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
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
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WEB ティエラ

検索

ティエラ
テ

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。

4

巻頭特集

野球盤は
永久に不滅です
8

稼動現場レポート

大型フォークリフト
FD430
日本郵船株式会社

10

原寸大 手のひらCOLLECTION
畑佐興業株式会社

横井直数氏
12

業界動向最前線

木質バイオマスの今…
なぜ岩手県は木質バイオマス先進県
になれたのか̶̶

14

今すぐできる経営改善

【商品力】
強みを生かす商品を創る

16

Business Impression

時代に即応した経営戦略を
機械力と人間力で実現
自動車リサイクル業の
「現在進行形」
有限会社しのぶや

photograph by

管 洋志

18

業界女神変身図鑑
昭栄金属株式会社

諸田光代さん
20

数字で見る日立建機

58台
21

復興、そしてこの先の未来へ

たくさん食べられますように…

22
琉球在来豚「アグー」
もその１つ。チラガー
（面皮）
、
ミミガー
（耳

アグーとあぐー

03

目指す生産者の研究の賜物だ。それでもJAおきなわが指定する

皮）などが食卓に並び、沖縄では「鳴き声以外に捨てるところが

農場でしか生産されておらず、すべて消費者に公開された状況

ない」
とされる豚肉。その沖縄に古くからいた琉球豚が「アグー」

の中で飼育されている。

だ。だが「アグー」と、写真の「あぐー」が異なるのを知る人は、

振り返れば、高度成長に伴う大量消費時代が続く中、あらゆ

そう多くないだろう。琉球在来豚「アグー」は小型で出産数が低

る生産現場は合理化を追求し、生鮮食品でさえ、まるで工業製

偽装表示や異物混入など、食の安全を脅かす事件が引きも切

い。加えて成長速度が遅く飼育が非常に難しいため、純粋種は

品のように生産されるようになっていった。かくして国内外の、顔

らない。輸入食材への不信とも相まって、食料自給率の低下を危

希少価値になっている。 幻の豚 とも言われる所以だ。一方の

の見えぬ生産者によって作られた肉や野菜が店舗に並ぶ……。

ぶむ声も多い昨今だ。

「あぐー」は、アグーの優れた肉質を受け継がせるため、きちん

食に関する事件は、こうした背景と無縁ではないだろう。肉や野

その反動でもあろう、一方では国内産の美味しいものを安心
して届けたい ̶̶という生産者の想いから、肉や野菜など生鮮

と個体管理された純粋種の特性を持つオスのアグーと、西洋種の

菜のブランド化は、かかる流れへの心ある生産者たちの抵抗で

メスを掛け合わせて作られた F 1 と呼ばれる一代雑種の県産

もある。確かに価格は高め。だが高く売れるから飼育に手間も

食品のブランド化が進む。

ブランド豚。アグーの肉の旨味を残しながら経済的な安定供給を

掛けられる。旨味と安心のコストは、そう安くはない。
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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

topics

林業機械でカーボンオフセット
活動を開始
・高機能の農業用温室「建約くん」
・クローラクレーン
SCX900HD-2デビュー
・「2009 除雪機械展示・実演会」
に出展
読者プレゼント

24

コラム

福本悟美の「現場、大好き！」

Tierra Winter 2009

02

東京六大学野球の人気者︑長嶋茂雄が巨人軍に入団した
１９５８年︑エポック社の﹁野球盤﹂が誕生した︒
バネとゼンマイで作られたこのシンプルなゲームは︑
変化球や消える魔球などさまざまな改良を重ね︑
時代と共に進化し︑昨年に発売 周年を迎えた︒

選手の人形は当時のオール
スターの背番号が描かれてい
た。サードはもちろん、
創業者
の前田氏が大ファンの長嶋
選手の「３」
。

手は？﹂と聞かれて︑長嶋茂雄を

手が生まれたが︑﹁一番好きな選

野球盤を生み出したのは︑ジグソー
パズルとビー玉︑バネとゼンマイ︒
年

終戦から 年以上が経ち︑高度

代︑日本は高揚感に包まれていた︒

挙げる人は多い︒華麗なプレー︑

その長嶋が巨人軍に入団し︑プ

多くの人たちに愛された︒

闘志あふれる姿︑明るい性格は︑

たスポーツが﹁野球﹂だ︒

そんな時代︑最も人気を集めてい

経済成長を迎えていた昭和

10

これまでに数多くのプロ野球選
ロ野球での輝かしいキャリアをス
タートさせたのが１９５８年︵昭
和 ︶
︒新人ながらホームラン王と
打点王を獲得し︑その年の優勝に
貢献︒まさに〝ミスター〟の鮮烈
東京六大学時代から︑その長嶋

なデビューだった︒
の大ファンだったのが︑野球盤の
生みの親である前田竹虎氏︒エポ
ック社創業以前︑書籍・文具関係
の会社でジグソーパズルの事業立
ち上げを成功させていた彼は︑当
時から大好きな野球をテーマにし
あるとき仕事場で︑ジグソーパ

たゲームを作ることを夢見ていた︒
ズルの上を転がるビー玉が空いた
ピースの凹みに落ちた︒その瞬間︑
野球盤でアウトやヒットを決める
仕掛けを思いつく︒さらにピッチ
ャーとバッターの動き⁝⁝︒子供
のころからものづくりに夢中だっ
た前田氏は︑試行錯誤の末︑機械
を作る際の基本的な技術であるバ
ネとゼンマイの応用で︑投球とバ
細部にもこだわった︒選手の人

ッティングの仕掛けを形にする︒

形は﹁こけし職人﹂に︑盤は﹁家
具職人 ﹂にそれぞれ製作を依頼︒
いう職人たちの元に通い続け︑つ

﹁おもちゃなんか作れるか！﹂と
いには口説き落としたのだ︒
こうして初めての﹁野球盤﹂が
世に出たのは︑奇しくも長嶋プロ
デビューと同じ昭和 年︒当時の

るという︑当時としては奇想天外

は︑長嶋を野球盤の広告に起用す

さらに前田氏のバイタリティー

たちの憧れとなり大ヒット︒

に相当するにもかかわらず︑少年

価格１７５０円は現在の約４万円

33

な発想も実現させていったのだ︒

左：玩具売場に平積みされた野球盤。少年たちの憧れの的だった。右：出来上がっ
た野球盤を工場から積み込んで出荷するトラック
（ともに1960年撮影）

バネを引いて鉄球を
押し出すことで投球
の動きを表現。初代
野球盤の鉄球には、
ボールの縫い目まで
が刻まれ、細部にも
こだわりが見られた。

04
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野球盤は
永久に不滅です︒

バックスクリーン裏の投球レ
バー。当時はまだ変化 球 機
能はなく直球 1本勝負だが、
バネの強弱で投球に緩急を
付けることはできた。

33

1960年『少年サンデー』18号（上
右）に掲載された広告
（上左）。個
人契約のため、長嶋選手はスーツ
姿での登場。

50

取材・文／坂東治朗 撮影／倉部和彦 写真提供／エポック社

時計や旗、スコアボードが描
かれた、本物そっくりのバッ
クスクリーン。この裏側に投
球をコントロールするレバー
がある。

30

バッターは、
ゼンマイ仕掛けのバットを指で
手前に引き、球が来たところでタイミングを
合わせて指を離して球を打つ。
キャッチャーはマスクやプロテ
クター、
ミットまで細やかに表
現。主審の人形もあった。一
体一 体がこけし職人による
手作り。
※注：写真は 2000年に
発売された、初代野球盤の
復刻版モデルを撮影したものです。

大胆にも長嶋選手を野球盤広告に起
用しようと決心した前田氏。野球盤持参
で多摩川の巨人軍合宿所に通い始めた
ものの、部外者がミスターと会える機会
などまずない。そこへ絶好の機会が訪れ
る̶̶前田氏の熱意を感じていた寮母
さんの計らいで、長嶋選手と話す機会を
得たのだ。実際に野球盤でプレーしても
らいながら出演交渉を直談判すると、長
嶋選手は快く承諾。1959年に広告契約
が結ばれ、以降、ポスターや雑誌の広告
に長嶋選手が登場するようになった。

初代野球盤とパッケージ
（販売終了）
。1750
円の販売価格は、現在で言えば約４万円に相
当。盤は木製で、58㎝四方と現在のものよ
りも大きめ。エポック社創立と同時に発売さ
れ、当初は月産2000台だったが、人気の高ま
りとともに生産台数を増やしていった。

巨人軍の初代マスコット﹁ミス
時代とと も に パ ッ ケ ー ジ も 変 遷 タ
ージャイ アンツ ﹂︵ 上 か ら ２
番目︶や﹃巨人の星﹄の星飛雄馬︵同５番目︶
︑長嶋や原といった当時の人気選手の
写真が印刷されたもののほか︑阪神や中日のモデルもある︒

野球盤の﹁機能改良﹂の歴史で
した︒しかし前田氏は︑それだけ

ート︶を投げられる機能を生み出

消える 魔球にスイッチヒッター ⁝︑
我々を熱くさせた機能の数々︒
最も衝撃的だったのは︑
やはり﹁消
では飽き足らない︒
人 気 漫 画﹃ 巨 人 の 星 ﹄で﹁ 大 リ

える魔球﹂の登場だろう︒
２
̶型﹂
ーグボール２号﹂
︑つまり﹁消える

年︵昭和 ︶発売の﹁
では︑盤面下に装着した磁石を動
魔球﹂が 年︵昭和 ︶に登場︒多

A

誕生から50 年経った今も
野球盤は進化し続けている。

かすことで変化球︵カーブとシュ

34

たちは︑
﹁１イニングに 球まで﹂

ムに水を差す︒そこで当時の子供

だが一方で︑魔球の乱用はゲー

球を野球盤上に実現させたのだ︒

に落ちる〟という手法で︑
消える魔

くして〝バッターの手前で球が下

よう開発担当者に厳命を下す︒か

前田氏は早速野球盤にも採用する

フォームを真似したこの魔球を︑

くの子供たちが高々と足を上げる

44

︶に発売され︑かげりが

72

の高まりといった影響を受け︑本

レビゲームの登場やサッカー人気

だがやがて︑ファミコンなどテ

らに人気を高めていく︒

装置付きのモデルも発売され︑さ

ヒントを得て︑スイッチヒッター

なった巨人・柴田勲選手の活躍に

は︑日本初のスイッチヒッターと

る大ヒットとなった︒また同年に

出ていた野球盤の人気を再燃させ

︵昭和

消える魔球付きのモデルは 年

工夫をこらしたものだ︒

で止めたりなど︑子供たちは創意

ローボールを放って変化球の磁石

いスイング﹂を真似したり︑超ス

﹃巨人の星 ﹄のオズマの﹁見えな

ーを小刻みに何度も引き押しし︑

いう仕掛けになった盤では︑レバ

クションがレバーを引いて離すと

した︒他にも︑バッティングのア

といった独自のルールを決めたり

3

家の野球同様︑ 〜 年代は野球
90

しかし︑長嶋が 年ぶりに現役

盤も苦難の時代が続いた︒

80

︶
︑初
12

呼ぶ︒昨年には誕生 周年を迎え︑

レトロブームに乗って再び評判を

刻版﹂が発売され︑折からの昭和

代盤を忠実に再現した﹁野球盤復

われた２０００ 年︵平成

シリーズで初めてのＯＮ対決が行

時代の背番号﹁３﹂を着け︑日本

25

どのモデルだっただろうか︒

たが最も夢中になった野球盤は︑

魅力といえるだろう︒さて︑あな

野球盤をロングセラーたらしめた

こる偶発性の面白さ︒それこそが︑

グラミングされていないことで起

０万台を超えた ̶̶
︒
バネとゼンマイで作られ︑プロ

いまや野球盤は累計販売数１１０

50

06
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59

「野球盤AＭ型」
（ 当時価格3000円、販売終
了）
は最も売れたモデル。消える魔球やスイッ
チヒッターに加え、
ワンタッチヒッティングやダ
イヤルカウンターの装置を搭載。発売された
74年は、
「巨人軍は永久に不滅です」と宣言
し、長嶋選手が現役を引退した。
「ビッグエッグ野球盤」
（当時価格9980円、販
売終了）
は、
オートリターン機能などを搭載した、
初の電動野球盤。この年に完成した東京ドー
ムをモデルとした初の球場ライセンス商品で
もあり、球場の様子が忠実に再現されている。
エポック社創立 30周年の集大成。

69

47

野球盤 50周年記念モデルとして08
年３月に発売された「野球盤 ACE（5229
円、消費税込み）
。ボールがバッターの
手元で飛び跳ねる新魔球や、速球や魔
球にも対応できる打撃スタンス切替え機
能など新機能を搭載。

「オールスター野球盤ＢＭ型 魔球装置付き」
（当時価格1650円、販売終了）
。１イニングに
３球しか使えない、見送ればボールなど、独自
ルールを作って遊んだ方も多いだろう。長嶋や
王など当時のオールスターゲームに出場した選
手たちが盤面にイラストで描かれている。
「野球盤人工芝球場AＭ型」
（当時価格 3850
円、販売終了）
。76年に後楽園球場のグラウ
ンドが日本初の全面人工芝になったのを受け
て、盤面の緑色部分が人工芝風になった。前
年に新登場した「連続投球装置」
も搭載。この
モデルで遊んだという人が最も多いらしい。

シュート）
1959 〜 変化球（カーブ、
1965 〜 観覧席
1965 〜 人気キャラクター使用
「鉄腕アトム」が第一号、
トッポジージョ、ディズニー、巨人の星
1972 〜 スイッチヒッター装置
1972 〜 「消える魔球」 装置
少年マガジン連載の巨人の星
「大リーグボール2号」がモデル
1974 〜 ワンタッチヒッチング装置
1977 〜 連続投球装置
1978 〜 人工芝球場
1988 〜 オートランナー装置
1982 〜 スピードガン装置
1988 〜 フルオート ビッグエッグ野球盤、
ドーム元年と言われた年に新発売
1995 〜 ブルースタジアム
2005 〜 アクションフィギュアシステム
守備位置変更機能

野 球 盤 改良の変 遷

れる︒そこで活躍しているのがＴ
ＣＭの大型フォークリフト﹁ＦＤ
トンの実入

りコンテナを上げ降ろし可能なト

４３０﹂︒最大荷重
ップリフターだ︒現在︑ＴＣＭ製
トップリフターは２台配備されて
いるが︑実際の稼動状況を日本郵
船東京コンテナ・ターミナル所長・
勝田秀次氏がこう語ってくれた︒
﹁膨大な量のコンテナのうち︑植

も東京コンテナ・ターミナルは︑

るターミナルに集結するが︑中で

だ︒コンテナ船は日本に３カ所あ

本と海外との物流を支える会社

ている︒まさに貿易立国である日

さまざまな物資の輸出入を手がけ

から原油︑鉱石などに至るまで︑

有し︑食料品や日用品︑電化製品

ープは１２５隻のコンテナ船を保

会社・日本郵船株式会社︒同グル

展開する︑我が国を代表する海運

サービスをグローバルに

ークにより︑きめ細かい

界最大級の航路ネットワ

全装置が当時から装備されてお

や落下を防止するダウンロック安

りました︒リフトの３段階モード

アを有していて︑豊富な実績があ

械ではＴＣＭがすでにトップシェ

年前ですが︑当時から大型荷役機

最適な機械︒導入を図ったのは

の差し替え作業を行うのにまさに

機動性は抜群︒短時間でコンテナ

の点︑ＦＤ４３０の荷さばき性能・

りわけ機動力が求められます︒そ

置場もいろいろ指定があるのでと

られたエリアで動き︑コンテナの

その積み降ろしがメイン作業︒限

検場へ搬送します︒ＦＤ４３０は

物検疫が必要なコンテナは一旦植

総面積 万５０００㎡と日本最大

世

35

級︒東京ドーム６個分の広大な敷
決め手でしたね﹂

り︑その信頼性と安全性が導入の

マイズはもとより︑こうしたアク

の構造が優れているといった部

つねにユーザー視点でそれを開花

長年蓄積されたノウハウを持ち︑

︵山下氏︶
材・部品の信頼性が高い点が挙げ

技術者が来社して問題点や改良点

のランニングコスト比較まで︑〝

られる︒産業機械メーカーならで

をディスカッションする〝技術委

年使用〟を前提にシミュレーショ

ＴＣＭは︑
させ対応していく ̶̶
こうした〝モノづくりメーカー〟と

り上げ装置︶の頑健 さもＦＤ４３
員会〟も定期的に開かれています︒

ンした結果︑ＴＣＭ製品の評価が

はの〝確かな作り込み〟こそ︑他
０の特筆すべきポイント︒耐久性
ときには新機構の開発などを共同

最も高かったわけです︒イニシャ

してのマインドが脈々と受け継が

が高く︑リフトスピードはトップ
で行うこともあり︑こうしたフロ

ルコストが安いだけでは導入には

れていると山下所長は言う︒

クラス ︒オペレータの視界も きち

ンティア精神ある企業姿勢も高く

社にはない大きなアドバンテージ

ラックが入りにくい︑スプレッダ

稼動実績があり︑シェアもナンバ

= 万個分︶

スプレッダ︵コンテナ専用の吊

地内では︑年間 万ＴＥ ︵ フ
ィートコンテナ換算
の取り扱いが可能︒
フィートコン
テナ１万４０００
個が保管可能なヤ
ードでは︑荷役業
務が 時間作業で
たゆみなく続けら

稼動現場にも足を
運び︑自分の目で
能力を確かめて決
当時︑ＴＣＭの

定しました﹂
トップリフターは
日本で 台以上の

勝田秀次氏

ションも非常にスピーディですね﹂

山下寛義 氏

10

「ヤードには90人のオペレ
ータが従事しており、
そのう
ち20名がFD430を操作し
ています。機械にとっては24
時間365日体制での重作業
が続きますね」
「 FD430導入の決め手は、
ランニングコストを含めたト
ータルコスト削 減に大 幅な
貢献ができる点。現場の意
見を採り入れてくれる企業姿
勢も高く評価しています」

20

ーワン︒その理由は︑リフトにク

日本郵船
東京コンテナ・ターミナル所長

U

だったわけだ︒

んと確保されている︒東京コンテ

評価できることから︑ＴＣＭは信

整備事業所所長・

65

の 性 能 比 較 を 同 条 件 で 行い ま し

ナ・ターミナルでは︑植物検査対

踏み切れません︒いかに長く︑経
トがＴＣＭ製品の場合︑他社より
選定の決め手でしたね︒もちろん

山下寛義氏が︑

東京コンテナ・ターミナルは日本郵船が有する
３大ターミナルの１つで、東京ドーム６個分の敷
地を誇る。首都圏を控えたバースのため、食品
などが収容された温度設定可能な「リーファー
コンテナ」の取り扱いが多い。

た︒安全性・頑強性はじめ︑導入後

象コンテナの積み降ろしが１日平

頼できるパートナーだと思ってい
技術性能もさることながら︑導

約 ％も削減できるという結果が
書類上の考察だけでなく︑実際の

る 状 況 で す が︑

当時の経緯を語

にあたり︑実は

日本コンテナ・ターミナル
東京整備事業所所長

65

﹁ 年使用を目処にしていました

均 個︑多忙時には１５０個以上

済的に使えるかというメンテコス

入時に大きな優位点となったのが
保守メンテナンスにかかる予想費

ＦＤ４３０は実

ってくれた︒

メーカー４社の

10

﹁実際︑ 年使用してみた結果︑

頑強さとプロ好みの操作性を誇り︑
日本を代表する海運大手に寄与する︑
トップリフター﹁ＦＤ４３０﹂
︒

【東京都・千代田区】

用だ︒これに関し︑日本コンテナ・

にタフです︒ま

ーへの支援体制

27

50

日本郵船株式会社
ます﹂︵勝田氏︶

におよぶという︒そのハードワー
クに応える頑健さと機敏さ︑安全
性を併せもっているのだ︒
﹁ フィートコンテナの積み降ろ

たアフターケア

﹁ 年前の導入

ターミナル東京

をはじめユーザ
もしっかりして

べ︑ ％どころか ％も軽減され

メンテコストは当初の見積りに比

使います︒今もなお︑オペレータ

が︑ＦＤ４３０はまだまだ現役で

10

頑強で荷さばき性能に優れる大

たちから何らクレームが出ていな

型フォークリフトＦＤ４３０︑そ

いのが何よりの証しでしょう﹂︵山
うした実績を土台に２号機を導入

れは〝プロの眼にかなう大型港湾

ています︒また経年劣化して交換

しましたが︑さらに改良が加えら

機械のスタンダードマシン〟とい

が必要になった部品も︑部品コス

れており︑機能的にもコスト的に

えるだろう︒

下氏︶

も︑より製品力が向上しています︒

ト自体が安いのが大きな利点︒こ

40

私どもの意見を取り入れたカスタ

港湾荷役には欠かせないトラン
スファークレーン。ＴCMは、地 球
温暖化対策・省エネ・排ガス低 減
を可能にするハイブリッド式の最
新モデル１号機を同ターミナルに
納入した。コンテナの巻き下げ時
に発 生するエネルギーを
「電気二
重層コンデンサ」に蓄積し、
このエ
ネルギーを巻き上げ時に再利用す
る。これにより、発電用のエンジン
を小型化することができ、燃費の
40％以上削減を実現。燃費向上
により、環境負荷の低減にも寄与
する。さらにオペレータの意見を反
映し、吊り下げ時にやさしく止まる
セルフストップ機構も採用。

30

「植検貨物の出し
入れはスピード感
が 勝負。1日100
個を扱う日もあり
ます。FD430は
他 社機と比べて
レスポンスが早く、操作がしやすい
ので気に入っています。またスプレ
ッダの構造が２号機でさらに改良
され、視界がより良くなったことで
位置取りも楽になりました。もう少
しエンジンパワーがあれば満点です
が、港湾業務は 安全第一 なので、
これくらいがちょうどいいかなと思
っています」

ま
しを 年間休みなく続ける ̶̶
さに酷使してい

佐藤 忠氏

10

取材・文／古幡政樹 撮影／小島真也

トップリフター

オペレータ歴10年

20

稼動現場
レポート
おり︑ＴＣＭの

自分の意のままに操れる
レスポンスの良さ。

8
Tierra Winter 2009
※本製品に関するお問い合わせ先：TCM株式会社 03-3591-8171
Tierra Winter 2009

9

10

24

ＴＣＭ／大型フォークリフト
10

30

トランスファークレーンも
ハイブリッドの時代。

日立建機グループ

FD430は同ターミナルの入口エリアで
活躍する、いわばシンボル的な存在。
40フィートコンテナ５段積に対応し、
トップクラスのリフトスピードとオペレ
ータに優しい機能性と安全性、耐久性
を備えた「プロ好み」のマシン。

70

40

ケットの底を使ってひとなで︒

効率にこだわ り続けた経験則から
導き出した 度のレイアウト︒
腕一本で 信頼を勝ち取る︒
愛知県・春日井市の境に広がる

多くのダンプがせわしなく出入り

後の茶色の山々が周辺に広がり︑

さんは︑今まで見たことがなかっ

も丁寧に作業を進めるオペレータ

﹁こんなに早くスムーズで︑しか

の技術スタッフが一言︒

一連の操作を見ていた日立建機

を繰り返している︒昨年１月から

小牧大草工業団地︒木を伐採した

今年の３月まで︑ここが横井直数
たですよ﹂
●

だが父親が亡くなったことをきっ

に入った︒仕事は電話線の埋設︒

歳で父親が経営する﹁津島屋﹂

滑り込んでいく︒荷台に積み込む
かけに畑佐興業に入社

も︑ダンプ周辺にこぼれることな
番弟子﹂となった︒

合った︒やがて︑周囲も認める﹁一

１歳年上︒年齢の近さもあり︑話が

だいたい半年から１年かかるもの

っていくわけです︒一つの現場は

とともに︑また毎日︑景色が変わ

﹁山を削るじゃないですか︑時間

待って︑並んでいるからね︒その

は﹃ダンプを止めるな ﹄
︒ダンプも

がらない︒だから意識しているの

﹁自分だけがよくても︑効率は上

す︒難しい現場？ ないですね︒
で信頼関係を作るには協同作業を

となれば接点は少ない︒そんな中

自社の社員であれ︑現場作業中

流れを止めちゃいけない﹂

敢えて言えば︑高いところ︒ 年

りながら︑その変化を楽しむので

ばかりだから︑油圧ショベルを操

よこい・なおかず 愛知県出
身。27歳のときに畑佐興業株
式会社に入社。オペレータと
してのキャリアは 30 年。畑佐
社長の信頼も厚く、現場監督
として同社の中枢にいる。写
真からも伝わるように、温和
な表情通りの人柄だが、以前
は建機営業マンも声をかけら
れないほどの強面だったとい
う。58歳

前にやった春日井の最終処分場は
た中︑早さと手際の良さでダンプ

通じてでしかない︒そんな限られ

て︑積むものをすくいやすい高さ

ようダンプの荷台の高さに合わせ

フロントに無駄な動きをさせない

だと言う︒
効率を上げるか ̶̶
﹁まずは機械の足場を整理する︒

明したら︑あとは自分の作業に集

︒
りなし︒だが当の本人は ̶̶
﹁朝︑みんなにその日の仕事を説

取材中も部下からの連絡がひっき

は常に携帯電話のイヤホンをはめ︑

横井氏は︑オペレータをしなが

にしておくこと︒それもダンプの
中する︒昼に現場を見て回るくら

ろいろあるだろうが︑荷台と接触

いちばんいい︒角度の言い分はい
けれど︑その時で終わり︒

り口は出さない︒言うときは言う

い︒余程のことがない限り︑あま

のズレが油圧ショベルの旋回角度

は無駄となる︒わずかな進入角度

で止まってしまえば︑事前の用意

ダンプが深く進入したり︑手前

僕らは常に１つのチームだからね﹂

明るく和気藹々とした現場が理想︒

朝の挨拶ひとつとっても大切だし︑

動かすのは同じ人間たち︒だから

います︒機械は日々進化しますが︑

経験からきた自分流の角度だ﹂

のズレを生み︑時間のロスとなる︒

我々は機械を使って仕事をして

する危険を考えたら 度が最良︒

ら現場監督も任されている︒耳に

位置から 度のところにあるのが

常に意識しているのは︑いかに

ここはねぇ︑怖かった︵笑︶
﹂

の運転手から信頼を得ていくのだ︒

近くに ｍ の高さの崖があって︑

10

氏の現場だ︒
横井氏が操るＺＸ３３０ ３
̶に

のは山を崩して出てきた砂︒大き

向かって︑ ｔ ダンプがバックで

なバケットに山盛りになった砂が︑
ことだった︒

̶̶歳の

豪快に荷台を埋めていく︒

面識があった︒それまで山砂や骨

以前から︑社長の畑佐博氏とは

﹁この人と仕事をしたい﹂

材を納入してもらっていたからだ︒

フロントの動きはコンパクト︒

﹁２分はかからない︒１分半かな﹂

度︒バケットに大盛りといえど

ダンプに対して︑旋回はきっちり

く︑荷台へきれいに収まってい

事そのものも︑今までやっていた

く︒一連の複合動作は極めてスム

ものと規模が違う︒道路と山︒山

﹁社長は人としても大きい人︒仕

トの高さも絶妙だ︒

ーズ︒荷台の上に来た時のバケッ
﹁若い人は旋回して荷台の手前に
畑佐興業の主な仕事は造成工
事︒山を崩し︑整地していく︒開

が大きくてね︑楽しかったですよ﹂

発が進む中︑仕事をしているとい

来ると一度バケットを上げ︑それ
無駄でしょ︒２倍違うとは言わな
う手応えを感じることができた︒

から空けている︒それでは時間が

そして荷台にできた〝山〟をバ

90

27

70

90

90

いけれど︑１・５倍は違うと思う﹂

横井直数 氏
手のひら

19

10
Tierra Winter 2009
Tierra Winter 2009

11

オペレータ歴
30年

原寸大

10

取材・文／荒川裕治 撮影／永田忠彦

ごつごつとした手を想像していた
が、見事に裏切られた。
「 機 械しか触っていないから、き
れいなもんだよ」

【愛知県・春日井市】
建 機を支える司 令 塔

90

畑佐興業株式会社

新興国の経済発展などにより世界規模で資源争奪が激化している︒
日本は世界に確約した京都議定書の実行を含め︑
早急な﹁脱﹂化石燃料へのシフトが求められる︒
こうした中︑再注目を集めるのがバイオマスエネルギーだ︒
２００２年︑国は﹁ バイオマス・ニッポン総合戦略﹂を打ち立てた︒
だがこれに先駆け︑﹁木質 バイオマス立県﹂を掲げて
岩手県だ︒
国内のバイオマス施策を牽引してきた県がある ̶̶
︒直後の
た京都議定書が採択 ̶̶
岩手県の動きは素早く︑かつ明確

の段階で関係部局が木質バイオマ

エネルギービジョン﹂を策定︒こ

で燃料利用してもらう︒それによ

をペレット化し︑家庭や事業施設

おがくず︑山林にある放置間伐材

製紙用原料工場から出る樹皮や

﹁木質バイオマス研究会﹂
設立︒

本
森林面積約１２０万ｈａ ̶̶
州一の森林面積を誇る岩手県には︑
ス発電の可能性を検討︑研修会や
って未利用資源の活用を拡大︑Ｃ

た問題は他県同様︑深刻を極める︒

高齢化や後継者の人材不足といっ

ストリアを訪問するなど︑木質バ

民間関係者がスウェーデン・オー

して講演会を開催︑その翌年には

からバイオマス協会会長を招へい

な家庭用ペレットストーブが開発

︒
創出 ̶̶
こうした取り組みの結果︑新た

産流通の拡大に伴う新たな雇用も

Ｏ ２削減も期待できる︒さらに生

きさもありますが︑何と言っても
民間と行政がつくった横断的組織
﹃ 岩手・木質バイオマス研究会 ﹄の
存在︑さらに国内で２社︑県内で
唯一︑オイルショック以降も燃料
用木質ペレットを生産し続けた企
業が残っていたことが大きい﹂
と明かす︒渡辺氏が指摘する２
つの組織に重複するキーマンが県

オイルショック時︑代替燃料とし
てペレットストーブとともに全国
普及しかけたが︑原油価格下落で
事業者が相次ぎ撤退していった︒
葛巻林業は国内で初めてペレッ
トの製造販売に成功した企業︒需
要が先細りする中でも県内公共施
設の燃料のために作り続けた︒
﹁顧客がいる限り供給し続けるの

残材利用希望者をインターネット
で結びつける情報サービス事業の
展開や︑林業の機械化推進による
林地残材の効率的なチップ化で︑
燃料チップ産業の確立を目指して
いる︒

ながる︒つまり︑森の整備は﹃林

食糧の問題︑エネルギー問題につ

﹁森の問題は水の問題につながり︑

業業界をどうする﹄とか︑
﹃国を

一本釣りする︒それと異業種の人
をできるだけ集める︒同業だけで
岩手県では現在︑山林所有者と

︵遠藤氏︶
行政と民間の迅速な連携︑しか
も異業種にわたる企業の参加 ̶̶
岩手県が先んじたプロセスから学
ぶものは多い︒

▶

▶

▶

▶

▶

は絶対ダメ﹂

❼︵所有者がＯＫした場合︶取引成立

▶

▶

﹁京都議定書﹂直後の
岩手の動き︒

製紙会社やその原料となるチップ
市町村からのヒアリングを進めて

とりわけ山林に放置された膨大な
イオマス施策の具体的な可能性を

岩手県が描いた絵はこうだ︒

生産メーカーなど林業関連事業者
いる︒翌 年には︑スウェーデン

だった︒国のＣＯ ２削減目標６％

が多く集積する︒だが高まる外国

を上回る８％を掲げ︑ 年に﹁新

材のシェアに加え︑林業従事者の

﹁未利用木質資源﹂
︑すなわち放置
探っていった︒
北・葛巻町に拠点を置く葛巻林業
木質ペレットは 年代の第二次

の代表取締役社長・遠藤保仁氏︒

ペレットの生産工場も４社に増え︑
年に４７５ｔ だったペレット利

１２４台にまで普及︒１社だった

され︑ 年３月末現在︑県内で１

業の明日を占う根源的問題でもあ

された間伐材や枝条の活用は︑林

そこにへ 年︑京都で温暖化ガ

る︒
スの具体的削減目標を各国に課し
用量は 年︑約６倍の２７８３ｔ
まで増えた︒市場拡大に伴う新た
な雇用も生まれている︒
岩手県が木質バイオマスのリー
ダーと呼ばれることに対し︑行政
側として木質バイオマス施策を担
当してきた岩手県農林水産部林業

多さ︑北国ならではの熱需要の大

︑
振興課・渡辺徹氏は ̶̶
﹁本州一の森林面積や林業人口の

独自の燃焼機器を開発するよう掛
け合った︒そして生まれたのが既
述した﹁いわて型ペレットストー
ブ﹂だ︒単に燃焼しやすくするだ
けでなく︑ＦＦ式石油ファンヒー
ターに優る性能を持たせ︑温度管
理︑自動消火など︑先進機能を盛
水を含んだチップ材を燃焼できる

り込んだ︒また大型施設向けには
独自の﹁いわて型チップボイラー﹂

どうする﹄という話ではない︒そ
遠藤氏は岩手が先進県になれた

も開発している︒
ことについて渡辺氏同様︑研究会

いろな業界の人が加わるからこそ

とも感じた︒
帰国後︑遠藤氏は林業関係者や

の存在を挙げる︒一方︑﹁ただ作れ

できる︒そのためにもっと様々な

の地域の生活をどうするべきかと

行政︑大学︑研究機関に働きかけ︑

企業の人に参加してもらいたい﹂

遠藤氏が欧州視察で強く実感し

いうこと︒こういうことは︑いろ

﹁ 岩 手・ 木 質 バ イ オ マ ス 研 究 会 ﹂

ばいいというわけではない﹂とも︒

木質バイオマスの認知度を上げて

たことは︑
〝 出口〟をつくること︒

ではなく﹃これは⁝﹄という人を

﹁こういう組織は︑
〝この指とまれ〟

を立ち上げる︒

〝出口〟を作り︑
異業種が参加︒
研究会の活動は旺盛だった︒バ
イオマス立県の柱になる２００ぺ
ージに及ぶ提案書を当時の増田達

いった︒いつしか研究会メンバー

ＲＯが企画した木質バイオマス先

﹁いくら林業家が集まって良質の

県では山間部の未利用残材の活用を進めるべく、インターネットを
利用した山林所有者と残材利用希望者のマッチングサービスも行
っている。

也県知事に渡す一方︑こまめにマ
は企業の務め︒ただ苦しいのは確

スコミにその活動を情報開示し︑
かだった︒常に何かやらねば林業

は１７０名まで拡大︑うち４割が
県外参加者というボーダーレス組

は駄目になると思っていた﹂

進国スウェーデンなどの視察に参

ペレットを作ってもダメ︒それを

織となった︒

加する︒そこで﹁どれもやってい

消費してくれる人がいないと︒石

木質資源利用希望者

遠藤氏は振り返る︒やがて２０

ることはすごい︒だがペレット生

油ストーブに変わる燃焼機器がな

❻
所有者からの
OK、
NG の連絡
❹
利用希望

▶

❸
アクセス

００年３月︑遠藤氏は県やＪ ＥＴ

産の歴史も技術もウチのほうがあ

いと﹂
遠藤氏らは県の工業センターに

る﹂と確信したという︒ただ﹁木質
トにしていくエンジンが必要だ﹂

バイオマスを県全体のムーブメン

岩手県林業振興課
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98

葛巻林業が生産するバ
ー クペ レット。同 社 の
ペレット出荷は年間約
1600ｔ。灯油 800ｔ分
の燃焼量に匹敵する。

県の木質バイオマス施策を担当してきた
岩手県農林水産部林業振興課・
渡辺徹氏。
「さまざまな施策を打ち出す中、
県民に木質バイオマス利用が根づいた
ことは大きい。とくにペレットストーブは
イメージシンボルでもあります」

80

99

岩手県が独自に開発した「いわ
て型ペレットストーブ」。燃料は
バークペレット、ホワイト、全木
など種類を問わず、燃焼効率も
いい（85％）
。県外でも導入が
増えている。燃料は県内登録
小売店約80カ所で購入でき、
ホームセンターや宅配業者も
参入している。

❷ 情報を
公開

情報提供
システム
ホームページ

❺利用希望の
通知
❶振興局等を通じ
資源の情報公開
を希望

97

07

07

未利用木質資源所有者

なぜ岩手県は木質バイオマス先進県になれたのか ̶̶。
岩手・木質バイオマス研究会
http://wbi.main.jp/

02

未利用木質資源情報提供システム

業 界 動 向 最 前 線

取材・文／佐藤 聡 撮影／鈴木伸之
（クロスボート）

木質バイオマスの今…

バイオマス立県のキーマンの一人、
葛巻林業代表取締役社長・遠藤保仁氏。
「代替燃料の確立は実はエネルギー安保
なんです。岩手が取り組んでいるのも
エネルギー自給のため」
同社のWEBサイト=
http://www.kuzumaki-ringyo.co.jp/

新連載 今 す ぐ で き る 経 営 改 善 ①

厳しい外部環境にありながらも︑
着実に業績を伸ばしている建設会社がある︒このような建設会社は︑
経営の つのポイントである①商品力︑
②営業力︑③組織力︑④人材力︑
⑤財務力 ̶̶
をバランスよく高め︑改善を続けているのだという︒
では︑
この つのポイントを高めるにはどうすれば良いのか︒
﹃ 今すぐできる建設業の原価低減﹄
の著者であり︑
建設業関連の経営コンサルタントとしても活躍する降籏達生氏に毎号︑
実例をもとに解説していただく︒第１回は﹁商品力﹂︒
では成功するためにはどうすれ
ば良いのか︒新商品開発成功のポ
イントとは次の つである︒
① 経営理念から外れていないか
② 既存の経営資源︵人・物・金︶を

て︑損益分岐点の 日２００個を

業だ︒徐々に販売個数が増えてき

そこで 社長は︑食事部門にさ
らに指示した︒
﹁お弁当を売りながら︑建設業の
営業をしよう﹂

戦略・戦術・戦闘︒
建設は︑ゼネコンの下請工事
をすることが多いのだが︑その本
業の新規顧客が増えないのがこれ
までの 社長の悩みだった︒営業
に出かけても︑なかなかゼネコン
の現場責任者に会うことさえまま
ならない︒
そこで︑徐々に取引客数が増え
ていた食事部門に目を付けた︒
﹁建設業で新規営業に行くと断ら
れることが多いけれど︑お弁当の
新規営業は入りやすい︒そうであ
れば︑お弁当販売でおつきあいし
ていただき︑その上で︑建設業の
営業をしよう﹂
社長は︑食事部門の部門長
さんとともに建設業の営業を始め
た︒そしてついに︑食事部門が建
設業の新規顧客を開拓するように
なったのだ︒

N

降籏達生氏

撮影／鈴木伸之

その様子をみていた 社長は︑

夕食の準備となる︒

方現場から帰ってくる職人さんの

しばらく休憩して︑その後は夕

者の昼食作りだ︒

と段落すると︑今度は事務所勤務

の朝食と昼食のお弁当を作る︒ひ

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

しかし 社長は︑食事部門の部

本音だった︒

これが︑食事部門で働く方々の

けなんて⁝⁝﹂

﹁唯一ゆっくりできる昼間まで働

までかかってしまう︒

くから働き︑夜も後片づけに遅く

食事部門で働く人たちは︑朝早

品として売り出そうというのだ︒

建設会社に対するお弁当を新商

たらどうだろう﹂

ら建設現場にお弁当を売りに行っ

までは仕事に余裕があるようだか

﹁朝ごはんを作り終えてからお昼

うに言った︒

食事部門の責任者 さんに次のよ

H

活用できるか

建設は︑とび工

に解説する︒
会社︒ 名近い職人さんを抱え︑
主として大手︑中堅ゼネコンの下
名の職人さんは︑ほぼ全員が

請工事を施工している︒
会社近くの宿舎にて住み込みで︑
そこで三食をとっている︒そのた
め︑ 社には食事を作る部門があ
る︒
食事部門は︑早朝から職人さん

に優しく現場での弁当販売を許可
既存客ばかりでは売上が伸びな

していただくことが多くなった︒

お弁当を作り︑車に積んでいざ

ークレーンが見えると飛び込み営

タッフが女性なので現場事務所の

をやってみようということになっ
出陣 ̶̶
︒
建設の本業は建設業なので︑
まずは日ごろお世話になっている

超えるようになってきた︒

いので︑新規客開発のためにタワ

た︒ 社長は︑既存の食事部門の
業をこなしながら︑さらにそれを
を売らせていただくようお願いを

ゼネコンの所長さんに現場で弁当

スタッフ数を増やさずに調理と営
本業である建設に活かそうという

ったが︑建設現場の担当者は︑女性

した︒最初は慣れない営業に戸惑

戦略を立てた︒
これを受けて部門長 さんは︑
次のような戦術を立てた︒①販売
先は 時間半以内で行けるところ
に限る︑②最盛期７００人の職人

1

N

③ 既存商品の業績に対して相乗効
果があるか

ここでは︑新商品開発に成功し

ある建設会社の事例︒

のため価格競争が厳しく︑それだ
た 建設︵ 社長︶の事例をもと

建設物の需要が減少しており︑そ
けに新商品の開発が不可欠である
が︑容易ではなく︑失敗する例が
事︑土工事を得意とする専門工事

H

後をたたない︒

C

女性事務員にアプローチする︒

■新商品開発の
つのポイント

C

新商品開発を
成功させるために︒
商品力には︑﹁既存商品改善
力﹂と﹁新商品開発力﹂がある︒
建設業の既存商品改善力とは︑建
設物の設計・施工に関して︑Ｑ Ｃ
ＤＳＥ︵品質︑原価︑工程︑安
全︑環境︶を改善し︑付加価値の
高い商品に改善することだ︒
一方︑新商品開発力とは︑既存
商品と異なる価値のある商品を作
ることだ︒
建設業の場合︑既存商品である

門長 さんや働く社員さんに粘り

経営理念から
外れていないか

5

強く話をつづけ︑ついに弁当販売

50

H

数年前までは自社の職人さんの
食事を作るだけだった人たちが︑建
設現場で多くの人たちにお弁当を
売るようになり︑さらには建設業
の仕事を受注するようになった︒
社長の﹁戦略﹂とそれを遂行
する熱意も素晴らしいが︑それに
応えた食事部門の部門長 さんの

建設の事例は︑前述した新商品

の﹁戦闘﹂を讃えたい︒

﹁戦術﹂︑それにスタッフの皆さん

N

C

H

既存商品に対して
相乗効果があるか
既存の資源を
活用できるか

50

C

H

N

現場事務所

開発成功の つのポイントを見事

の売上を常に ％確保することが︑

年以内に新規開発した新商品

●

ることができた︒

事業である建設業の販売促進を図

↓お弁当の営業を通して︑既存

るか

③既存商品に対して相乗効果があ

資︑人材採用を行っていない︒

最大限活用し︑さらに新規設備投

↓既存の厨房と調理スタッフを

②既存の資源を活用できるか

る﹂を達成している︒

﹁建設を通してお役立ち企業にな

通して支援することは︑経営理念

↓建設現場に対して︑お弁当を

①経営理念から外れていないか

に踏まえている︒

3

3

5

戦闘

H

H

1

さんが働く現場に限る︑③販売ス

おいしいお弁当です
現場で売らせて下さい
女性スタッフ

C

3

N

3

強みを生かす商品を創る

戦術

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。昨
年出版した著書『今すぐできる建設業の原
価低減』
（日経BP社刊）
が好評。
http://www.hata-web.com/

欠かせない︒新規事業開発の つ

企業が継続して発展するためには

10

①1時間半以内の現場を狙え
②700人以上の現場を狙え
③女性事務員さんがターゲッ
トだ
N部門長

C

H

〜弁当 作りを
建設に活かす〜

︻商品力︼

建設現場でお弁当を売って本業に活かそう

のポイントに注意しながら︑新商
品開発に挑戦していただきたい︒
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Tierra Winter 2009
Tierra Winter 2009

15

3

戦略
H社長

【栃木県・那須郡】

有限会社しのぶや

車両は﹁コスト﹂をかけて仕入れ
員は︑こうした指示を自ら積極的

がある︒平均年齢の若い同社の社

るため︑近隣の顧客が求めている

るものへ変わった︒しかし資源需
イゼン〟提案が社員同士で協議さ
中古部品を仲介して販売すること

を翌年に控えたこの年︑同社は大

れるほか︑直近の各々の作業ノル

に行動に移している︒自主的な〝カ

上げ︑経費をかけて仕入れてでも
マをホワイトボードに一覧書きし︑

要の伸びがスクラップ価格も押し

﹁法の施行で自動車の流れが大き
採算は合うようになり︑大量仕入

そ５００社へ拡大している︒

廃棄車両の仕入れ先は現在︑およ

０㎞ にもおよび︑ 社前後だった

を振り返る︒営業範囲は半径２０

代表取締役・小林達也氏は当時

積極的に営業を行いました﹂

小さな整備工場や板金工場まで︑

取引していないような山奥にある

す︒台数を確保するため︑大手が

００台の扱いを目標に掲げたんで

﹁社員の動きも効率化させていま

一気に機械化させた︒

ス機に投入するまでの最終行程を

の取外しからマテリアル別にプレ

作業行程に位置づけ︑大きな部品

作業での選別解体を完了した後の

印となるよう電動式を採用し︑手

この時期だ︒環境企業としての旗

た︒自動車解体機を導入したのも

成のための事務員も増やしていっ

う人員︑適正処理を証する伝票作

両の運搬や解体時の選別作業を担

処理台数の増加に伴い︑引取車

自動車リサイクル事業協同組合で

﹁当社が加盟しているＮＧＰ日本

トを利用して全国の顧客に届ける︒

益率もいい︒それらをインターネッ

ラップに比べて売価が高い分︑収

こうした部品リユース市場はスク

利用できる製品に仕上げるのだ︒

リーニングなどの作業を施し︑再

中古部品の抽出率を高め︑補修・ク

れまで以上に細かく選別解体して

大きい分︑仕入れた廃棄車両をこ

気後退でスクラップ価格の下落が

リカの金融危機による世界的な景

部品の拡販にも力を入れる︒アメ

こうした効率化と並んで︑中古

納品している︒

ルし︑製紙会社へ補助燃料として

いたが︑現在は１００％リサイク

廃最終処分業者に処理を委託して

中古タイヤは︑費用を支払って産

販売へ回せない全体の６〜７割の

業展開である︒

をチップ化し︑有価物に変える事

つが︑破砕機を導入して廃タイヤ

る経営判断も迅速に行う︒その１

す﹂︵小林氏︶

新たな施設の整備を進めていま

らに増やすべく︑現在︑近接地に

ムを利用し︑中古部品の扱いをさ

もできるのです︒こうしたシステ

業にとって廃棄車両の引き取りは
す︒頻繁に使う工具は棚に置かず
は︑中古部品のニーズとストック

全員で進捗状況を確認しあう︒

処分料がもらえ︑﹁売上﹂となった︒
に常に身につけさせ︑ヤード内の

となっていったのだ︒

だが新興国の経済発展などに伴う
移動も安全を確認した上でキビキ

かつて︑自動車解体業を営む企

分１秒の差が︑全体の仕事量のア

ビと動くよう指示しています︒１

の取引も成り立ち︑また同業加盟

当社に在庫があれば遠隔の顧客と

を運営しています︒それによって︑

を結びつけるインターネット事業

に破砕機には２度かけて規定サイ

が︑品質の良いものを届けるため

アンダー﹄の指定を受けています

本︑およそ２ｔ ︒納品先から﹃ ㎜

﹁破砕機での処理量は１日４００

従来は︑リユースや輸出業者の

ップにつながりますからね﹂
︵小林
他社の在庫を照会することもでき

同社の強みのひとつに﹁人間力﹂

氏︶

に建屋を含む新たな施設を整備す

在は屋外だが近々現在のヤード内

円を提示する他社があればそちら

入れに４万円を提示しても︑５万

り上がり︑仮に廃棄車両１台の仕

﹁価格高騰時には仕入れ価格も吊

林氏はこう語る︒

にとっては確かに逆風だ︒だが小

らの環境をいかに良くしてやれる

す︒私の役目は︑頑張っている彼

のみんなも自らそれを望んでいま

らって良かった

て良かった︑中古部品を売っても

﹁
﹃しのぶや﹄に車の処理を依頼し

印象を抱くはずだ︒

が徹底されている同社︒誰もが好

る予定︒

に流れました︒でも今は︑いかに

スクラップ価格の下落は︑業界

﹁タイヤチップ納品による売上は

丁寧に対応して顧客満足を勝ち取

ズの徹底をはかっています﹂︵工場

まだまだ微々たるものですが︑今

かを考えるだけ︒給料や待遇︑職
が大きく奏功するのだろう︒来訪

そのときこそ︑同社の﹁人間力 ﹂

林氏︶

たせ続けてやりたいですから﹂
︵小

場の環境⁝⁝ 若い人たちに夢を持

タイヤ破砕処理のラインも︑現

まで発生していた廃タイヤの委託

るかで勝機は充分にあります﹂
プ需要も増えていくと予想してい

者に対し︑明るく元気のよい挨拶

大きい︒また︑今後はタイヤチッ
ます﹂︵小林氏︶

そう思っても
̶̶
らえるようにしたいですね︒社員

処理コストがゼロになったことは

長・高 橋英樹氏︶

50
写真上：取り出した中古部品の補修・クリーニングなど
の作業を行うエリア。写真左：中古部品のストック棟。中
古エンジン等は海外需要が増加しているという。

50

写真上／左：廃タイヤをチ
ップ化する破砕作業を担っ
ているのは自走式2軸せん
断シュレッダHR750SM。

さらに︑無駄なコストを低減す

資源需要の増加も相まって︑廃棄

た処理台数を大幅に増やし︑１５

れが収益を高めるビジネスモデル

各社員の直近の作業ノルマが記されたホワイトボー
ド。
「 2階の棚に布を敷く：来週中」
「 洗い場のホース
を増やす：今週中」
「フェンダーをしまう時に札をつけ
る：◯月◯日」など、担当者の名前とともに、具体的
な作業内容が作業締切日とともに書いてある。

でひと月あたり２００台前後だっ

04

く変わると確信しました︒それま

きく事業の拡大をはかった︒

年︒自動車リサイクル法施行

時代に即応した経営戦略を
機械力と人間力で実現︒
自動車リサイクル業の﹁現在進行形﹂
︒

代表取締役・小林達也氏
「今後は車両販売や保険の取扱いなど、車に関する事業をさらに拡大してい
きたい。車に関してはすべて『しのぶや』といわれるようになりたいですね」
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取材／増田祐二 撮影／小島真也

ZX200をベースマシンにした電動式自動車解体機。現在、平均
1200台／月の廃棄車両の処理を行っている。エンジン式と比
べ、ひと月あたり30〜50万円の燃費削減になっているという。
工場長・高橋英樹氏「廃タイヤはホイー
ルとビートを外してホッパへ投 入。納品
先に満足してもらえるよう、
オーダーサイズ
を徹底するためシュレッダには２度かけて
50㎜アンダーチップを生産しています」

在は金属をメインに︑自動車・家

取り組む総合リサイクル企業︒現

進を目指し︑循環型社会の実現に

式会社﹂は︑
〝循環資源〟の利用促

諸田さんが勤める﹁昭栄金属株

い備品を補充したり︑排水溝の掃

も時間が空いたりすると︑足りな

れなくて⁝⁝︒入社当時は少しで

てジッとしていることのほうが慣

落ち着かないタイプなので︑座っ

と︑心強い返答︒アパレル業︑

除をしたりしていました︵笑︶
﹂

さんが﹃徐々に覚えてくれればい

んなり入り込めました︒周りの皆

﹁いえ︑仕事には最初から割とす

まだ慣れない作業も多いのでは？

同社の業務だけに覚える事も多く︑

諸田さん︒さまざまな素材を扱う

フェストと計量伝票の管理を行う

勤続約１年２カ月で︑主にマニ

という私の
ことに挑戦したい ̶̶
性格にはとても合っている業務か

す︒１つのことを習得したら次の

機応変な処理や対応が求められま

く︑お客さんの要望によって︑臨

﹁ここの仕事はマニュアルではな

じているのだろうか︒

同社での仕事に︑どんな魅力を感

経て︑昭栄金属に入社した彼女︒

眼科の医療事務という職務経験を

いよ﹄と言ってくれましたから︒

ーズン後のほうが選手に会える機

もの︒専門用語など学ぶことは多

受 付から 一番 近いところにある諸田さんのデ
スク︒金属︑自動車︑家電︑産廃など何種類に
も分かれた伝票を使い︑スピーディーに作業︒

工場長の中島博史氏も︑諸田さ
いが︑様々な知識を得て︑次のス

んです︒朝早く起きて︑車で１時

﹁今の時期は︑アオリイカを釣る

一方︑釣りについても⁝⁝︒

を送りたいんですよ﹂

︵笑︶
︒忙しくして︑充実した毎日

いほうが燃えるタイプだからかな

﹁レベルアップしたいのは︑忙し

﹁うちの仕事はマルチに出来ない
とやっていけない︒でも︑すぐに
間ほどの知多半島に出掛けます﹂
さて今回の変身は︑そのままス

順応してくれた彼女は︑お客さん
という熱の入りよう︒

﹁シーズンが終わった今の時期は︑

うほどの中日ドラゴンズファン︒

てチームに関する情報を探すとい

き通った魅力的な声で雄弁をふる

軽やかな笑いを交えながら︑透

はほぼやり尽くしています︵笑︶
﹂

多趣味ですが︑やってみたいこと

します︒ほとんど家にはいません︒

テージに立って歌い出しそうなア

契約更改とかドラフトとか年俸と

ーティストの衣装風に演出︒

か︵笑︶
︑そちらの話題が楽しみで
い︑取材陣を楽しませてくれる諸

洗濯を済ませ︑午後は遊びに集中

す︒選 手 の ト ー ク シ ョ ー を 見 に︑
田さん︒そんな彼女が︑仕事で次

合ってる﹄と言ってくれたので︑

ったんですよ︒でも︑みんな﹃似

﹁帽子は今まで被ったことがなか

■変身を終えて■

でいた︒

分でも試してみます﹂と意気込ん

も︑新たなメイク法を学んで﹁自

大好き﹂と伺っていたが︑この日

新しいメイクを教えてもらうのが

いても︑
﹁デパートの店員さんに

感想が聞けて一安心︒メイクにつ

嬉しいです！﹂とご本人の口から

たが︑いざ﹁流行の紫が着られて︑

ただこうかとあれこれ試行錯誤し

スタッフは予めどんな服を着てい

ァッションに挑戦すると伺い︑我々

て︑ご自身でも普段から様々なフ

元アパレル業界にいただけあっ

グループ会 社で働 く 父 親 からの紹 介で入 社︒
中島工場長とは幼少の頃からの親戚関係だ︒

﹁休日は午前中にさっさと掃除と

近くのハウジングセンターまで足
に挑戦したいことは〝計量〟その

好奇心が旺盛︒大好きなプロ野球

を運ぶこともあります︒実は︑シ

は︑スポーツ新聞を毎日チェックし

諸田さんは︑プライベートでも

からの評判もいいですよ﹂

る一人だ︒

会が増えるので︑ファンにとって

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

んのこうした柔軟性を高く評価す

もろた・みつよ 三重県四日市市出身。大学時代から携ったアパレ
ル業界で販売から広報までを経験した後、眼科で医療事務を務め、
07 年夏に同社入社。マニフェスト管理を中心に事務全般を担当。こ
れから充実させたい趣味はゴルフ。28 歳。水瓶座／O 型。

テップに踏み出したいそうだ︒

諸田光代さん

は楽しみが多いんです︵笑︶
﹂

【愛知県・一宮市】

大人を引き立てる黒のボトムに
流行の紫をトップに重ね合わせて︑
アーティスト風にセンスアップ︒

もしれません﹂

の分野の製品を扱っている︒

間処理・リサイクルと大きく つ

電のリサイクル︑産業廃棄物の中

昭栄金属株式会社

それより︑体を動かしていないと

広々としたヤードを所有し、搬入
車の出入りがスムーズにできるの
が同社の特徴の１つだ。
上：目尻の下側に、アイシャドーと
同系のブルー系でラインをひく。
さらに、つけまつげを使って深み
のある目元に。
左：ヘアアイロンで下半分だけカ
ールした後、裾だけラフにくずす
ことでクールな雰囲気に。

4
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03-3566-4768（ミカレディ）
衣装すべて／

これからは挑戦してみようかな﹂

（アクセサリー＆ブーツは参考商品）

ドラゴンズグッズ ︒以前は愛知県の今池に住ま
いを構 えており︑
ユニフォームを着たまま自 転
車で名古屋ドームへ通っていたとか！

自然光が射し込む広い会議室を撮影場所に。都会的な雰囲気が絶妙にマッチ！

変身図 鑑

爆発で損傷したロータリカッタ︒

するイベント︒日立建機ブースに

献に携る企業・団体の活動を紹介

昨秋︑東京で開催された国際貢

展示されたのは︑そのテスト機の

球が飛散するものもある︒ここに

地雷の中には爆発時に幾百もの鋼

幾度もの対爆実験を繰り返した︒

建機では︑現地でテスト機による

カンボジア︑アフガニスタン︑ベト

発されてきた地雷除去機は現在︑

ため︑現地状況に応じて改良・開

土 地 〟を〝 豊 か な 大 地 〟へ 変 え る

傷者が出ている︒こうした〝危険な

よって︑年間５０００人以上の死

が自力で地雷除去機を保守運用で

指導を併行して実施し︑現地の人

入時には運転指導とメンテナンス

機械を供給するだけでなく︑納

稼動時間は１万時間を超えた︒

整備するための作業も含め︑累計

被弾キャブが物語る対爆実験の凄絶さ︒
世界６カ国で未来を拓くために稼動する
地雷除去機は第１号機もいまだ現役︒

展示された︑地雷の爆発による被
キャブ だ︒
きるよう支援している︒本体に︑敢

弾痕跡が残るキャブには︑来場者
ナム︑ニカラグア︑アンゴラ︑タイ

から大きな注目が集まっていた︒
以上の国や地域に
雷除去後の土地を耕作用地として

ってできるのだ︒

台すべてを巡回す

サービススタッフは︑

る地雷除去機専任の

梨日立建機に所属す

の緊急対応など︑山

きれない重度損傷へ

けて現地では対応し

大型地雷の爆発を受

てのメンテナンス︑

のほか︑必要に応じ

かせない︒定期巡回

サポート態勢も欠

るのを避けるため︒

地で保守しにくくな

を搭載することで現

みならず︑精密機械

る気候に適さないの

加させないのも︑砂塵や酷暑とな

えて地雷のレーダー探知機能を付

今も世界
っているといわれており︑それに

１億１０００万個以上の地雷が残

の世界６カ国で 台が稼動し︑地

２０００年にカンボジアへ渡っ
に先立ち︑開発を行った山梨日立

た対人地雷除去機﹁第１号機﹂完成

金支援という形でサポートしてい

一人でも多くの参加が得られる

るために常に各地を

飛び回る︒そのため日本を離れて
いる日数は︑年間３００日を超え
るほど︒第１号機がいまも﹁現役﹂
なのは︑その活動の成果でもある︒
効率的な地雷除去と未来に続く
それはなにより︑
復興への道 ̶̶
機械が順調に稼動してこそ︑初め
てもたらされるものなのだ︒

それが
〝自立〟に向けた歩み ̶̶
今また始まった︒

小さな一歩ではあるが大切な︑

キノコたちが次々と顔を出す︒

菌が含まれたおがくずを袋に詰

職業訓練センターの指導員がやっ

よう︑技術指導の研修会は村々を

め︑自宅に持ち帰る村人たち︒や

てきて︑栽培のノウハウを村人た

訪ね回って開かれる︒教室は村長

る︒農業技術指導によって︑米の

青年が真剣な顔でメモをとって

ちに伝授する︒ＮＰＯ法人豊かな

宅だったり︑お寺だったり⁝⁝と

収穫量が従来の４倍になった事例
いるのは︑キノコ栽培を教える研

大地では︑こうした現地の職業訓

がて２カ月もすると︑袋の中から

修の講義内容︒この日の〝教室〟

練センターや非政府組織の活動

もあるほどだ︒

は︑バッタンバン州内にある村の
村長宅だ︒

きには村でいちばん大きな木の

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。

対爆実験で被弾したキャブ︒開発
前のテストでは ㎜ だったフロン
トの防弾ガラスは︑第 号機では
㎜ ︑最新機では ㎜ のものが採
用されている︒

台
を︑研修会のコーディネートや資

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

取材・文／増田祐二
イベント会場撮影／小島真也

たくさん食べられますように⁝

カンボジア編

軒先で行われた研修会には州の

稲作が多いこの地では︑お米の

下︑なんてこともある︒
自給はしやすい反面︑それ以外の
食材は手に入れにくい︒キノコの
栽培は︑自分たちが食べる物を確
保するため︑そして将来的にはそ
れを売って現金収入を得︑野菜や

58

日立建機
1

〜建機の技術でできたこと〜

20

66

未来へ
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【会員を募集しています】

「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。昨春は豊かな大地が
建設した小学校第1号の竣工式も行われました。地雷の及ぼ
す影響と豊かな大地の活動を知っていただくために、昨年
末には日本から現地へのスタディツアーも実施しています。

そしてこの先の

90

魚︑肉を買う費用に充てることだ

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。

数字で
見る

復興、

58

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。

Data of Hitachi-kenki
53

29日必着）
。

皆様、明けましておめでとうございます。今年も日立建機グルー
プでは、皆様のビジネスを支援するべく、本誌を通じてさまざまな
情報をお届けして参ります。本年もどうぞ宜しくお願い致します。

アンケート

問題

①表紙
②ニッポンの新光景
③巻頭特集『野球盤は永久に不滅です』
④大型フォークリフト FD430 稼動事例
⑤原寸大 手のひら COLLECTION
⑥業界動向最前線：木質バイオマスの今…
⑦今すぐできる経営改善〜『商品力』
⑧自動車リサイクル業の「現在進行形」
⑨業界女神変身図鑑
⑩数字で見る日立建機
⑪復興、そしてこの先の未来へ
⑫ topics
⑬コラム「現場、大好き！」

2009 年は、天文学の父・ガリレオ・
ガリレイが望遠鏡で初めて天体観
測を行った年
（1609）
から400周年。
それを記念して、
今年はどんな年と
定められている？

・地動説回帰年
・国際惑星年
・世界天文年

10名

※正解者の中から抽選で 10 名様に、TCMのエンジン式フォークリフト
「INOMA」のミニチュアモデルをプレゼント！ ご応募の際、アンケート
へのご協力もお願いします（応募締切り= 2月28日必着）
。

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。

［
［
●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）

］
［
］
［

］
［
］
［

］
］

２

日立建機では昨秋より︑建機業

界では初めて︑排出されたＣＯ

を排出枠の取得などで相殺する

﹁カーボンオフセット﹂活動を開

始しました︒林業機械１台につき︑

対象機械製造時のＣＯ ２排出量に

相当する１ｔ 分の排出権を取得︑

日本政府へ届け出ます︒これによ

り︑林業機械を購入されたお客様

にはＣＯ ２排出権証明書が発行さ

れ︑ＣＯ ２削減活動へご参加いた

電話

だいたことになります︒

役職

日立建機は︑林野庁が推進する

所属部署名

対象機を購入されたお客様に
はCO 2 排 出 権 証 明 書を送 付
し、本体には本活動を示すス
テッカーを貼付します。

﹃ 木づかい運動 ﹄
への参加登録企業

ご勤務先名称

女

で︑今回の活動を通じ︑国産材の

男
歳

積極利用によって森林整備を進め

お名前

ようとする本運動の普及啓発を支

年齢

（ふりがな）

援するものです︒加えて今回のオ

※インターネットでも応募受付中!
クイズの答え

フセット活動を行うことにより︑

※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。

お客様とともにＣＯ ２排出削減へ

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

の関心を高め︑削減のきっかけに

良くない：

なればと考えております︵対象機

良い：

械購入に際し︑本活動に伴うお客

■ SCX500ミニモデル
／大谷泰一様（広島県尾道市）
／渡辺朋子様（大分県杵築市）
滝田達也様（福島県白河市）
■ 単行本『今すぐできる建設業の原価低減』
／金子辰生様（福岡県朝倉市）
／吉崎 修様（鹿児島県指宿市）
宗崎 剛様（高知県奈半利町）

様側の費用負担増はありません︶
︒

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。

［前号の答え］
「グループ」
［プレゼント当選者］

林業機械で
カーボンオフセット活動を開始

正解者の中から抽選で
賞品をプレゼント

■ 対象機械= 日立建機が販売する林業仕様機（ZX130L・ZX135USL）および、
高性能林業機械（ハーベスタ、プロセッサ、スイングヤーダ、フェラバンチャ）用本体機
住所

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

「2009除雪機械展示・実演会」に出展
〜今年は富山県高岡市で開催〜

日立建機コメックが販売してい

る﹁建約くん﹂は︑高品質・省エ

ネ・超耐久性を備えた高機能の農

業用温室︒

89

①太陽光透過率の高いエフクリー

88

ン︵フッ素フィルム︶の採用で︑

二重膜でも透過率は 〜 ％︒作

物の育成・色付き・糖度増に役立

※本製品に関するお問い合わせ先：日立建機コメック株式会社 029-832-7153

つ自然光を多く通します︒また引

20

き裂き抵抗が強く︑穴の補修も簡

単︒耐薬品性にも優れています︒

②温室パネルは断熱効率の高い

1

張り温室と比べ冬季の暖房燃料費

3

㎜ 隙間の二重膜︒これまでの一枚

を 分の に低減︵条件によって

10

異なります︶
︒

③構造体は 年保証︒農業用温室

では初の建築基準法適合で︑特殊

工法により温室をしっかり支える

基礎を作っているため︑台風に強

Tierra Winter 2009

※本製品に関するお問い合わせ先：日立住友重機械建機クレーン株式会社 03-3845-1396

④燃料消費削減でＣＯ ２も大幅削
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■高い作業性〜 90ｔボディに 272kW（370ps）
の高出力エンジンと最大ラインプル 245kN（25
ｔ）の強力ウインチシステムを搭載
■優れた操作性〜新開発のドラム内蔵湿式ディ
スクブレーキにより、意のままに操れるフィーリ
ングを実現
■快適な居住性〜 SCX-2 シリーズ共通の新型
キャブ採用。視認性が向上したほか、スライドド
アの大型化で乗降も楽々

高機能の農業用温室「建約くん」
く︑丈夫で長持ち︒

※詳細は下記 WEBサイト、
トップページ右段にある「展示会・キャンペーン情報」をご覧ください。
http://www.hitachi-kenki.co.jp

SCX-2シリーズのヘビーデューティー仕様機として、昨秋
新たにSCX900HD-2 が日立住友重機械建機クレーンより
デビュー。世界市場でもニーズの高い90ｔ吊りクローラク
レーン SCX900-2 をベースマシンに、最大出力 272kW
（370ps）
の大排気量エンジンと最大ラインプル25ｔの新
開発ウインチを搭載し、
高い作業性を確保しています。

減︒工事から出る産業廃棄物はゼ

出展予定機

・ロータリ除雪車（JR180）
・ホイールローダ（ZW140）
・ミニホイールローダ（ZW30・ZW40・ZW50）
・ミニローダ（ML45）

SCX900HD-2デビュー
ロ︒使用材料はすべてリサイクル

開催日：平成 21年2月12日
（木）
・13日
（金）
会場：富山県高岡市「高岡文化の森特設会場」

〜高品位野菜作りと燃料費の大幅倹約を両立〜

できる環境対応製品です︒

日立建機では、来る2 月12日
（木）
と13日
（金）の両日、富山
県高岡市「高岡文化の森特設会場」にて開催される「2009
除雪機械展示・実演会」に、グループ企業のＴＣＭ、日立
建機ティエラとともに共同出展いたします。ブースではロー
タリ除雪車をはじめ、ホイールローダなどの除雪機械を展
示します。是非ご来場を賜りますようご案内申し上げます。

〜高出力エンジンと強力ウインチシステムを搭載〜

長期曝露後でも太陽光透過率はあまり低下
しません。パネルは工場製作のため、現場張
りでは不可能な張力を実現（5N/m㎡）
。

Tierra Winter 2009
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現場、
大好き!
10

単に説明は出来ないにしても︑
﹁監督﹂である前に︑
﹁現場の雰囲気が時代の流れにさ
﹁技術者﹂である大切さ︒
まよっているのでは？﹂と肌で感

業状況をただ見ているだけで技術

ートの監理をしているのでは︑作

時代にはもう無理かも知れません

ら︑躯体工事を覚えることは今の

ったり型枠を組み立てたりしなが

三年現場を経験した人達から︑

じられるのです︒
﹁設計図で想像していたものが現
者としては失格です︒

が︑建設業がいくら進化しても根

実に出来た時が嬉しい﹂と︑現場

職人ではないから鉄筋を正方形

マンならではの話もある反面︑
﹁どうやって創ればよいのか見当

ない人が鉄筋工事の検査をした

ば﹁絵に描いた餅﹂で︑建築の質

料も︑手に取って創ってみなけれ

本は職人さんの手作業であること

もつかない時が多い﹂といった嘆

を忘れてはなりません︒作業も材

り︑監督をしている現場で︑いい

という深み・温かみは伝わってき

なろうとしていても︑今も気持ち

と言い訳する
に加工できない ̶̶
前に︑ 度に鉄筋を折り曲げられ

建物が出来るでしょうか⁝⁝ ︒鉄

きも聞こえます︒
描けるようになり︑現場を仕切り

筋は鉄筋屋さんに︑型枠は大工さ

数と年月から︑
﹁建設工事を監理

ば工事が進み︑完成させた物件の

きる監督さんになれば︑この業界

ば人はついて来ません︒それがで

らず︑言ってみて︑やって見せね

技術を伝えるのにも︑建築に限

の若手現場マンに共通して不足し

し︑経験している﹂という思い違

ようやく カ月先までの工程が

設現場に違和感を覚えるようにな
出せる若手現場マンは︑経験が少

んに任せて︑コンクリートを打て

私が︑昔の時代と較べて現在の建
ってきたのはなぜでしょう？ 今
なく技術も未熟なのは否めないに

ません︒

せよ︑それだけではない今の時代
☆
ているものを感じます︒それは︑

が︑建設現場で楽しかった事柄と

と若者からよく尋ねられます

れつつある傾向です︒教える側に

議論を先行する現場マンが養成さ

側にいるため︑技術のないままに

﹁勉強してきたあんた達は手を汚

☆

いをして欲しくはありません︒

の伝統も受け継がれ︑未来が描か

多くの若者たちが︑〝もう一歩前

れる職場になると思います︒

しては仕事場を眺めながら一日の

を歩む〟現場マンになれるように︑

大きく 期待しています︒

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。
総合建設会社での長年にわたる現場監督経験を生かしたエッセイ本も出版。
昨秋、
その「第３弾」にあたる『建設現場の玉手箱』を上梓。
■ホームページ = http://www.d2.dion.ne.jp/˜andante2/

発行・コーポレートコミュニケーション部 宣伝グループ 〒 112-8563 東京都文京区後楽 2-5-1 TEL.03-3830-8033（ダイヤルイン）http://www.hitachi-kenki.co.jp

と言う親方の傍らで︑鉄筋に触

すことはないんだよ﹂

られた課題の完遂のみに専念し︑

も責任はありますが︑技術者とし

自らの探求・向上心を発揮する試

て現場を経験していながら︑与え

過酷な建設仕事の中では︑楽し

練の場も少なくなっています︒

終わりに︑寸暇の酒を酌み交わし

さよりむしろ竣工に向かってしの

から職人さんとは別の道 ̶̶
では
あるものの︑
﹁建て築く﹂という基

現場監理者として入社したのだ

盤の中の﹁築く﹂観念が薄れてい

現場という仮囲いの中の狭い空
間に︑幾多の人達が汗を流してい

るように思えます︒

2009年 1月発行（季刊）第93号

る術を知らないまま鉄筋コンクリ

例えば︑鉄筋を四角形に加工す

るのは今も同じはずなのに︑汗の

ティエラ

﹁どうして？﹂と聞かれたら︑簡

ら伝わって来ません︒

味というか濃さが︑現在の現場か

ていたように思えます︒

ぎを削って働いていた時間が輝い

た事ばかりが思い出されます︒

かったですか？﹂

新入社員の時から現場監理をする

しましょう︒

回は︑胸に引っかかっている話を

は工事現場で働いているつもりの

現場所長から離れて 年近くに

福本悟美の

﹁この業界に入って何が一番楽し

1

90

元・現場監督の熱血コラム

日立建機

イラスト／市川興一
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