのブラウス

ツラツとした可愛さのある彼女に︑

女磨きにも余念がない 歳︒ハ

夜なメイクの練習です﹂

ですか︒その時︑初めて職場で泣
だったのに︑耐えきれず急に涙が
少し言葉を詰まらせる︒決して

出てきてしまって⁝⁝﹂
域の大会に誘われる︒

学から高校ではバレーボールをし

きました︒あと１時間で終業時刻

向き﹂と語る︒

なかったら︑それまで繋げてくれ

取材・文／吉田有希
（BIG BANG CENTURY）
撮影／林 久光 スタイリング／MIBU ヘアメーク／安宅順子

ら見守ってくれている経理担当の

とかの・りな 昨年の５月末に入社。以来、電話での注文受付、伝票
処理などの事務全般を担当している。趣味は、ショッピングとDVD
鑑賞。また、中学校の時から続けているバレーボールは、今でも大会
に参加することも。21歳。双子座／ O 型。

井手要子さんは︑﹁非常に仕事に前

戸叶里奈 さん

と︑打ち込むのを忘れてしまった

【栃木県・足利市】

逃げの涙ではなく︑自分に向けた

と黒のベストをコーディネート︒少
し開いた胸元にはゴールドのネッ
クレスを覗かせ︑ソフトリーゼン
トで〝ボーイッシュさ〟もプラスし
て︒柔らかいブラウスとシャープ
なヘアのメリハリが︑女性らしさに
憧れているサバサバ系のご本人の
キャラクターにうまくマッチング
すっかり変身してカメラの前で

する結果とあいなった︒
ポーズを取る戸叶さん︒レンズに
向けられた笑顔は︑
︑周囲からの
期待を受けて伸び伸びと成長する
彼女の未来が重なるようだった︒
■変身を終えて■
﹁普段はモノトーンの服しか着な
いので︑きれいな色の服は新しい
発見︒初めて見る自分︑ちょっと
大人っぽいですね
︵笑︶
﹂
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21

株式会社フライトワン

ボーイッシュなソフトリーゼントに︑
女性らしいフンワリ感を合わせて︑
少し大人のフェミニン︒

衣装＆アクセサリーすべて／セシルマクビー 0120-628-668

20

配車係との共有情報や終わった注文
内容を、マニフェスト伝票と電光掲示
板の双方を照らし合わせながらチ
ェック。カメラを近づけても物怖じせ
ず、仕事を続けていた。
上：目元は、今年秋冬のトレンド
カラー、モーヴ系のシャドーで引
き締めて。左：ヘアスタイルはギ
ュッと髪を上に持ち上げ、キリッ
としたソフトリーゼント。幅を広め
にとった前髪部分は、ふんわりと
仕上げて女性らしさも演出。

景観を美しく保つのが同社の方針︒敷地内に
ある芝生では︑放し飼いのうさぎが飛び回る︒

元々明るい笑顔が、変身後は一層自信に満ちて輝いていた。最後に「取材の雰囲気、楽しかったです！」と。

変身図 鑑
21

会社の収支状況を「見える化」
年間利益計画と工事管理台帳を作成し、社員全員が会社全体の
収支状況を見えるようにすることで、モチベーションを高める

新規事業の開拓に踏み込み︑業
果たしてその極意とは ̶̶
︒

内のムードも明るくなるという︒
差︵ 未
= 到達度︶が認識できるよ
う︑会社の収支状況が全員に見え

です︒また︑常に目標高までの

原価低減のために
まずやっておきたいこと

績アップを図る元気な会社も中に

公共工事の減少に伴い︑競争が激化する建設業界︒
売り上げが低下する一方で資材は値上がりし︑
難しい経営の舵取りを迫られる企業も少なくない︒
こうした厳しい状況の中︑利益を確保するにはどうすればいいのか︒
建設業の経営改革を手がける降籏氏からアドバイスをいただいた︒

阪神大震災以降︑建設業を取り
はあるが︑多くの場合はそのため

巻く環境は大きく変わった︒国の
財政難により公共事業は激減した
降籏氏はその第一段階として︑

ていなければなりません﹂

建設業は扱う金額が大きいだけ
利益計画であれば︑売上高︑変

の余力を持てないでいる︒しかし︑
できる﹂と降籏氏は語る︒キーを握
に〝どんぶり勘定〟になってしまい
動費︑限界利益は案件ごとに出

﹁この厳しい現状でも利益確保は
るのは︑原価低減と人材育成だ︒
がちだが︑何事も曖昧な部分が残

うえ︑脱談合の流れで競争はます
々の建物に対する不安を煽る事件
﹁製造業の場合はオートマティッ
るとモチベーションはあがらない︒

※ 1 の実践は、2と3の実践の上に成り立つ。2と3はいわばパソコンのOS
のようなもの。2と3なくして、経営改革は成り立たない。

行動を促すことができる︒

確保し︑同時に人を育てるという︒

は︑確実に利益を
̶︶

効薬は存在しません﹂

たなければ利益確保は難しい︒特

やシステムを導入しても︑人が育

て働いている︒どんなにいい機械

設業の場合は︑人が手足を動かし

度の即効性が望めます︒しかし建

自分がどれだけがんばれば達成で

売上げ目標を掲げるのではなく︑

ます︒例えば︑ただ漠然と会社の

人は〝分けて〟はじめて理解でき

﹁
﹃ 理解する 分
= か る ﹄と い う こ
とは︑﹃ 分ける﹄ということです︒

緒なのだ︒

なければ︑
﹁絵に描いた餅﹂と一

員に浸透し︑意識づけができてい

していたとしても︑それが社員全

たとえ経営者が利益計画を作成

年度粗利益額との差を明確にし︑

表にまとめることによって︑会社の

ることができる︒それらを一つの

と利益を出していくよう意識づけ

一つひとつの案件の中できっちり

損益を会社全体で見るのでなく︑

とに細かく作成することによって︑

るはずだ︒

並べると会社の方向性も見えてく

期・今期見込み・来期と時間軸に

小分けにして考える︒それらを前

し︑固定費も人件費︑販売費など

関係者全員に対して

相手に対して伝えた
方がよいと思うこと

自主的
コミュニケーション

相談

信頼関係のある人に
対して

自分が聞いて
欲しいこと

相互信頼的
コミュニケーション

に馴染んでいる方も多いと思う︒
しかし︑言葉と行動を明確に理解

意味

整理

基本動作

◯カ月以内に「使用するもの」と「使用しないもの」に
分け、使用しないものを移動させる

整頓

基本動作

◯カ月以内に使用するものを、
使用時にすぐに取り出せるようにする

清掃

基本動作

ゴミなし、汚れなしの状態にする

清潔

ルールの徹底

整理・整頓・清掃をやり続けている状態
ルールの習慣化

基本動作のルールを強制することで、習慣化させること
5S

しつけ

（『今すぐできる建設業の原価低減』より抜粋）

の方法︵表

連絡

して︑社員全員が実行している会

計画と︑詳細な工事管理台帳の作

また﹁人材﹂が﹁人財﹂
へと育つこと
きるのか︑各社員が理解できるよ

５Ｓを推進することで︑物を探

義務的
コミュニケーション

社は少ないのではないだろうか︒

成を勧めている︒

で原価低減をさらに可能にする︒
うに︑細分化した計画書が必要

す無駄・運搬の無駄・準備や後片

報告

■表-3【 5Sの定義】

う便利なものもあるが︑メールは

また︑最近では電子メールとい

縮や工数の削減につなげることが

きる︒こうした省力化を工程の短

かっています︒５Ｓの徹底でこれ

できるのだ︒

らの紛失や不良を防ぐことができ

相手がいつ読むかわからないとい

もある︒

ると同時に︑何一つ無駄にしては

﹁釘︑ボルト︑ナットなど小さな

﹁誰かに何かを伝えるときは︑相

ならないと原価に対する意識を叩

資材にも︑一本一個にコストがか

手の状態や緊急度を理解して手段

き込むことにつながります﹂

う欠点もある︒一方的な伝達にな

を選ばねばなりません︒それがス

★
﹁報・連・相﹂と﹁５Ｓ﹂は︑誰
にでもできる簡単なことである︒

として機能させることです﹂

それだけに︑そんな単純なことよ

清潔・しつけ﹂のことである︒こ

の会社︵現場︶がきちんと利益の

欲しい ̶̶
と即効性のある対処法
を求める方も多いと思うが︑自分

り利益に直接つながるノウハウが

の中で︑
﹁整理﹂と﹁整頓﹂は 文字

５Ｓとは﹁整理・整頓・清掃・

５Ｓを徹底して行う

の定義を全員が共有し︑システム

ムーズにできるよう︑報・連・相

らないために必ず確認をとる必要

工事管理台帳の場合も︑案件ご

両者が揃うことで︑社員ひとり一

え突発的なミスが起きたとして

しかし︑降籏氏が導く原価低減

人のモチベーションが上がり︑社

も︑損害を最小限に食い止めるこ

付けにかかる無駄を省くことがで

コミュニケーションの種類
指示や命令、
依頼に対する回答

﹁報・連・相﹂という言葉が既に耳

報・連・相の
仕組を見直す

とができるのだ︒

何を伝えるのか
指示や命令、
依頼した人に対して

かる︒資材が間違って届けば︑新

工程が遅れる分だけ人件費がか

掃﹂と﹁清潔﹂も然りだ︒降籏氏は

実はぜんぜん違う意味を持つ︒
﹁清

め︑つい同義語と思ってしまうが

熟語として使われることもあるた

﹁報・連・相と５Ｓはパソコンの

と降籏氏は語る︒

どうか︑今一度見直す必要がある

あがる状態・体質になっているか
れている︒

たに仕入れなければならない︒こ

機的に動かすための最も重要な基

ＯＳと同じです︒ＯＳは会社を有

があがらないということなのだ︒

れば︑どんな手段を用いても効果

連・相﹂と﹁５Ｓ﹂ができていなけ

悪ければ機能しない︒
つまり︑
﹁報・

リケーションを導入しても︑ＯＳが

どんなに優れたシステムやアプ

盤となります﹂

これらについても言葉の意味と行
︒
̶︶

動を定義づけ︑社内に定着させる
しかし﹁報・ 連・ 相﹂を表

るにはすべてお金がかかるのだ︒
̶

のように︑
﹁誰に・何を伝えるか﹂
に分けた上で定義づけて社内に定
着させることで︑コミュニケーシ
ョンがスムーズになり誤解や行き
違いをなくすことができる︒たと

よう勧める︵表

のように︑トラブルの穴埋めをす

ケーション不足に起因するといわ

誰に伝えるのか

実際︑
﹁工程の遅れ﹂など現場での

論理的かつ整合性のある年間利益

も勃発︒逆風続きの建設業に明る
ク化が進み︑機械の導入や入れ替

会社の収支状況を
﹁見える化﹂する

いニュースはなかなか聞こえてこ
えによって︑利益確保にはある程

ます熾烈︒さらに耐震偽装など人

降籏氏の著書『今すぐできる建設業の原価低減』
（日経ＢＰ社刊）を抽選で 3 名様にプレゼント。
今回、ほんのさわりだけご紹介した原価低減のた
めのノウハウが具体的に紹介されています
（詳し
い応募方法は23ページをご覧ください）
。

ない︒

整理・整頓・清掃・清潔・しつけ……
誰でもできる簡単なことを徹底して
行うことで、原価が下がり、
人格が向上する。

目標達成までの具体的な対策へと

社内で起こる問題の 80％は
報・連・相に起因する。
報・連・相をよくすれば原価が下がり、
社員のモチベーションがあがる。

トラブルのほとんどは︑コミュニ

4

５Ｓを徹底する

1

ポイント

2

報・連・相の
仕組みを見直す

1961年兵庫県生まれ。大阪大学工学部土木工学科を卒業後、
総合建設会社へ入社。95年に退社し、99 年ハタコンサルタン
ト株式会社設立。建設業の経営改革や原価管理の支援コンサ
ルティングなどを手がける。技術士（総合技術監理・建設部門）
、
APEC Engineer（Civil, Structural）
、労働安全コンサルタント。
http://www.hata-web.com/
（『今すぐできる建設業の原価低減』より抜粋）

■表-2【報・連・相 の定義】

降籏達生氏
工事管理台帳
年間利益計画

ハタコンサルタント株式会社代表取締役
NPO法人建設経営者倶楽部理事長

原価低減̶̶即実行すべき３つの事柄
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■表-1
取材・文／田中美砂子（モック社） 撮影／鈴木伸之（クロスボート）

読者
プレゼント
3

話題の書『今すぐできる建設業の原価低減』著者に訊く̶̶

気づき の 経 営 術

ス情報をリサーチできる検索エン

を発信するホームページやビジネ

が増すインターネット︒自社情報

ビジネスにおいて日々その役割

ＥＢカメラのはしりの頃だったと

以上前︑お客様を訪問した時︒Ｗ

﹁ＷＥＢカメラを知ったのは４年

に注目していた一人だ︒

西晴夫氏も︑早くからその可能性

金属株式会社﹂の代表取締役・大

日立建機が提案したＩＴソリューション︑

ジン︑業務管理・社内コミュニケ
思いますが︑当時︑ちょうど新設

ＷＥＢカメラによる
遠隔モニタリングシステム︒

ーションツールとしてのイントラ
を予定していた金沢区鳥浜支店の
管理ツールとして有益だと思った

ネットとの連動など︑さまざまな

のです︒

形で利用されている︒ただその活
用法が十分かと言えば︑自信を持
鳥浜支店を開設する金沢区へは

って﹁ＹＥＳ﹂と言える経営者は
少ないかもしれない︒
分以上かかるた

すでに大雨直後のダム湖や河川の

アルタイムで見ることができる︒

ればいつでもその現場の様子をリ

ターネットに接続できる環境があ

ウザ上に映し出す仕組みで︑イン

ト回線を経由してパソコンのブラ

れたカメラの映像をインターネッ

だ︒これは︑離れた場所に設置さ

による遠隔モニタリングシステム

注目を集めている︒ＷＥＢカメラ

用したビジネスソリューションが

らの問いに対する答えがＷＥＢカ

くようしなければならない︒それ

らないよう常に人間の目が行き届

したことが大きな事故の原因にな

十分配慮していますが︑ちょっと

べ少なくなる︒もちろん安全には

はスタッフの配置人数も本社に比

考えていました︒また︑鳥浜支店

せるような仕組みができないかと

管理についても把握し︑指示が出

お客様からの品物の入り方︑工程

め︑本社にいながら重機の動きや

本社から車で

監視︑建築現場や工場の工程・安
メラを使った監視システムだと考

モニターテレビだけでしか見るこ

したシステムであるため︑専用の

導入していた︒ただ専用回線を介

金属のリサイクル加工会社﹁大西

横浜市瀬谷区に本社を置く非鉄

ラなら︑ズームで寄れば書類の文

﹁事務所内の天井に設置したカメ

鈴木浩二氏もその機能性に驚く︒

と高く評価︑また同社の営業課長・

で 寄って 確 認 で き る の が 大 きい ﹂

メラでモニタリングする仕組みを

事務所に隣接しているヤードをカ

見えるようになり︑指示系統のロ

ディスクに保存可能︶

の要件をすべてクリアした最適な

氏の提案を丁寧に分析し︑これら

ＣＲＭ推進部の長谷川真は大西

た確認電話を入れることがある︒

けど︑どんな業者さん？﹂といっ

に﹁最近よく来られるトラックだ

を見ると︑鳥浜ヤードのスタッフ

ーに映った目新しい搬入トラック

例えば鈴木氏は︑本社のモニタ

っていきますからね︒とくにここ

対する信頼や当社の強みにつなが

類を確保します︒それが納品先に

入業者さんに営業をかけ︑量や種

続して取引きしていただくよう搬

入トラックが入ってきたなら︑継

要です︒もし︑たまたま新しい搬

（光ファイバ推奨／グローバル IPアドレスが必要）

横浜市瀬谷区

本社

世紀のインフラ 〟を最大
課題を解決していきたいと考えて

限に活用し︑お客様のビジネスの

この〝

るその有効な活用法︒日立建機は︑

ターネットだからこそ︑求められ

誰もが当たり前に利用するイン

ーが効いてくるのです﹂

いので︑そうした細やかなフォロ

しでもいいところに行く傾向が強

入業者さんは買取り価格条件が少

LANケーブル：既存の LAN配線使用可
インターネット回線：プロバイダ不問

︻モニター用パソコン︼
本社のパソコンからカメラの画像をモニタリ
ング︵オプションの録画ソフトにより︑画像をハード

ルーター

金属商社やメーカー様ですが︑納

専用屋外ハウジング

大西氏は﹁使っていくうちにいろ

品先に対して安定した商品を供給

システムを提案した︒そのシステ

﹁トラックの映像が営業のきっか

長谷川 真

WEB
いる︒

ＩＴソリューションの可能性が広がりました。

こうした中︑ＷＥＢカメラを活

全管理︑あるいは留守中の自宅の
えたのです﹂

とができず︑その価格自体も﹁か

実は大西金属では︑すでに本社

監視等の防犯・防災対策として幅

なり高かった﹂
︵大西氏︶上に︑手
字が読めます︒ちょっとした内容

広く普及し始めている︒

軽にカメラを増設できないなど拡
確認なら︑カメラを通じてできま

スがなくなったことが大きい﹂と

すね︒もちろん最終的にはファッ

械の提供のみならずお客様の抱え
鈴木氏は語る︒

そこで大西氏が声をかけたのが

張性にも乏しかった︒

るさまざまな課題に対し︑適切な
﹁ ズームすれば︑待機していただ

そして何より﹁工程管理が目に

ソリューションを提供できる体制
いている搬入業者さんのトラック

クスを送って確認しますが⁝⁝﹂

を整えている︒亀田は早速大西氏
の積載物のほか車番もわかるの

日立建機横浜営業所の亀田卓だ︒

の要望を整理し︑ＩＴを使ったソ
で︑各ヤードの混み具合を見なが

かねてより日立建機では︑建設機

リューション構築を業務とする日
ら瞬時にヤードへの誘導ができる
ようになり︑搬入業者さんや私た

立建機本社のＣＲＭ推進部に持ち
大西氏が求めた要件は主に次の

込んだ︒

います︒これまではいちいち人間

ちのストレスも大きく減ったと思

① 本社からリアルタイムで監視

が出向いて確認していましたから

ようなものだった︒
できる︒② 大西氏の自宅からも監
ね﹂
︵鈴木氏︶

いろな可能性を引き出してくれる

ＷＥＢカメラを導入して３年︒

視できる︒③ 携帯電話からも監視
ズーム︑スイング操作ができる︒

ツールであることがわかった﹂と

できる︒④ 遠隔から監視カメラの
⑤すべてのカメラ映像が分割一覧

ムに対し︑
大西氏は﹁求めた要件は

数年は資源高騰が進んでおり︑搬

するには︑まず仕入量の確保が重

十二分にクリアしています︒とく

けになるんです︒当社の納品先は

い︱︱︒

表示できる︒⑥ 録画機能がある︒

遠 隔モニタリングシステム

話す︒

大西金属株式会社

⑦将来的にカメラの増設もしやす

鳥浜ヤード

スイッチ
ング
HUB

本社側
鳥浜ヤード側
横浜市金沢区
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【神奈川県・横浜市】
取材・文／佐藤 聡 撮影／小島真也

にどんな品物が入ったか︑ズーム

お問い合わせ先：日立建機 ㈱／CRM推進部・長谷川宛 03-3830-8044

設置場所はカメラの特長を捉え、最大効
果を発揮できるよう考慮した。鳥浜支店
では屋外用ハウジングに収容した２つの
カメラ
（ヤード奥にカメラがもう1台ある）
がヤード全体をカバーする。

WEBカメラによるモニタリングシステムは、工事現場な
どでも進捗管理・安全管理などに活用されており、
さらに
お客様（施工主）や一般の方が工事現場の状況を確認でき
るようにして、工事現場での作業の透明性を高めることな
どにも応用されています。モニタリングシステムの設置をお
考えのお客様がいらっしゃいましたら是非お問い合わせく
ださい。なお全国の各営業拠点でもご相談を承ります。

大西金属で導入したシステム概要図。初期投資やランニングコストを低く抑えられるのがこのシステムの
魅力。砕石プラントのホッパをWEBカメラで遠隔監視するといった活用も可能。
鳥浜支店の事務所内カメ
ラ。遠隔から操作できる21
倍のズーム機能、360度回
転のスイング機能のほか、
音声も拾える。

瀬谷区にある本社事務所では大型
モニターとパソコン上ですべての映
像をリアルタイムで一覧確認でき
る。パソコンの画面上のボタンをク
リックするだけでズームや回転が瞬
時に行える。
「社員の皆さんには
『監
視されている』という意識は生じな
かったか」という問いに、営業担当
の鈴木氏（下）
は「最初の１週間だ
け。今はカメラに手を振ってきます
（笑）
」
。代表取 締 役の大西氏（右）
は情 報公開の
一環として、カ
メラの映像をホームページに載せることも検討してい
るという。
「情報開示することで社会的な信用が得ら
れ、
また差別化も図れるのではないかと考えています」

日立建機CRM 推進部

ルーター

21

30

の片付けで時間がかかってしまう︒

も計算して処理をしないと︑最後

頭の中で図を描きながら分別まで

もあるから無造作にはできない︒

たものが飛んでいってしまうこと

噛むかが勝負︒切り方次第で切っ

﹁解体作業では高いところをどう

のは楽しいもの︒また見積もりよ

使してなんとかやり遂げたりする

を２台ほしいところを︑１台を駆

ない︒例えば本来なら︑違う機械

えた後の達成感は他人に譲りたく

く︑壊すほうだけれど︑仕事を終

だな︒我々はモノを作るのではな

﹁ 簡単に言えば︑現場が好きなん

ない〝何か〟がある︒

プラント解体専門で培った
自信と誇りの花形ポジション︒
まだまだ現場は譲れない ̶̶
︒

だから高層を担うのは︑腕が要る

かという駆け引きみたいな要素も

エースの仕事︒それだけに〝 花形 〟

ある︒いつも﹃ 勝負 ﹄しているよう

りもいかに早く︑安く上げられる

高さがある現場は︑それだけ大

でもある﹂
きな現場︒ ｍもの高さがあった倉
●
忘れられない現場がある︒１９

そう思う反面︑
頭の中は錯綜した︒

をしてくれるのは︑いつも日立建

周辺で一番早く作業を終わらせる

き込まれ︑作業は滞る︒だが結局︑

ラを集めてもトラックは渋滞に巻

問自答が続く︒さらに︑いくらガ

遅れた︒レバーを動かしながら自

なかなか決まらず︑取りかかりが

し︑山本氏の現場は仕事の分担が

が進んでいるのがわかった︒しか

周辺の現場では︑ドンドン作業

﹁ 年はかかる︒そのためには︑

年かかるのだろうか︒

の﹁手足のよう﹂に操るには︑何

オペレータとして︑機械を自分

て思い通りの機械にしていくんだ﹂

こから︑
日立建機の人とやりとりし

た機械はまず自分で運転︵笑︶
︒そ

だから︑新しく納品してもらっ

分の手が折れたような気になる︒

うなもの︒ホース１本折れても︑自

﹁機械そのものは自分の手足のよ

機の解体機だ︒

﹁最後のガラ集め︒他はボランテ

ことができた︒

﹁ワシにできるのか⁝⁝﹂

取材で訪れた愛媛県新居浜市内の化
学プラント解体現場では、ハイリフトフ
ロントのZX350LCK解体仕様機を巧み
に操っていた。

を付けて︑一気にガラをかき集め

うちは特製アタッチメントに鉄板

ゃ︑いつまでたっても終わらない︒

ップを使ってやっていた︒あれじ

ィアやアルバイトがほうきとスコ

に出て行く︒ただ壊すのではない

体して出た鉄はまた精製され︑世

っているのはリサイクル事業︒解

と誇りを持ってほしい︒我々がや

い人たちには︑自分の仕事に自信

もっと大事に機械を使うこと︒若

あった︒

た︒そんな中︑心に刻んだ言葉が

と切り返してくるくらいのほうが

と言っても︑
﹃だったら﹄﹃ならば﹄

勝ち気な奴だな︒
こちらがこうしろ

オペレータとして伸びるのは︑

のだから︒

﹁どんな現場にも勇気を持って挑

やるなら︑それぐらいでないと﹂

とで議論したもんだ︒この仕事を

いい︒昔は休憩時間でも仕事のこ

そんな山本氏の意のままに作業

●

め ︱︱ だな﹂

てきた機械に助けられた現場だっ

発想転換の勝利︒いつも信頼し

たんですよ﹂

10

なものだよ﹂

目の前の現場にどう挑むか︱︱
淡路大震災︒
２日後の１月 日︑
岡

９５年︑全国民を震撼させた阪神・

のかわからず︑いざ始めてみても

手のひら

敷の水島コンビナートの解体は︑

一つの判断ミスが︑利益を削るこ
山から現地に乗り込んだときは︑

体︒３００ｍ ほどの距離だった︒

終わりが見えてこないような現場

現場を任されていたのは山本氏︒

山本 勝氏
原寸大

今までで最も大きなものだった︒

とになるかもしれない︒ましてや
安全にも関わることだ︒仕事はプ

﹁思い返せば︑わずか３００ｍ の

現場は神戸駅前の阪神高速の解

その惨状に息をのんだ︒

じ現場はなく︑これまでの自分の

山本勝氏︒社員２４０人を抱え

現場︒しかし︑何から始めていい

る平林金属株式会社の取締役であ
だった︒ 時間体制で︑１週間は

﹁なんとかしなければ﹂

元請けの指示で動くとはいえ︑

まともに寝ることはなかった﹂

場に出る立場ではない︒それは自

を迎えた︒役職から言えばもう現

でにオペレータとしては︑ 年目

り︑解体事業部部長でもある︒す

くのだ︒

経験だけを頼りに作業を進めてい

りだと言っていい︒それだけに同

ラント解体専門︒特殊な場所ばか

19
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24

分でもわかっているが︑まだ譲れ

25年もの間、建機を操り続けてき
た山本氏の手。
「あと10 年はこのまま現場をやり
たい。でも若い人も育てていかな
いとな。やっと現場を任せられそ
うなヤツが出てきたんだよ
（笑）
」

25

オペレータ歴
25 年

建 機を支える司 令 塔

70

【岡山県・岡山市】

平林金属株式会社

やまもと・まさる 長崎県出身。中学卒業後、電気工となるが、両親が転居した岡山県に移り、
23 歳のとき、平林久一社長の下で働き始める。ダンプの運転手からスタートしたが、
会社そのものがリサイクル業に移行するに伴い、解体作業専従となり現在に至る。53歳。

常 陸 那 珂 工 場・発
ば︑大きさが２ｍ 近くあるリング状

後工程の歯車研削盤によって︑仕

直径２ｍ にもおよぶ
巨大なギアの歯にさえ
求められるミクロンの精度︒

世界の需要増大に応えるため︑
上げの精度が ミクロンの単位ま

の加工機より高精度︑高機能な加

この精度を確保するため︑従来
チェックも極めて厳重だ︒

とがあるため︑研削後の焼き割れ

は高温になって〝割れ〟が入るこ

年︑大型ダンプ 台／年のキーコ
工機をメーカーと開発︑同時に生
その内歯をカットしていくのは

産性向上もはかられ︑約３割の加

生み出す動力を各部に伝える重要
用のギアリング︵内歯︶たった１つ

を維持するため︑例えば走行装置
ピニオンカッタがメンテナンスさ

するため︑多いときで１日 個の

のミクロン精度︒その精度を維持
５５００を例にとると１３２個︒

に使用されているギア数は︑ＥＸ

ー歯車〟に求められるのは１ケタ

﹁ ピニオンカッタ﹂︒この〝マスタ

なパーツ︒そのため日立建機では
を製造するのにも︑ギアシェーパ
加工時間がかけられている︒４〜
たった１つのギアに費やされる

歯にもおよぶ︒だが︑その﹁ 歯﹂

総歯数に至っては︑実に４１４０

大型クラスに限らず︑ほとんどの
耐久性を高めるために︑ギアに
でも︑不具合が生じることは決し
て許されないのである ̶̶
︒

前号に続き︑建設現場で若者の

の正四角錘である理由︑使用され

から想いつくままに答え︵ 感
= 性︶
を想像︵ 発
= 揮︶してください︒
一辺が２３０ｍ ・高さ１４７ｍ

設業に従事する人なら︑次の問い

ったのか ﹂と感 じる 中に あって︑建

くします︒誰しもが﹁どうやって創

☆

性教材であると言えるのです︒

ンプル・イズ・ベストな最高の感

時に建設業従事者にとっては︑シ

が解けない神秘の魅力があり︑同

としているのか ̶̶
ピラミッドに
は︑シンプルがゆえにいまだに謎

不可能な建造物が何を発信しよう

を使わずして同一条件で創るのは

余裕と感性が必要です︒言い換え

方面から眺めようとすれば心には

す︒一つの物事を判断する際︑多

があり︑同時に感受性もあるので

中にこそ︑創り手が発信する感性

いつも私は思ったりします︒

喜びとはいかほどのものか⁝⁝と

ピラミッドから学ぶ
建設業従事者としての感性︒

技術と時間︒１台の油圧ショベル

で３年間学ばせたのでは﹁追いつ
けない開き﹂が出るように︑感性も
また環境に大きく左右されます︒
感性の芽を育てる一環として︑

魅力である﹁感性﹂を膨らませる

た石の数や総重量︑杭の無い地盤

早く身に付けようとするなら︑春

ものではありませんが︑手っ取り

感性とは︑簡単に教え︑学べる

育ちません︒

なの⁝⁝﹂では︑感性はまったく

間で創ったと聞いて︑
﹁へぇ︑そう

とラクダと灼熱の太陽の下︑ 年

頂上まで積み上げる方法 ̶̶
︒
今から４５００年もの昔に砂漠

ネルを通行する時︑ここで働いた

が伝わって来ます︒例えば車でトン

ており︑それがいかに深いものか

は大勢の職人さんの心血が注がれ

建設現場で創り出されたモノに

く一曲があるように︑心の中に余

誰の胸にも魂を揺さぶり心に響

られる︑とも言えるでしょう︒

受け入れられるかどうかで見極め

物が発信している創り手の感性を

☆

夏秋冬︑日常生活の中で一流のモ

れば建築物の良し悪しは︑その建

ノにこだわることから始めてみる
気持ちは常に〝頂点に立つチャ

分間に 個かつ 年間積み上げ

個が平均３トン
︵車 台分︶
の石を

２５０万個以上も石があり︑１

利用者に感謝されるモノを残した

日々苦労されたのだろうと思うし︑

人達は長い間太陽を見る事もなく

り育てたいものですね︒

ゆっくりと味わい︑感性をじっく

裕ある空間を膨らませて︑それを

20 2

潜んでいます︒その﹁一流品﹂と

ばれている作品には優れた感性が

といったもののなかで﹁一流﹂と呼

伝統・芸術・人物・絵画・音楽

しかも︑石積みの接着にはセメ

仕事量の分析に目が向きますか？

が必要⁝⁝等︑建設業ならではの

万㎥︵ピラミッドの３倍︶の盛り土

ロープが必要で︑それには８００

上まで石を運ぶために１・５㎞のス

新人を優秀な集団に飛び込ませ

現在の我々が︑測量機械・巻尺

刃物も無い時代の工事の話です︒

ントもなく︑石を切り揃える金属

て 年間修行させるのと︑
Ｂクラス

から始めるのです︒

凡庸な作品との差が︑一体どこか

る工程表が頭に描けますか？ 頂

2

ら涌き出ているかを垣間見ること

するように心掛けます︒

1

ことです︒
ンピオン〟の目線から物事を判断

20

を提供できるでしょうか︒

モノを創り上げるひたむきさの

工事現場でヘルメットを被り︑
で沈まない理由︑正四角錘の精度︑

ための話をしましょう︒

鉄筋や建機に立ち向かっている若

私は講義で﹁ピラミッド﹂の話をよ

1

20

５ 時間で加工できる外歯でさえ︑

20

者に︑どうすれば感性を育てる場

現場、
大好き!

は極めて高い精度が必要だ︒例え

ギアを自社製作している︒
れている︒

とはいえ︑その高い精度・品質

工時間短縮が実現された︒

ンポーネント
︵主要部品︶を生産す

で高められる︒さらに︑研削時に

10

る能力をもつ新たな生産拠点だ︒

60

ーと呼ばれる歯切盤で 時間もの

て︑
﹁ギア︵歯車︶
﹂はエンジンが

キーコンポーネントの中にあっ

60

の超大型油圧ショベル１６５台／

の内歯に許される歯形の誤差は︑

上：歯のカットを行う前のギアリング用部品。
下：ピニオンカッタ
（中央）
で内歯を加工していく。

昨秋から稼働開始した日立建機の

取材・文／増田祐二 撮影／小島真也

１００分の６㎜＝ ミクロン︒

日立建機

﹁常陸那珂工場﹂は︑１９０ｔ 以上

数字で
見る
福本悟美の

20
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Data of Hitachi-kenki
元・現場監督の熱血コラム

1

ふくもと・さとみ
有限会社アンダンテ総合企画・代表取締役。一級建築士。
施工図作成の請負い業務のほか、安全講習の講師として全国を忙しく飛び回る。
著書に、長年にわたる総合建設会社での現場監督経験を生かして
現場からの視点で描いたエッセイ「建設現場の子守唄」
「建設現場の風来坊」がある。
■ホームページ = http://www.d2.dion.ne.jp/˜andante2/

上：外歯のギアをカット
する工程。中：研削後に
焼き割れをチェック。下：
常陸那珂工場の内部。

本コラムのバックナンバーが【WEBティエラ】に掲載されています。
イラスト／市川興一

29日必着）
。

リニューアル記念

建設機械でも火災が発生しています!!

正解者の中から抽選で賞品をプレゼント

本誌では、皆さまにより多くの情報をお届けするために今号よりページ数
を増やし、誌面のリニューアルを実施いたしました。製品の稼働事例はじ
め、
業界の動向や経営に関するヒント、また読み物として楽しんでいただけ
る記事など、これからもより一層、皆さまにお役立ていただける誌面づくり
を目指していきます。今後ともご愛読のほど、宜しくお願いします。
リニューアルを記念して、クイズに正解いただいた方の中から抽選で各３
名様に、本誌14ページにも登場いただいた経営コンサルタント・降籏達夫
氏の著書『今すぐできる〜建設業の原価低減』
（日経ＢＰ社・刊）、クローラ
クレーンSCX500のミニモデルをプレゼント致します（どちらかご希望の賞
品をお選びください）
。なお、
リニューアルに関するアンケートへのご協力も
ぜひお願いします（応募締切り=11月30日必着）。）。

問題

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。
①表紙
②ニッポンの新光景
③巻頭特集『Do It Yourself!』
④業界動向：産業廃棄物処理業者への第三者評価制度
⑤クローラクレーン SCX2000-2 稼働事例
⑥業界女神変身図鑑
⑦経営ヒント：原価低減のためにまずやっておきたいこと
⑧ WEBカメラによる遠隔モニタリングシステム
⑨原寸大 手のひらCOLLECTION
⑩数字で見る日立建機
⑪コラム「現場、大好き！」
⑫建設機械の火災事故について
⑬日本建設機械工業会からのお知らせ

3名

本誌のキャッチフレーズは
「日立建機 ◯◯◯◯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」。
さて、◯◯◯◯に
入るのは？（ヒント：表紙をご覧ください）

［ ］
［ ］
［ ］
［ ］
［ ］
［ ］
●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）

・グループ
・ファミリー
・ネットワーク

リニューアルした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。

3名

良い：

［前号の答え］
「ブラジル」
［プレゼント当選者］写真集『キッズフォ
トグラファーズ』

良くない：

鈴木 勉様（北海道帯広市）
／藤田正昭様（愛知県名古屋市）
／豊田守信様（石川県白山市）
澤本公就様（兵庫県丹波市）
／白井義樹様（香川県観音寺市）ほか15名様

ご応募はこの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。

※インターネットでも応募受付中!
クイズの答え

ご希望の賞品

ご勤務先名称

年齢

（ふりがな）

□単行本『今すぐできる〜建設業の原価低減』
□ミニモデル SCX500
所属部署名

お名前

男
歳

女

電話

役職

住所

まるで鉄のかたまり。頑丈そのものの建設
機械が燃えるなんて信じられませんが、建設
機械でも火災が発生しています。
建設機械には軽油や作動油、エンジンオイ
ル、ギヤオイル、グリースなどの石油製品が使
われていますので、火災の危険は常にありま
す。つきましては、お客様の大切な資産（財産）
である建設機械を火災から守るため、
日常・月
例点検や年次検査などの定期自主検査を励
行いただき、不具合が確認された場合は、機
械の使用を即時停止して速やかに適切な処
置を施すなど、常に正しい維持管理を行うこ
とをお勧めいたします。

油圧ショベルの火災発生には、
次のような事例があります。
事 例１

事例2

高圧ホース
の破損部から
漏れた作動油がエ
ンジンルーム内に噴霧さ
れ火災が発生。油圧ホース
が損傷して小さな穴から作動
油が噴き出すときは、霧状に
なって引火しやすくなり、高温の
エンジンルーム内に飛 散した場
合などには燃え出す原因となり
ます。ホース類に損傷箇所が確認
された場合は速やかに交換して
ください。
なお、油圧ホースは目視では判
断できない劣化などもあり、取扱
説明書にも記載の通り「保安 部
品」ですので、定期的に交換さ
れることをお勧めいたします。

エンジンルーム内の排気管・マ
フラー部からの排気ガスの漏れ
があり、漏れた高温の排気ガスが
エンジンルーム内の可燃物に引火
したと推定される火災発生があ
りました。稼働時、エンジンルー
ム内は高温になり、特に排気管部
は 約 300 ℃〜450 ℃、マフラー
部は約150℃〜300℃と高温に
なりますので、排気ガスの漏れな
どが確認された場合は、速やか
に最寄りの支店・営業所に
ご連絡の上、
適切な処置
をしてくだ
さい。

事例3

事例4

バッテリ端子のカバーが外れ
ていて、そこにグリースガンが接
触。ショートによる火災が発生。
このほかにも、電気火災の原因と
して配線のショートによる火災事
例などもありますので、各部点検
の際には電気配線の被覆状況や
端子の緩みなどもご確認いただ
くと共に、バッテリの格納部には
可燃物や工具などを置かないよ
うご注意下さい。

キャブ（運転室）
とエンジン建
屋（エンジン室）のスキマに 枯
葉 などが堆積していて、焼却炉
から飛 来した火の粉により引火
し火災発生。つきましては、機械
全体（特にエンジンルーム内）の
清掃を励 行いただき、可燃 物が
見つかった場合は速やかに取り
除くなどの処置を行って、未然に
火災発 生を防止いただくようお
願いします。

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）

〒
※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://www2.hitachi-kenki.co.jp/policyindex.html

ご声援ありがとうございました！
〜中山由起枝・北京五輪4位入賞〜
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日立建機では、来たる10月
（日）
と27日
（月）
の両日、愛
26日
媛県今治市「今治新都市第２
地区」にて開催される「2008
森林・林業・環境機械展示実
演会」に出展いたします。日立
建機ブースでは、多くの林業
機械を展示し、木材の集材か

ら枝払い・玉切、木材破砕機
によるチップ化などの実演を
行います。是非ご来場の上、
当社製品をご覧いただきます
ようご案内申し上げます。
※詳しくは日立建機のWEBサイト
（http://www.hitachi-kenki.co.jp/）
、
トップページ右段にある「展示会・キャ
ンペーン情報」
をご覧下さい。

開催日：平成20年10月26日
（日）
・27日
（月）
場所：愛媛県今治市「今治新都市第2 地区」
出展予定機

北京オリンピック・クレー
射撃女子トラップ競技に出場
した日立建機の中山由起枝
選手は、8月11日に行われた
試合で 4 位入賞を果たしまし
た。同日に予選を勝ち抜いて
決勝に挑んだ中山は、途中 3
位タイまで進んだものの、銅
メダルをかけて争われた決定
戦の末、惜しくも4 位。あと一
歩でメダル獲得でしたが、オ
リンピックの舞台で大いに活
躍することができました。皆
さまからのご声援、本当にあ
りがとうございました。

「2008森林・林業・環境機械
展示実演会」出展のお知らせ

木材破砕機：ZR125HC 木材チッパ：ZR30FC
ミニローダ：ML45（参考出品）
ミニショベル：ZX40U（グラップル仕様）
油圧ショベル：
ZX75USBL（グラップル仕様／プロセッサ仕様）
ZX135USBL（グラップル仕様／プロセッサ仕様）
ZX130L（スーパーロングリーチマン仕様）
フォークリフト：FD25T ヒンジドフォーク付き

= 予防保全のポイント=
火災発生の事例に対する予防保全として、次の事項を実
施願います。

バッテリ周辺に工具やオイルの缶などショ
ートしやすいものを置かないでください。ま
た、油の付着したウエスや軍手などもショー
トが発生した場合、火災発生の要因となり
ますので、可燃物はバッテリ周辺に置かな
いでください。

ポンプ室内の高圧ホース油漏れの有無およ
びエンジンルーム内の燃料・オイル系のホー
スからの燃料・オイル漏れの有無を確認い
ただき、漏れがあった場合は速やかに交換
してください。

エンジンルーム内に枯葉やウエス、木屑など
の燃えやすいものがあると発火の要因となり
ますので、清掃の励行をお願いします。また、
油脂類（作動油、燃料、オイル、
グリース）など
が機械各部に付着している場合も同様に清
掃を行って油脂類の除去をお願いします。

ホースや電気配線の固定クランプは、振動
や錆びなどで緩み・脱落などが発生したり、
振動で被覆が破れたりする場合があります
ので、点検時に不具合が確認された場合は、
速やかに適切な処置をしてください。

放火による火災も発生している状況にあり
ます。消火器の装備や火災保険に加入され
ることなどもお勧め致します。

※日立建機では、お客様のご要望により、「セフティセミナー」や「メンテナンスセミナー」などを開催しており、セミナー内でも「火災予防について」のポイントについて
ご説明しております。ご要望がございましたら最寄りの支店・営業所にお問い合わせください。
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