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
日
立 建機
建 機グループ
グル
グ
ル ープ
ー プ がお
が お 届け
届 け する
する建
建機
機ユ
ユー
ー ザー
ザ ー のた
のため
めの
のビジ
ビジネス
ス サポ
サ ポ ート
ート誌

ティエラ
テ
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建 機 ユ ー ザ ー の ビ ジ ネ スを 支 援 す る オ ン ラ イ ン マ ガ ジ ン【 W E B テ ィエ ラ 】

後継経営者のためのアドバイス情報をはじめ、 保守費用軽減につながる建機の正しい使い方など、 建機ユーザーのビジネス支援となる取材記事やコラムを掲載しています。

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

安全靴の
基礎知識
8

業界動向最前線

山村と企業をつなぐ
「山村再生支援センター」始動
山村と林業は
どうかわっていくか̶̶

10

Business Impression

山村力コンクールで最優秀賞
林業の葛巻ブランドは
いかにつくられたか̶̶
岩手県・葛巻町森林組合

12

稼動現場レポート

フィンガスクリーン VR516FS
株式会社熊谷組九州支店・大山ダム工事所

14

スペシャリストが語る[HITACHI PRODUCT]
重量規格可変可能型クレーン

SCX900 -2
株式会社高知丸高 代表取締役

高野広茂 氏
16

今すぐできる経営改善

【組織力】
社員のやる気が会社を変える

photograph by

管 洋志

18

業界女神変身図鑑
株式会社昭和工業

木原 梢さん
20

数字で見る日立建機

9000時間
21

奇 跡 のリンゴ

ゼロとなり、税金滞納でリンゴの木に差し押さえの赤紙が張られ

学生たちもそう学んだはずだ。だが木村氏は、そのリンゴを完全

たこともあった。

無農薬で育てている。

だが、いまや害虫にも負けずスクスク育つ木村氏のリンゴの木

その奇跡を可能にしたのが、試行錯誤を経て木村氏が作り出

は、いい実をつけようと土の豊かな栄養分を吸い、周囲に20 mも

そのリンゴをひと口かじった瞬間、果汁がポタポタと滴り落ち

したリンゴ畑の土だ。まるで絨毯のようなフカフカの土。ミミズを

た。四国の農業高校から、はるばる青森まで見学にやってきた学

はじめ蛙やたくさんの虫が棲む、栄養分をたくさん含んだ豊かな

の根を張り巡らす。普通のリンゴの木なら5mがせいぜいだ。まる
で栄養あるものをたくさん食べて育つ健康優良児 ̶̶。その強

生たちは、
授業で学んだこととはまったく異なる体験を、
文字通り

土壌だ。お陰で雑草も伸び放題だが、木村氏はそれも厭わない。

い生命力にあふれるリンゴの木がつける果実は、切っておいても

味わった のだ。
奇跡のリンゴ ̶̶ 生産者の木村秋則氏は、いま最も有名なリ

かつて、無農薬栽培に挑戦すべく、農薬投与を止めた途端、

黒ずむことなく、絞ったジュースを放置しておいても味ひとつ変わ

害虫が大量発生し、木村氏のリンゴの木は、やがて果実はおろか

ンゴ農家だろう。通常のリンゴ栽培は、低農薬・減農薬ながら、

花１つさえ咲かせない時期が何年も続いた。狂気の沙汰、
できる

農薬を使うことが当たり前。むしろ生産効率を上げるために重

ワケがない……周囲からの揶揄も聞こえてくる。畑からの収入は

「うわッ！」
「すごいッ！」

03

ねられてきた品種改良は、農薬の使用ありきが前提でさえある。

Tierra Autumn 2009

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

22

コラム

福本悟美の「現場、
大好き！」
Topics
・中国向け新型ホイールクレーン
・受賞2題
・読者プレゼント
・Cover Document

24

復興、そしてこの先の未来へ

収穫がもたらす、暮らしの選択肢

らないという。
自然界の持つ力をとことん信じた木村氏。それは奇跡ではな
く、リンゴ本来の姿であるのかもしれない。
Tierra Autumn 2009
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先芯が入っているだけでは
﹁安全靴﹂と名乗れない︒

の指定品目製品︒日本国が認定し
た第３者認証機関の認証を受けて
生産されていること︑甲被が革製

したかは不明︒安全靴メーカー大

われているが︑第１号がいつ誕生

世界大戦後に製造が始まったとい

取り扱い上の注意事項などが細か

全性能をはじめ︑材料性能や表示︑

関する試験をクリアするなど︑安

はゴム︶
︑
Ｊ ＩＳが行う安全性能に

であること︵総ゴム安全靴の場合

手の﹁ミドリ安全﹂には︑同社製
く定められており︑これらをクリ

日本における安全靴は︑第２次

造の最古の安全靴が保存されてい
と呼べないのだ︒さらに︑重作業

あるだろう︒こうした〝安全靴〟は︑

どと書かれているのを見たことが

ＩＳ規格Ｌ種相当の先芯使用﹂な

売られているものに︑例えば﹁Ｊ

作業服店などで〝安全靴〟として

だが最近は︑ホームセンターや

た性能による分類がある︵表参照︶
︒

とくに若い人たちの間では需要が

通のスニーカーと変わらないため︑

に比べると安価で軽く︑外見が普

しかし︑甲被が革製の﹁安全靴﹂

正確には﹁安全靴﹂と言えない︒

人工皮革などを使っているため︑

先芯は入っているものの︑甲被に

もいろいろ出ている︒その多くは︑

用 Ｈ
=種︑普通作業用 Ｓ
= 種︑軽
作業用 Ｌ
= 種と︑作業程度に応じ

アしない限り︑厳密には﹁安全靴﹂

るが︑草履に鉄製の先芯︵ つ
=ま
先の硬い部分︶を取り付けたもの
で︑いかにも日本的な発想だ︒
そもそも﹁安全靴﹂は︑日本工
業標準調査会が定めるＪ ＩＳ規格

実は先芯の性能︵硬度︶のみがＪ

したケースもあったので︑現場で

っとつま先をぶつけただけで骨折

全靴〟を履いていたために︑ちょ

過去には︑性能のわからない〝安

しい表現といわざるを得ません︒

定めているので︑これらは紛らわ

あくまでも靴全体としての性能を

能基準値などは設けていません︒

﹁Ｊ ＩＳ規格では︑先芯単体の性

一治氏はこう語る︒

品質保証グループ担当部長の笠井

のフットウエア統括部・営業部／

という︒これに関し︑ミドリ安全

を満たしているわけではないのだ

﹁安全靴﹂としてのＪ ＩＳ規格条件

ーカー数社で﹃日本プロテクティ

危惧し︑２００１年︑我々含めメ

ては紛らわしい︒こうした状況を

ているので︑やはり消費者にとっ

かし︑〝安全靴〟と称して販売され

てが悪いわけではありません︒し

﹁プロテクティブスニーカーすべ

で問題のある製品も増えている︒

あり︑中には安全性や耐久性など

クが充分に行われていないものも

少なくない︒しかし︑品質チェッ

適性や機能性に富んでいるものも

ウハウを生かしたものもあり︑快

スポーツシューズの製造で得たノ

造された輸入品︒一流メーカーの

靴の多くは︑中国などの工場で製

ーカー﹂と呼ばれるタイプの作業

こうした﹁プロテクティブスニ

増えている︒

働く人たちは︑Ｊ ＩＳ規格に合格

しているだけで︑厳密には正しい

ＩＳ規格のＬ種に〝相当〟すると

した﹃安全靴﹄を着用することが

設立しました﹂︵笠井氏︶

ブスニーカー協会︵Ｊ ＰＳＡ︶
﹄を

笠井氏は︑安全靴の製造に携わ

望ましいですね﹂

協会では一定の安全基準や耐久
性を充たす製品を提供するために︑

って 年以上のキャリアを持つ
〝安
全靴博士〟である︒

Ｊ ＰＳＡ規格を制定し︑規格をク
グを付け︑
﹁プロ・スニーカー﹂の

リアした製品にはピンクの推奨タ

Ｊ ＩＳ規格に準じて設けた独自の

スニーカー型のものにも︑
基準規格が設けられている︒
最近では︑カラフルなデザイン

愛称ともに他のプロテクティブス

製品性能

付加的性能
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普通作業用
（Ａ種）
〜JIS規格のＳ種に相当
軽作業用
（Ｂ種）
〜JIS規格のＬ種に相当

累計200万〜300万足を売ったという、
日本で最も売れているミドリ安全の
ベストセラー安全靴「CF-210」
。
飽きの来ないデザインと、
性能
のバランスの良さが特徴。

をしたスニーカータイプの作業靴

■ JIS規格とJPSA規格の基準比較

取材・文／坂東治朗 撮影／倉部和彦

安全性能についてはJIS規格と同等の規定
人工皮革、
ビニルレザークロスはJIS規格より強度が低い
規定なし
規定なし
JIS規格と同等の規定
規定なし
規定なし
共通性能

安全靴の
JIS規格に合格したものだけ
が、
正規の
「安全靴」
と呼べるも
の。適合品には、
靴底などにJIS
マークが付いているのが目印。
種類区分によって、H種
（重作
業用）
、
S種
（普通作業用）
、
L種
（軽作業用）
の3種類がある。

ヘルメットや作業服とともに、現場作業には欠かせない「安全靴」。
その名の通り、危険な現場で働く人の足元を安全に保つ 守り神 だ。
だが、慣れ親しんでいるわりに、知らないことも多いのではないか。
「安全靴」とはどういうもので、どんな基準で選べばいいのか、
また最近人気のあるものはどんなものか̶̶。
知ることでますます役に立つ「安全靴」の知識をお伝えする。
種類区分

ミドリ安全に現在残っている最古の安
全靴。草履に鉄先芯と厚手の生地が
付けられたような形状になっている。
写真提供／ミドリ安全
スニーカータイプの作業靴のう
ち、
「プロ・スニーカー」の愛称
があるJPSA規格適合品は、
製品に付けられたピンクの推
奨タグが目印。種類区分によっ
て、A種（普通作業用）
とB種
（軽作業用）
の2種類がある。

基礎知識
ＪＰＳＡ規格品
ＪＰＳＡ規格
ザークロス
革、人工皮革、
ビニルレザークロス
ゴム、
ウレタン、
ＥＶＡ
（ミッドソールのみ）

JＩ
Ｓ規格品
Ｊ
Ｉ
Ｓ規格（JIS T 8101）
革、
ゴム
ゴム又はウレタン
重作業用
（Ｈ種）
普通作業用
（Ｓ種）
軽作業用
（Ｌ種）
耐衝撃性及び耐圧迫性を規定
表底のはく離抵抗(革製のみ)を規定
漏れ防止性
（安全長靴のみ）
を規定
耐踏抜き性を規定
踵部の衝撃エネルギー吸収性を規定
足甲プロテクタの耐衝撃性を規定
耐滑性を規定
商品区分
該当規格
使用甲被材
使用底材
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ニーカーとの差別化を図っている︒
Ｊ ＰＳＡ規格にはＡ種とＢ種の２
種があり︑Ｊ ＩＳ規格Ｓ種に準じ

足に合ったものを履けば︑
作業効率も良くなる︒

ッシュ素材で通気性に優れたもの
も登場している︒
購入に関しては︑会社で一括購

く︑作業効率の向上も求められる︒

カー﹂には︑足の安全だけではな
ネットショップの利用も増えてい

が︑個人購入がほとんど︒最近は

入して社員に貸与することもある

がＢ種という区分だ
︵前頁表参照︶
︒
る︒購入する際のアドバイスとし

﹁安全靴﹂および﹁プロ・スニー

﹁協会では毎年︑市販のプロテク
特に先芯が鋼鉄製の場合︑重くて

たものがＡ種︑Ｌ種に準じたもの

ティブスニーカーのうち︑Ｊ ＰＳ
﹁仕事中はずっと履き続けるもの
ですから︑できるなら実際に履い

て︑笠井氏は次のように語る︒

ここ数年は樹脂性の先芯が主流に
て選ぶのがいいでしょう︒足に合

動きにくく︑疲れやすい︒そうし

なってきているとともに︑靴全体
ったものを履けば疲労も防止でき︑

しくはスニーカータイプならＪ Ｐ

Ｓ規格適合の正規の﹁安全靴﹂
︑も

を最低限に抑えるためにも︑Ｊ Ｉ

不景気風が吹く今︑支出は極力
ＳＡ推奨品を購入することをお勧

作業の効率は良くなります﹂
抑えたいのが人情︒しかし︑自分

研究され︑
﹁プロ・スニーカー﹂の
中には片足３００ｇ と︑普通のス
めしたい︒

甲被や靴底︑先芯などの素材が

の軽量化が進んできている︒

た利用者からの声にこたえるべく︑

点を任意購入して︑安全性能試験

Ａ推奨タグが付いていないもの
を実施しています︒今年は４割が
不良で︑そのうち４〜５点は先芯
が割れてしまいました︒Ｊ ＰＳＡ
設立時の２００１年に行った同様
試験では︑７割が不良だったこと
からすれば︑全体的に品質は向上
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ミドリ安全株式会社 フットウエア統括部
営業部 品質保証グループ担当部長

笠井一治氏

アシックス
『ウィンジョブ35Ｌ』
JPSA 規格B種／メーカー希
望小売価格1万1,025円※
くるぶしを守るハイカットデザイ
ンは現在人気上昇中。

実店舗およびネットショップで
安全靴やプロテクティブスニーカ
ーを専門に取り扱う２店︑﹃え〜安
全靴屋ねっ っと﹄︵京都市︶
・﹃足
元屋﹄︵静岡県富士市︶
に︑ＪＰＳＡ
推奨品のお勧めを聞いてみた︒
両店いずれの担当者からも異口
アシックス
『ウィンジョブ33L』
／JPSA 規格B種／メーカー
希望小売価格9,345円※ 1日
中履いていても疲れない快適
性と耐久性の高さがウリ。

アシックスなどの、
スポーツシューズ
メーカー品が人気。

の身の安全を守ることにお金を惜

『え〜安全靴屋ねっ！
！っと』
http://www.e-anzengutuya.net/

しむのは避けたいところ︒リスク

＜取材協力＞

ニーカー並みのものも出てきた︒

『安全靴専門店／足元屋』
http://www.ashimotoya.jp/

また快適性を考慮して︑甲被がメ

ディアドラ
『アイビス IB-11』／
JPSA 規格B種／メーカー希
望小売価格8,190円※ マジ
ックテープで着脱が簡単。粋さ
を感じさせる白がよく売れる。

していますが︑まだまだと言える

※表記価格は消費税込みのメーカー
希望小売価格。ネットショップ含め、価
格は店舗によって異なりますので、各
店舗でご確認ください。

!!
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アシックス
『ウィンジョブ41L』
／JPSA 規格B種／メーカー
希望小売価格9,345円※ 鮮
やかなマリンブルーとイエローの
カラーリングが個性派に人気。

安全靴専門店
に聞いた
おススメ
同音に挙げられたのが﹁もっとも
お勧めはアシックス！﹂の声︒
﹁スポーツシューズメーカーなら
ではの履き心地の良さと︑デザイ
ンの良さから人気が高い﹂
︵﹃足元
屋﹄／早房正博氏︶
﹁アシックスの製品はリピーター
率がかなり高く︑特定モデルには
固定ファンも多い﹂
︵﹃え〜安全靴
屋ねっ っと﹄／松井泰二氏︶
同じスポーツシューズメーカー
のものではディアドラ製も人気が
高く︑スタイリッシュなデザイン
は︑仕事帰りにそのまま履いてい
てもまったく違和感がない︒
最近は 〜 代を中心にネット
ショップでの購入が増えているが︑
メーカー希望小売価格よりも安く
購入できることが魅力︒
﹁普通の靴に比べ過酷な条件で使
用するので︑３〜６カ月で新しい
ものに買い替える人が多い︒価格
に敏感なのはそのせいもあるでし
ょうが︑中には毎回違ったものを
購入して楽しんでいる人たちも結
構いますよ﹂︵早房氏︶
実店舗やネットショップで︑自
分に合う〝お気に入りの一足〟をぜ
ひ見つけてみてはいかがだろう︒

ディアドラ
『キングフィッシャー
KF-12』／JPSA 規格B種／
メーカー希望小売価格7,140
円※ 甲被にメッシュ素材を使
用。光る素材が随所に使用さ
れたデザイン。

シモン
『軽技 KW2004 BR』
／JPSA 規格B種／オープン
価格 片足300ｇという圧倒
的な軽さ。ナイロンメッシュを
採用し、通気性が良い

このページに掲載された1〜
6までのプロテクティブスニー
カーを各1名にプレゼントします
（サイズはすべて26.5cm）
※詳しくは23ページを
ご覧下さい。

!!
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でしょうね﹂︵笠井氏︶

読者プレゼント

は１つ目のカーボンオフセット事

ある︒その森林の多機能性が近年︑

る︑森林率世界２位の森林大国で

いた企業向けのセミナーでは︑大

貴氏によれば﹁ある東京近郊で開

そうで︑センター事務局の牧下圭

ミナーや説明会はいずれも好評だ

国内クレジットは︑ＣＯ ２をは

︵オフセット・クレジット︶
﹂︵※３︶

ット制度﹂
︵※２︶と﹁Ｊ Ｖ
̶ＥＲ

る︒２００８年秋に﹁国内クレジ

関心を高める背景には理由があ

業︵※１︶だ︒

国民の間で認識されるようになり︑
雨にも関わらず満席︒晴れたらど

域は︑
ット化する仕組みだ︒

に取り組み︑その削減分をクレジ

︒
̶̶

一方のＪ Ｖ
̶ＥＲは︑環境省が
こに林地残材を充てることができ

原料となる木材も必要になる︒そ

提携することが必須となり︑その
例えば岡山県真庭市では︑山間

ら進めている﹂

アを︑さまざまな企業と組みなが

るだろう︒そもそもマッチングは

数のアライアンスを組むこともあ

することも必要だし︑企業側が複

側自らが複数の企業や組織と提携

熱源を木質系に変えたホテルや旅
ペレットはもとより︑炭化による

業規模︑体力︑継続性︑思惑など

﹁排出権を買うなら︑日本国内の
ものをという企業さんは増えてま

します︒仮に私たちが無理なら︑

てほしい︒私たちはそこから判断

超えるべきハードルはある︒だ

山村資源の活用による
新たな価値の創出
資金提供

山村と企業をつなぐ︑
﹁山村再生支援センター﹂始動︒
山村と林業はどう変わっていくのか

実際 ︑同センターへの期待は高

山村と企業をつなぐ待望の総合マッチング組織︑﹁山村再生支援センター﹂が誕生した︒
その名が表すように︑
疲弊した山村と企業を引き合わせ︑
結びつけることで︑
双方が持つ資産
︵人や資源︑
資金︑
情報︑
知恵︑
技術など︶
を
山村の再生につなげていくことが目的だ︒
林業関係者にとっては新たなビジネスの突破口となりそうだ︒

高まる山村︑
林業への期待
い︒スタートして半年ほどだが︑

再評価されつつある︒森林は残さ
じめとする温室効果ガス排出権取

すでに何度となく開かれているセ

れた数少ないビジネスフロンティ
うなっていたかと心配したほど﹂

日本は国土の ％を森林が占め

アだという声も上がりはじめた︒

大企業から資金や技術などの提供

ットの進んでいない中小企業が︑

大企業に比べてカーボンオフセ

がスタートしたからだ︒

それは同時に︑森林の維持保全の
引のいわば国内版︒

カーボンクレジットに
企業が熱い視線

だという︒

担い手である林業の役割が高まっ
てきていることでもある︒
だが当の林業は︑長きにわたる

１．森林によるＣＯ ２の吸収・削
排出権購入に限られていたが︑国

を受けて共同でＣＯ ２の排出削減

の遅れから林業の全体の衰退︑高
減︵カーボンオフセット︶
内クレジット制度の整備で︑自主

マッチング支援の対象となる領

齢化︑人口の減少を引き起こし︑
２．木質バイオマスの安定供給

木材価格の低迷︑それに伴う間伐

そのベースとなる山村社会の存続
３．新素材・エネルギーの事業化
削減目標を掲げる大企業は︑クレ

従来︑排出権取引は海外からの

その意味で山村再生支援センタ

そのものが難しくなりつつある︒
４．教育︑健康ビジネスの展開
ジット購入先を海外に求めなくて

ーの誕生は︑とかく人や資金︑ノウ
ハウに欠けていた山村︑林業関係

定めるポジティブリストに載った
部から排出される木質系資源を徹

対１でも難しいもの︒双方の事

もよくなった︒

プロジェクトを実行させることに
れば︑森林整備が進み︑ＣＯ ２吸
底活用している︒木材︑集成材︑

の４つ︒
̶̶
とりわけ企業側の関心が高いの

よって︑吸収・削減されたＣＯ ２を
収量が増えることになる︒そして

者にとっては頼もしい存在となる︒

クレジットシステム化する仕組み︒
ポジティブリストにはグリーン電

竹田氏は林業関係者に対して︑

を細かく︑忍耐強く調整しないと

﹁広くセンターを利用してもらい

るエコグッズ︑バインダー成型を

たいが︑やはり相当の覚悟と情熱

館はそれをクレジット化し︑クレ

リートや生分解性プラスチック︑

は持ってもらいたい︒せめて地域

力︑太陽光パネルの設置などのほ

エタノールなども生み出している︒

をまとめる組織化やモデル化はで

いけないからだ︒

こうして徹底した木質資源の活

きないと﹂と要望する︒

加えたナプラス製品ほか︑糖や石

用によって山が整備されれば︑新

﹁ただそういう経験がないと難し

ジットを求める大企業に売ること

たな市場を生み出すこともできる︒

いのも事実︒その場合は︑せめて

か︑化石燃料から木質バイオマス

その点からすれば︑森林による

森林セラピーや医療基地︑教育基

地域の特徴をまとめた資料を作っ

膏︑リグニンなどを加え︑コンク

ＣＯ ２の吸収・削減を実現してい

地として企業や都市部からの人や

ができる︒

くためには︑木質バイオマスの安

資金を呼び込めるからだ︒つまり

燃料への転換︑間伐や植林で増や

みを使うことで︑少しでも日本の

すし︑またＪ Ｖ
̶ＥＲなどの仕組

定供給を実現していくほか︑新素

した吸収量も対象となっている︒

森林が良くなるなら︑という問い
材︑新エネルギーの開拓なども求

なく︑それぞれが連動して相乗効

ほかの制度や仕組みを紹介するこ

４つの事業分野は決して別々では

事務局長の竹田純一氏によれば︑
いま先進の森林組合は最終製品に

果を生み出すのである︒

められる︒

地元の魅力︑
可能性を
﹁見える化﹂する

合わせも多くなっています﹂︵前
出・牧下氏︶

森林整備を進めることで
見えてくる新市場

ともできますから﹂
︵竹田氏︶
センターを介したとしてもマッチ

が︑情熱と知恵のある林業関係者

むろん複合的にからみあえば︑

﹁木質ペレットや発電︑バイオマ

ング相手を探すことはそうスムー

向いているという︒

山村側︑林業関係者にとっても使

スプラスチック玩具など︑切り出

には強い味方となりそうだ︒

国内クレジットやＪ Ｖ
̶ＥＲは︑
いやすい︒Ｊ Ｖ
̶ＥＲは森林管理

ズではなくなる︒それだけに山村

「山村再生支援センター創設のき
っかけは、
2000年の６月に立ち上が
った山村再生の研究会です。そこ
で山村側には、バイオマスや森林
セラピーなど、まだまだ使われてい
ない魅力ある資源が眠っていると
いう話題が出ました。とくに観光・
教育・健康に取り組むべきだと。
ただそこでいくら頑張っても、山村
側をまとめたり、企業と結びつけた
りする機能がないといけない ̶̶
そこでセンター機能の発想が生ま
れたわけです。
一方で洞爺湖サミットの時に、国
内クレジットの方向が見えてきた。
CO 2 削減というと、企業はよくオフ
ィスの電球を変えたりとか、暖房
を下げたりする。林野庁としては、
そういうことが山に向かないかと
考えたのです。森林資源は山村側
にあるわけで、クレジット使って、
お金が山村に落ちる仕組みをつく
れないかと。そこで経済産業省や
環境省と折衝してクレジットのスキ
ームに入れてらったのです。とにか
く、企業にもっと山村に関心を持っ
てもらいたい̶̶というのが、我々
の思いです」

新ビジネスの創造による就業機会の拡大

木質バイオマスの
安定供給

新素材・エネルギー
の事業化

教育、
健康ビジネス
の展開
間伐材等を燃料として使用することや
森林整備
（森林吸収）
により、CO2 排出
量を削減し、
その実績を国内クレジット、
オフセットクレジットとして、企業に提供

間伐材等を燃料利用
し、CO 2 排出量を削減
したい企業に、森林資
源を安定的に供給

森林資源を新素材や
バイオエタノール等に
転換する新しい環境ビ
ジネスの場を提供

森林が医療・健康や教
育・人格形成に良好な
効能を有する事に着目
したビジネスを展開

排出量取引による収益

低資材の需要拡大

Carbon Oﬀ set

Ｊ Ｖ
̶ ＥＲ

環境省が定めるカーボンオフ
セットのクレジット制度︒ポジ
ティブリストというリストに定
められたプロジェクトを実行し︑
認証運営委員会が認定すれば︑
吸収・削減されたＣＯ ２をクレ
ジットとして認める制度︒ポジ
ティブリストにはグリーン電力︑
太陽光パネルの設置などのほか︑
ボイラー使用業者やバイオマス
業者が化石燃料から木質バイオ
マス燃料へ転換したり︑自治体
や森林所有者などが間伐や植林
で増やした吸収量も対象となっ
ている︒なおＪ Ｖ
̶ ＥＲのクレ
ジットは京都議定書に削減目標
にカウントすることはできない︒
したがってその使用目的は主に
ＣＳＲとして利用される︒

＝ Japan Veriﬁed Emission
︵ジェー・バー︶
Reduction

※

経済産業省が推進する制度︒
中小企業が︑大企業のからの資
金や技術ノウハウなどの提供を
受けて共同でＣＯ ２の排出削減
に取り組み︑第３者認証機関が
認めれば︑その削減分をクレジ
ット︵権利・証書︶化できる仕
組み︒大企業に比べカーボンオ
フセットの進んでいない中小企
業は農林業︑サービス業など︑
幅広い分野での排出削減を促進
することができるようになる︒
カーボンオフセットが進んでい
る大企業にとっては︑これらを
購入することで自ら定めた排出
量削減目標に取り込むことが可
能となり︑市場での評価︑企業
価値の向上に役立てられる︒

※２ 国内クレジット制度

企業や個人︑あるいはイベン
トなどで排出されるＣＯ ２
︵＝カ
ーボン︶を︑植林や森林整備︑
自然エネルギーや排出権購入な
どでオフセット
︵＝相殺︶するし
くみ︒企業の生産過程やイベン
トでのオフセットを実現したこ
とを証明︑認証されればカーボ
ンオフセット商品として販売す
ることもできる︒

＝

※１ カーボ ンオフセット

森林資源の活用による
CO2 排出量削減
3

■「社会的協働による山村再生対策構築事業」の概要

１

した材をどう使い切るかのアイデ

島内厚実氏

をしっかりやっていれば︑それ自
体がクレジットの対象になるから
だ︒クレジットの計算式や書類申
請︑認証など手続きは面倒だが︑
センターがフォローしてくれるし︑
要件をきちんと満たせばマッチン
グ相手は見つけやすい︒
国内クレジットは︑一見林業関
係にはあまり縁がなさそうだが︑
例えば旅館やホテルなどの中小企
業が熱源を重油などから木質のペ

林野庁 森林整備部計画課森林総合利用・
山村振興室

08
Tierra Autumn 2009
Tierra Autumn 2009

09

レットに変えるとなれば︑その供
給源としてのペレットメーカーと

もっともっと企業に、
山村への関心を
もってもらいたい

山村資源の
情報提供
企業の資金を
山村に誘導

山林の癒し効果を利用
したい企業
処するため
め
◎災害等不測の事態に対処するため
のセーフティネット対策の実施

新たな枠組み
による
社会的協働
◎CO 2 排出削減による国
内クレジット、
オフセットクレ
ジットの創出の支援

CO 2 排出量を削減した
い企業
効
定
効果の認定

取材・文／佐藤 聡

67

森林資源を活用して新た
な事業を展開したい企業

活用が
考えられる
企業
山村再生
支援センター
◎取組みの効果を客観的
に評価、効果の認定

マッチングの依頼
◎山村と企業のマッチングをはじめ、
山村再生の取組みの一元的・総合的
な支援

業 界 動 向 最 前 線

山村

【岩手県・葛巻町】

葛巻町森林組合
取材・文／佐藤 聡 撮影／鈴木伸之（クロスボート） 取材コーディネート／山路雅義（日立建機本社）

山村力コンクールで最優秀賞︒
林業の葛巻ブランドは
いかにつくられたか︱︱︒
森林事業で収益を出しにくいとされる私有林が︑
森林面積の ％を占める岩手県葛巻町森林組合︒
だがその事業収益は年間 億円を超える︒厳しい経営環境が続く全国の森林組合のなかでは︑
まぎれもなくトップランナーである︒複数の事業を縦横に繋いで効果を生むその手法は
﹁葛巻方式﹂と呼ばれ︑
全国的に知られる︒その方式の秘訣を追ってみた︒

組合は財団法人都市農山漁村交流

２００８年︑岩手県葛巻町森林

葛巻町森林組合・参事の竹川高

てもらうことを盛り込んでいる︒

招いて︑植樹やイベントに利用し

業だけでなく︑その企業の顧客を

葛巻の場合は︑その契約の中に企

Ｏ ２を削減していく仕組みだが︑

として森林整備を進めることでＣ

るのです﹂︵竹川氏︶

してもらえるので︑収益も安定す

任せきりだった炭が安定して購入

﹁これによって︑今までは相場に

山村部が生きていくためには︑
首都圏を相手にすべき

活性化機構が主催する﹁第２回山
同組合の定年は 歳だが︑炭製

進する︒

収益の安定は︑雇用の安定も促

村力︵やまぢから︶
コンクール﹂で︑

町内会など一つの取り組みに留ま

企業の森︑森の新ビジネス︑森の

認証の取得︑カラマツの商標登録︑

林管理協議会︶
のＣＯＣ
︵加工流通︶

に輝いた︒受賞理由は﹁ＦＳＣ︵森

最優秀賞である﹁林野庁長官賞﹂

係をさらに広げるのです﹂

来てもらって︑喜んでもらい︑関

そのために︑企業のお客さんにも

まず交流人口を増やすことが重要︒

﹁地域全体を活性化するためには︑

行氏は︑その狙いについてこう語る︒

ずにはじかれた楢材︒これを炭に

材は︑シイタケ原木としては適さ

ようにしている︒炭の原料になる

あれば 歳以上であっても働ける

造の事業所で再雇用をし︑健康で

する︒その他︑はじかれたものは

例えば﹁企業の森﹂
︒企業が山村

こには葛巻独自の
〝味付け〟
がある︒

う目新しいものでもない︒だが︑そ

決して難しいものではないし︑そ

Ｃの認証を除けば︑個々の事業は

ただ取得が難しいとされるＦＳ

るで百貨店︒実行力は商社並みだ︒

専売契約を取り付けている︒

ールス︑有名焼き鳥チェーンとの

らトップが︑首都圏に乗り込みセ

理事組合長の中崎和久氏や竹川氏

炭を生産してきたが︑これを代表

例えば︑葛巻は古くから良質の

ットを相手にしないと﹂︵竹川氏︶

の仙台でもだめ︒首都圏のマーケ

﹁盛岡でも︑人口１００万人都市

圏だ︒

る﹂︵竹川氏︶

方と深く関われるし︑知恵も出せ

に招き︑炭づくり現場の見学や薪

る首都圏のエンドユーザーも葛巻

組合では︑薪や炭を提供してい

合・代表理事組合長・中崎和久氏︶

回っていくのです﹂︵葛巻町森林組

抑えられ︑全体がコストに合って

再雇用だから人件費もある程度は

をうまく組み合わせ︑また人材も

かなか採算が合いません︒これら

﹁シイタケだけ︑炭だけ︑ではな

薪にもする︒

の森林地を買い上げ︑もしくは借

の認証は相当厳しい︒しかも認証

そのターゲットはあくまで首都

り上げ︑企業のＣＳＲ活動の一環

を取得したからといって︑日本に

その多様な取り組みメニューはま

の積み上げ競争などのイベントを

しかし︑今やっておかないと本物

制度があるわけではありません︒

組合の知恵と辛抱強さを見せつ

から染み出す水の浄化に役立てて

るいは田畑の土手脇に置き︑土手

した︒それらを沢に沈めたり︑あ

の金網篭に入れた浄化装置を開発

に通常より高めの価格で集成材を

﹁今︑埼玉のハウスメーカーさん

携するか︒

心的なハウスメーカーを見つけ提

そのために︑いかに首都圏の良

り強く交渉しての結果である︒

関係で製造許可を渋る国税庁と粘

てて実現した︒しかも︑酒税法の

のための予算を林業の補助金を充

いが︑ブドウ畑やワイナリー整備

ワインと林業とは一見結びつかな

その言葉を裏付けるかのように︑

【森の里親】
生物の多様性を実感する場として区分けした森を使う

【くずまき高原里山実行委員会】
一般の人に森を知ってもらい、
林業以外の活用法を探る組織

【カラマツの商標登録】
耐震が注目され強度あるカラマツをさらに集成技術で強化し、
「岩手くずまき高原カラマツ」
の商標でブランド化

竹川高行氏

葛巻町森林組合のさまざまな取り組み

【自然塾】
里山の自然を体験学習できる仕組み

らない波及的取り組み﹂だった︒

開催しては︑交流人口を増やして
一方︑企業の森などで繋がった
を求める時代が来た時︑偽装が出

けたのが︑特産の山ぶどうを使っ

はヨーロッパのように高く売れる

企業とは︑新たなビジネスの芽を
る︒それを防ぐためにも取り組ん

いる︒

探る︒炭利用の拡大を目指し︑企
でいます﹂︵竹川氏︶

林業は酪農やエネルギー産業
と一体で考えるべき

業の森オーナーの金網メーカーと

いる︒さらに浄化で使った炭は︑

買っていただいてます︒山を維持

た﹁くずまきワイン﹂の実現だ︒

連携し︑共同で炭と間伐材を専用

乾燥して砕き︑バークとともに建

はない︒林業も酪農も︑新エネル

﹁林業だけみていたら︑今の葛巻
ギーも一緒に考えなければ⁝⁝︒

するためにはそうしないといけな

切った木を︑
家にするのか︑紙にす

い︒でも︑代わりに葛巻産集成材で
家を建てた方には︑災害が起こっ

るのか︑
エネルギーにするのか︑飼

設残土や休耕地に撒き︑雑穀畑と

た際︑すべて葛巻町で受け入れて

︒そのストーリ
料にするのか ̶̶
ーが大事︒その意味で︑林業は酪

面倒みることを約束しています﹂

して利用するという徹底ぶりだ︒

本物の時代に備え︑
木材のトレーサビリティに挑む

時に︑葛巻町森林組合の行動力

ある時︑町内の集成材メーカー

︵竹川氏︶

農であり︑新エネルギーなのです﹂

組合がいま力を入れている事業

は︑
﹁森林組合﹂としての事業領域

は︑木材のトレーサビリティ︒Ｆ
ＳＣの森から正しく切り出された

を超える︒

組合長の中崎氏はこう語る︒

品質の高い国産材であることを︑

葛巻町は︑林業だけでなく︑酪農︑

エンドユーザーでも確認ができる

が経営難に陥った︒すると︑その

新エネルギー分野でいずれも全国

よう︑バーコード読み取りソフト

トップクラスの実績を誇っている︒

えた︒

技術を高く評価しているそのハウ

使いたい﹂と要望してきた︒中崎氏

﹁失敗を恐れず取り組むこと︒そ

スメーカーが﹁森林組合が仲に入

らは１週間をかけ債務先を精査︑

して失敗してもそれを責めないこ

の開発を急いでいる︒

町長に掛け合って損失保証を取り

﹁ＦＳＣは︑水源を汚さないよう

付け︑引き下がる銀行を説得︑結

と︒責任を追及してみても前には
それが﹁葛巻方式﹂に隠された大

進みませんから﹂

果︑集成材メーカーの雇用と︑そ
の供給先を守ったのだ︒

事なエッセンスなのかもしれない︒

【くずまきワイン】
特産の山ぶどうを使ったオリジナルワイン。
第三セクターでのワイナリーは北海道池田町に次いで全国で２例目
炭を使ったヒー
リングを体 験
する
「癒しの部
屋」。
新たな炭の活用法として考案された、炭と
薪を金網カゴでパッケージした浄化装置。
川や沢の浄化、土手から染み出す水の浄
化にも使える。
スパークリング
ワインなど、酒
類の豊富な
「く
ずまきワイン」
のワイナリー。
林野庁の林業
構造改善事業
の補助金で誕
生した。

【トリプル薪フェスタ】
薪の消費者に薪を知ってもらうイベント

「機械化で効率化が図
れ、売れなかった材が売
れるようになる。さらに
FSC 認 証の森から、
カーボンオフセット証書
付きの林業機械を使っ
て木を切り出す ̶̶こ
うしたお客さまへのスト
ーリーができる。そこに
意味があるんです」
【FSCのCOC認証】
COC＝加工流通認証は、
世界的な組織であるFSC
（森林管理協議会）
が、
環境に配慮して切り出された加工材について出す証明

70

葛巻町森林組合参事・
【簡易窯】
伐材を切り出した場所でつくった登り窯。浄化装置に使う炭を焼く
葛巻産の炭生産所。
軽くて柔らかい炭は熱も高く、
灰も残らない。
焼き鳥に最適。高齢者の再雇用施設としても機能している。
「くずまき式」企業の森。植樹祭やさまざまなイベントの場とし
て活用される。
トリュフが取れる可能性があるという。

70

︒町
なぜここまでできたのか ̶̶
議会議長も務める中崎氏はこう答
「ずっと、
『 山の姿はそこに住む民族
の象徴である』と教えられてきまし
た。これからのキーワードは森と水。
我々がきちんと山の整備にかかわる
ことで、健康な水が確保できるはず」
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﹁森林組合は法律で金融業務はで
きません︒その代わり︑組合員の

【森の貯金箱】
どんぐりなどの苗木を専用の育成畑で育てる

98

ってくれるなら︑引き続き材料を
葛巻町森林組合代表理事組合長・

同組合の評価を受けて導入され
た日立建機の「カーボンオフセット
証書付き」林業機械（ZX120-3
プロセッサ仕様機）
。
【森の町内会】
「オフィス町内会」
に参加する首都圏の企業のサポートを得ながら、
間伐材を切り出し、
紙に変えていく取り組み

5

木を谷に向けて切らないなど︑そ

中崎和久氏

石 川 に 現 在︑ 平 成

周辺集落を往来するようになって

取材・文／増田祐二 撮影 ／小島真也
取材コーディネート／大東智晴（日立建機レック九州支店）

いました︒そこで︑骨材製造プラ

【大分県・日田市】

年竣工を目指

熊谷組

大 分 県 日 田 市︒ 筑 後 川 支 流 の 赤

株式会社
九州支店・大山ダム工事所

以降のラインすべてが止まり︑骨

も激しい︒だがここが止まれば︑

含む箇所が頻繁に露出します︒骨
材製造工程に大きな影響が出る︒

くなり︑ボトルネックでの詰まり

打設まで︑全体のおおまかなフロ
﹁そこで電動ピックなどを使い︑

﹁中でも岩の割れ目に粘土を厚く

ントをダム上流へ配すとともに原
材としては利用しにくいのですが︑

められている︒

原石山からの採取率を高めるため︑
し口の詰まりを解消していきまし

ーは以下の通り︒

た︒しかし︑これが常態化してし

︻骨材製造ライン︼原石採取↓ス
当初スケルトンバケットで土砂を
まっては︑１時間あたり４００ｔ

石運搬ルートを変更することで︑

ふるった後に一次破砕にかけ︑半
というベルコンの搬送力が生かせ

周辺集落に原石運搬ダンプの影響
貯蔵場︵サージパイル︶
↓洗浄↓ス
製品としてサージパイルにストッ

大 山 ダ ム は︑ 堤 高 ｍ ︑ 堤 頂 長

クリーン処理↓二次破砕
︵再分級︶
クしていました﹂︵岡本所長︶

手作業によって３カ所ある引き出

そのほか︑堤体のコンクリート
↓三次破砕
︵再分級︶
↓製品別骨材

プレキャスト工法︶
︒ダム完成まで

ー工法が採用されている︵一部に

性︑安全性などの面から拡張レヤ

用され︑打設工法は経済性︑施工

５ｔのケーブルクレーン２条が使

ブルクレーン↓打設現場↓バイバ

ッチャープラントでの混練↓ケー

別骨材貯蔵タンク↓調整ビン↓バ

︻コンクリート製造ライン︼製品

次の洗浄設備へと送るベルコンの

えてサージパイルの引き出し口が︑

は除去しきれない土砂が残り︑加

しかし︑スケルトンバケットで

を考え︑何か改善策はないかと模

とか賄えましたが︑最盛期のこと

序盤戦だったために骨材供給は何

ません︒当時はまだ︑築堤作業の

事課長︶

索していたのです﹂︵熊谷組九州支

因となって粘性の高い土が固まっ

店・大山ダム工事所・北沢俊隆工

だが原石採取後しばらくして︑
て引き出し口を塞ぎ︑ラインが止

幅に合わせてボトルネック形状に

骨材製造ラインに問題が生じた︒

なっていることから︑これらが原

それは︑原石に混ざる粘性の高い
まってしまう事態が頻発したのだ︒

ックによる締固め

ち︑約１００万ｔを隣接する原石
山から供給する計画だ︵残りは購
土が原因となった﹁ラインの目詰
シャまで詰まってしまうこともあ

ときには一次破砕の自走式クラッ

現地は安山岩の地層帯だが︑原
ったという︒
とりわけ降雨時は土の粘性も高

長期レンタルによって調達され︑

結果︑今春３月にレックからの

最適であると判断したのだ︒

まり﹂だ︒

に必要な骨材は約１２５万ｔ︒う

です﹂

貯蔵タンク

岩片自体は堅硬なこれらの材料を︑

３７ ０ｍ ︑ 堤 体 積 約
式 コ ン ク リ ー ト ダ ム︒ 工 事 の 入 札
に あ た っ て は︑ 発 注 機 関 で あ る 独
立行政法人水資源機構では初めて
の︑ 高 度 技 術 提 案 型 総 合 評 価 落 札
方式が導入された︒

落札したのは熊谷組︒標準案に
対し︑堤体コンクリート打設完了
までの施工期間を２４４日間短縮
する技術提案のほか︑骨材プラン
トの配置や原石運搬ルートの変更

13

熊谷組九州支店
大山ダム工事所
岡本弾所長

による環境対策提案などが高く評
価された︒
熊谷組九州支店・大山ダム工事
所の岡本弾所長は語る︒
﹁標準案では︑骨材製造プラント
石掘削ポイントによって性状変化
が大きく︑骨材として使える層と

そんな折︑原石山で稼動する一
立建機のＺＲ９５０Ｊ Ｃが加わっ

で稼動を開始した︒ＶＲ５１６Ｆ

ＶＲ５１６ＦＳは原石山の最前線

次破砕用の自走式クラッシャに日
た︒その際︑現場が抱えるライン

Ｓは１時間あたり１８０ｔの処理

詰まりの課題提起を受け︑日立建
機ではソリューションとしてＶＲ

ペースで︑目詰まり原因となる
し︑残った原石はＺＲ９５０Ｊ Ｃ

㎜ アンダーや原石の付着土を除去
によって破砕後︵ＣＳＳセット値

本機は日立建機が製品展開する
自走式スクリーンの大型タイプ︒

５１６ＦＳを選定して提案した︒

大きな加振力とクラス最大級のス

１００㎜ ︶
︑サージパイルに投入さ
目詰まりの少ないフィンガスクリ

﹁ＶＲ５１６ＦＳで前処理のスク

れる︒

クリーン面積︵幅１・ ｍ ×長さ
52

４・ ｍ ︶で高い処理能力を誇り︑

リーニングを行うようになってか
ら︑サージパイルの引き出し口が
詰まる現象は︑ずいぶんと少なく
なりました︒原石の状態が良けれ
ばそのまま一次破砕のクラッシャ
へ投入しますが︑現在のところ採
取される原石の約３割は土砂の混
じりが多く︑ＶＲ５１６ＦＳによ
るスクリーニングが欠かせません﹂
結果として︑ＶＲ５１６ＦＳの

︵北沢工事課長︶
稼動は原石山からの骨材採取率を
２００９年 月現在︑築堤工事

高める効果をもたらしたのだ︒

かい︑岡本所長は最後にこう結ん
でくれた︒
﹁平成 年の竣工までに︑技術提

いですね﹂

けない工事を安全に進めて行きた

して何よりも周辺住民へ迷惑をか

案したことをきちんと履行し︑そ

25

切り羽のすぐ脇で稼動するフィンガスクリーンVR516FS。土砂を含む20㎜アンダーを除去。

熊谷組九州支店
大山ダム工事所
北沢俊隆工事課長

は ％ほど進捗し︑ほぼ予定通り

8

の工程だという︒ダムの完成に向

37

88

ーンが現場の課題を解決するのに

VR516FSに投入する前の原石（左）
とスリーニングされた後の原石
（中）
、
および除去されてベルコンで排出される20㎜アンダー
（右）
。

原石採取の最前線で
土砂をふるい落とし︑
骨材製造ラインを蘇らせた
ＶＲ５１６ＦＳ︒

V R 5 1 6 F Sのスクリーン
部。幅1.52m×長さ4.88m
のスクリーン面積はクラス
最大級。

がダムサイト左岸の下流に位置し︑

20

55 94

原石山との位置関係からダンプが

打設については︑ ｔおよび ・

クリーン処理↓一次破砕↓半製品

使えない層の混在が激しい︒

ダム左岸に設けられたコンクリート製造プラント。

をおよぼさない方法を提案したの

原石山から堤体のコンクリート

入予定︶
︒

左岸からみた堤体の工事現場。現在はまだ低層で
構造物もあるため、1回あたりのコンクリート打設は
1300㎡程度という。

万 ㎥の 重 力

し て﹁ 大 山 ダ ム ﹂ の 建 設 工 事 が 進

25
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稼動現場
レポート
原 石 山での 作 業を請 負
う共 栄 機 械 工 事 九 州 支
店・竹藤一博作業所長。
「 VR516FSでは最大で
200t／h、平均で180t／h
のスクリーン処理を行って
います」
。同社では、除去し
た20㎜アンダーを路盤材
などにリサイクルしている。

20

自走式スクリーン
VR516FS
日立建機
目詰まりの原因となっていたサージパイルの引き
出し口
（写真右）
。VR516FS導入後はラインの
流れもスムーズ。写真下はサージパイルから洗浄
設備へと伸びるベルコン。

ＩＳ﹂に登録︑
世界最大級油圧バイ

新技術情報提供システム﹁ＮＥ Ｔ

シー︶
ピア工法﹂は︑国土交通省の

鋼管桟橋架設工法の﹁Ｓｑ Ｃ
︵セク

イバル競争に打ち勝っていかねば

ども︑同社もその渦中にあり︑サバ

る︒基礎技術に定評があるといえ

く環境は大きく変貌を遂げつつあ

現在︑建設・土木業界を取り巻

産業振興への手腕は高く評価され

の受賞歴を持ち︑技術開発・地域

行政関係功労者表彰をはじめ数多

賞四国経済産業局長賞︑国土交通

会技術功労賞︑ものづくり日本大

んどない︒特殊工法に活用できる

械に︑いわゆる﹁標準機﹂はほと

る機械︒同社で稼動させる基礎機

野氏︶

ラインナップを広げています﹂︵高

オリジナルな工法を開拓し︑その

てのゼネコンからの要求を充たす

きない唯一無二ということ︒すべ

﹁〝特殊 〟の真意は︑他社が真似で

戦略を見出す︒

こと︒そこに高野氏は企業の成長

な工法〟にさらなる磨きをかける

動している︒道幅が狭く︑自走に

ローラクレーンＳＣＸ５５０も稼

また同現場では︑特殊分解型ク

その威力を発揮し

での抑止杭削孔に

仕様にて仮桟橋上

一翼を担い︑ ｔ

ルハンマー工法の

するダウンザホー

て︑同社が得意と

地滑り現場におい

発生した大規模な

の施工実績は﹁全国ナンバーワン﹂
︑

ダウンザホールハンマー工法で

う言い切る︒

代表取締役・高野広茂氏は︑こ

のカギを握る﹂

ブロによるＭＴ工法での特許取得︑
﹁公共工事はもちろん︑民間工事

ならないと高野氏は展望を語る︒
よる搬入が困難なため︑分解可能

﹁特殊機の開発・所有が︑成長戦略

そのほかにもユニークな新技術を
カスタマイズ・マシンを特注する
で ｔトラックに積載できる同機

昨年 月に導入された重量規格

なアドバンテージを有する同社の

下での工事や岩盤掘孔工事に大き

野へ進出したのを機に︑特殊条件

して岩盤削孔・掘削工事の事業分

以来︑基礎工事の需要増加に着目

ければ︑これからは生き残れない

して〝改革〟に取り組む企業でな

は排除された︒それゆえに︑率先

来のような︑いわゆる〝しがらみ〟

点によって受注が左右される︒従

に速やかに減ｔ可能な特殊仕様機︒

重に応じて︑ ｔ吊りを ｔ吊り

たこの機械は︑道路や橋の設計荷

製ＳＣＸ９００ ２
̶ をベースにし

つ︒日立住友重機械建機クレーン

可変型クローラクレーンもその１

﹁工場内は機械で溢れています﹂

加工を行なっている︒

で機械の整備・保管︑資材の管理・

坪の工場・研究施設を有し︑そこ

同社では︑県内南国市に約１万

同社が取り組む改革とは︑〝特殊

と考えています﹂

の起用は必須だったという︒
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技術開発を牽引してきたのが︑他

ている︒

次々と開発・実用化し︑硬質岩基
の入札でも︑実績︑技術力︑コスト
ケースが多数を占めているのだ︒

ている︒

礎工事のパイオニアとして全国的
マネジメント︑工期縮減︑安全・環

その戦略を裏付けるのが保有す

に名を馳せる株式会社高知丸高︒
境対策︑提案力といった総合評価

高野広茂氏

昭和 年に運輸会社として創業

代表取締役
10

と高野氏が語るように︑世界各

ーを含め︑
ほぼ横一線︒だとすれば︑

めているほか︑国内のみならず

ミに取り上げられ話題を集

打てる﹂︵高野氏︶という垂直精度

建機グループはもっとアピールし

そ︑地元や社会に貢献する義務が

作っている事業体です︒だからこ

私たちは︑いわば社会インフラを

メイドするケースが多い︒その理

ープに協力してもらってオーダー

した特殊仕様機は︑日立建機グル

が当社の最大の優位点です︒こう

価格競争に巻き込まれにくいこと

た特殊仕様機を備えていることで︑

では︑津波シェルターに利用でき

の発生も危惧される︒そこで同社

多く︑また将来的には南海大地震

県は台風や豪雨による自然災害も

と高野氏は未来を見据える︒高知

愛されなければ立ち行かなくなる﹂

建設業界は﹁もっと地域や住民に

公共工事の削減が続く状況下︑

シップのもと︑社会貢献の先見的

社は︑高野社長の強力なリーダー

ない地位を築いた高野氏︒いま同

といえば高知丸高〟という揺るぎ

〝北海道から沖縄まで︑特殊工事

いも込められています﹂︵高野氏︶

の利益を超えた︑そうした意味合

津波シェルターづくりには︑会社

心・安全を守る責任があるのです︒

ある︒もっといえば︑地域住民の安

第3回 高知エコ産業大賞 技術賞
平成16年度
第19回 高知県地場産業大賞

国から厳選採用したマシンが居並

他社に比べて一段と技術力がある︑

﹁基礎工事︑建設業を営んでいる

海外からも引き合いがある︒

の高さを備えた ｔクラスの杭打

ていいのではないでしょうか﹂︵高

由は︑日立の製品がもっとも長持

る高架式避難施設パネルプレハブ

平成15年度

１台２役の同機は現在︑奈良県で

きわ目を引くのが︑大規模な地盤
特殊な機械を製造できるポテンシ

機は全国でもきわめて珍しい︒
野氏︶

ちして信頼でき︑そして何より付

方式を開発し︑地域貢献事業にも

同社の最近の技術関連受賞歴

ならぬ高野広茂氏自身だ︒土木学

ぶ︒日立建機製品では︑幅広い現
場の地盤条件に対応するリーダレ
ス型基礎機械ＳＲＸ２０００︑空
間制限のある現場で精度の高い作
業が可能な低空頭型杭打機ＥＸ１
２０ ５
̶ 改良型などユニークなマ

工事で威力を発揮するＳＲＸ３５
ャルがある︑といった特長を日立

業界屈指の高技術企業が︑
この時代に求めた
重量規格可変型クローラクレーン︒
００︒
﹁ メートルの鋼管を一発で

﹁独自工法および︑それに対応し

加価値の高い技術力があるから︒

同社が向かう方向は︑﹁建設業の

昨年︑先々を見越して導入したＳ

成長モデル﹂として︑多くの示唆を

な企業へとシフトしつつある︒
さらに︑６人乗りの津波避難施

着手している︒
設﹁救難まんぼう﹂を高知工科大

ＣＸ９００ ２
̶ も︑仮桟橋などで
稼働させるため︑スピーディに減

第10回 土木施工管理技士技術論文最優秀賞
平成18年度
第6回 高知エコ産業大賞

シンが見受けられる︒中でもひと
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14
Tierra Autumn 2009
Tierra Autumn 2009

15

90

ｔできるというメリットに注目し

国土交通行政関係功労者表彰
コスト縮減四国地方整備局長賞

12

施工実績全国ナンバーワン
を誇る同社のダウンザホール
ハンマー工法。その大規模案
件において活躍する日立建機
のSRX3500。他の工法では
不可能な硬岩盤においても確
実に掘削・杭打ができる。

第22回 高知県地場産業大賞奨励賞
土木学会四国支部 技術功労賞
平成20年度

取材・文／古幡政樹 撮影（人物・SRX3500）
／小島真也
取材コーディネート／西村健司（日立建機高知営業所）

含んでいるとはいえまいか ̶̶
︒

第2回 ものづくり日本大賞 四国経済産業局長賞

高知丸高
株式会社
学と共同研究・開発︒地元マスコ

平成17-18年度 下本村改良工事
優良下請企業
（事務所長表彰）

基礎工事のリーディングカンパニー

たからこそ︒汎用機は外国メーカ

第5回 高知エコ産業大賞 技術賞

SCX900-2
四国地域産業技術推進貢献企業等表彰
四国経済産業局長賞・地域産業技術貢献賞
平成17年度

30

同 社が手がける「 S q Cピア工
法」の現場。通常は写真のよう
に、仮桟橋の設計荷重に合った
クラスのクレーンを搬入稼動させ
るだけだったが、重量規格可変
型SCX900-2クローラクレーン
は、現場条件に応じてカウンタウ
ェイトの選択により重量規格を
65ｔ〜90ｔに変更できるため、例
えば仮桟橋架設現場では65ｔ
仕様、通常の現場では90ｔ仕様
と
「1台２役」
をこなす。設備投資
の費用対効果としても大きなメリ
ットを持つ。

HITACHI
PRODUCT
42

12

重量規格可変型クローラクレ
ーンのベースマシンとして採用
された同機。ヘビーデューティ
作業を連続できる湿式多板デ
ィスクブレーキ付き巻上ウィン
チを装備のほか、作業性、操
作性、居住性、安全性、輸送
性、環境性に優れている。

四国地域産業技術貢献賞
財団法人四国産業・技術振興センター理事長賞
平成19年度

スペシャリス
トが語る

経営改善のテーマである商品力・営業力・人材力・組織力・財務力のうち、
財務力を除く4つのテーマについて、毎回、建設会社の具体的な実践事例を
あげながら、改善手法を解説していきます。

社員のやる気が会社を変える
︒それには︑
次の式の数値を
成果を揚げるためにはどうすればよいか
̶̶
大きくしなければならない︒
﹁成果＝能力×熱意︵やる気︶
× 考え方﹂
つまり︑
社員の能力が高くても︑
熱意︵やる気︶
がなく︑
誤った考え方で仕事をしていても成果は上がらないということだ︒
プロ野球の世界で︑
前のチームでは成績が悪かった選手が︑
移籍をしてチームが変わった途端に活躍することがある︒
これは移籍後のチームが︑
熱意︑
やる気の高まる組織であるということだ︒
ここでは︑
社員の仕事に対する
熱意ややる気を高める組織をいかにして作るかについて考えてみよう︒

顧客

業代︑手当含む︶月収 万円︑そ

経済学にも精通するアブラハム・

アメリカの著名な心理学者で︑
と︑人はやる気になり熱意を持っ

応じた欲求を満たすことができる

社員が各々の心理的成長段階に
経営をしたい︒

円を支払うことのできるよう企業

して 歳の課長には年収７００万

次に各段階におけるやる気の出

マズローは︑人の欲求はその心理
的成長に応じて︑５段階の推移を
し方を解説しよう︒

なると﹁安定して︑安心して︑安全

欲求︶
﹂と言う人が︑働けるように
の欲求﹂である︒そのためには︑

まず働き生きたいという﹁生存
販売ノルマがあり︑厳しく管理さ

紹介しよう︒

が起きる︒ある住宅会社の実例を

きたいという﹁安全︑安心の欲求﹂

に働きたい︵安全︑安心の欲求︶
﹂
生活できるだけの給与や適度な休

最初は﹁働き生きたい︵生存の

すると言っている︵図１︑表１︶
︒

と思うようになり︑次には﹁仲間
れている︒そのため販売実績が上

う気持ちになり︑最後には﹁自ら

認められたい︵自我の欲求︶
﹂とい
るだけの賃金として支払総額︵残

金が必要である︒ 歳で結婚でき

留めておくためには︑ある程度の賃

特に中小企業で︑優秀な人材を
その中で︑Ｓハウスはたいへん

くなり︑その結果定着率が悪い︒

がらない営業マンは会社に居づら

住宅会社にはほとんどの会社で

と仲良く働きたい︵集団帰属の欲

の成長を希望する︵自己実現の欲

下のアタッカーに﹁お前に任せた！

バレーボールのセッターが︑部

定着率が良い︒Ｓハウスの営業マ

しているというデータがある︒そ

にして社内のコミュニケーション
いという﹁自我の欲求﹂を持って

人は褒められたい︑認められた

相手にブロックされても﹁俺がボ

げる︒そしてそのスパイクが何度

好きなように打て！﹂とトスを上

をよくすればよいのだろうか︒

ールを拾ってやるから思い切り打

ンはその理由を次のように言う︒
﹁会社には優れた販売マニュアル
があり︑教育が徹底しています︒
ですから入社間もない時でも︑そ
のマニュアルに沿って営業をする
と住宅が売れるのです︒営業マン
の定着率が良いとお客様の担当が
変わらないので︑お客様からの紹
介が多く︑さらに実績を上げられ
業務の標準化が︑安心︑安定し

ます︒会社には感謝しています﹂
て働くことのできる環境を作り︑
それが顧客満足をも招いている︒

コミュニケーションを
活発にする
新卒３年以内で ％の人が退社

により﹁自己実現の
欲求﹂が高まる︒
目標は適度に高い
方がよい︒低い山に
登っても喜びは少な
いが︑富士山に登頂

プロジェクトチームによる活動が

﹁自我の欲求﹂を高めるためには

○○君は照れ臭そうだが︑確実

﹁○○君︑目標達成おめでとう！﹂

く確実に仕事をしようという意欲
が高まる︒

育成なくして指導なし
このように︑人の欲求は各人の
心理的成長度に応じてその欲求内
容が異なるため︑上司や企業はや
る気を高める施策を段階に応じて
実施しなければ組織の生産性はあ
がらない︒
技術や技能を教えることを﹁指
導﹂と言い︑部下のやる気を高め
ることを﹁育成﹂という︒やる気
のない人にいくら技術︑技能を教
えても身に付かない︒まさに﹁育
成なくして指導なし﹂である︒

■働きたい（生存の欲求）
給与、賞与、
残業、休日、勤務体制等

お金が欲しい
休みが欲しい

熱意︵やる気︶

熱意︵やる気︶

﹁この掘削作業は何分でできる？﹂

いる︒しかし現実には︑小さなミ

実施した成果について認めてあ

﹁２時間はかかります﹂

専門工事会社のＭ社には︑現場

すると達成感がみな
ぎる︵図２︶
︒

げることだ︒評価制度によってき

て﹂とトスを上げ続ける︒このよ

① 仕事の意義や目的に気付かせる

ちんと評価することがよい︒また

うな上司の態度が部下の心に火を

今行っている仕事の意義や目的

スで叱られ︑よい仕事をしても認

Ｋ社では︑現場作

事務作業という︑お互いに触れ合
が理解できると︑工夫し改善しよ

業の際に必ず目標設

いのない職場だった︒そこで部門

定する︒

横断的な勉強会を開催することに

﹁では１・５時間に挑戦しよう﹂
という具合だ︒目標達成した場
合には︑全作業員が拍手で承認す

うに答えた︒

る︒

Ａさん﹁レンガを積んでいるんだ﹂

効果的である︒

だ︒

Ｂさん﹁教会を作っているんだ﹂

やっているのかと聞くと︑次のよ

くいかなかったが︑経営者の粘り

Ｃさん﹁教会を作ることで街を平

最初は社員全員が反発してうま
強いすすめもあって２年経過する

っていた新卒の人材採用を若手社
員主体のプロジェクトチームによ

その上で︑採用方法を検討し︑採

にやる気は高まり︑次はもっと早

ころには社員同士の心の交流が始

和にするんだ﹂

る活動に切り替えた︒

Ｏ社では︑これまで経営者が行

まった︒やがて社風が見違えるよ

Ｃさんのような気持ちで仕事
̶̶
ができる職場を作りたいものだ︒

た勉強会を開催した︒

それだけでなく︑日常的に部下を

められずにいることが多い︒

職場が楽しい
職場の雰囲気が良い
上司、部下との人間関係が良い

うとする︒また自らが見本となり︑

作業をする職人︑営業マン︑女子

■仲良く働きたい（集団帰属の欲求）
人間関係の充実

した︒５〜６人の部門横断的なグ

社員が所属している︒職人は朝早

社員の気持ち

見ることでその都度︑拍手や握手

つける︒

表１ 熱意（やる気）の源

などの方法で承認することも必要

③ 承認する

安全・安心の
欲求

レンガを積んでいる職人に何を

﹁自我の欲求﹂を満たすためには︑

生存の欲求

やって見せることも重要である︒

３つのポイントがある︒

集団帰属の欲求

うに良くなり︑退社する社員がい
なくなったという︒

用試験を実施し︑最終選考までの

新卒採用することの意義を考え︑
やらされるのではなく︑自分で

② 選択肢︑責任を持たせる
決めて行うようにすることが重要

コミュニケーションといえば︑
飲み会や慰安旅行と考えがちだが︑

内容をプロジェクトチームにて行
った︒よい人材を採用できた時の
彼らの喜びは大きく︑また入社後
のフォローも綿密に行うなど大き
なメリットがあった︒

達成感が意欲を高める
目標を設定し達成感を得ること︑
そして自らの成長を実感すること

働きやすい
成果がでやすい

経済的要因

有意義で重要な仕事が創造的にやれる
仕事を認められてうれしい
仲間やお客様にほめられてうれしい
叱られても
「なにくそ」
とがんばれる

社会的要因

■認められて働きたい（自我の欲求）
仕事の意義、
目的に気づく
選択肢、責任を与える
承認する

管理的要因

自己実現の欲求

ループを作り︑毎月１回１時間程

客先まわり︑女子社員は事務所で

自我の欲求

度︑ディスカッションを中心とし

くから現場に出かけ︑営業マンは

の人間関係﹂だ︒では︑どのよう

の原因の一番目は﹁直接の上司と

やってみせ︑
させてみて︑
褒める

求︶
﹂と思う︒やがて﹁人に自分を

暇が必要だ︒

歳に 万円

次に︑安全︑安心︑安定して働

標準化で定着率を高める

求︶
﹂ようになるのだ︒

目標達成したぞ

て働くようになる︒

欲求の５段階

図１ マズローの欲求５段階

人は本来学びたいという欲求があ

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。著書に
『今すぐできる建設業の
原価低減』
（日経BP社）
、
『技術者の
品格』
（ハタ教育出版）
などがある。
http://www. hata-web.com/
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50

とにかく
働きたい

うれしいです
仲間と仲良く
働きたい
安全な環境で
安心して、安定して
働きたい

撮影／鈴木伸之
イラスト・図版／柴田美香
（プライマリー）

である︒

降籏達生氏

るのだ︒

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

■安全に、安心して働きたい
（安全、安心の欲求）
作業の標準化、
マニュアル化
作業環境の整備

目標の高さ

30

やりがい、達成感がある
自分の成長を実感できる
仕事が誇らしい

熱意（やる気）
と目標

30

■成長して働きたい（自己現実の欲求）
夢、
目標の現実、達成
成長の実感

図2

〜従業員満足が
顧客満足を
高める〜

30

内容

33

いい仕事をして
くれてありがとう

30

︻ 組織力 ︼

今すぐできる経営改善 ④

同社に勤めて約３年半になる木

価が寄せられている︒

が勤務する株式会社昭和工業は︑
原さんは︑入社後︑初めて経理を

今回の変身モデル・木原梢さん
昭和 年に創業︒さいたま市・浦

株式会社昭和工業

舗にあたる︒

和地区にある土木業者の中では老
ータや機械の状況を把握しながら︑

教わった︒各現場に携わるオペレ
収支をまとめ︑関連書類を銀行に
提出するのだ︒

河川の改修や市道の整備など︑
地域社会と密接に関わる工事を数
いと分かってはいるものの︑あま
りに大きな金額が動くので今でも

﹁自分が動かしているわけじゃな

ドキドキ︒イチから教えていただ

多く手がける同社︒とりわけ︑蛇
ら伝わる工法を用いることもあり︑
き︑それでもまだ分からないこと

籠設置などの護岸工事は︑古くか
長年の経験が必要とされるだけに︑

上の兄の影響でサッカーを始めた︒

得意で︑小学３年生の時には３つ

小さな頃から体を動かすことが

仕事に生かせませんしねぇ︵笑︶
﹂

え︑一番大好きだった体育は今の

はなかったですから⁝⁝︒とはい

子供の時から算数はあまり得意で

だらけで先輩に聞いてばかりです︒

実績の多い同社には︑常に高い評

こだわりの赤い原付バイクは︑通勤や買い出
しにと大活躍︒
﹁車の免許も取りたいです﹂

分の小学校で所属していたのは男

作れるという有様︒だから私が自

まって︑ようやく１つのチームが

﹁いくつもの小学校から女子が集

ムなど少なかった時代だ︒

当時はまだ︑女子のサッカーチー

作りの小物入れを贈ったそうだ︒

作りプレゼント︒先日も友人に手

さんの趣味は︑ネイルアートと手

﹁細かな作業が好き﹂と話す木原

良さにも納得させられる︒

答えが気持ちよい﹂という評判の

前からも伺っていた﹁いつも受け

健康に気を付けています︒プクプ

してバランスの良い食事を摂り︑

る方がいて︑以来︑適度に運動を

んです︒でも身近に叱ってくださ

く︑今より体重がかなり多かった

度のある生活を送っていたい ̶̶
かな︒学生の頃はお菓子に目がな

しっかり者の印象を与える彼女
だが︑意外にも３人兄弟の末っ子︒

﹁いえ︑そこまでは⁝⁝︒今はま

﹂
れにはもっと勉強しないと ̶̶
では︑将来はネイリスト？

嬉しいじゃないですか︒でも︑そ

いい︒だって︑喜んでもらえると

﹁人の爪にも塗ってあげられたら

やりの気持ちが垣間見られる︒

履きつぶしてきたという彼女に︑

アで︑何足もスパイクシューズを

ピース︒学生の頃からショートヘ

た衣装は︑シンプルな秋色のワン

かな︵笑︶
﹂

ら︑男性には尽くしてほしい⁝⁝

っ子だよね﹄と言われます︒だか

意見を通そうとして﹃やっぱり末

﹁我がままなせいか︑よく自分の

だ〝将来こうありたい〟というの

る﹁たおやか﹂な

体に身に付いてい

もらった︒華奢な

めて〟に挑戦して

ど︑幾つもの〝初

合うワンピースな

アーやヒールの似

巻き髪のロングヘ

今回︑木原さんのために用意し

はありません︒強いていえば︑節

ネイルアートも︑他人への思い

物入れを作りました﹂

子チーム︒男の子の中で頑張って

慣れた手つきでお茶を出す木原さん︒我々に
も美味しいアイスコーヒーを入れてくれた︒

応に助けられることも度々︒取材

を汲み取っていただき︑快活な対

たのか︑取材中もこちらの気持ち

クと太らないようにね︵笑︶
﹂

衣装すべて／03-3465-8826

﹁財布や時計など︑出かける際に

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／榎戸いくみ
（au-be）
取材コーディネート／平田順基
（日立建機さいたま営業所）

必要なものを入れておけられる小

きはら・こずえ 福岡県出身。高校卒業後、埼玉の短大に進学。
平成18年、同社に入社。現在、社内の収支を管理する経理を中
心に、オペレータや機械の伝票管理、機械の自主点検の管理票
作成など事務全般を担当。29歳。乙女座／A型。

その頃のチームプレーで培われ

木原 梢さん

いました︒楽しかったですけどね﹂

【埼玉県・さいたま市】

エクステを付けた変身ヘアと
秋色の上品ワンピースで︑
女性らしさをグンとアップ︒

毎日の支出を丁寧に伝票に書いてまとめるほか、機械の点検
時期をオペレータに伝えるのも彼女の役目。自ら点検日をメ
モにまとめ、車両番号などの一覧と共によく見える場所に。
髪と同じ色味のエクステンションをつけ︑
カット＆ブロウで馴らしてロングの巻き
髪に変身︒目はアイライナーとつけまつ
げでパッチリと︒チークはベージュのパウ
ダーでぼかし︑グロスは女性らしいピン
クを落として︑柔らかい印象に︒

ネートを考えてみます！﹂

イスしてもらったので︑コーディ

パンツを合わせてもいいとアドバ

ことばかり︒柄タイツはショート

まつげも︑柄タイツも︑初めての

﹁エクステ︵ンション︶も︑つけ

■変身を終えて■

く着こなしていた︒

るワンピースを驚くほど自分らし

女性らしさも相まって︑気品のあ

身のこなしや︑内面から滲み出る

友人に贈った小物入れは、段ボ
ールで作ったお手製。布地を貼り、
ゴールドのリボンで縁取り。
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マニキュアはラメがお気に入り。
最近はまっていたゴールドに加え、
シルバーも新しく購入した。
ガードレール沿いに歩
く木原さんを、
レフ板と
カメラが追い掛ける。
道行く車が停車しては
覗き込んでいった。

変身図 鑑
45

日立建機
３
̶ は３０００時間を稼動させ︑
各々耐久性を検証している︒
こうした実機による継続稼動試
験中に抽出された問題点は︑いか
ず︑生産現場にいち早くフィード

に細かな不具合であっても見逃さ

む北の大地で︑ほぼ３６５日体制
呼ばれる改善作業が行われ︑迅速
に現行モデルに反映されるととも

バック︒
﹁ランニングチェンジ﹂と

近郊︑日立建機の浦幌試験場だ︒
活用される︒

湿地を想定した多目的試験場など︑

走行試験場をはじめ︑坂道・悪路・

の面積を誇る︒敷地内には︑掘削・

ーカーの試験場として国内最大級

大 名におよぶ外注オペレータ︒

３社の協力によって構成される最

のは︑社員のみならず︑地元企業

モンストレーションを支えている

現場作業に即した︑これらのデ

91

実際の作業現場に即した稼動環境

に︑次期モデルの設計・開発にも

４２７ ︵ 東
= 京ドーム約 個分︶
という広大な敷地は︑建設機械メ

を整えて過酷な状況下で継続され

冬はマイナス 度にまで冷え込

久試験がたゆみなく続く︒

方でエンジンユニットのベンチ耐

ベルが掘削・走行を繰り返し︑一

時間︑昼夜を問わず油圧ショ

取材・文／古幡政樹 撮影／小島真也

る耐久試験︒ここは︑北海道十勝

25

が設けられ︑
﹁品質保証﹂の一環と
ョナルとしての長年の経験と感覚

実機を使用し︑彼らプロフェッシ
に基づき試乗評価を行うべく︑実

走行試験の実施は︑試験場開設以

﹁９０００時間﹂に達する掘削・

スの分析と併行し︑現場における

装着したセンサーによるＰＣベー

感までを点検・報告しているのだ︒

は表現できない︑肌で感じた使用

際に使用する者の視点で︑数値で

来〝最長〟のものだった︒ＺＸ２０

エンジンは 時間ベンチ耐久試
験を実施︒

試験中は︑稼動実機各所に装着されたセンサ
ーから抽 出されるデータをＰＣで毎日継 続 分
析する︒不 具 合 発 生 時には圧 力センサーにて
車体の油圧をチェック︒

施することで︑これまでホイール

使い勝手をも想定したテストを実

芽を摘み取ること︒課題を先取り

る問題点が見つかる以前に︑その

未知の︑長時間稼動によって生じ

投入した製品に︑開発設計時では

ーカーの責任を約束している︒つ

一つひとつに﹁品質保証﹂というメ

広がりをみせる日立建機は︑製品

日本はもとより︑グローバルな

熟練のオペレータによる点検・整備︒実際に使
う者だからこそ︑細かな不具合も見逃さない︒

式油圧ショベルの走行系部品やエ

の検証は果てしなく続く︒それは

ンジン関連部品の不具合など︑摘

したクオリティを装備したモデル

﹂というブラン
﹁ Made by Hitachi
ドを維持するために他ならない︒

ねに安定した︑かつ高いレベルの

なぜ︑浦幌ではこれほど徹底し
のみをお客様に提供するというポ

品質を確保するべく︑北の大地で

た継続試験が行われているのか︒
リシーだ︒

して見出し︑即座に現行製品にフ

答えはただ一つ︑すべては﹁お客

ィードバック︑つねに最高を目指

様より一歩先に﹂のためだ︒市場

出に成功した事例も多い︒

製品の発売後であっても、
予期せぬ課題を克服して迅速改善。
長時間におよぶ継続稼動試験。

方の監理能力の差は歴然としてい

調整に明け暮れていれば︑
〝創る〟
さが︑創造力の﹁源﹂となり︑そ

力して掴んだモノの﹁糧﹂の大き

何かに打ち込めるもの︑つまり努

んなテーマを与えます︒

ンに潜む創造力を判断する時︑こ

私はしばしば︑若手建設現場マ

えば搬入材料とレッカー車の時間
という監理から離れてしまいます︒

﹁４ｍ 幅の川に橋をかけて生コン

何で︑例えば通勤電車内で眠って

同じ環境下でも時間の使い方如

て創造力が乏しい傾向がある昨今︑

ながらも︑知識力ばかりが先行し

組などの一過性のギャグに笑って
いるだけの人と︑大河ドラマ等の

１週間程度の期間を与え︑設計

本必要か﹂

石ならいくら磨いても石のまま︒

﹁玉磨かざれば光なし﹂ですが︑

くもないのです︒

を監理監督する芽の伸びは望むべ

うでは︑現場と言わず物事の本質

の時間を持たない︵好まない︶よ

差が広がるのは当然で︑自己研磨

向ける人には︑創造力の芽が膨ら

き︑既成観念にとらわれずに前を

識不足を自覚し︑自ら専門書を開

が埋もれているのを感じます︒知

はできなくとも﹃創り出す﹄能力

橋を計画した人には︑完成品提案

むしろ︑私が再計算したら壊れる

識があっただけの事で魅力は無く︑

簡単にすぐ出来た人には予備知

図面と計画書を作らせます︒

磨かれて光る玉は︑輝ける﹁源﹂

んでいるものなのです︒あとは枝
葉を伸ばすだけですから⁝⁝︒

を持っているもので︑それがあっ
☆

て初めて言える話なのです︒

原作や小説を読んで涙を流す人の

リート厚さを何㎝ にして鉄筋が何

れがやがて﹁差﹂となって現れる

責任ある工事監理ではなく︑ただ

ない﹂と︑若者の学習会で指導者
いる人︑スポーツ新聞を広げてい

現場の組織によって監理能力の

建設現場をもっとも活性化させる

社会人になってからも︑娯楽番

車を通行させるには︑床のコンク

大型現場での毎日の仕事が︑例

ます︒

9000時間もの長期耐久試験をクリアした
ZX190W-3。発売後、欧州をはじめ、世界
市場で高い信頼を勝ち得ている。

のです︒

眺めているだけでは︑車の助手席
に座らせて運転操作を身に付けさ

からよく聞くようになりました︒
る人︑読書をしている人を見比べ

せるのと同様で︑成果はあがりま

しかし︑ゼネコンで大型現場を経
れば︑すでに伸びる芽の有無は現

せん︒

験した若手より︑小さな現場で所
れていると言えます︒
また︑若者が現場で気力や体力

長と二人だったという工事を完成

を使って忙しい業務を過ごす一方

させた若手に対しては︑反対の評
価が聞こえてきます︒若手が伸び

で︑創造力を発揮できる機会があ

る・伸びないは現場の規模に関係
今回はそんな話をしまし
ナシ ̶̶

分野・項目も違うので︑経験年数

多くの若手が︑潜在能力があり

まりないのも確かです︒

から一概に能力判定はできません

のが﹁創造力﹂であることはいわ

ょう︒

が︑〝創り築く〟という原点が遠

この創造力の芽が潜んでいるか

ずもがなでしょう︒
否かは︑物心のついた時から︑本

学生時代には家庭や友人環境も

人が何を見て生活してきたかに左

あるでしょうが︑勉強より遊びが

大型現場から赴任してきた若者

よく聞く一方︑小さな現場ながら

好きなのは誰しも同じであって︑

右されます︒

すべてに責任を持ってやりとげた

から﹁鉄筋工事に自信がありませ

若者からは﹁自信はないけどやれ

ん︑今まで見ていただけで⁝﹂と

最近多く感じられます︒

のき︑自己主張もできない若手が

☆

時間

﹁ 創造力﹂こそ︑すべての源なり︒

ると思 う⁝﹂という返事から︑双

ＺＸ ＵＳ
０ ３
̶は６６００時間︑

例えばＺＸ１９０Ｗ ３
̶︒

的に行われているのだ︒

して長期にわたる実機試験が徹底

25

﹁言われた事は何とかできるが︑

75

それ以上のモノ
︵伸び︶
が期待でき

現場、
大好き!
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数字で
見る
ha

福本悟美の

24

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。
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。
上梓。
■ホームページ = http://www.d2.dion.ne.jp/˜andante2/
e2/

Data of Hitachi-kenki

24

元・現場監督の熱血コラム

イラスト／市川興一

UCX350
■最大吊上能力：35.0ｔ×3.0m
■基本ブーム長さ：9.0m
■最長ブーム長さ：24.0m
■定格出力：110kW/2000min -1
（150PS/2000 rpm）

四半世紀におよぶ
中国での稼動実績を活かし︑
日立住友が投入する
中国向け新型ホイールクレーン︒

かつて︑中国の港湾市場でベス

25

トセラーとなった初代ホイールク

25

レーン﹁ＵＣ ﹂の発売開始から

約 年︒中国市場におけるホイー

ルクレーンの使われ方を熟知した

ントリミッタを搭載しています︒

日立住友重機械建機クレーンから︑

型キャブ︑ジョイスティックレバ

景気刺激策として︑重要な社会

※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。

新たな中国向けホイールクレーン

ー＆チルト式パワーステアリング

インフラ整備に財政投資が実施さ

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

れている中国︒市場性の高いＵＣ

良くない：

ました︒

た従来機﹁ＵＣＸ３００﹂の信頼

とも相まって︑優れた操作性を可

［プレゼント当選者］

﹁ＵＣＸ３５０﹂がデビューし

性・居住性を継承しながらも︑さ

能にしました︒

良い：

ＵＣＸ３５０は︑

らにゆとりの作業性を実現︒最大

50 35

好評を得てい

吊上能力は ｔ︑アウトリガ張出

た数々の機能的特徴を備え︑新し

Ｘ３５０は︑そのニーズに合致し

m

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］
「ミステリーハンター」

■ ZX200-3ミニモデルとアタッチメント3 種のセット
工藤千代香様（青森県上北郡）
山内英樹様（岐阜県羽島郡）
石井邦洋様（大分県日田市）

加えて︑市場ニーズに応える高

］
］

い安全性と容易なメンテナンス性

］
［
］
［

幅は６ と ｔ クラスのトラック

※正解者の中から抽選で計６名様（6足×各1名）
に、本誌 7 ページでご紹
介した「プロテクティブスニーカー」をプレゼント！
（サイズはすべて 26.5
㎝です）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
=11月30日必着）。

］
［
］
［

クレーン相当の張出幅を確保して

［
［
●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）

いベストセラーとしての地位を築

計6名

・札幌ドーム72個分
・甲子園球場46個分
・東京ドーム91個分

き始めます︒

各足1名

も実現︒ロックレバーおよびエン

6

1

ジンサービスモニタを装備したほ

5

①表紙
②ニッポンの新光景
③巻頭特集：安全靴の基礎知識
④業界動向最前線：山村と企業をつなぐ、
「山村再生支援センター」
始動 山村と林業はどう変わっていくのか̶̶。
⑤ Business Impression：山村力コンクールで最優秀賞。
林業の葛巻ブランドはいかにつくられたか̶̶。
⑥フィンガスクリーン VR516FS 稼動事例
⑦スペシャリストが語る [HITACHI PRODUCT]
⑧今すぐできる経営改善〜【組織力】
⑨業界女神変身図鑑
⑩数字で見る日立建機
⑪コラム「現場、大好き！」
⑫ Topics
⑬復興、そしてこの先の未来へ

います︒さらに︑フリーフォール

2

4

機構を標準装備した減速機内蔵型

ほぼ 365日体制で日立
建機製品の継続耐久
テストを実施している
「浦幌試験場」
。
この試
験場の広さは、およそ
どのくらい？
（※ヒントは20ページ）

3

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。

※本機は中国向け製品です︒

問題

アンケート

か︑信頼性の高い日本製のモーメ

政治の大変革が起こった今夏。国内の景気がどう浮揚するか、
新政権の経済対策に大いに期待を寄せたいところです。今後とも
日立建機グループでは、皆様のビジネスに役立つ情報を提供する
誌面づくりを目指していきます。こちらもぜひ、
ご期待ください。

ドラムを搭載︒視認性を高めた新

正解者の中から抽選で
賞品をプレゼント

※インターネットでも応募受付中!
クイズの答え

年齢

（ふりがな）

（希望賞品の番号に◯を付けて下さい ※1つだけ）

お名前

（1・2・3・4・5・6 ）
電話

〒

※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

表紙づくりの舞台裏

娘さんのために、5年前から弁当 スケッチを見て、
試行錯誤しながら
作りを始めたという寺島さん。
食材のパーツを組み立てていく。
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見せるのに苦労しました」
作る前にまず、食材名を書き入れた実物
大のスケッチを描くのが寺島流。
それをトレ
ーシングペーパーに写してキッチンシートで型
を取り、食材を切って、組み立てていきます。
タキシーイエローのボディはニンジンの塩茹
で、
クローラは海苔。HITACHIの文字はチ
ーズ。おかかの大地と薄焼き卵の花もあしら
われ、ZAXIS200の細部まで再現された素
敵なお弁当が見事に出来上がりました。

ド﹄における︑
﹃ソーシャル・ビ
ジネス賞﹄最優秀賞も続けて受
賞︒地雷除去機の開発のみなら
ず︑地雷除去への取組みという
ＣＳＲ活動にも高い評価が得ら
れました︒

主な食材はニンジン、
ゴボウ、
レタ
ス、
コブ、
チーズなど。

表紙を飾ったZAXIS200のアート弁当を
作っていただいたのは、兵庫県伊丹市にお
住まいの寺島淳子さん。5歳と9歳のお嬢さ
んがいる優しい母親であると同時に、合成
着色料を使わず、食材だけで絵画のような
お弁当を作る
「弁当アーティスト」
として、本
を出版されたこともある実力者です。
「油圧ショベルは、
複雑な構造を表現するの
が難しかったですね。
パーツを細かく作り、
そ
れらを重ねて陰影をつけて……。立体的に

撮影／束田勝広

W

『第３回ものづくり日本大賞』
で表彰を受ける、山
梨日立建機の雨宮清社長
（左）
。

日刊工業新聞社の主催により︑
毎年夏に発表される﹃機械工業
デザイン賞﹄
︒第 回を迎えた今
年︑
日立建機のミニホイールロー
ダＺＷシリーズ
︵ＺＷ ・ＺＷ ・
ＺＷ ︶
が︑﹃日本力︵にっぽんぶ
らんど︶
賞﹄
を受賞︒この賞は︑独
創的な技術開発で日本の将来を
リードする製品に贈呈されるも
ので︑最優秀賞の﹃経済産業大
臣賞﹄に次ぐ栄誉ある賞です︒
総合評価では︑ミニホイール
ローダの市場動向を調査しつつ
多様化するユーザーニーズを取
ザインを高い次元で
り入れた開発︵除雪・畜産・産
融合させた事例として高い評価
業廃棄物仕様を想定した装備や
をいただきました︒
オプション等︶
︑さらに機能とデ

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）

このたび︑﹃第３回ものづくり
日本大賞 ﹄︵主催・経済産業省︶
において︑山梨日立建機が取り
組む﹁世界の地雷原に安全と平
和を取り戻し︑豊かで肥沃な大
地を取り戻す対人地雷除去機の
開発﹂が︑﹃製品・技術開発部門﹄
の優秀賞を受賞いたしました︒
本部門は︑高度な技術的課題を
克服し︑従来にない画期的な製
品・部品や生産技術の開発・実
用化を実現させた個人やグルー
プを表彰するものです︒
また同賞受賞に続き︑革新的
な社会的事業の中で︑とりわけ
優れた活動を表彰する﹃第４回
ソーシャル・ビジネス・アワー

住所

役職

女

50

39

30
40

動態時のフロントとのバランス
を考慮したリア部ラインの造
形処理も評価された
（写真はZW30）
。

ミニホイールローダ﹁ＺＷシリーズ﹂︑
︵にっぽんぶらんど︶
賞 ﹄を受賞︒
﹃ 日本力

所属部署名

歳

︑
山梨日立建機が﹃ ものづくり日本大賞﹄
﹃ソーシャル・ビジネス賞 ﹄を 受賞︒

ご勤務先名称

男
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カンボジア編

ティエラ

〜建機の技術でできたこと〜

どもたちを安心して学校に通わせ

うになったし︑おかずの種類も増

ることができるようになったのも

えたんです︒それとね︑毎日︑子

けばいい﹂と話していたサムウオ

前回︑話を伺ったとき﹁次の収

ンさん︒そんな彼の〝 期待 〟は小

ち︑２００万リエル︵約５００米

畑で彼が植えた落花生は順調に育

んだ知識と落花生栽培で得た収入

も始めた︒農業トレーニングで学

ンさんは︑先を見据えた﹁投資﹂

生活が改善されてきたサムウオ

嬉しいですね﹂

ドル︶の収入をもたらした︒それ

を生かし︑新たに取得した農地で

﹁農業トレーニングで習ったとお

トウモロコシ栽培も始めたのであ

り︑農薬を使わないで栽培したせ

以来︑食生活や子どもの教育など

農地がなく経済的に苦しい生活

いか︑トウモロコシはとても元気

に具体的な変化が感じられるよう

を送っていた頃は︑近所で採集で

に育っているんです︒うまくいき

る︒そのトウモロコシが今︑開花

きる植物と安く手に入る魚を組み

そうなので︑次もトウモロコシを

の時期を迎えている︒

合わせて簡単な料理を作り︑その

育ててみるつもりです﹂

になり︑次の耕作の見通しも立っ

日その日をしのいできた︒日によ

顔の横で生き生きとした大きな葉

モロコシは︑サムウオンさんの笑

大地にしっかりと根付いたトウ
﹁落花生の収穫があったおかげで︑

う︒

塩辛︶しかないときもあったとい

ってはおかずがプロホック︵魚の

てきたという︒

地雷除去と農地整備が終わった

さな〝 確信 〟に変わっていた︒

穫で少しずつ生活がよくなってい

収穫がもたらす︑暮らしの選択肢︒

開花の時期を迎えたサムウオンさんのトウモロコシ畑とその横で喜ぶサムウオンさん。
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本誌は再生紙を使用し、
「大豆インキ」で印刷しています。

「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。
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。

【会員を募集しています】

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。

サムウオンさん宅で居間や寝室として使われて
いる空間。
この部屋の床板は痛みが激しかっ
たが、落花生栽培で得たお金でサムウオンさ
んは床板を新調することもできた。

を広げていた︒

豪雨によって崩壊したサムウオンさんの住居
の一部。日本の住宅で玄関にあたる部分であ
る。

最近は日常的に肉も食べられるよ

落花生栽培で得た収入は思わぬところでも役
立った。数日前、
ラスメイソンハー村は豪雨に
襲われ、
サムウオンさんの自宅の一部は崩壊し
てしまったが、落花生を売って得たお金があっ
たおかげで、
サムウオンさんは住居を修復する
ための木材とトタン
（写真奥）
を購入すること
ができた。

誠
写真・文／井伊

発行・コーポレートコミュニケーション部 宣伝・ブランドグループ 〒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

いい・まこと 遺跡以外のカンボジアを旅
する本「トーマダー」の発行人・編集人。
王立プノンペン大学外国語研究所でカン
ボジア語を学んだ後、
「カンボジア人の暮
らし」をテーマに取材を続けている。

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

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。

