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★更新情報★【異業種拝見／大宝運輸株式会社】〜本気で取組む「運動会」や「文化祭」。事故激減の効果を生んだ独自の全人教育

photograph by

ニッポンの 新 光景

管 洋志
［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。

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

4

巻頭特集

後継者の
挑戦
8

稼動現場レポート

「大阪沖埋立処分場」 の
受け入れ開始
船からの焼却灰揚陸を担う
４台の EX1200-6
大阪湾広域臨海環境整備センター

10

原寸大手のひらCOLLECTION
肥前開発

小田博士氏
12

Athlete Interview
クレー射撃
第62回全日本選手権【トラップ】優勝

鈴 慶子
14

業界女神変身図鑑
株式会社マキナ

千葉桂子さん
16

業界動向最前線

鉄鋼スラグを活用した
「海の森」再生とは？

18

今すぐできる経営改善

【商品力】
商品開発で稼ぐ

20

数字で見る日立建機

19,203 kg-CO2
21

コラム

福本悟美の「現場、
大好き！」

22

Topics
・CS125-3 マカダムローラに込めた

一歩進んだ 「安全設計」

婚 活時 代の男女
戦後強くなったものは女性と靴下̶̶そう言われたのは、とう
の昔。近年、男女雇用機会均等法や男女共同参画社会基本法

て、男子が重用された時代は、いわば「男性特需」の時代。男尊
女卑はある種の幻想だった ̶̶といったら言い過ぎか。

理が災いしてか、失敗を恐れて女性を積極的に口説けない「草

今や女性同士で居酒屋へ飲みに行くのはもちろん、同僚たちと

食男子」が増殖する。だがその実、当の女性たちは 男らしさ を

の飲み会も女性がリードをする時代。彼女たちは男の目を気にす

求めているという皮肉なミスマッチ。

ることなく酒を飲み、
自らハジけて楽しい時間を過ごす。その元気

転じて、アジアを中心とした農耕社会を見れば、女性が家庭

上した。管理職はもちろん、女性起業家も今では当たり前。むし

内で実権を握る「母系社会」の中で、大家族のみんなが幸せに

では、もはや男には立つ瀬がないのか。否、男たるもの、元気

ろ 女性を活用できない会社に未来はない が、現在の常識でさ

暮らしている生活スタイルだってある。女性は「強くなった」ので

で頑張る女性の姿にエールを送り、細かいことには固執せず、自

えある。

はなく、もともと生命力にあふれる強さを有しているのである。

らは一歩身を引いて、温かい目で彼女たちを見守ってやる……そ

Tierra Winter 2010

戦中から戦後にかけ、出兵要員や産めよ増やせよの 種 とし

20

復興、そしてこの先の未来へ

未来への明るい展望

いっぱいの女性たちのパワーに、男はただ戸惑うばかり……。

といった施策の後押しもあり、女性の社会的地位はますます向

かくして、男女共通の晩婚化が進み、到来した婚活ブーム。だ

03

が、20、30、40、50代……いずれの世代も「未婚率」が高いのは
男性だ。つまり、婚活において、男性は「選ばれる」運命。その心

・トミカシリーズに
日立建機の 2 モデルが仲間入り
・読者プレゼント
・表紙づくりの舞台裏

れこそ、真の 男の美学 なのかもしれない。
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02

﹁戻らなければ親子の縁を
切る﹂という父からの連絡
岡山県総社市の田中鉄工所は︑
航空機や新幹線︑医療器具のＭＲ
Ｉ︑印刷機などの特殊な部品加工
を手掛け︑技術力の高さとコスト
の安さで︑知る人ぞ知る有名企業
だ︒世間では不景気風が吹き荒れ
ているにもかかわらず︑同社が所
有する 台のＮＣ工作機械のほと

は芸大に進もうと思っていた︒

などまったく頭になく︑ゆくゆく

だった田中氏は︑家業を継ぐこと

子供のころ︑絵を描くのが得意

秀明氏は笑いながらこう語る︒

田中鉄工所の二代目社長︑田中

していますよ﹂

視察に来た人たちは︑皆びっくり

らく日本一じゃないかと思います︒

機械を持つのはウチぐらい︒おそ

﹁中小企業でこれだけの大型工作

りである︒

本国内および海外の大手企業ばか

んどが稼動︑クライアントは︑日

30

していた︒やがて︑卒業を控えた

ン三昧のキャンパスライフを過ご

の勉強はほとんどせず︑サーフィ

学工学部へと進学︒ところが大学

しかし父に猛反対され︑山口大

る職人の手仕事が主流の時代だ︒

は 人の職人を抱えるほどだった

けていた︒事業は順調で︑全盛期に

の２次︑３次の下請け仕事を手掛

船舶用部品の旋盤加工や製缶など

氏の父が創業︒主に鉄工所相手に︑

田中鉄工所は１９５６年︑田中

父から入っ
大学４年生のとき ̶̶
た連絡が︑田中氏のその後の運命
という︒ 年代前半︑汎用機によ

る人間がいない︒戻って来い︒戻

﹁ＮＣ工作機械を買ったが︑使え
Ｃ工作機械を稼動させて儲かって

り始めていた︒田中氏の父は︑Ｎ

制御する工作機械が町工場にも入

しかし徐々に︑コンピュータで

って来なければ親子の縁を切る﹂

さえ持っている︒
〝 脱・下請け〟を

やグループの庇護を受けない〝自

目指す企業が増えている昨今︑こ

立した下請け〟であることに誇り

と︑﹁これから﹂を創り出そうとす

の潔さは稀有なことだろう︒

話し合いをとことん重ねるうち

形を変えつつも発展させたことに

の言葉には︑受け継いだ事業を︑

田中氏は︑さらりと言った︒そ
に︑やがて社長は田中氏を支持す

対する強い自負が伺える︒

た︒社長ももう止めることはない︒

工作機械を２台ずつ導入していっ

その年からほぼ毎年のようにＮＣ

が︑実績をもとに発言力を強め︑

社の実権を掌握︒役職はなかった

入社４年目で︑田中氏はほぼ会

天下が崩れ始めたのだ︒

売上の割合が増すと︑職人たちの

Ｃ工作機械はフル稼動︒田中氏の

るようになっていった︒２台のＮ

という確信があったのだ︒

る田中氏は︑経営戦略に対する考

﹁これまで﹂を守ろうとする社長

事はいっぱいあった︒選り好みを

え方の違いから︑言い争うことも

してまで買う必要があるのか﹂

１台の真新しいＮＣ工作機械を使

せず難しい加工を短期間でこなす

﹁私がやったことは︑ほとんど創

とんどで︑腕の立つ職人の天下だ

それ
̶̶
が田中氏の仕事︒ほとんど個人商

得︒やがて大手企業からの一次下

少なくなかった︒だが田中氏には︑

った︒やる気のある若い人が入っ

っていかに利益を出すか

請けの仕事も取れるようになった︒

業者のようなものです︒大変でし

いる同業他社にならい︑導入を決

店のような状態だった︒だが工学

利益を出し始めた田中氏は︑父で

たが︑やりがいを感じています﹂

意︒しかし操れる人間がいなかっ

部出身とはいえ︑すぐに使えるも

ある社長に新しい機械のさらなる

んじて導入すれば︑必ず客は付く﹂

てきても潰し︑言うことを聞く人

のではない︒専門書などを読み漁

導入を提案した︒

﹁これからはＮＣが主流になる︒先

たため︑田中氏を呼び寄せたのだ︒

人たちは反感を抱き︑次第に田中

たちの仕事を奪い始めたのだ︒職

り必死に勉強し︑試行錯誤を重ね

﹁１台数千万円もする高価な機械

ほぼ孤軍奮闘の毎日︒幸い︑仕

氏とは敵対関係になっていった︒

た︒そんな田中氏の姿を古参職人

年に入社︒会社に導入された

たちは冷ややかな目で見ていた︒

を︑うちみたいな中小企業が借金

ことで︑クライアントの信用を獲

当時は職人たちによる売上がほ

一方で︑汎用機を使った仕事は
減り︑熟練の職人たちの何人かは
辞めていった︒田中鉄工所の新た
な歴史が︑この頃始まったのだ︒
﹁積極的な設備投資をしていたの
で︑
﹃田中鉄工所はつぶれるぞ﹄と
噂されたこともありました︒でも
クライアントからの要望に応え︑
良いものを作ることで︑当社にし
かできないという自信と実績を持
つことができました﹂
田中氏は下請けであることを恥
じない︒それどころか︑ブランド

社員と親しげな語り口で作
業手順を打ち合わせる田中
社長。
「良いものを作り続け
てお客さまに喜ばれることと、
社員をはじめ多くの人たちに
幸せを与えることが自分の
使命」と語る。

〝自立した下請け〟
で
あることに誇りを持つ

間しか残っていなかった︒しかし︑

1962年岡山県総社市生まれ。
85年、
山口大学工学部機械工学科卒業後、
有限会社田中鉄工所に入社。
96年に二代目・代表取締役社長に就任、
現在に至る。

そこへ社長の息子が入ってきて︑

田中秀明氏

﹁弟が継ぐものと思っていました

社 長 就 任 = 1996 年

が︑大学時代に散々迷惑かけた反

有限会社田中鉄工所・二代目

訳のわからない機械を使い︑自分

最新機械の導入が古参職人の技術仕事を奪い、
彼らから反感を抱 かれながらも事業を飛躍させた二代目。
省もあり︑戻ることにしました﹂

を決する︒

80

総社工場に 台︑倉敷工場に 台ある大型ＮＣ工作機械で︑Ｎ７００系新幹線
︵上︶
︑大型タイヤの製造機
︵中︶
︑航空機のジェットエン
ジン
︵下︶
など精密機械部品の特殊な加工を手掛ける︒原材料はクライアントから支給されるので︑在庫は持つ必要なし︒
20
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後継者の 挑戦
10

85

日本経済の活力を維持するべく、
今、
国をあげて支援する
「事業承継」
の問題。
高度成長期を過ごした先代の事業を受け継ぐ者は、
市場が成熟したこの時代に、
いかにして活路を見出せばよいのか。創業者とは異なるスキルが求められる
「後継経営者」。
その道を自ら選択し、
モノづくりに邁進する男たちを訪ねた。
彼らは、受け継いだもの をいかに進化させているのか――。

酒造りの最高責任者を失い︑
実績ないまま自ら醸造責任者に
﹁一昨年４月に専務になったばか
りなのに︑同じ年の 月︑父であ
と突然言われ︑驚きましたよ﹂
新潟第一酒造の四代目︑武田良
則代表取締役社長は︑社長就任当
月 日は父の 歳の誕生日︒武

時を思い出してこう語る︒一昨年

歳︶での社長退任を︑先代は以前
から考えていたことだった︒
武田氏は蔵元の長男として生ま
れた︒だが︑取り立てて酒造りに
興味があるわけではない︒東京の
大学に進み︑アルバイトとバンド
活動に熱中しながら︑就職先も酒
とは無関係の企業から内定をもら
っていた︒
だが大学最終学年の夏休み︑交
通事故に遭い︑内定は取り消し︒

1970年新潟県大島村（現・上越市）生まれ。
94年、
国士舘大学政経学部経済学科卒業後、
新潟第一酒造株式会社に入社。
08年11月、
四代目の代表取締役社長に就任、
現在に至る。

んだよ﹄といった厳しい意見ばか

新潟の酒というだけで入れている

あるけどなかなか入らないから︑

ないね﹄
︑
﹃本当は他に欲しい酒が

﹁﹃あんたのとこの酒はおいしく

ても低い﹂という現実だった︒

されたのは︑﹁自社の酒の評価がと

た︒そして︑そのときに思い知ら

新潟県内の酒販店をくまなく回っ

業担当者の退職を機に後任となり︑

初めは単調な事務仕事︒だが営

家業を手伝うことになったのだ︒

新たに就職先を探す気にもならず︑

65

る社長から︑
﹃お前︑社長になれ﹄

11

田氏の祖父が亡くなった年齢︵

65

武田良則氏

りでした﹂
当時は日本酒ブーム︒中でも新
潟の酒がもてはやされていた︒新
潟第一酒造も︑そのブームの恩恵
家業に思い入れはないと思って

を受けていたに過ぎないのだ︒
いた︒しかし︑けなされると悔し
い︒﹁いつかはうまい酒を造りた
い﹂と心に誓ったという︒
やればやるほど手応えのある営

とはいえ︑年に３回の賞与が出

下がりになっていった︒

ら頑張っても︑会社の売上は右肩

ムが去り始めると︑武田氏がいく

始めていた︒しかし︑日本酒ブー

を他で試してみようと考えたこと

した︒会社を辞め︑自分の可能性

れて家業を継ぐ気はありませんで

﹁でも︑その時点でさえ本腰を入

いた︒

は︑そんな彼らに苛立ちを感じて

酒を造る蔵人たちの監督者であり︑

話が持ち上がった︒杜氏と言えば︑

く中︑長年勤めていた杜氏の引退

そんなある時︒厳しい状況が続

るとは考えていなかったという︒

が酒造りに直接かかわることにな

業の仕事に︑やがて面白みを感じ

て︑社員旅行には海外へ行くなど︑
もありましたね﹂

かった︒今までどおりに︑午後５

る社員たちに︑まるで危機感はな
として経営全般を学ぶことになっ

長となり︑社長に次ぐナンバー２

その後︑営業を統括する業務部
危機に関わると言っていい︒

は︑ともすれば酒造会社の存亡の

いなくなる︑もしくは変わること

酒造りの最高責任者︒その杜氏が

羽振りの良かった好景気時代を知

時になるとタイムカードを押して
た︒ただ︑この時点では後々︑自分

こうした厳しい状況下︑武田氏

武田氏
̶̶

退社していく社員たち

い知らされた悔しさと︑いろいろ

に︑かつて営業していたときに思

の本から得た知識はあった︒それ

書好きで︑いろいろ読んだ酒造り

になる﹂ことだった︒もともと読

が選んだのは﹁自らが醸造責任者

たのだ︒蔵人からはもちろん反対

科書どおりにやってみることにし

れをせず︑醸造試験場で使った教

ろう︒しかし武田氏は︑敢えてそ

者のやり方を踏襲するのが普通だ

初めての仕事をする場合︑前任

みんなは不安だったと思いますよ﹂

ーとして酒造りを始めることに︑

り６人で︑酒造りから営業︑発送︑

そして会長の父を含めた男性ばか

新潟第一酒造は現在︑武田氏︑

前よりも増えたのだ︒

﹁おいしくなった﹂という評価が以

﹁社長が醸造責任者であることは︑製造と販売を連動させることができる﹂というのが武田氏の考えだ
︵上︶
︒新潟を襲った大地震にも耐えた建物︒ここ
で酒造りが行われている
︵中︶
︒
﹁越の白鳥﹂など新潟第一酒造を代表する酒︒後ろに見えるのは︑仕込みにも使っている湧水︵下︶
︒

教えてくれた酒販店の人たちの意

事務までをこなす︒季節労働者も
含め約 人いたころに比べると︑

社長になれば先を見据えて
考え巡らすことができる

見という財産がある︒意を決し︑

意見が出たが︑押し切った︒

１人当たりの負担は大きくなった︒

さまざまな試行錯誤を繰り返し

東京の醸造試験場へ赴き︑短期間

た後︑翌春に行われた地元の新酒

しかし︑武田氏もさまざまな工夫

で酒造りの基礎を学ぶと新潟の現
場へ帰って来た︒

鑑評会で︑ようやく手応えを得た︒

を凝らし︑酒造りに集中できるよ

﹁実績のまったくない僕がリーダ

うな環境を整えている︒
﹁﹃こうしたら作業はもう少し効
率的になり︑それでいて質も上が
るんじゃないか﹄と︑常に考えて
います︒それは楽をしたいからで
はない︒余裕を持てれば︑事故や
突然の社長就任から約１年が経

けがを防げるからです﹂
った今︑
﹁社長になれば︑先を見据
えて自分が考えていることが実践
できる﹂と︑武田氏は前向きに捉
えている︒
とは思っていません︒日本酒の蔵

﹁酒造会社の社長だけで終わろう
元だけに限らず︑ワインや焼酎な
どを造る近隣の酒造会社とともに︑
〝アルコール合衆国〟をつくり︑地
武田氏の名刺には︑赤いスタン

元を盛り上げていきたいですね﹂
プでこんな文字が記されている︒
その言葉に︑先を見据える武田

﹁まだまだ修行中！﹂
氏の野心がのぞく︒
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「後継経営者向けビジネス指南」

28

社長就任 = 2008年

武田氏が考案した、酒母麹を運ぶための換気扇
付き台車。
アイデアをすぐに実行する行動力で、社
員の作業軽減を図った。

WEBティエラ好評連載中

20

11

新潟第一酒造株式会社・四代目

販売店での評判の悪さに一念発起。
杜氏引退の窮地をも乗り越え、基礎からはじめた酒造り。

WEBティエラでは、事業を受け継いだ二代目、三代目に向けて多くの支援を手がけ
る経営コンサルタント・二条彪氏による後継経営者向けアドバイスを連載コラム形
式で掲載しています。自らも二代目経営者だった経験に基づき、事業継承の盲点を
突く実践的アドバイスで知られる二条氏のコラムに、ぜひアクセスしてください。

h t t p: // w w w .h ita c h i- k e n k i.c o .jp / w e b t i e r r a /

大阪湾︒南港フェリーターミナ
同センターが推進するこの事業
だ広域事業モデルとして展開して

国内で唯一︑複数の府県をまたい

使命のもと︑フェニックス事業は

上空から見た大阪沖埋立処分場。揚陸岸壁のある
南護岸
（写真右側）
が1689.0m、対向の北護岸が
1372.21m。北護岸は、海生生物の生育に適した
緩傾斜護岸になっている。

は︑大阪湾圏域の２府４県︑現在

【大阪府・大阪市】

１７５市町村を対象区域に廃棄物

大阪湾広域臨海
環境整備センター

ルの沖合５㎞に︑昨年 月から大

大型油圧ショベル EX1200-6

湾広域臨海環境整備センター︵大

の規模となるこの処分場は︑大阪

埋立処理場へ運んで行く︒

きし︑そこから揚陸船によって各

にある９カ所の基地に搬入・仮置

焼却灰・下水汚泥等を︑まず沿岸

うもの︒圏内各地から排出される

の広域処理場を整備していくとい

質汚染事故が起きれば︑関西圏へ

処分場を設け︑そこで万が一の水

仮に琵琶湖周辺の陸地部に最終

建設課兼工務課課長・津田智康氏︶

センター大阪建設事務所・大阪沖

るための役割も担っています﹂︵同

の重要な水源地である琵琶湖を守

います︒同時にこの事業は︑近畿圏

アーム／平積３・０㎥爪無しバケ

ロングリーチ︵ ｍ ブーム／６ｍ

業内容から︑最大作業半径 ｍ の

を行うといった現場状況および作

ロントを伸ばし︑焼却灰の荷揚げ

６・５ｍ 高の岸壁から揚陸船へフ

が︑４台のＥＸ１２００ ６
̶ だ︒

格入札によって採用決定されたの

その荷揚げ作業を担うために価

らが２０００ｔ×０・５隻︵ ２
=日
に１隻︶
︒

阪湾フェニックスセンター︶が建
﹁本来︑廃棄物処理は各々の自治
ット︶
︑アイレベル６・ ｍ のハイ

阪沖埋立処分場が開業︑廃棄物の

設︑運営する管理型処理施設︒尼
体ごとに行うものですが︑
越境︵不
キャブのほか︑バケット両端・エ

理場となる︒

︑
埋立容量１４００万㎥

崎沖︑泉大津沖︑神戸沖に続き︑
の経済的打撃は計り知れない︒第
ッジ・底部の耐磨耗鋼材採用や開

面積

４カ所目の海面埋立による広域処
法︶投棄をいかに減らすかという
り組む同センターの広域処理事業

昨秋開業した大阪沖埋立処分場

ジでもあるのだ︒
項目以上にもおよぶカスタムメ

閉式マフラーカバーの設置など︑

19

は︑こうした事態へのリスクヘッ

38

11

イドが施されている︒

山からの廃棄物を受け入れる︒運
時代があった︒だが現在︑﹁油圧シ

ック式クラムシェルを稼動させる

かつてはガット船や岸壁固定のロ

海面埋立処分場での揚陸作業に︑

び込まれる焼却灰は１日あたり︑
ョベルがもっとも適している﹂と

たり４００ｔの焼却灰等をダンプ

際し︑日立建機では常陸那珂臨港

なお今般︑現地への実機納入に

に積込んでいる︒その後︑ダンプ

ベルは整備性に優れています︒作

工場が海に近い利点を活かし︑国

う説明する︒

業効率だけを考えれば天井走行式

内で初めて︑組立状態で４台を同

は分割型の移動式浮桟橋から︑外

クレーンが向いているでしょう︒

時に海上輸送した︒これにより︑

海から遮水された処分場内海面へ

しかし︑設置するには岸壁側の改

輸送時の分解および搬入先での組

﹁信頼に足る大型クラスの油圧シ

造工事が大掛かりとなり︑しかも

立費用がかからず︑それに伴うサ

ョベルが製品化されたことがまず

故障時には人が現地へ出向かなき

り大きいですよ︒撤去費用も

れるというメリットは︑かな

修理のために沖から持って帰

障したら入れ替えればいい︒

機械自体を動かせる︒極端な話︑故

それに対し︑油圧ショベルなら

能となった︒だが廃棄物の量は︑

域で生じる廃棄物の最終処分が可

て︑平成 年度までの︑大阪湾周

大阪沖埋立処分場の開業によっ

ＣＯ ２の排出削減にも寄与した︒

の低価格提示が実現できたほか︑

ため︑納入先へはトータル費用で

ービス員の駐在費用も発生しない

あまりかかりませんしね︒現

以降も途絶えるわけではない︒

に対し２台のＥＸ１２００

現在︑着岸した揚陸船１隻

ベルこそが最適解なのです﹂

場状況からすると︑油圧ショ

相当かかります︒

ゃならない︒その上︑撤去費用も

焼却灰等を投入する︒

６が荷揚げ作業を行い︑１時間あ

山田晴弘氏

務所・大阪沖建設課兼工務課課長

「カスタムメイドはしてあるものの、
ベースは規格品ゆえに部品の入れ替えが効くことも
油圧ショベルの利点といえます」

挙げられますが︑何より油圧ショ

̶

大阪湾広域臨海環境整備センター
大阪建設事務所・大阪沖建設課兼工務課課長補佐

補佐の山田晴弘氏︒その理由をこ

本格稼動時想定で︑大阪からが２

は︑９基地のうち︑大阪︑堺︑和歌

30

０００ｔ 積揚陸船×２隻︑堺から

装着バケットは船倉を傷めないよう
平爪タイプ。飛散物を抑えるため山積みはせず、
平積みで作業を行っている
（バケット容量3.0㎥=JIS平積）
。

荷揚げ時には焼却灰を
外海に落とさぬよう、
アームに付いたフックを使って
落塵防止シートをかける。

語るのは︑同センター大阪建設事

EX1200-5が神戸沖から
組立海上輸送で援軍参加

受け入れがスタートした︒

取材・文／増田祐二
撮影 ／鈴木伸之（クロスボート）
一部写真提供／大阪湾広域臨海環境整備センター
撮影コーディネート／木村泰男
（日立建機建設システム営業部）

２期として﹁水環境の保全﹂に取

20

が１０００ｔ 積×３隻︑和歌山か

飛散物から保護するために、
シリンダー取付けられた
ニット製プロテクタ。

フェニッ ク ス 事 業

焼却灰の揚陸作業に携るＥＸ１２００ ６
̶︒
１時間あたり４００ｔのダンプ積みを行っている︒
オペレータ氏いわく︑﹁これだけ大きなクラスながらバランスがいい︒
ｔクラスと同じ感覚で操れます﹂

﹁大阪沖埋立処分場﹂の
受け入れ開始︒
船からの焼却灰揚陸を担う
４台のＥＸ１２００ ̶︒
6

95
ha

最後に︑前出の津田氏がこう結
んでくれた︒
﹁景気動向によってゴミの排出量
に増減はありますが︑それが﹃無

船が着岸すると、
EX1200-6によって荷積みされたダンプが、揚陸岸壁と浮桟橋をひっきりなしに往来する。

くなる﹄ことは決してありません︒
だとすれば︑
﹃その後 ﹄をどうする
か︒そのための青写真は︑すでに
今から描いていかなければなりま
せん︒また︑埋立後の跡地利用の
促進をどう図っていくか︒これも
やはり経済状況によって左右され
ますが︑今後の課題として︑より
良い結果をもたらすよう取り組ん
でいきたいと思っています﹂
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稼動現場
レポート
10

厳しい浄化基準が設けられた排水処理施設。曝気
（ばっき）
やバクテリア分解、砂濾過により浄化が施
されている。

取材日の翌日、平成13年に開業し
た神戸沖埋立処分場で揚陸作業に
携っていたEX1200-5が、
大阪沖処分
場まで組立海上輸送されてきた。神
戸沖での稼動実績を評価され、新た
に大阪沖で 援軍 としての参加だ。

33

日立建機

ていると話ができる︒そして応え

﹁石は生き物だ︒真剣に向き合っ

石用御影石の採石・販売に軸足を

業し︑その後︑小田氏が始めた墓

父・始氏が造成工事を主として創

小田氏が経営する肥前開発は︑

岩肌に見えてくる御影石の目︒
ｔクラスの油圧ショベルで︑
１００ｔの巨石を割り出す〝一石一魂〟
︒

そう言って︑褐色の肌に短髪の

てくれる︒﹃ここだよ﹄ってね﹂

が見えるという︒一の目︑二の目

静かに正視すると︑米粒大の
〝目〟
氏自身も子供の頃から重機に慣れ

の重機を操って創ってきた︒小田

高速という日本の大動脈を︑自分

かつて父は出稼ぎで東名︑名神

移して業績を伸ばしてきた︒

⁝⁝その目が岩肌で点線のように
親しみ︑親子揃って無類の機械好

細かい粒子の固まりに向かい︑

似合う小田博士氏が笑った︒

見えてくると︑小田氏の中で繋が
き︒やがて小田氏は高校を中退し︑
に出会い︑石に出会ったのだ︒

歳で家業に身を置く︒そして山

っていく︒山が﹃ここが割れ目だ﹄
﹁そこで︑本来の石の形が見えて
山岩の産地で有名でした︒石屋だ

﹁唐津というところは︑昔から安

と導いてくれるのだという︒

るのは尊いこと︒最小限のメスに

を人力でやっていました︒それは

安山岩の表面についた表土の除去

命は︑どれだけの息吹を︑命を与
こで地層を見て取れるようになり︑

で寝ることも日常茶飯事︒だがそ

昼夜なく仕事に明け暮れ︑山中

えられるか︒一石一魂︒魂を入れ
石が出る︑出ないという判断も下
転機は結婚した 歳のとき︒３

肥前開発

うになりました︒それは︑どこを
割ればいいかを見る目を持ってい
たから︒機械の大きさ云々ではな
小田氏と︑息子である三代目が

いのです﹂
並んで﹁目﹂の説明をしてくれた︒

た︒一度は買い手がついたものの︑

﹁後継者がいないということでし

の〝出物〟だった︒

時︑唐津で頂点を極めた石屋から

﹁柔らかい安山岩から︑今や墓石

要なのだ︒

に︑岩肌の﹁目﹂を見る眼力が重

か見えない︒機械を操る技術以前

つ目︑三つ目となると同じ粒にし

コとココ﹂と指してくれるが︑二

２人揃って﹁ココだよ﹂
︑さらに﹁コ

採掘しただけで逃げてしまったん
の主流は硬い御影石へと変わりま

３００坪もの山が売りに出た︒当

です︒また売りに出されたとき︑
した︒中でも佐賀の富士御影石は
何年経っても淡い青色が落ちない︑

親父に話をして資金を出してもら
いました﹂

それも︑その石屋の従業員をまる

予定だった︒しかし︑山を選んだ︒

イラインを買う金を出してもらう

仕事に邁進しながら︱︱︒

宝︑地元の誇りを活かし︑今日も

授する︒自然が生み出した地元の

また息子へ︑石の目の読み方を伝

父から事業を受け継ぎ３年︒今

世界の名石なんです﹂

ごと引き受け︑さらに隠居を決め

本当は︑父には当時憧れのスカ

ていた石屋の社長も引き留め︑販
売のノウハウを請い︑得意先も受
け継ぐことにしたのだ︒
やがてショベルと出会い︑トコ
トン付き合った︒石を見る目は備
わっている︒あとはどう動かすか︒
寝食を忘れての仕事が続いた︒
０ｔの石を１００ｔの油圧ショベ

﹁例えば︑目に沿って見える１０
ルで割り出すことは難しいことで
はありません︒しかし︑それを
ｔクラスの機械でできるかどうか︒
私は ｔの油圧ショベルで３００
ｔの石を割り出すことができるよ

長さ３.５ｍものスウェーデン鋼ドリルを使った削岩。この山だ
けで、あと100 年は掘り続けられるという。

くるのです︒大自然にメスを入れ

畏怖︱︱いったい何万年もの昔
高さ 〜 ｍ のところに登っての

けでも１５０社はあったほど栄え

に︑この石山はできたのだろうか︒

たものです︒まだ機械もない時代︑

気が遠くなるほどの歳月︒小田氏
危険な仕事︒でも︑そこで石と触

留めておかないとね︒間違ったこ

は︑
﹁だからこそ︑ここから力をも
れあうことができたのです﹂

とはできないよ﹂

らえるのだ﹂という︒

るんです︒その究極が墓石︒なぜ
せるようになった︒

﹁そんな石だからこそ︑我々の使

50

おだひろし 昭和30年、佐賀県
生まれ。平成18年に肥前開発
の代表に就任。趣味は城の石
垣を見ること。
「どうしてこうい
う積み方をしているのか、
どう
すれば積めるのかを考えるの
が好きなんですよ」
。
ちなみに息
子である三代目・重機（しげき）
氏の命名は、機械好きの先代。

30

小田博士氏
手のひら

40

ならば︑人は墓石に手を合わせる
30

オペレータ歴
37年

原寸大

16
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のですから⁝⁝﹂
21

【佐賀県・唐津市】
建 機を支える司 令 塔

30

「機械は身体の一部。針の糸通しだってできる」
古い機械でもレバーを握った瞬間、調子を感じ
とり、
その能力を最大限に発揮させる。
またその
手で岩肌に触れ、
どう挑むのかを決めることもあ
るという。こうした熟練技術を持つ立場から、若
手に対しても熱いエールを贈る。
「自分のことを本気で叱ってくれる人が回りに何
人いるか？ たとえ叱られても、
そのことに腹を立
て反発するのではなく、
自分も真剣に話を聞き、
忠実に受け止めて行動すれば……やがて人生
は、大きく変わるはずだよ」

取材・文／荒川裕治 撮影 ／永田忠彦 取材コーディネート／野田治雄（日立建機西九州営業所）

日本のクレー射撃界に
打ち立てた金字塔

思わぬ風邪による体調不良もあっ
たが︑その想いは見事に結実した

金色のメッシュを施す︒クレーを
い︒これまでは︑同僚である中山

ライトに戸惑いもある︒無理もな

だが︑ようやく浴びたスポット

のだ︒

一瞬で捉えるトリガーに添える指
由起枝に常に一歩リードされてい

黒髪をベリーショートに整え︑

先にはラッキーカラーのスカイブ
た︒

た︒身支度を整えるのに︑合わせ

こだわり︑貴重な時間を割いてき
度ではない︒だが︑優勝が決まっ

引退を考えたことも︑一度や二

﹁もうダメだ⁝⁝﹂

れば４時間もかかる︒

︒
た瞬間 ̶̶
﹁中山さんが真っ先にかけつけて

ルーのネイル ̶̶
どんなに忙しい
大会前でも︑常にこのスタイルに

﹁でも︑これが昨シーズンの〝勝

溢れる涙が止まらなかった︒

れました﹂

くれて︑
﹃おめでとう﹄と言ってく

長身で礼儀正しく︑そして気遣

負服〟だったんです﹂
いもできる︒宝塚の世界から出て
きたような〝男前〟
︒それが︑日立
建機に所属する鈴慶子だ︒
大阪生まれの大阪育ち︒中学に

世界を目指すために︑
ボールを銃に持ち替えた

射撃界に大きな金字塔を打ち立て
入るとその長身を見込まれて︑ハ

昨秋の 月︑鈴が日本のクレー
た︒岡山で開催された第 回全日

めての優勝を成し遂げたのだ︒

総合において︑女子選手として初

本選手権のトラップ︑それも男女
会で３位になり︑認められて出場

ポジションはＧＫ︒全国中学校大

ンドボール部にスカウトされた︒

織委員会︶
カップ﹂でも活躍︑オリ

した﹁Ｊ ＯＣ
︵日本オリンピック組

リーし︑決勝に残った６人のうち︑
名門・四天王寺高校では︑３年

ンピック強化指定選手になった︒

この大会︑ 人の選手がエント
女子選手は鈴慶子のみ︒猛者たち
次にインターハイで優勝︒将来は

との一戦に挑み︑見事に﹁日本一﹂
を勝ち取った︒
約束されたかに見えた︒

選手として声をかけられた︒これ

とき︑日立建機からクレー射撃の

そんな﹁次は世界を⁝⁝﹂という

﹁実は春先から︑この
︵男女︶総合
目標は女子の部ではなかった︒
までＧＫとして培ってきた動体視

を取りたいと思っていたんです﹂
そこに︑今年に賭けていた鈴の

いたのが︑﹃このくらいならば大丈
夫 ﹄と許容範囲が広がったのかな

すべての動作が︑オートマチック

ら０・数秒でクレーを打つまでの

﹁昨シーズンになって︑構えてか

だ﹄と何度も聞かされました︒わ

﹁﹃ 射撃は自分を疑ったら終わり

という︒

ていたのは︑集中力の無さだった

これまで︑その許容範囲を狭め

と思います﹂

にできるようになったんです︒や

集中力を高めるため︑
自分をとことん追い込む

本気さが表れていた︒大会直前の︑

ボールを銃に持ち替えた︒戸惑
いの中︑努力は人一倍してきたつ

それが昨シーズン︑四度の本部

っと︑〝ちょっとうまくなったか

もりだった︒だが︑なかなか結果

公式戦をすべて優勝で飾る快進撃

流した︒

を続け︑最後の全日本選手権でも

っていなかったんですね⁝⁝︒昨

かっていたつもりでしたが︑わか
シーズンでわかったのは︑自分は

な〟と思っていたんですよ︒
これまで銃を打つ瞬間︑ちょっ

見事優勝と︑これまでの不振が嘘

には結びつかず︑何度も悔し涙を

取材・文／荒川裕治 インタビュー撮影／小島真也

としたズレで﹃ダメだ﹄と思って

力と反射神経が評価されたのだ︒
﹁
︵クレー射撃は︶
まったく未知の
世界︒大学は決まっていましたし︑
ジュニアのナショナルチームにも
入っていました︒でも︑そこで恩
̶代表監督︶

師の繁田先生︵順子氏・現︑日本
女子ハンドボールＵ

﹁今年で 年目︒もうハンドボー

たからだ︒

が︑鈴の〝 射程距離〟に入ってき

２年に迫るロンドンオリンピック

まっている︒なぜならば︑２０１

勝利への欲求は今まで以上に高

追い込むのがいいんですよ︵笑︶
﹂

うこと︒心臓がバクバクするまで

緊張するほど調子がよくなるとい

で来ましたね︵笑︶
﹂

だという〝根性〟だけで︑ここま

本一になった︑だから負けないん

﹁振り返れば︑ハンドボールで日

とわかっていた︒

鈴自身︑
﹁そんなことはできない﹂

と言ってくれた︒だが︑誰よりも

繁田氏は﹁戻ってくればいい﹂

エールだった︒

を目指す鈴に対しての︑精一杯の

界に近い﹂と判断したのだ︒
﹁世界﹂

︒繁田氏は︑
ハンドボ
しかし ̶̶
ールよりもクレー射撃の方が﹁世

その目標を勝ち取った︒

チームとともに日本一を目指し︑

インターハイでは可能性を信じて

と言われ続けてきた︒だからこそ︑

は﹁可能性のあることをしなさい﹂

った︒確かに︑日頃から繁田氏に

られるとは︑想像さえしていなか

衝撃だった︒まさか転身を勧め

くればいいじゃない﹄って﹂

挑戦して︶ダメだったら︑戻って

がいるから難しい︒
︵クレー射撃に

思っても︑アジアには韓国と中国

﹃ハンドボールで世界に行こうと

からこんなことを言われたんです︒

18

ル歴よりも射撃歴の方が長くなり
ました︒
オリンピックへの挑戦は４回目︒
昨シーズンを最高の形で終えたの
も︑
すべては今年のため︒まずは世
界クレー射撃選手権大会で入賞し
て︑日本のオリンピック出場権を
獲得してきたいと思っています︒そ
オリンピックへ続くステップが

こから国内予選を突破して⁝⁝﹂
多い中︑プレッシャーがないと言
えば〝嘘〟になる︒
﹁これまでもしんどかったし︑こ
れからもそうでしょう︒でも︑こ
こまでやってこれたのだし⁝⁝︒
ここから先は︑オリンピック出場
を目指すだけです︒それに
︵オリン
ピックに︶行けたら︑︵最後まで︶行
目指すはもちろん︑金メダル︒

けちゃいそうな気がするんです﹂
その笑顔も勢いも︑しばらくは止
まりそうにない︒夢は︑もう手の
届くところまできているといって
いい︒
２０１２年までは︑あっと言う
間だ︒
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62

のように﹁自分の射撃﹂ができる
ようになったのだ︒

鈴 慶子

15

史上初、
「女性選手」
として優勝の頂点を極めた
鈴慶子の「これまで」
と
「これから」。
すず・けいこ。大阪府出身。
元ハンドボール日本ジュニア代表GK。
名門・四天王寺高校卒業後、日立建機に入社。
クレー射撃でロンドンオリンピックを目指す。
コーポレートコミュニケーション部所属。

83

第62回全日本選手権【トラップ】
クレー射撃

10

株式会社マキナは︑茨城県南部

特殊仕様機を含む多様な機種を所

りてくる ̶̶
など︑顧客満足に徹
した経営姿勢を先代から現在の二

有︒近年の土木建設業において増

を拠点に︑周域の顧客を多く持つ
既存のお客様からオーダーがあ
え続けるレンタル機の需要に幅広

代目・大江信吾社長へと引き継ぎ︑

った機械は必ず仕入れる︑多忙な
く対応している︒

建設機械レンタル会社だ︒

時期に機械の在庫が少なくなった

の主な仕事︒フロントスタッフと

今回の変身モデル・千葉桂子さん

様からの生の声を受け止めるのが︑

あらゆるニーズを期待するお客

は〝スムーズな電話対応〟
︒

がまだまだ課題として取り組むの

業を習得していく中で︑千葉さん

まとめるなど︑さまざまな事務作

﹁面接の時に︑とても好印象を持

クも隣同士だ︒

さんの直属の上司にあたり︑デス

長夫人・大江薫さんのこと︒千葉

められないし︑ピアスもつけられ

ちました︒接客業ですから明るさ

ない︒最初は﹃我慢しなきゃ﹄と

﹁マキナに来て初めて︑
〝社会〟と

のは約１年半前︒
思っていましが︑今は自覚してい

連携して︑機械の特徴や保有機な

﹁最初に応募の問い合わせをした
ます︒機械の名前はだいぶ覚えま

は必須︒入社当時から変わらない

時は定員オーバー︒実は２度目の
したが︑ちゃんとした敬語を使っ

のは︑
﹃主任︑主任！﹄と何でも聞

挑戦で採用して頂いたんです︒
﹃明

元気なキャラクターで社内のムー

江薫さんとデスクを並べ︑明るく

大江須賀子さん︑現社長夫人の大

今では︑先代夫人である専務の

るようになりたいですね︒私︑主

つけて︑どんな電話にも対応でき

さい﹄と返されます︒早く自信を

いてしまい︑
﹃まずは自分で考えな

ないことがあるとすぐに主任に聞

て話すことが一番難しい︒分から

ドメーカー的存在になっている︒

でも︑すごく頑張っていますよ﹂

語が苦手な︑イマドキの女の子︒

とが分かってきたみたいです︒敬

自分で考えないとダメ﹄というこ

らいに
︵笑︶
︒でも最近は﹃まずは

いてくること︒もう︑しつこいく

子の練習をすることも多くなった

の会﹂に所属し︑仕事の後にお囃

プライベートでは最近﹁お祭り

でしょう！﹂と太鼓判を押した︒

していたことを伝えると︑
﹁大丈夫

んが﹁早く独り立ちしたい﹂と話

彼女が話す〝主任〟とは︑現社

任のようになりたいんです！﹂

ンに記録し︑修理の内容を帳簿に

機械の入庫・出庫状況をパソコ

きました﹂

日から来て﹄と突然言われて︑驚

いうものを教わりました︒学生の

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
取材コーディネート／西村 雄
（日立建機つくば営業所）

時とは全然違って︑髪はあまり染

ちば・けいこ 東京都出身。大学卒業後、同社に入社。現在、来
客や電話対応を中心に、特定自主検査の書類管理などを行う。
二級医療事務技能審査の資格を所持。趣味はスノーボードな
ど。24歳。射手座／AB型。

千葉さんが同社の面接を受けた

千葉桂子さん

どの問い合わせに対応している︒

【茨城県・つくば市】

松竹梅の振り袖に鶴の帯︒
新春に合わせたモダンな和装で︑
﹁オヨメ﹂
さんに変身︒

という︒今回は祭りで着る半纏に

た前髪を短くしようかな﹂

した髪型は久し振りでした！ ま

きたいですね︒それに︑前髪を下ろ

祭りを見に行く時に︑是非着てい

赤系のカラーが好きなんです︒お

﹁こういう色の帯︑いいですね︒

■変身を終えて■

︒
嫁さん願望は？﹂と聞くと ̶̶
﹁もちろん！ ありますよ﹂

は﹁オヨメ﹂
︒当の千葉さんに﹁お

ちなみにこの振り袖の柄︑名前

柄に︑一段と笑顔が華やぐ︒

身︒鮮やかな赤が映えるモダンな

代わり︑新春らしく振り袖姿に変

とは︑主任の大江さん︒千葉さ

自他共に認める 質問魔
のデスク周りには、建機の
データなどに混じって、敬
語が 細かく書き込まれた
メモがビッシリ。

ら赤字になってでも同業者から借

大江須賀子専務
（左上）
、大江薫主任（右上／左側）
ら、女性陣が
活躍する社内。明るく笑顔が溢れる中、時には厳しい言葉も飛
び交い、家族ぐるみならではの信頼関係の深さを感じさせる。
ヘアは、モダンな着物柄にフィットするように、前髪にエクステ
をつけ、ラフ感を残したアップスタイルに。
リップには、着物の
赤い色味に合わせたボルドーの口紅に、ほんのりと艶をプラ
ス。全体的に、和装に合わせた柔らかい印象に変身。

株式会社マキナ
ZX200LCスーパーロングフロントをバックに皆さんでパチリ。
同機は、分割式フロント機構の採用でフロント部分の分割・
組立が容易に行え、搬送性にも優れている。

14
Tierra Winter 2010
Tierra Winter 2010

15

03-3464-5159
衣裳協力／

「照れくさい」と言いながら笑う千葉さん。やはり元気な笑顔が似合う！

変身図 鑑

磯やけに悩む
沿岸の漁協
近年︑日本各地の沿岸では〝磯
やけ〟が進み︑漁業に大きな打撃
を与えている︒
﹁磯やけ﹂とは︑コンブやワカメ

鉄鋼スラグを活用した
﹁海の森﹂再生とは？
製鉄の過程において副産物として生じる鉄鋼スラグ︒
これまでもセメント原料や路盤材として使用されるなど︑
高いリサイクル率での有効利用が行われてきた︒
その鉄鋼スラグの使途に今︑
さらなる注目が集まっている︒
産学共同により︑
海域の環境修復に再利用する実験が本格的に
スタートしたのだ︒
﹁海の森﹂を再生するという︑
その試みとは︱︱︒

コンブ１本当たりの湿重量

たことで︑海藻の生育が難しくな

だが近年︑過度の森林伐採や大

単位面積当たりの湿重量（平均）

用な鉄分を供給していた︒
規模なダム工事によって河川と海

コンブ１本当たりの湿重量

鉄鋼スラグ 鉄鋼スラグ
対象区
＋腐植物質
のみ
（無施肥）

そこで同社は︑昨年 月から国

即効性も期待できる︒

のうちに大きく再生するだけに︑

コンブの湿重量

鉄鋼スラグ 鉄鋼スラグ
対象区
＋腐植物質
のみ
（無施肥）

業継続の両面からも克服すべき課
題となっているが︑この解決策と
そこに着眼したのが新日本製鐵

り︑それが磯やけの大きな原因の

して有用視されているのが︑製鉄
とが遮られ︑河川を通じて海へ供
株式会社︵以下︑新日鉄︶だ︒スラ

磯やけの原因には︑海水温度の

一つと考えられている︒

の工程でできる﹁鉄鋼スラグ﹂な
給される鉄分の流れがストップし

のである︒

なり︑サンゴモと呼ばれる白く硬
上昇︑水質汚染といった環境の変

藻の生育に
鉄鋼スラグを活用

い石灰藻が海底の石の表面を覆い
化や︑ウニなどによる食害など︑

2

などの海藻類が生育不能な状態と

つくす現象のことだ︒
いくつかの複合的な要因が考えら
れてきたが︑最近の研究では﹁海
の鉄分不足﹂もその一つであると

堆積してできる腐植土には︑鉄と

元来︑森にある木々の落ち葉が

指摘されている︒

体にも波及する︒結果︑漁獲量の
結びつきやすい﹁腐植酸﹂が発生

14
1200

昨今︑この被害は日本全国の沿
︒
岸にまで広がっている︵ 図１︶
磯やけにより海藻類が減少する
と︑これらを餌とする生物の生育

激減につながるとあって︑沿岸各
する︒それがさらに︑地中の鉱物

も妨げられ︑やがて海の生態系全

地の自治体や漁業組合にとって︑
﹁腐植酸鉄﹂となって︑河川を通じ

などに含まれる﹁二価鉄﹂と結合︒

こうした現状から︑今︑磯やけ
て海に流れ込み︑海藻の生育に有

﹁このような好結果には︑私たち
自身も驚きました︒増毛における
３年目の調査では︑鉄分供給ユニ

2.3
（g/㎡） 400

491
600

深刻な問題となっている︒
した藻場の再生は︑環境修復と事

植土と合わせて海に供給する実験

と考え︑ここ数年︑
鉄鋼スラグと腐
を産学共同で進めてきています﹂

ットを埋設していなかった海域で
もコンブが生育し︑ 年ぶりにニ
シンの大群も見られたと聞いてい
これまで製鉄会社は︑副産物と

ます﹂︵横尾氏︶
して発生するスラグを︑セメント・
コンクリートの原材料︑道路の路
盤材などに再利用してきた︒だが
この先︑公共事業の縮減により︑
しかし︑北海道での実験結果に

同種の需要は先細りが否めない︒
よって︑より付加価値の高い鉄鋼
スラグの利用法を見出した新日鉄
では︑一日も早い藻場の再生を望
む全国の地域に向け︑鉄分供給ユ
ニットの試用販売︑さらには鉄鋼
スラグを原料に使った消波ブロッ
クや魚礁ブロックといった人工石
の開発にも力を入れ始めた︒
﹁こうした人工石は︑形や大きさ
が自由に形成できるうえ︑藻類の
付着特性にも優れているので魚礁
になりやすい︒海域の環境修復に
は大いに役立つと考えています﹂
︵横尾氏︶

藻場の再生が
ＣＯ ２削減に貢献
磯やけの防止だけではない︒陸
上の植物と同様︑海藻は光合成に
よって︑大気中から海中へ溶け込
鋼スラグによって︑藻場は短期間
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潮流の強い海域などの波浪条件により、鉄鋼スラグと腐植土
の混合物を入れたヤシ袋を鉄製のボックスに詰め、
クレーンで
海底へ設置するといった手法も行われている。港湾工事用被
覆ブロックと同様に利用できるという。

グ・セメント事業推進部・横尾正
義氏は語る︒

磯やけがひどい︑北海道増毛町の
舍熊海岸にて行われた︒
を合わせてヤシ製の袋に入れ︑海

﹁腐植土とほぼ同量の鉄鋼スラグ
岸に埋設︒同時に鉄鋼スラグのみ
のユニットも埋設し︑海藻の生育
状況の比較を行いました︒すると︑
翌年６月の調査では︑石灰藻に覆
われて一面が真っ白だった増毛の
海が︑豊かなコンブの森へと化し
ていたのです﹂︵横尾氏︶
何も設置しなかったところに比
べ︑鉄鋼スラグのみを埋設した区
域で 倍︑鉄鋼スラグと腐植土を
合わせて埋設した区域に至っては
２２０倍の生育が見られたのだ︒
また再生したコンブは肉厚で︑
１本
あたりの湿重量計測においても同

設肥3年後（H19.7）

北海道増毛町舍熊海岸にて、H16年
から行われた藻場造成実験の1年後
の結果。左のグラフは「鉄鋼スラグ＋
腐植物質」
を埋設した場合、
「 鉄鋼ス
ラグのみ」の場合、
「 何も埋設しなかっ
た」場合のコンブの湿重量。1m×1m
の方形枠内でコンブを採取して計測さ
れた。右のグラフは、同条件によるコン
ブ1本当たりの湿重量。

果への期待は大きい︒

海に面した国土だけに︑その効

込める可能性も出てくるだろう︒

ンオフセット取引による収益を見

漁協や沿岸自治体などが︑カーボ

がクレジット化され︑近い将来︑

よっても吸収・削減されたＣＯ ２

整備と同様︑藻場の再生・整備に

どが確立︵認定︶されれば︑森林

減効果の判定や︑削減量の算出な

やがて︑海藻類によるＣＯ ２削

業の確立に着手したのだ︒

ＣＯ ２を削減するというモデル事

ラグを使って〝海の森〟を再生し︑

地球温暖化対策として︑鉄鋼ス

同実験を開始した︒

いて︑北大や地元漁協などとの共

北海道伊達市と寿都町の沿岸にお

指定の研究プロジェクトとして︑

10

鉄鋼スラグと腐植土を合わせた
「鉄分供給ユニット」
を埋設した場所には、
半年ほ
どでコンブの繁茂が確認できた。
その後、2〜3年目もその効果が継続することを
確認。
コンブは海藻の中でも成長が早い生きものであるため、生育の実験・研究
には向いているのだという。

20

んだＣＯ ２を吸収する︒しかも鉄

【グラフ１】藻場の造成結果（H17／6 調査）

【図１】

﹁当社では︑二価鉄を多く含む鉄

腐植土

10

横尾正義氏

鉄分供給ユニット

最初の実験は２００４年 月︒

腐植酸
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70

︒
様の好結果が出ている︵ グラフ１︶

新日本製鐵株式会社
スラグ・セメント事業推進部

設肥2年後（H18.7）
設肥1年後（H17.7）
設肥前（H16.7）

取材・文／田中美砂子（モック社）人物撮影／西脇綾治
資料データ・写真提供／新日本製鐵株式会社

鋼スラグが藻場の再生に貢献する

転炉系製鋼スラグ

沿岸で進む
「磯やけ現象」に待った!

設置前〜経年後の海中変化

業 界 動 向 最 前 線
鉄 鋼スラグと腐 植 土︵ 廃
= 木 材チップを
発酵︶
を混 合して︑ヤシで作った袋に入
れる︒これを海に埋 設することで︑二価
鉄が徐々に海へと流れ出す︒

二価鉄イオン

るが︑経営資源を特定の強みに投

る︒
﹁選択と集中﹂という言葉があ

した経営をしている建設会社があ

まずは本業に徹し︑強みを生か

溥氏は﹁おもちゃ以外に手を出す

また任天堂を大きく育てた山内

があっても乗るなよ﹂といった︒

けようと考えるな︒どんな甘い話

ーカーなんだから︑本業以外で儲

た藤沢武夫氏は︑﹁本田は自動車メ

た︒

価が削減され利益が圧迫されてき

減り︑さらにそれに輪をかけて単

工してきた︒しかし年々工事量が

して新築建築工事の防水工事を施

ゼネコンの協力会社として︑主と

防水工事業のＴ社は︑これまで

しかし︑両社とも従来の商品に
タン防水は 年程度で可塑化する

Ｔ社の強みは防水材料だ︒ウレ

知り︑さらにそれを強化している

のに対し︑Ｔ社が手がけるのは

げている建設会社がある︒防水工
意︒さらに下請工事主体だった組

て︑改修工事専門とすることを決

これを用いてＨ社長は新築を捨

た時︑本業に固執していると業績

急激な外部環境の変化が起こっ

呼び︑今や大ヒット商品である︒

家具を取り入れた︒人気が人気を

業はブームになり︑リフォーム業

２０００年前後にリフォーム産

防水剤塗布

円と成長することができた︒

程度だった売上が︑現在では 億

その結果︑２００２年に７億円

改編し︑社員教育を徹底した︒

織を元請工事が実施できるように

屋上防水

商 品 開 発 で 稼 ぐ
厳しい外部環境の中︑建設業界にあっては売上・利益とも減少傾向にある︒
しかし︑そんな中でも増収増益の建設会社が存在するのも事実だ︒
それらの会社は︑
いかにして業績を上げているのだろうか︒
そのヒントとなる﹁商品力﹂をキーワードに︑
いくつかの事例を紹介する︒

入することで業績を上げている︒
な﹂といった︒

撮影／鈴木伸之 イラスト・図版／柴田美香
︵プライマリー︶

一方︑本業から離れて業績を上
は環境適応業である﹂という表現
固執してはいない︒自社の強みを

げている建設会社がある︒
﹁事業と
があるが︑その時の外部環境に合
わせた商品開発をして業績を上げ
年たっても弾性が残る屋上防水材︑

とでクラックからの浸水を防止す

ルの上から防水材料を塗布するこ

またタイルをはがさずに古いタイ

のだ︒

ここでは双方の実例を通して解

強みに特化する

ることが大切だ︒
説しよう︒
自社の強みを把握し︑それに特

事会社が︑自社の強みを生かして

密高断熱を実現し︑壁には壁紙を

る材料などである︒

改修工事に特化した実例である︒

用いず自然素材の塗り壁にしたも

化し︑他を捨てることで業績を上

開発し販売したところ︑大幅に販

業績を上げる近道は︑本業に徹
ホンダを世界的メーカーに育て

売量を伸ばすことができた︒

することである︒

商品を作ることは大切だ︒次の事
のだ︒またデザインもヨーロピア

例は︑ＲＣ
︵鉄筋コンクリート︶技
術を生かして住宅づくりをしてい
Ｈ社は公共土木工事を主体とす
が急速に悪化する︒そこで本業か

本業から離れる

る建設会社︒公共工事の減少を見
ら離れて新たな事業を始める必要

ンスタイルで︑若い夫婦に人気の

越して木造住宅への進出を図った︒

る事例である︒

しかし住宅そのものに特徴がなく︑

や︑趣味で映画鑑賞をしたい人に

界は大いに隆盛した︒しかし︑２

高気密高断熱
自然素材の塗り壁
ヨーロピアンスタイル

がある︒

その時︑Ｈ社長は﹁地下室﹂に

は人気がある︒しかし問題は施工

００５年に勃発したお年寄りを狙

誰にも負けない商品を
開発する

売上は伸び悩んだ︒
目を付けた︒周辺への防音性能に

力︒普通にコンクリートを打設す

Ｋ社は当時︑リフォーム専門会

競合商品を
自社に取り入れる
ンガスを提供する会社である︒都

Ｙ社は︑個人宅や企業にプロパ
︒
らい日々が続く ̶̶
しかし商品が完成した後は︑毎

降籏達生氏
元請け 改修

本業の強みを生かす

本業そのものは売上が低迷して
いても︑本業の強みを生かして新

そこでＹ社長は︑
競合であったオー
ル電化工事に参入
することを提案し
た︒社員は﹁そんな
ことをするとます
ますプロパンガス
市場が減り︑自分
で自分の首を絞め
るようなものだ﹂
と大反対︒しかし
く︑オール電化工

Ｙ社長の意思は固
事を推進すること
プロパンガスの

を決意した︒
顧客層に営業して︑
そこにオール電化
を提案した︒そう

プロパンガス
プロパンガス
プロパンガス
すると︑キッチン工事などの付帯
したリフォーム工事をも依頼され
ることが増えてきた︒そこでＹ社
長は︑リフォーム工事業に参入す
ることを決意︒現在では︑
プロパン
ガスの売上目減り分をリフォーム
工事が補っている形になっている︒

自社の強みを知る
本業に徹して業績を上げた事例
と︑本業から離れて業績を上げた
事例を紹介した︒いずれの事例に
り︑それを強化していることだ︒

も共通することは自社の強みを知
ール電化﹂を薦める業者の台頭に

を理解することから始めよう︒

業績悪化を嘆く前に︑自社の強み

実な経営をしていた︒しかし﹁オ

改修工事
専門になろう

11

オール電化に
しませんか？

20

より︑プロパンガス離れが相次ぎ︑
売上は急激に減少してきた︒

客

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

図1.強みに特化

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/

図4.競合商品を取り入れる

10

市ガスのない地域であったため堅
入後３年目にして 棟／年を販売
できるようになった︒
Ｗ社長の開発した新商品とは︑
外壁に特殊な材料を充填して高気

売上
売上

優れているので︑ピアノを弾く人

ると地下水が浸透し︑たちまちカ

った悪徳リフォーム騒ぎのため︑

社として業績を伸ばしていたが︑

縮小した︒

その後︑リフォーム需要は急激に

ビだらけとなってしまう︒
だがＨ社は︑公共土木工事を通
あったため︑地下のＲＣ構造物の

じて地下タンクなどの施工実績が
施工は得意である︒そこで本業の

やはりこの時期に大きく業績を落

決意︑これまでにない住宅作りを

Ｗ社長は新築住宅市場への参入を

店を閉める同業者が多い中で︑

とした︒

強みを生かし︑地下室付き住宅を

公共工事で
地下のRC施工は
得意だ！

目指して開発を続けてきた︒だが︑

新築
リフォーム

年 棟ずつ売上を伸ばし︑住宅参

その間にも業績はさらに悪化︑つ

図3.商品開発で勝つ

（2）
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30

下請け 新築

〜本業に徹せよ、
しかし
本業から離れよ〜

本業に徹する

図2.強みを生かす

（1）

（1）
10

（2）

︻商品力︼
今すぐできる経営改善 ⑤

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。

福本悟美の

数字で
見る

日立建機
文／古幡政樹

年から２０１２年の二酸化炭素排

京都議定書によって︑２００８
１弾として︑昨秋 月に長崎県で

ボンオフセットにも着手︒その第

推し進め︑この度イベント型カー
木質資源エネルギー活用事業﹂で

︶制度の国内
Emission Reduction
認証第１号プロジェクト﹁高知県

イベント出展に伴って排出したＣＯ ２を
国内外のクレジットを利用してすべて相殺︒

出量を１９９０年水準より６％削

％削減を目指す﹂という国連演

山首相による﹁２０２５年までに

国際公約となったこの流れは︑鳩

減することを義務づけられた日本︒

ＣＯ ２を相殺する取組みを行った︒

社ブース運営に伴って排出された

環境機械展示実演会﹄
において︑自

開催された﹃２００９森林・林業・

センター﹂との協働により成し得

総合的に行う組織﹁山村再生支援

れは︑山村と企業のマッチングを

発行されるクレジットを使用︒こ

10

説でさらに拍車がかかり︑日本に
量を算定︒

営に係る次の４項目のＣＯ ２排出

具体的には︑日立建機ブース運

た︒また︑残りのマイナス ｔ分は︑

①ブース内の照明︑電器類使用分

おけるＣＯ ２削減はいまや急務と
かかる状況下︑日立建機では一
︵発電機の燃料消費量︶ ５
= ９１㎏

国連認証のクレジット制度ＣＥＲ
︵ Certiﬁed Emission Reduction
︶
を活用︒ブラジル・サンパウロ州
パウリニア市亜酸化窒素排出削減

した商品型カーボンオ

②林業機械９台の稼動分︵機械の
算出排出量１万９２０３㎏のＣＯ ２

トを使用した︒

プロジェクトから生じたクレジッ

フセットをスタートさ

燃料消費量︶ ２
̶Ｏ
= ７１㎏ Ｃ
③林業機械・機材を運搬するため
のカーボンオフセットを完了させ

初めて︑特定の林業機械を対象と

せ︑製造時のＣＯ ２排
のトラック・トレーラの稼働分︵車
Ｖ
̶ＥＲは昨年

デアを盛り込んだ︒そのため︑初

２排出量を抑えるさまざまなアイ

リッド車の利用を図るなど︑ＣＯ

予めレンタカーの相乗りやハイブ

例えば乗用車を利用する範囲では︑

なお本イベント実施においては︑

化処理の実施︶が予定されている︒

月︑
ＣＥＲは本年１月の確定︵無効

るわけだが︑Ｊ

これら２つのクレジットにより︑

出量をクレジット利用

２

により相殺︒これまで
Ｃ
̶Ｏ ２

④スタッフ 名の勤務地から開催
地までの移動分︵交通手段による
燃料消費量︶ ４
̶Ｏ ２
= ６２６㎏ Ｃ
これにより︑合計１万９２０３
㎏

Ｃ
そ
̶Ｏ ２の排出量が算定され︑

のカーボンオフセットを実施した︒

期想定値に対して ％以上の削減

れを相殺するべく﹁マイナス ｔ﹂
今回のオフセット方法は２つ︒
マ

Japan Verified

イナス５ｔ分については︑環境省が
定めるＪ Ｖ
︵
̶ＥＲ

それがいつしか︑年度末になると

ても誇れる気持ちがありました︒

会社の看板を掲げて意気揚々と働

うと命を削っていた工事中には︑

⁝⁝かつて生活環境を快適にしよ

架橋︑トンネル掘削︑道路敷設

護岸工事・橋・鉄道高架・地下歩

をコンセプトに︑災害復旧含め︑

生活をより安心・安全にすること

これからの公共事業は︑人々の

あるものだと言えます︒

﹁かけこみ工事﹂で道路を何度も
いていました︒

いものです︒

掘り起こしているような印象を住

な工事に目を向けたいものです︒
﹁必要なもの﹂を創っているはず

しかし︑昨今の職人さんの姿さ

道・下水道完備など︑生活に身近

民に与えつつも︑保護帽をかぶっ
て平気でいられるようになったの

性と必要性がどれだけあるのか疑

が︑いつしか﹁便利なモノ﹂を創

☆

しかし︑官庁から発注された小

問に感じる例も︑残念ながら少な

るのに置き換えられていれば︑
﹁公

え僅かな工事現場を見ると︑公共

さな公共工事であっても︑いずれ

共性﹂よりも﹁ムダだ﹂と指摘さ

も事実です︒
れば︑橋を架け道路を作り︑建設

〝政官業〟に仕組まれた案件だと

くありません︒

れ︑まして環境破壊の要因ともな

の工事も住民にとって生活環境を

れば︑その先に発展の糸口は見出

改善するために必要なものだった

か︑談合を疑われても抗わず︑じ

ラッシュで﹁公共事業﹂の名のも

っと耐えて来た業界体質に功罪両

せないでしょう︒

とに建設業は大きく発展してきま
この小さな公共工事が︑〝公共事

面があるとの指摘はあるものの︑

は言いませんが︑地元住民の生活

大型工事に奔走するのが悪いと

〝志〟をチューンアップする時に

期を乗り越えるためにも︑今こそ

れた試練として︑現在の厳しい時

っている建設業は︑天から与えら

自然界から大きな恩恵をこうむ

業〟へと大型化したあたりから建

のです︒

し寄せ︑とりわけ建設業界には風
当たりも厳しい時代になったと言

建設業界が日本の景気を支えてき

工事代金が回収できれば無料にな

環境を改善する小規模工事に目を

たことは誇れる事実です︒

る名目があるゆえに︑公共事業と

例えば高速道路建設において︑

設業にヒズミが生じました︒

なっている今︑若者に応援をして

して世間に受け入れられました︒

建設業界の先行きが見えにくく

われています︒

いる私から︑公共事業についての

とは言いたくないの
かつて ̶̶
ですが︑私も建設業に身を置いて

☆

がごとく報道されていても︑なぜ

拡大させてボロ儲けをしてきたか

て︑まるで建設業界が公共事業を

しかし一方で︑建設費用が回収出

向ければ︑公共事業は身近に多く

して欲しいと思います︒

話をしましょう︒

いたのですから︑この業界の裏表

来ていないのに新規工事に着手し

を少しは知っているゆえに︑﹁こ

か反論する場も持たず︑沈黙して
☆

しまっているのが気がかりです︒
公共事業には完成後に国益が生

15

両の燃料消費量︶ １
=万３７１５㎏

に 台分︵＝ ｔ︶
の申
こうした活動を一歩

請が受理されてきた︒

77

の先どうすれば⁝⁝﹂の思いに強
住民との接点が多い公共工事の

いものを感じます︒
中から︑一般道路工事を例にして

常生活上で絶対必要なモノは︑損

じる工事が多いですが︑中でも日

土の道路をアスファルト舗装に

話をしましょう︒

得抜きでも創る方向性を重視した

数値を上げている︒

に成功︒当初の算定レベルに勝る

20

10

林業機械や機材を運搬するために稼動させた搬送車の燃料消費量を算定。

Ｃ
̶Ｏ ２

昨年 月から︑建設機械業界では

なっている︒

25

公共事業が揺れる中︑
志を高く掲げよ︒

kg-CO2

の眼差しが感じられ︑工事に対し

20

19,203
デモ機として稼動させた林業機械9台の燃料消費量を算定。

した︒しかし現在︑不況の波が押

景気の良かった時代にさかのぼ

現場、
大好き!

20
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21

ブース内の照明や電器類に電源を供給し
た発電機の燃料消費量を算定。

30

75

11
イラスト／市川興一

Data of Hitachi-kenki

切替える工事では︑住民から期待

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
ッ
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/

元・現場監督の熱血コラム

だ﹁安全設計﹂の想いが込められ︑

ステム﹂︑
﹁ニュートラルエンジン

さらに﹁ゲートロックレバーシ

の安全性は大きく向上しました︒

クアウト機構﹂など︑
誤作動防止の

安全性も図っています︒

女

CS125-3マカダムローラ

電話

役職

ＣＳ１２５ ３
̶マカダムローラに込めた
一歩踏み込んだ﹁安全設計﹂
︒

特定特殊自動車排出ガスの第３

スタート機構﹂︑
﹁パーキングロッ

その１つが︑標準装備されてい

現場で作業する方々を守るさまざ

る﹁後方ガードセンサ﹂
︒赤外線セ

もちろん安全性だけではありま

まな特長が備わっています︒

もにクリアし︑道路工事をはじめ︑

せん︒サスペンション付きシート

次規制値および︑国土交通省指定

さまざまな現場での転圧作業に使

ンサによって後方の人物や障害物

の採用によりシート固さが調整で

の超低音型建設機械の基準値をと

用できるマカダムローラが新たに

を検知し︑ブザーと回転灯で知ら

住所

﹁欧州視界
せる安全補助装置です︒

所属部署名

従来機︵ＣＳ１２５︶の装備に

男
歳

ご勤務先名称

Ｔ駆動や大型鉄輪による高品質な

お名前

転圧作業で︑作業性も大きく向上

年齢

（ふりがな）

しました︒

※インターネットでも応募受付中!
クイズの答え

現場から得た課題を︑蓄積した

※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。

技術ノウハウでクリアしていく日

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

立建機だからこそできる設計︒詳

良くない：

しくは最寄りの営業担当員にお問

■プロテクティブスニーカー
草野裕様（大阪府高槻市）／中川宗佳様（富山県魚津市）
浜田正盛様（広島県広島市）／水元敏幸様（埼玉県さいたま市）
佐藤勝様（山形県東置賜郡）／池田達彦様（静岡県清水市）

登場しました︒

良い：

［前号の答え］
「東京ドーム91個分」
［プレゼント当選者］

ゲートロックレバーシステム。運転時には
レバーを下げないと走行できないように
なっています
（写真は下げた状態）
。

き︑長時間の作業でもオペレータ

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。

の負担を軽減するとともに︑変速︑

※建設機械のミニチュアモデル等、日立建機グ
ッズはこちらへ。
■日立建機トレーディングオンラインショッピング
http://hcmtrade.com/online/jp/index.asp

い合わせください︒

※正解者の中から抽選で 20名様に、本誌 22 ページでご紹介したタカラ
トミー製「トミカシリーズ日立建機セット」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月末日必着）
。

］
］

基準１×１ｍ ﹂クリアの視界とと

20名

］
［
］
［

もに︑同じく新たに標準装備され

セットで

］
［
］
［

̶

［
［
●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）

後部に標準装備された後方ガードセン
サとリヤアンダミラー。ガードセンサは、
前後進レバーを「R」に入れると常時作
動します。

停止︑発進をスムーズにするＨＳ

・ヨハネスブルグ
・アジスアベバ
・ナイロビ

①表紙
②ニッポンの新光景
③巻頭特集：後継者の挑戦
④大型油圧ショベル EX1200-6 稼動事例
⑤原寸大手のひらコレクション
⑥鈴慶子インタビュー
⑦業界女神変身図鑑
⑧業界動向最前線
鉄鋼スラグを活用した「海の森」再生とは？
⑨今すぐできる経営改善〜
【商品力】
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

日立建機の発足した1970年に、日本初
の本格的国産ミニカーとして誕生して以
来、子どもから大人まで愛されているトミ
カシリーズ。
そのシリーズに、
従来のゴムクローラキャ
リアEG110R、ホイールローダ ZW220に加
え、昨秋新たに双腕作業機ASTACO（ア
スタコ）
、
リジッドダンプトラックEH3500AC
Ⅱのモデルが仲間入りしました。
小さいボディながらも、ASTACOは２つ
のアーム・ドーザが 可動し、旋回も可能。
EH3500ACⅡは荷台が可動します。
お求めは全国の玩具店まで。また日立
建機トレーディングでも取り扱っております。

たリヤアンダミラーと合わせ︑後方

6月から開催される「FIFAワールドカップ2010」
。
さて開催国であ
る南アフリカにある都市といえば、次のうちどこでしょう？

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。

加え︑新しいモデルＣＳ１２５

問題

アンケート

３が実現したのは︑より進化した

新年あけましておめでとうございます。早いもので21世紀を迎え、
すでに10 年目を迎えました。その間、激動の時代が続いていたよ
うな気がします。次の10 年に向け、今後とも日立建機グループで
は、
さまざまな方面から皆様をサポートしていく所存です。本年も、
本誌ともども宜しくお願いいたします。

安全性︒本製品には︑
一歩踏み込ん

トミカシリーズに
日立建機の２モデルが
仲間入り

正解者の中から抽選で
賞品をプレゼント

機械の前後1m離れた位置にある、
高さ1mの物体を運転席から視認できる欧州基準値
（ワンバイワン=1×1m）
をクリア。
■エンジン定格出力：53.7 kW/2,200min -1（73.0 PS/2,200rpm）
■運転質量：10,155kg ■締固め幅：2,100mm

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

表紙づくりの舞台裏

創業75年の老舗和菓子店。
自家製の餡は16種類にも及ぶ。
『梅花亭 神楽坂本店』
東京都新宿区神楽坂6-15
03-5228-0727／
営10:00〜19:30／不定休
http://www.baikatei.co.jp/

細工ベラやパレットナイフなどを駆使
して細部を表現する井上さん。
リア
ルさにこだわり、妥協しないモノ造り
の精神は、
まさに職人ならでは。

23
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ZW220の和菓子に挑戦していただいた
のは、東京の日立建機本社近くにある
『梅
花亭 神楽坂本店』
の四代目主人・井上豪さ
ん。工芸菓子 餡平 の技術を用いて精巧な
作品に仕上げていただきました。
工芸菓子は、江戸時代の献上菓子に端
を発する芸術的な飾り菓子。
白餡、餅粉、上
新粉などで作った生地に昆布や紅花など
で着色し、透き通った運転席のガラスは寒
天で表現していただきました。
もちろん、
すべ
て食べられます。
目を見張るのは、
その細かさ。予め詳細な

設計図を描き、型を抜いて、
パーツを組み合
わせていくという地道な作業の結晶です。
製作期間は約2週間。
特に苦労したのは、
バ
ケットを支えるために針金を入れて仕上げた
アームと、極細の「HITACHI」の文字だっ
たとか。
特に文字は、
「和紙に

撮影コーディネート／松田有美（プライマリー）

柿の渋を染み込ませた 渋紙 を切り抜き、
そこに卵白で柔らかくした白餡を刷り込ん
でいくのですが、細すぎて……。10数回目で
成功しました」というほどのこだわりよう。
タイヤの溝から、寒天の中の座席、
そして
しめ縄というお正月らしい心憎い演出まで、
熱い職人魂を思わせる渾身の作品です。

ミニチュアモデルを採寸し
て自ら作成した設計図。

Tierra Winter 2010
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復興、

そしてこの先の

未来へ

カンボジア編

ティエラ

〜建機の技術でできたこと〜

2010 年1月発行（季刊）第97号

5

未来への明るい展望

12

自宅の庭で放し飼いにしている
鶏。
「肉として食べてしまったら１日
でなくなってしまうけど、育てて売
れば数日分の食費になるんです」
とサムウオンさん。

「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。 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。

を溜めておき︑その水で青菜︑空
芯菜︑スイカ︑キュウリ︑冬瓜︑唐
辛子なんかを栽培したいですね︒
育てるのが楽ですぐに大きくなる
んですよ︒朝市に持っていって売
ることもできるし︑家で食べたっ
ていい︒野菜栽培ができるように
なったら生活はずいぶん
楽になると思います﹂
未来の明るい暮らしを
見据えたサムウオンさん
の表情は︑広々としたカ
ンボジアの大空のように
澄み渡っていた︒
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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。

作が借金を可能にし︑一家の生活
基盤を守った︒
﹁仕事が何もなかったら返済能力
がないと見なされるから︑建て直
しに必要なお金なんて借りられま
せん︒トウモロコシ畑がなかった
ら︑今頃︑住む家がなかったかも
しれませんね﹂
建て直した家の屋根は︑草葺き
からトタンに変わっていた︒草葺
きと比べるとトタン屋根は葺き替
えるのがずいぶん楽だとサムウオ
ンさんは言う︒
明るいニュースもある︒この数
カ月の間にサムウオン一家は新し
い﹁家族﹂を迎えていたのだ︒子
犬と子猫︑それに庭先を元気に走
り回る９羽の鶏たち︒鶏が産む卵
は自家消費しており︑鶏は大きく
育ったら食肉として売る︒収穫し
たトウモロコシの一部は︑鶏のエ
サとしても役立っている︒着実に
生活の再建が進むサムウオンさん
に︑将来の目標を聞いてみた︒
﹁ある程度の経済力がついたら︑
大きな溜め池を掘って雨季の雨水
雨季の雨水を溜めておくためにサ
ムウオンさんが自宅前に自分で掘
った小さな溜め池。貯水可能な
水量は少ないため、乾季が本格
化した12月、
水はほとんど残って
いなかった。溜め池の水でスイカ
栽培を試みたが水が不足してしま
ったという。

落花生の収穫によって暮らしの
選択肢が豊かになったサムウオン
さん︒新たに栽培を始めたトウモ
ロコシの収穫を終えた今︑一家の
暮らしはどのように変わったのだ
ろうか︒そんなことを考えながら
ラスメイソンハー村のお宅を再訪
した︒
敷地の入り口にさしかかったと
ころで︑自宅が以前より奥まった
ところに移動していることに気が
ついた︒手前には建物の残骸のよ
うなものが放置されている︒聞く
と激しい風雨にさらされ続け︑自
宅が全壊してしまったという︒
﹁家が倒れた当時︑まだトウモロ
コシの収穫を終えていなかったか
ら︑建て替えに必要な現金は手元
になかったんですけど︑トウモロ
コシ栽培をしていたおかげで助か
りましたね︒収穫を担保にお金を
借りることができましたから﹂
順調に育ったトウモロコシは３
トンの収穫をもたらし︑１キログ
ラムあたり５００リエル
︵約 ・
円︶で売れた︒トウモロコシの耕
全壊した自宅（手前）
と建て直した家
（奥）
。

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

収穫後、出荷用に天日で干したトウモロコシの前で笑顔を見せるサムウオンさん夫妻。

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。

