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
た め のビ
のビジネ
ジネスサ
ジネ
ジネス
スサ ポ
ポー
ート誌
ト誌

ティエラ
テ
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撮影／束田勝広

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 】

★更新情報★【後継経営者向けビジネス指南】観察力を鍛えて、マーケティング（＝未来経営力）を養う

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

ＴＫＧ

堂々一品勝負!!
8

稼動現場レポート

その作業性はまるで 異次元
スピーディーかつ
細やかな作業を実現する
ZW140／180除雪仕様機
有限会社稚内グリーンファクトリー

10

12

14

先代の創／次代の継
リュウマンホールディング株式会社

柳萬清美氏
柳萬聖隆氏
Athlete Interview
2009 CUIパラサイクリング
トラック世界選手権
男子1㎞タイムトライアル金メダリスト

藤田征樹
業界女神変身図鑑
共栄株式会社・大阪工場

草原純子さん
16

原寸大手のひらCOLLECTION
株式会社電材重機

井上貴博氏
18

New Products

大型クローラクレーン

6000SLX
19

コラム

20

今すぐできる経営改善

福本悟美の「現場、
大好き！」

【営業力】
五まめ、五力を徹底する

22

Topics
・林業機械によるカーボンオフセット活動

住まう人の誇りと愛情

「確かに、病気の時は山を下りなきゃならないからね。だけど普段

に、こうして手入れしてやることが人を呼び、毎日の暮らしもます

なら、
『お〜い』
と呼べば皆んなに伝わる。電話より早いよ
（笑）
」

ます楽しくなる」

集落にある世帯は4戸。90歳を筆頭に5人が暮らす。傍らに寄
徳島県。吉野川の程近く、静かな里山・美郷に 高開地区 は
ある。急峻な土地に農地を開き、家を構えてきたため、この地区
は古くから段々畑や家屋を守る石積みの技術が発達した。その
様相は、先人たちの民度がいかに高かったかを伺い知ることが

03

り添う夫人も、ここで生まれ、高開氏に嫁いだ。
陽光とともに起き、自然のサイクルに合わせて、たおやかに暮
らす心豊かな生活。田舎暮らしの 良い所 がここにはある。
だが決して、時間を持て余した隠居生活ではない。石積みは

町おこしのため、ここでは住民たちで「美郷宝探し探検隊」
を組織し、地元の自然を利用して観光客参加型のイベントを行
い、美郷の 宝 を守り、継承している。隊員である高開氏も、石
積み修復体験、そばの種まき、そば打ちなどの指南役だ。

24

創刊100号記念企画

『とびっきりの笑顔』プロジェクト
投稿募集のお知らせ

「この地を訪れてくれる人たちを おもてなし するのが、自分の
仕事だね」

できる。

年に幾度か崩れることもあり、頻繁な補修作業が欠かせないの

「坂ばかりの田舎暮らしは大変でしょう？」̶̶ 訪れた誰もが
口にする。だが、この地区で生まれ育った、その名も高開文雄氏

だ。先祖が造った石積みをこうしてずっと守ってきた。高開氏い
はく̶̶。

ィ。素敵な田舎暮らしの秘訣がここにある。

は屈託なくこう答えた。

「自分が生まれ住んでいるこの地区を愛しているからね。それ

「そしてもう１つ、いつまでも夫婦仲良く暮らしていくことだよ」

Tierra Spring 2010

累計販売台数１００台を達成！
・
『2010 NEW環境展／
地球温暖化防止展』告知
・読者プレゼント
・表紙づくりの舞台裏

住民たちの誇りと愛情が与える、訪れる人へのホスピタリテ

Tierra Spring 2010

02

「卵かけごはん定食」
（350円）。
写真はオプションの「くみ出し豆腐」
（100円）付き。

はん﹂は栄養価も高く︑まさに重

メニューとして︑﹁たまごかけご

ネギ︑３種類の醤油で︑自分好み

宝このうえない︒

番食として︑ときには幼児のご飯

の﹁たまごかけごはん﹂を作って

れたての新鮮な卵と炊きたてのご

は黙々と頬張り︑時折︑頬を緩め

店名は﹁熊と一緒に住めるほど

はん専門店﹃但熊﹄は店を構える︒

沿いの広い敷地に︑たまごかけご

市︵京都︶を結ぶ国道４２６号線

ロッと食べる人もいます
︵笑︶
︒多

﹁３個は当たり前で︑５個以上ペ

ぞれの個性が光っている︒

ん﹂と言っても︑食べ方にはそれ

ている︒一言に﹁たまごかけごは

心から︑若い人たちを中心に︑た

まっている食の安心・安全への関

いわけではない︒しかし︑昨今高

うことに抵抗感を感じる人もいな

に︑わざわざ足を運んでお金を払

食べられる〝料理〟を食べるため

休日のお昼時には続々と人が集

合炊きの炊飯器７台が営業時間

店することも⁝⁝︒そんなときは︑

まごかけごはんの専門店を訪れる

と最長２時間待ちに︒訪れた客の

きるんです﹂

カの炊きたてご飯を出すことがで

中フル稼動︒だからこそ︑ホカホ

を払うなんて⁝⁝﹄と︑地元の人

すね︒﹃たまごかけごはんにお金

﹁ほとんどが地元以外の人たちで

西垣氏自身が育てたもの︒鶏に与

﹃但熊﹄で出している卵とご飯は

は来ませんよ︵笑︶
﹂
︵西垣氏︶
線を挟んで反対側で︑養鶏と稲作

ー・西垣源正氏︒同氏は４２６号

こう語るのは︑
﹃但熊 ﹄のオーナ

います︒会社の仲間に話したら興

﹁２年前ぐらいから︑何度か来て

トウモロコシ︑酸化防止剤を使用

ず︑遺伝子組換操作をしていない

える餌には抗生物質を一切使用せ

味を持ったので︑今日は一緒に連
女友だち３人と共に大阪から来

れてきました﹂

しない魚粉など 数種類を独自に

店内には９人掛けの大テーブル

本だけではないかと言われている︒

ラーなのは︑おそらく世界でも日

鶏卵を生で食べる習慣がポピュ

を使わずに育てている︒

有機肥料を使い︑可能な限り農薬

鶏舎から集めた鶏糞を発酵させた

配合した飼料を使っている︒米は︑

店した 代の男性はこう語る︒
と６人掛けのカウンター席があり︑

映画﹃ロッキー﹄で主人公がビア

20

合計 席︒テーブル上の竹かごに

店から見える所で作られた
材料を使っているので安心

を営んでいる︒

らも来ているのがわかる︒

車のナンバープレートを見ると︑

16

関西はもとより︑名古屋や広島か

人が増え続けているのだ︒

まり始め︑午後１時過ぎともなる

ある﹂ことから付けられた︒

いときには１日に４００人以上来

だが一方で︑家庭でも日常的に

コウノトリ但馬空港︵豊岡市︶

飯︑卓上に用意された刻み海苔と

堂々一品勝負!!

から車で約 分︑豊岡市と福知山

卵３個は当たり前︑
５個以上食べる人も

ん
は
ご
け
か
た ま ご
豊かな自然に恵まれた但馬の地に

30

は卵が山盛りになっており︑ご飯

ジョッキに生卵を数個入れてゴク

米を使っているので安心感があり

﹁店から見える所で作られた卵と

はこう話してくれた︒

京都市から来店した 代の女性

じるのかもしれません﹂

ているから︑なお一層おいしく感

ます︒卵と米が育った土地で食べ

ゴク飲むシーンがあるが︑欧米人
とはいえ日本人にとっては︑安

と味噌汁に香の物が付いた﹁卵か

上がりで手っ取り早く食べられ︑

にとってはまず馴染みがない︒
あるが︑来た客の９割以上は﹁卵

苦手な人向けに﹁オムライス﹂も

忙しい朝などのかき込みメシとし

けごはん定食﹂
︵３５０円︶をオー

かけごはん定食﹂をオーダーする︒

て︑また料理が面倒な独身者の定

ダーすれば卵は食べ放題︒生卵が

客はほとんどしゃべらない︒採

20

卓上には３種類の醤油、刻み海苔、
ネギが用意され、
自分好みの味つけを楽しめる。
スタッフは笑顔が素敵な地元の人たちばかり。
左端は小林利洋店長。
竹かごに山盛りだった卵は、
見る見るうちになくなっていく。

20

15

取材・文／坂東治朗 撮影／倉部和彦

【但熊】兵庫県豊岡市但東町栗尾 916 電話 0796-55-0901
・無休
（但し、8/14・12/31・1/1〜 3は休み）
・営業時間AM10: 00〜PM6:00（オーダーストップ PM5: 30）
http:// www.eonet.ne. jp/˜tankuma/

生卵とご飯、
そして醤油があれば充分美味しい「たまごかけごはん」。
日本で昔から食べられている ファストフード であり、
手軽に食べられることから、
朝食メニューとしても定番だ。
そのたまごかけごはんが今、
これまで以上に脚光を浴びている。
頭文字を取って「ＴＫＧ
（Tamago Kake Gohan）
」
と呼ばれ、
各地に専門店も開店、
リピーターになる人も少なくない。
食べ方のバリエーションを紹介した本も出版され、売り上げも好調だ。
ＴＫＧの何が人を惹きつけるのか？ ＴＫＧだけで飲食店は成り立つのか？
専門店の先駆者的存在、
兵庫県豊岡市にある
『但熊』
を訪ねた。

04
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内にある温浴施設の駐車スペース
ていたという︒

はん専門店のアイデアをあたため

ころから︑西垣氏はたまごかけご
連日続いたのだ︒

売り上げ＝スタッフ２人分の
̶̶
人件費という︑閑古鳥の鳴く日が

後の 年には黒字に転じた︒この

を借り︑トレーラーハウスで地元

垣氏の悩みのタネだったのだ︒

農産物を直売したところ︑思いの

そんな折︑ 年に仲間４人と町

たまごかけごはんブームの火付
ほか売れた︒そこで２０００年︑現

卵の自販機設置で︑
年間１３００万円の売り上げ
け役は︑﹃３６５日たまごかけご
在の﹃但熊 ﹄が建つ土地を借り︑場
の農産物が売れるようにしたい﹄

﹁
﹃但東町の農業を育てたい﹄﹃地元
それまで見たこともない行列がで

人たちが大挙して来店︑入口には

レビの深夜番組で取り上げられ︑

人気は突然ブレイクする︒読売テ

だが開店から５カ月後︑
﹃但熊﹄

はんの本﹄︵ 年・読売連合広告社
発行︶と言われている︒多種多様
所を移して商売を続けたものの︑

も︑この本の人気にあやかって開

破するベストセラーだ︒﹃但熊 ﹄
くても地代は払わなければならな

いてしまった︒だが売り上げがな

やがて西垣氏以外の仲間も手を引

らうための仕掛けづくりが必要だ

たちが作っているものを食べても

ました︒そのためにはまず︑自分

という思いは︑以前から持ってい

にさらなる拍車がかかった︒

全国に知られることになり︑人気

などで紹介したことで︑
﹃但熊 ﹄は

きたのだ︒さらに︑彼らがブログ

放送後の週末にテレビを観た若い

なたまごかけごはんがカラー写真
予想どおりには利益は上がらない︒

農業を通して︑地元を︑
そして日本を良くしたい

で紹介された︑累計で 万部を突

業したと思われているが︑西垣氏
い︒赤字は累積するばかり⁝⁝︒

する農家が徐々に増え︑現在では

鶏卵価格の下落などに伴い︑廃業

ときで年間１２００〜１３００万

らが大量に購入してくれた︒多い

走るトラック運転手に好評で︑彼

これが当たった︒４２６号線を

た塩むすびを﹃百笑館 ﹄で出して

ない︒西垣氏は︑自慢の米を使っ

魅力的なものを持たなければなら

は︑わざわざ来てもらえるような

外に打って出る力がないからに

し︑新たな需要喚起も狙う︒

れしかったですね﹂︵西垣氏︶

言ってくれるのを見て︑本当にう

﹃卵もご飯もおいしい﹄と笑顔で

器も買い足しました︒お客さまが

の話を聞くとどうも違うらしい︒
﹁スタッフを急きょ増員し︑炊飯

西垣氏のみ︒かつては共同で運送
円を売り上げ︑農産物直売の赤字

だが売れない︒
みた ̶̶
ある日︑自分が作っている卵と
﹁農業を通じて︑自分たちが住ん

西垣氏によれば昔︑但東町には

業者を雇って町外のスーパーマー
を補填するようになったのだ︒ト
米を使い︑たまごかけごはんの店

そんなとき︑近くに卵の自動販

ケットや飲食店に鶏卵を納品して
レーラーハウスでの販売形態も︑や
ていきたいという思いが︑私の考

売機を設置することを思いついた︒

いたが︑仲間が減るにつれ︑それ
がて独立店舗の農産物直売所﹃百

とひらめいた︒早
を作ったら ̶̶
速︑そのアイデアを仲間に話すが︑
え方の根本にあるんです︒たまご

今年１月 日には︑お菓子・ス

おいしいものを作れば売れるは
笑館 ﹄に姿を変え︑赤字は続きな
かけごはん専門店は︑そんな考え

イーツの店﹃但熊 弐番館﹄も開店

と一笑に付された︒それでも西
ムに乗ったり︑奇をてらったもの

から出てきたもので︑決してブー

でいる町を︑そして日本を良くし

垣氏は諦めず︑夫人にも内緒で密
ではないんですよ﹂︵西垣氏︶
はリピーターも増え︑開店からの

そんな考えに呼応してか︑今で

かに黙々と計画を実行していった︒
やがて 年３月 日︒
﹃百笑館 ﹄
の隣に︑いよいよ︑たまごかけご
万人を超えたという︒

来店者数は︑４年弱でなんと累計

スタッフ２人でスタートした︒と

【先溶き・黄金の滝流し・後醤油】
【よく混ぜ・平流し・海苔ネギ】 【幸せの黄色いご飯〜笑顔添え】 【ネギかけ・後醤油・追い卵】

バンザイ︒
たまごかけごはん ̶̶

40

も不可能になった︒
ず ̶̶
その信念はあるものの︑販
路をどうやって獲得するかが︑西
﹁家で食べられるものにお金を出

軒の養鶏農家があった︒しかし

と考えました﹂︵西垣氏︶

16

すか？ それじゃ商売にならん﹂
1951年生まれ・59歳。地元・豊岡市但
東町栗尾で生まれ育つ。兵庫県立播
磨農業高校を卒業後、家業を継いだ。
地元・栗尾の農業の発展に心血を注い
でいる。

20

はんの専門店﹃但熊 ﹄がオープン︒

06

ころが︑あっさりと思惑は外れる

Tierra Spring 2010

07

21

但熊で見つけた食べ方いろいろ

八人 八卵
あなたの「たまごかけごはん」̶̶ どのタイプ ?

卵１個を十分に溶いて、ご飯の上に滝
の如く勢いよく流し込む。醤油をかけ
て、混ぜながら少しずつ箸で食べる。
後から海苔やネギで味を微調整。
卵１個を椀に落としてかき混ぜ、
ご飯の
凹みに流す。
ネギを散らし、
その上から
カキ醤油をかける。半分以上食べ進ん
だところで、卵をもう１つ追加。

03

卵２個をご飯の上に直接落とし、
たまご
かけごはん専用醤油を上からかけ回
す。刻み海苔やネギは一切ナシ。少し
ずつ混ぜながら食べ進める。
食感が苦手という白身を椀に外し、黄
身のみを投入。刻み海苔とネギをふん
だんに散らし、
たまごかけごはん専用
醤油を軽くかけてかき混ぜる。
ご飯の凹みに卵２個を入れ、その上に
刻み海苔と多めのネギを載せる。
たま
ごかけごはん専用醤油をかけて豪快
にかき混ぜ、箸でかき込む。
卵1個を椀に落とし、
醤油を加えて十分
にかき混ぜてから、箸を使って凹みに
流し込む。食べるときは時折、海苔とネ
ギで味にアクセントを付ける。

卵２個の上に刻み海苔とやや少なめの
ネギを載せ、醤油をかけてスプーンで
大胆にかき混ぜる。食べるたびに、卵
とご飯を十分に絡めてからすくう。
卵１個をやや多めの醤油とともに椀内
でよく混ぜ、ご飯にまんべんなく流しか
ける。刻み海苔を散らし、ネギを中央
部にトッピング。
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西垣源正 氏

約1万羽の鶏を飼育。
ストレスをかけないよう、
1羽あたりのケージはゆとりを持たせている。
『但熊』
の近くに設けられている卵の自動販売機。
この自販機が
『但熊』
を誕生させる原資を生み出した。
西垣氏が育てた卵のほか、
地元農家が作った野菜
などを販売している農産物直売所『百笑館』。

07

がらも徐々に業績は上向き︑３年

『但熊』
オーナー
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【２個卵・直落とし・後醤油】
【２個卵・凹み直落とし・箸トルネード】 【白身外し・海苔ネギ・後混ぜ】
【椀落とし・中混ぜ・箸伝え】

【北海道・稚内市】

有限会社稚内グリーンファクトリー

オペレータの視界向上により
安全性と作業効率を高めるフ
ロント／リアデフロスタ。
「曇り
にくいのが実感できます。視界
は作業性に大きく影響します」
（高橋氏）

地
球温暖化の影響で年々降雪
量の減少が指摘されている︒

だが今年はその温暖化に疑問符が
つくほど︑全国的に降雪量が多い︒
国の特別豪雪地帯に指定されてい
る日本最北端の街︑稚内市も例外
ではない︒２月 日現在その累積
シーズン累積平均の５ｍ ㎝ を超
えそうな勢いである︒
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渡辺義範氏

縄ではいかない︒雪が降り続けた
り︑量が多ければ︑昼過ぎ︑場合に
よっては夕方まで作業が続くとい
う︒市だけではなく︑民間企業か
らの除雪依頼が来ることもある︒
﹁とにかく状況を的確に判断し︑
いかに早く丁寧に除雪するかが求
められる﹂
同社オペレータの１人︑高橋勝
憲氏はＺＷのスピード感を﹁作業
が変わった﹂と表す︒
ろに行くことがありますが︑移動

﹁場所によっては結構離れたとこ
が早い︒作業時間が短くなったと
いうより︑作業が〝変わった〟とい
う感じ︒それと乗っていて楽︒シー
トなどもそうですが︑オプションの
振動制御のダンパー・ライドコント
ロールが効いています︒跳びはね
などの振動が起こった時は︑これ
がないと止まらなくなりますから︒
視界もワイドで見やすい︒ウイ
ンドウの曇りも少ないですね︒と
くに足元からタイヤの位置がわか
るので︑吹雪いた時︑消化栓や標
識など細かいものの除雪には助か
ります︒もちろんパワーはいずれ
も十分︒とくにＺＷ１８０では雪
がめくれないということはまずな
い﹂
︵高橋氏︶

らせる必要がある︒むろん積雪の

は通勤が始まる朝７時までに終わ

する︒作業開始は午前３時︒除雪

で︑以前は﹃うるさい﹄という苦情

﹁どうしても夜中に作業をするの

った﹂という︒

音が静かであることもポイントだ

渡辺氏は﹁市街地の作業なので︑

状況は日によって違うし︑所によ

辺義範氏に︑仲間うちから白羽の
矢が立ったのは︑こうした状況下
だった︒﹁グリーンさんなら受け
と︒
てくれる﹂ ̶̶
請われた仕事に誠実に応えるこ
とをモットーとしていた渡辺氏は︑

ものだが︑高齢化や核家族化︑
市街

の３者が協力し合うことを謳った

ーできないことを市民・企業・行政

ている︒端的に言えば行政でカバ

した﹁雪対策基本計画﹂を打ち出し

雪するかは業者のノウハウ︑オペ

うに組み合わせ︑どう効率よく除

で違ってくる︒どの機械をどのよ

で受けるが除雪方法は個々の業者

はこなせないからだ︒業務はＪ Ｖ

になるため︑既存の除雪機だけで

機の選定に入った︒除雪区域が倍

これを了承︒すぐさま新たな除雪

地の拡大などにより要望が多様化

﹁いい機械であれば︑腕のいいオ

レータのスキルにもよる︒
ペレータの技能を存分に活かせま

している中︑その実現は厳しい︒昨
稚内市の除雪業務は︑市内民間
すから﹂
当然作業効率は利益を左右し︑

事業者への入札・委託形式を取って

応札価格を左右する︒結果︑発注
したのがホイールローダ﹁ＺＷ１

わない﹂と脱退する業者も出てき
複数の業者がＪ Ｖ
︵
８０﹂と﹁ＺＷ１４０﹂であった︒と

Joint Venture

共
= 同企業体 ＊以下Ｊ Ｖ︶という
形で受けるため︑１社でも抜けれ
て︒比較的狭い道にはＺＷ１４０

﹁２機種としたのは道路幅を考え

です︒でもうちがこのＺＷ１４０
とＺＷ１８０で除雪するようにな
ってからはクレームが来なくなっ
たようです︒逆に丁寧にしてくれ
て︑ありがたいとお礼が来るよう
になった︒我々にとって何よりの
励みです﹂
だが︑他の業者が 割｢に合わな
い と
｣する除雪作業の請負で︑渡辺
氏はなぜ利益を生み出せるのか︒
それはＺＷが通年で使える機能と
稚内グリーンファクトリーでは︑

構造を持つからだ︒
冬場以外は牧畜農家の委託を受
け︑牧草刈りやサイロ詰めなどの
﹁サイレージ﹂業務︑畑起こしや肥
料撒きなどの﹁コントラクター﹂
業務を受けている︒通常除雪機は
冬場のみの稼動だが︑ＺＷはアタ
ッチメントを変えればこれらの作
業に使える︒さらに︑ＺＷはファ
ンに逆回転機能を備えているので
目詰まりしにくく︑サイレージや
コントラクター作業にも威力を発
揮する︒
﹁農家の高齢化︑後継者不足もあ
ってコントラクター事業は今後も
増える︒一方除雪は︑増減はある
ものの︑なくなることはない︒こ
れからは１つの機械をいかに多機
能化して使うか︒それを使いこな
せる技術と人材育成がカギを握る
はず﹂
︵渡辺氏︶
かつて個人経営で︑全国一の酪
農経営を実現したカリスマはこう
結んだ︒

高速が ㎞／ｈ︵ＺＷ１８０は

最大の決め手は︑スピード︒最

ますしね︒

２台のコンビネーションでも使え

を使い︑広めの道にはＺＷ１８０︒

もにマルチプラウ仕様を２台ずつ︒

ば抜けた業者の担当していた除雪

た稚内グリーンファクトリーの渡

市の除雪業務で実績を上げてい

条件がさらに増してしまう︒

地域が他業者負担となり︑厳しい

ている︒除雪業務はエリア単位で

いるが︑厳しい条件提示に﹁割に合

年からは除雪区域も拡大している︒

平成 年度にコスト縮減を目的と

「除雪は、雪国にとって税
金を最も平等に還元する
方法」
と、除雪事業の意
義を熱く語る。
かつて夫婦
２人で乳牛３００頭を飼っ
ていた伝説の畜産家とし
て知られる。コントラクタ
ー事業家として事業を成
功させた今も
「頼まれた仕
事を忠実にやってきただ
け」
と謙虚に語る。
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代表取締役社長

その作業性はまるで〝異次元〟
︒
スピーディーかつ
細やかな作業を実現する
ＺＷ１４０／１８０除雪仕様機︒

稚内市ではこうした状況に対し︑

れているからだ︒

れの自治体も︑緊縮財政を強いら

応えることは容易ではない︒いず

約 ％を占めた︒だがその要望に

排雪などの冬期対策﹂で︑全体の

策として筆頭に上がったのが﹁除

如実に表れている︒改善必要な対

年度に行った市民アンケートにも

の公務だ︒それは稚内市が平成

上の除雪は市民生活を守る最優先

降雪地域の自治体にとって︑路

35

積雪量は同日の平均値を超え︑１

19

が市役所に来たこともあったよう

か︒それを前日の夜半までに判断

時の時点で ㎝ 以上の積雪かどう
15

って吹き溜まりができたりと一筋

㎞／ｈ︶と︑従来機のＬＸより
効率化が見込めます︒除雪区域は

㎞ほどアップしているので作業の
広がっても︑除雪の時間は限られ
稚内市の出動依頼の判断は朝７

ていますから﹂

同社が力を入れている稚内珪藻土の粉砕
販売︒山から運び込まれた珪藻土をプラン
ト工場で粉 砕 ︒
﹁ 呼 吸 する ﹂
エコ壁 材や床
材として販売されている︒

10 38

同社がコントラクター業務、除雪業務のほか
に力を入れているのが、
稚内珪藻土の採掘・粉
砕販売。
「調湿効果があるため、
所有地の岩盤から削り
出して畑の土壌改良材として使っていたので
すが、
これを住宅のエコ建材として使えないか
̶̶と、
住宅メーカーが問い合わせてきたので
す。調べてみると、
同じ国内の珪藻土でも通常
の３倍もの調湿効果があることがわかりました」

ZW140のマルチプラウ仕様はじめ、
アングリングプラウやバケットなど、
同社では除雪作業の内容に応じた仕様機をラインナップさせている。

08
Tierra Spring 2010
Tierra Spring 2010

09

39

平成13年からは石膏ボードやタイルなどの材
料として住宅メーカーに提供、
平成16年には自
社工場を設立し2.5㎜アンダーにして約10000ｔ
ほど出荷している。壁材、
床材などのほか、
コー
スター、
バスマットなど地元企業などとの提携で
新たな商材も開発中。珪藻土には調湿効果の
ほか、消臭、
アレルギー疾患の抑制などさまざま
な効果が期待でき、現在、同社では社員を北
海道大学の大学院に研究員として送り、共同
開発を進めている。
「同じペースで採掘しても1000年は持つ」
とい
うから、
今後が楽しみである。

新規事業の新たな柱
抜群の吸湿率を持つ「稚内珪藻土」

取材・文／佐藤 聡 撮影／小島真也
撮影コーディネート／村井泰之（日立建機稚内営業所）
田部政人（日立建機札幌営業所）

ZW140に新たに設定された除
雪作業用の「Sモード」
。雪道に
適したフロントとけん引力を設
定することにより、
スリップしにく
く効率の良い作業が可能。
「全然違う」
と高橋氏が絶賛したZWの走行性。従
来の30㎞/hから39㎞/h
（=ZW140・ZW180=38
㎞/h）
へのアップだが、
スピードだけでなく安定性、機
動性も高まっている。
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稼動現場
レポート
運転席からの視界。
ワイドになり特
に足元が見やすいのがわかる。
「よ
り安全性が高まったと思います」
（高橋氏）

ZW140／180除雪仕様機
オペレータの高
橋勝憲氏。
「とに
かく見やすい。よ
り丁寧な作業が
できるようになり
ました」

日立建機

先代の
次代の

これはもう 年以
譲る ̶̶
上も前から決めていた︒だから近

暦を迎えたら息子に経営を

ば今︑大変だが辛抱すべき時だ︒

また大掛かりな準備が要る︒なら

小していたら︑次の波に乗る時に

気は波と同じで︑いちいち経営縮

確かに今は厳しい時代︒だが景

ど︑時代に合わせて事業を拡張し

ン事業や産業廃棄物収集運搬業な

海上タクシー運行を主とするマリ

業を主体に経営基盤を築いてきた︒

の時︒すぐに法人化し︑土木建設

長﹂だが︑和を以て社員たちや周

最終的な経営判断をするのは﹁社

ないと判断したんだ︒

安定した職場環境づくりが欠かせ

目標に向かって一致協力するには︑

還

年︑役所や取引先にも代替わりす
てきたつもりだ︒

の代に大きく花開くに違いない︒

土﹃ Ｇｏｏ 土 ﹄の生産実現で︑息子

リサイクル事業も︑高品質な改良

運を賭ける覚悟で本格始動させた

以前から構想し続け︑３年前に社

代わって有資格者らを入社させた

当時︑高齢化して退職した社員に

心して働ける職場を築いてきた︒

を導入し︑家族を持った社員が安

った時代に︑いち早く完全月給制

その間︑他社がまだ日給月給だ

取らせたのも︑経営者自身が資格

建設機械施工技士の双方の資格を

様に一級土木施工管理技士・一級

入社後まもなく︑息子にも私と同

会社を進化させてくれればいい︒

息子が新しいビジョンに向かって

囲の人たちの声を聞き︑その上で

社員の育成は︑経営にとって要︒

ることを伝え回っていたしね︒
﹁循環型社会﹂が叫ばれるずっと

振り返れば︑母親が始めたこの
こともあり︑彼らと一緒に１つの

でも３年前︑創業者である祖母

りたい﹂と思う事を命懸けでやる

もすべて引き受ける ̶̶
というこ
と︒それなら︑自分が判断して﹁や

そ︑やりたい ̶̶
何でもやりたい︒
会社がツブれてからわかることな

が急逝してから︑つまり親父が大
は一切逆らわなくなった︒家業を

コンですぐに監督を任され︑その

継ぐことが親孝行だとは思わない

ど︑何の意味もないからね︒

まったくなかった︒高校で

とはいえその後︑親父に会社に

が︑家族でやってきたこの会社を

歳で結婚︑ 歳で家を買った︒

ったね︒何度﹁辞めてやる﹂と思

はあっても褒める事など絶対なか

り合う毎日︒親父は︑くさすこと

１つとっても︑朝から親子で怒鳴

つかり合いばかり︒仕事の段取り

効活用したり︑不要な重機 台を

ているだけの資材置場の土地を有

縮小拡大していくのが信条︒空い

自分は時代に合わせて経営規模を

親父とは違うかも知れないが︑

いこうと︑改めて強く想ったんだ︒

自分も役員としてきちんとやって

て真似できないだろうから⁝⁝︒

も︑その先にある﹁考え﹂は︑決し

いがいい︒見た目で真似はされて

イバル会社が出てきてくれるくら

ていく時代︒改良土も︑むしろラ

が﹂ではなく︑
情報を共有して生き
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ったか︒それもあって同居が嫌で︑

次代の土木は﹁オレが﹂﹁ウチ

呼び戻されてから︑ 代の間はぶ

だけだ︒冷えた今の時代だからこ

ことは︑資産も借金も社員の家族

思うに︑事業を受け継ぐという

くれるのか ̶̶
不安で眠れない日
が続いたことだってある︒

備投資が本当に良い結果を生んで

あるからこそ︒同時に︑巨額な設

それは親父が築いてくれた資産が

い﹂ことがあらからね︒とはいえ︑

親父の年齢ではもう︑﹁決められな

金融機関との交渉もすべて自分︒

ることを確信しているから︒

今後は改良土の需要が大きく増え

の時代から﹁処理﹂の時代になり︑

したのも︑建設排出土が﹁処分﹂

土質改良機とスクリーンを導入

いと判断してのことだ︒

機械の方がはるかに経営効率がい

コストがかかる機械より︑新しい

ぐんでいたが︑経年劣化して保守

った機械を処分した時︑親父は涙

すべて売り払ったり⁝⁝︒愛着あ

力〟も必要になるだろうがね︒

は︑口出しをせずに見守る〝忍耐

守る〟こともできる︒同時に今後

だろう︒自分が健在であれば〝見

っている時期にバトンを渡すべき

ら後継者は育たない︒まだ脂がの

いつまでも先代が居座っていた

自分以上に才覚のある男だから︒

なら︑息子は自分に似ている上︑

る事にまったく不安はない︒なぜ

だが今︑本音を言えば経営を譲

いたとともに怒り心頭だった︒

ですべて売り払った時は正直︑驚

所有する重機を息子の判断ひとつ

会社の資産も増えないから︒以前︑

命じていてほしい︒そうしないと

つのものを大切にすることを胆に

これから先︑息子には︑１つ１

いからね︒

ければ︑人に指導する事もできな

思うから︒何事も自分で体験しな

を持っているのがいちばん強いと

事業を︑私が引き継いだのが 歳

りゅうまん・きよみ 昭和25年生まれ。60歳。
２年前に導入した土質改良機SR-G2000の前で。
「リサイクルした土を 製品 として売るのだから、
最高の設備で最高の付加価値をつけてやる必要がある。その点、SR-G2000は申し分ない機械だ」

りゅうまん・きよたか 昭和50年生まれ。35歳。
自走式スクリーンVR408の前で。
「改良土の品質PRのため、親父は『Goo土』を入れた瓶を手に
作業服姿で役所内を歩いて回ったと外部から聞かされた。
さすがだなと思った。今は『感謝』の想いのみ」

柳萬清美 氏

柳萬聖隆 氏

切な人を亡くした時から︑親父に

それが︑ 歳で就職した準ゼネ

Kiyomi
Ryuman
Kiyotaka
Ryuman

経験から︑土木が〝天職〟だと感

生時代︑家業に興味なんて

取締役会長
代表取締役

土木科を専攻したのも︑ただ﹁親

学

20

じるようになったんだ︒

取材・文／増田祐二
撮影／倉部和彦
取材コーディネート／磯川一洋
（日立建機東四国営業所）

父の勧め﹂でしかなかったし⁝⁝︒

20

20

昭和46年「有限会社柳萬建設」
として設立後、昭和51年に株式
会社へ改組。土木建設事業を
皮切りに、マリン事業や産業廃
棄物収集運搬業等など事業を
拡張。平成19年のリサイクル事
業部設立に伴い、改良土『Goo
土』の生産販売を開始。近年は
住宅造成工事に特化した体制
づくりで経営強化を図る。今年
1月14日、柳萬清美氏の60歳の
誕生日を機に、長男・聖隆氏へ
経営をバトンタッチ。同時に社名
を「リュウマンホールディング株
式会社」に変更。

23

25
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リュウマンホールディング
株式会社 香川県・高松市
商 標 登 録した改 良 土『 G o o 土 』を生
産する拠 点、同社の「 三 木 資 材セン
ター」。
自走式である利点を生かし、土
質改良機とスクリーンを住宅造成工事
の現場へ搬入、
その場で甘土改良を行
うといった請負業務もある。

継

創

〜事業を紡ぐ二人の“個”

﹁歩ける﹂
のであれば
﹁自転車に乗れる﹂と思った
アではありません︒突き詰

﹁結果はタイムだけ︒得点やスコ
めると︑向き合うの
は数字︒いかにタ
イムを削るか ̶̶
というか︑ただ単
に球技が得意じゃな
いだけなのですが
︵笑︶
﹂
爽やかな笑顔が印象的だ︒
藤田征樹︒彼は︑日立建機の社
員であるとともに︑アスリートで
もある︒それも﹁パラサイクリン
グ﹂日本代表︒入社が決まった２
００８年︑北京で開催されたパラ
リンピックでは銀メダル二つと銅
メダルを獲得︒社員となった昨年
は︑世界選手権で頂点を極めた︒
発展途上の日本のパラサイクリン
グを牽引している一人と言ってい
いだろう︒
﹁パラサイクリング﹂とは︑障害者
自転車競技のこと︒視覚障害︑運
動障害などのカテゴリーがあり︑
その中で障害の程度により︑四段
階のクラスに分けられている︒藤
田は運動障害のＬＣ３︒重いほう
から２番目だ︒
藤田は稚内出身︒小学生の頃は
スピードスケートに熱中し︑中学
と高校では陸上の中距離︒東海大

上で唸っていましたからね︵笑︶
﹂

と思います︒何しろ︑まだベッドの

でした︒両親でさえ︑そうだった

伝えても︑誰も信じてくれません

です︒でも︑そんな想いを周囲に

こっちゃ﹄という気分でした
︵笑︶
﹂

ンスでの大会でしたから﹃なんの

きませんでしたね︒いきなりフラ

﹁さすがに代表まではイメージで

いった︒

選手権での金メダルへと繋がって

北京パラリンピック︑ 年の世界

スリートとしてではなく︑一般入

大学では材料力学が専門︒そう︑
ア

ニットの研究開発を担当している︒

術開発センタ﹂
︒そこでドライブユ

歳︒配属先は︑土浦工場にある﹁技

一番はケガに対する切り替えの速

藤田自身の頑張りが大きいのだが︑

﹁現場で実験して︑そのデータを

参加している︒

当然︑新入社員として︑研修にも

日立建機の一員となったのは

しかし︑
﹁できる﹂と思っていたか

さと言っていい︒もちろん︑様々

イムと戦ってきた︒
のです︒それが頭の

をたまたま知った

不運にも障害者となってしまっ

﹁以前から自転車に乗ってみたい

た多くの人々は︑身体以上に心が

中にあったので︑歩ける

だが突然︑不運が藤田を襲う︒

こうなったのか﹂と自分を責める

ようになれば︑﹃自転車に

交通事故に遭い︑両足を切断する

人︑
﹁もうダメだ﹂と将来を悲観す

と思っていたところ︑大学２年で

︒
ことになる ̶̶
﹁トライアスロンを始めたばかり
る人⁝⁝なかなか今いるところか

トライアスロンのサークルに入っ

で︑まさにこれからでした⁝⁝で
ら︑
前に進めないことが多い︒だが︑

乗れる︑トライアスロンができる﹄

も︑ここで諦めたくなかったです

藤田の﹁走りたい﹂という想いは︑

と思ったんですね﹂

ね︒そんなとき︑主治医から﹃義

たんです︒ランナーも続けられる

足をつければ歩けるようになる﹄

彼に足踏みを許さなかった︒気持

というのも魅力でしたが⁝⁝﹂

と言われ︑ならば⁝⁝と思ったの

ちの切り替えに要した時間は︑﹁２

を始めたころに︑義足でがんばっ

﹁事故に遭う前︑トライアスロン

わからないものだった︒

えた︒だが︑それは藤田にしか︑

絶望の淵の中から一筋の光が見

乗っている姿をイメージできたん

だったのですが︑自分が自転車に

いらっしゃって︑漠然としたもの

れる古畑俊男選手というお手本が

﹁日本にも︑
〝片足の鉄人〟といわ

週間もなかった﹂︵藤田︶という︒

傷ついてしまうものだ︒
﹁どうして

です﹂

ているアメリカの選手がいること

数年先の製品開発に活かされるも
のです︒
今︑会社からサポートしていた
だいていることには︑本当に感謝
しています︒職場の皆さんにも感
謝しています︒競技をしていて思
うのは︑一人の力では限界がある
ということ︒皆さんの協力があっ
て︑今があると思います︒見てい
て楽しんでもらえるような結果を
ロンドンパラリンピックまでは︑

出していきたいと思っています﹂
あと２年︒〝タイム〟との戦いが
︒
続く ̶̶

●主な戦績

学︵神奈川︶に入って２年目から

治療とリハビリで６カ月もの入

での転身だった︒

院を強いられた︒退院したその日︑

ら︑感動は皆無︒そのまま︑お世

な葛藤はあっただろう︒そん

の成果は︑

り返しです︒そ

分析して︑という繰

話になっている自転車屋へ行き︑

すぐに自転車に乗った︒できた︒

社で日立建機の門を叩いたのだ︒

24

歳で世界が一転︒その要因は︑

はトライアスロンを始め︑常にタ

ふじた・まさき 1985年生まれ、
北海道出身。東海大学工学部・同大学院工学研究科卒。2007年の世界選手権で
パラサイクリング日本代表として出場。08年北京パラリンピックでは、
３㎞個人追抜と１㎞タイムトライアルで銀メダル、
ロードのタイムトライアルで銅メダルを獲得。09年世界選手権において、
１㎞タイムトライアルで初の金メダルに輝く。

梱包をお願いした︒送り先は神奈
終止符を打ってか
ら︑わずか３年

UCIパラサイクリング世界選手権
（フランス）
2007年8月

オープン･アメリカン大陸選手権
（コロンビア）
2007年11月

北京パラリンピック
（中国）
2008年8月

藤田征樹

なやるせない気持ちに

日本代表から北京
そしてロンドンへ ̶̶
パラサイクリングへのめり込む
きっかけは︑たまたまだった︒
年の４月︑トライアスロンの
強化にと出場した大
会で︑日本障害者
自転車協会の役員
に見初められたの
だ︒同年８月には日

優勝
2位
2位
3位
2位
優勝
2位
2位
男子1㎞TT
（LC3）
男子3㎞ 個人追抜
（LC3）
男子3㎞ 個人追抜
（LC3）
男子ロードTT
（LC3）
男子1㎞TT
（LC3-4）
男子1㎞TT
（LC3）
男子3㎞ 個人追抜
（LC3）
男子1㎞TT
（LC3）
CUIパラサイクリング トラック世界選手権
（イギリス）
2009年11月

インタビューの後、取手競輪場のバンク
で一人黙々と練習をする藤田。自転車
用の義足には日立建機のシールが貼ら
れている。
その義足は、盟友 である義肢
装具士・斎藤拓氏との二人三脚で作ら
れたもの。昨年の世界大会選手権で優
勝したことにより、一年間、勝者の証とし
て レインボージャージ を着ることが許さ
れていることから、
まさに
「世界の藤田」。
目指すは、
健常者に匹敵するスピードだ。

パラサイクリングへの
転身３年目で手にした世界の頂点。
「諦める」
よりも強かった
「走りたい」
という気持ち。
09

パラサイクリング
トラック世界選手権
男子１㎞
タイムトライアル
金メダリスト
日立建機
土浦工場
技術開発センタ
ドライブユニット
研究開発担当

取材・文／荒川裕治 撮影／倉部和彦
取材コーディネート／加藤麻美子
（日立建機 CC部 宣伝・ブランドグループ）

22

川︒挑戦が始まった︒
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本代表としてフランスで
の世界大会に出場︒そして 年の
08

株式会社︒そのネットワークの１

で金属リサイクル事業を行う共栄

神戸市に本社を構え︑全国各地

工場長に提案するんです﹂

﹃皆で飲みに行きませんか？﹄って

くいってないように感じた時は︑

﹁社内コミュニケーションがうま

そんな彼女に数年前︑初めて直

つとして︑主に大阪エリアで金属
資源の集荷や加工処理を手掛ける
属部下がついた︒同じ事務担当の

たのが︑今回の変身モデル・草原

く立ち上がって笑顔で迎えてくれ

々なスローガンが目に入る︒素早

﹃創意実行﹄
など︑壁に貼られた様

加えて︑さりげなく渡してくれた

に︑私の分からないところを書き

で使ってらしたお手製マニュアル

﹁入社したての頃︑元々はご自身

んの世話上手に助けられている︒

辻本青空さん︒彼女もまた︑草原さ

純子さん︒同社で経理や来客の応
んです︒嬉しかったですね﹂

敷地内には﹃みんなで考えよう﹄

大阪工場を訪問した︒

対などを担当している︒
とはいえ草原さん自身︑当初は

﹁女同士２人だけだし︑仲違いし

後輩をどう教えていいものか︑ず

ないよう気遣いはしました︒マニ

﹁工場長のスローガンのもと︑自

プライベートでは︑飲み会の幹
ュアルを作ったのには理由がある

由に働いています︒信頼されてい

事も率先して引き受けるタイプ︒
んです︒実は︑私が入社した時に

いぶん悩んだという︒

その〝世話上手〟ぶりは︑社内で

る感じが気に入ってます！﹂

も発揮されているようだ︒

る相手もいないのでとても辛かっ

ほとんど引き継ぎがなく︑相談す
では先に進めませんからね︒彼女

のは当たり前だし︑間違ったまま
売ったり買ったりする仕事の中で︑

ていると思います︒スクラップを

も温かさが伝わる︒彼女のこの笑
草原さんも自らに目標を課す︒

お金のやり取りとは別に︑草原さ

顔を﹁世界一の笑顔！﹂と絶賛す

んには笑顔をお客さんに提供して

ニュアルさえあれば⁝と思って﹂
るのは︑工場長の上野宏治さん︒
﹁私達の役目は︑お客さんに少し

ほしいですね﹂︵上野工場長︶

その後︑辻本さんへの引き継ぎ

でも楽しい気持ちで帰っていただ

をつけたのは︑彼女が幾度か同じ
は︑本当に心からの笑顔が滲み出

なか苦労したようですけど︑最近

ました︒お客さんに対してはなか
ないです︵笑︶﹂

まだですね︒まだまだ笑顔が足り

けるようにすること︒でも︑まだ

そんな工場長の想いを察してか︑

は上手くいっているかを尋ねると︑
彼女のピュアな笑顔にびっくりし

間違いをしてもすぐ怒らず︑繰り

﹁自己採点で 点くらいかな︒気

﹁はい﹂と悪戯っぽく笑った︒

﹁最初は箸が転んでも笑うような

飾り気のない笑顔に︑こちらに

持ち込まれた素材を計量し、伝
票に書き込む。
「素材の名前は自
然と覚えていきました。それより、
お客さんの顔と名前を覚えるほう
が大切。最初は、
ノートに名前とそ
の方の特徴を書いて覚えるように
していました」

とは︑今は何でも話せる仲です﹂

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／河野靖志
（日立建機大阪中央営業所）

たんです︒だから万が一︑自分が

草原純子さん

引き継げなかった時のために︑マ

【大阪府・大阪市】

返し教えたこと︒最初は間違える
机には仕事に活かせる本のほか、
ゲ ーム好き だけ に「FINAL
FANTASY」のキャラ缶も。

共栄株式会社・大阪工場

〝世界一の笑顔 〟をキリリに変え︑
色鮮やかなワンピースで︑
クール・ビューティーに変身！

でも︑すごく新鮮でした！﹂

ワンピースの色を見てびっくり︒

しい感じの洋服が多いので︑この

﹁普段はモノトーンとか︑おとな

■変身を終えて■

と言ってもらえますように⁝⁝︒

﹁あそこの事務員さんキレイ！﹂

ース姿のクール・ビューティ︒

春らしさが溢れる鮮やかなワンピ

ークで大人っぽく変身︒狙いは︑

そこで︑今回は華やかなヘアメ

って言われたい
︵笑︶﹂

から︑
﹃あそこの事務員は可愛い﹄

性の社員と接していますよね︒だ

﹁皆さん︑あちこちの営業所で女

の噂もやはり気になるのだとか︒

客は男性が多いこともあり︑彼ら

使っていきたい︑と話す彼女︒来

接客上︑メークについても気を

家では「お母さんが拾ってきた」
という猫 10 匹＆犬２匹と同 居。
自分の部屋はずっと 猫禁止 だ
ったが「私なしでは生きられない」
というポポだけは部屋で飼ってい
る。写真下は、お菓子作りが好き
な彼女のお手製タルト。
瞼はベージュのクリームアイシャ
ドーのみ、
と色味は控えめ。そ
の分、外光に触れると輝くような
艶感 をプラスして、立体感を
出している。ヘアは細かいカー
ルを巻いた後、逆毛でボリュー
ムを出して華やかに演出。

！ 撮
がここに
の笑 顔 」
ポーズの
「 世界 一
す
出
び
由に 飛
。
影 中、自
こぼれた
な笑顔が
中で自然

春らしいピンクに、ブラックを加えてメリハリを。 歌姫 のようにクールなスタイルが完成！

最近凝っているネイル。この日は
変身の衣装に合わせ、薄いピンク
や花びらで 桜 を表現。
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マーカーや赤ペンで分かりやすく
説明を入れた、草原さんお手製の
マニュアル。丁寧にファイリングさ
れている。
「すべてのことを教わり
ました。いつも知らないうちに資料
を作ってくれてるんです」と後輩
の辻本さん。
衣裳協力／ROSE BUD 渋谷店03-3797-3290

くさはら・じゅんこ 大阪府出身。勤続歴５年。
電話や来客の応対、支払い業務、経理、素材の計量などを担当。
英会話教室をはじめ、映画鑑賞、お菓子作り、オンラインゲームなど
多彩な趣味を持つ。32歳。牡羊座／B型。

90

変身図 鑑

すくなるのです﹂

れば︑自ずと自分の仕事もやりや

と共に一人で向かうことが多い︒

の現場に︑リースされたクレーン

社︒そのため︑井上氏はその多く

としてクレーンリース業を営む同

オペレータ︒工事請負のほか︑主

ある株式会社電材重機のクレーン

井上貴博氏は︑北海道室蘭市に

て邪魔になるだけですから
︵笑︶
﹂

業することも求められています︒

必要ですし︑市街地では静かに作

現場の中で周辺の環境にも配慮が

違います︒様々な制約条件がある

勘頼みでやっていましたが︑今は

﹁自動停止装置が無かった頃は︑

との作業はどんどん遅れてしまう︒

と安全に荷物を上げなければ︑あ

けに︑指定されたところにきちん

それも時間のかかる大きな仕事だ

りを考えながら次の作業を待つ︒

じて指示を出し︑また仲間の段取

なる︒安全を考えながら無線を通

る井上氏がすべてを仕切ることに

現場に立てば︑オペレータであ

たわむ︒そのたわみが吊荷を揺ら

さによりブームは釣り竿のように

るだけのことなのだが︑吊荷の重

﹁吊る﹂作業とは元来︑持ち上げ

〜５ｍ 揺れることも珍しくない︒

ｍ 超のブームなどはそれだけで４

それ以上吹くこともあり︑１００

【北海道・室蘭市】

単身訪れる先で
﹁チーム﹂
をまとめ︑
高い技術と感性で風を克服する︑
熟練クレーンオペレータ︒
に現場から失礼することになりま

最初の〝仕事〟は︑初めて会う︑
また自然も相手にしなければなり

クレーンの仕事は﹁吊る﹂こと︒

備が重要なのだ︒

繊細な仕事だからこそ︑その準

﹁仕事が終わると︑皆さんより先
す︒名残り惜しいですよ︒でも︑
クレーン搬出までが仕事︒クレー

様々な現場の人たちと﹁チームに

ンがあるだけでスペースを占有し

なること﹂だと言う︒
ません﹂
自然⁝⁝風だ︒法令上︑風速が
ｍ あれば作業は停止︒地上では

﹁型枠大工や鳶をしていた経験も
し︑さらにそこへ吹く風の方向に

のだという︒

拍手が起こる ̶̶
︒
クレーンのオペレータはＦ１ド
ライバーに似ている︒様々な人た
ちに支えられ一瞬の勝負に挑む︒
オペレータの勝負勘
︵経験と感覚︶
がすべてだが︑そこに至るチーム
としてのまとまり︑何かあった際

巻くだけでは︑ブームのたわみに

らない︒それも︑ただウインチを

ウインチを巻いていかなければな

計画から含めて携り︑昨年 月に

そんな井上氏が︑納入前に仕様

去らなければならないのだから︒

かれつつ︑現場という﹁舞台﹂を

にはなれないことだ︒後ろ髪を引

ただ︑Ｆ１と違うのは﹁勝者﹂

の対応も勝負の分かれ目となる︒

よって荷物が前方へ〝走る〟こと
同社へ導入された大型クローラク
レーン６０００ＳＬＸ︒
操作しやすいようにレイアウトが

﹁初めて自分の意見を反映させ︑

そのたわみは吊荷の重さによっ

性能の良さや操作性の高さには驚

できた機械︒風力発電設備の建設

かされました︒今まででもっとも

に初稼動させましたが︑組立分解

﹁例えば荷物を吊って左へ旋回中︑
思い入れのある機械ですね﹂

に頼ることができない︒

さらに左へ流れてしまう︒そこで

大きい作業が終われば︑自然と

考え︑そうすることもあります﹂

きない判断︒でも︑安全を第一に

限られた工期の中で︑なかなかで

いから﹄といって再び下ろすのは︑

﹁一度上げた荷物を﹃揺れて危な

現場ではオペレータに委ねられる︒

に吊っていいか否かの最終判断も︑

さらに︑置かれた状況下で本当

いと加減はわからない﹂

つ︒ただ︑その強弱も吊ってみな

て流れを相殺することも技術の一

意図的に逆旋回するように操作し

右から追い風を受けると︑荷物は

て異なる︒この感覚だけは︑機械

あるのですが︑これをいかにおさ

後左右に ｍ くらい揺れることも

があり危険です︒風によっては前

﹁ブームのたわみを考えながら︑

いのうえ・たかひろ。昭和41
年北海道生まれ。食料品販
売 会 社を経て建 設 業に従
事。19年前に重機オペレータ
となる。株式会社電材重機
に在籍して７年目。
「人見知
りはしないのですが、なぜか
怖がられるんですよね
（笑）
」

えるかが難しいのです﹂

10

10

納入前から井上氏が仕様面に関わった、
大型クローラクレーン
6000SLX。最大吊り上げ荷重500 t、
ヘビーブーム仕様
最大ブーム長96m、巻上スピード 110 m／min。

﹁いかに仕事の仲間を自分のペー
︒年上︑
年下に
スに引き込むか ̶̶
関係なく話をします︒まずは〝人〟
風速 ｍ でも︑上空では瞬間的に

あるので作業の一連の流れを知っ
よっても︑その操作具合は変わる

井上貴博氏
手のひら

ですから﹂

ていますから︑それぞれの仕事が

株式会社電材重機
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Tierra Spring 2010
Tierra Spring 2010

17

オペレータ歴
19年

原寸大

10

取材・文／荒川裕治 撮影／永田忠彦
取材コーディネート／濵野聡史
（日立住友重機械建機クレーン札幌営業所）

建 機を支える司 令 塔

10

分かります︒仲間がやりやすくな

「ごつくもなく、
なんてことはないのですが
……」と見せてもらった手のひら。キャブ内
の 4 つのモニタを見ながら、この手で左右
いくつもあるレバーを自由自在に操作する。
「作業が 2 〜 3 時間中断することもあります
し、上空の雲の流れによってはブームが動
いているように錯覚することもあります。手先
の感覚と集中力が問われる仕事ですね」

自立起立式格納装置付き油圧式リヤポ
ストバックストップ。リヤポスト起立時に大
型の相判機が不要。
しかも起立付近での
重心位置によるアンバランス状態がなく、
安全でスピーディな作業が可能になった。

が不要︒スピーディかつ安全な組
クレーンオペレータとして本工

立ができるようになった︒
事に携った前出の井上氏は︑６０
﹁今回の現場はミリ単位の微操作

００ＳＬＸをこう評価する︒
が求められる作業でしたが︑６０
００ＳＬＸは旋回操作性やウイン
チの微操作もしやすく︑安心して
作業ができました︒組立・分解性
も良く︑狭い現場ながら長尺ブー
ムも１日半で組立が完了しました
ね︒またサイドフレーム自力着脱
装置のお陰で小型の相判機１台で
組み立てが可能︒予想以上に着脱
他の同等クラス機に比べて組立

が早く簡単で驚きました﹂
時間は半減︒これによって現場で
はいち早く工事への着手が可能と

レーラーなどを多数所有する︑道

ン︑ラフテレーンクレーン︑大型ト

ラクレーン︑オールテレーンクレー

株式会社電材重機︒同社は︑
クロー

ペレータ・井上貴博氏が所属する

前ページに登場したベテランオ

それが納入前に井上氏自身も仕様

大型クローラクレーンを導入した︒

電設備工事に応用できる最新鋭の

その工事需要に応えるべく風力発

設や更新に注力しており︑同社も

業に乗り出し︑風力発電設備の新

体が地元使用電力の発電と売電事

６０００ＳＬＸが初めて稼動し

場への搬入もきわめてスムーズ︒

制限値内で回送が可能︒狭小な現

プション︶
の採用により︑輸送幅の

に旋回フレーム前後分割装置︵オ

送幅を２９９０㎜ 以内にし︑さら

フレームはじめ︑全ユニットの輸

輸送性を両立している︒アッパー

従来時間のかかっていたピン合わ

ン＆ピンジョイントでワンタッチ︒

トフレームへの装着は︑フックオ

たとえば︑ライブマストのフロン

ている︒

高い組立分解性能も大きく寄与し

の工期短縮には６０００ＳＬＸの

の作業は約１週間︒その他︑全体

上部鉄塔から羽根の取り付けまで

揚程で吊り上げ能力を有する６０

大型風車の需要を見込み︑より高

に対応してきた︒しかし︑今後の

ールテレーンクレーンで風車建設

同社では︑これまで５５０ｔオ

ことで作業員のリスク低減にも貢

る上︑同時に安全性もアップした

が少ないのでコスト削減につなが

体の工期縮減も図れる︒またロス

なり︑稼動時間が増えることで全

内屈指のクレーンリースおよび︑重
面で携ったという日立住友重機械
せが容易になり︑ハンマレスで作
労力を大幅に軽減︒さらに︑
自力起

業ができることから︑組立時間と

の製鉄所煙突に関わる工事が予定

に２３００ 級風車や１５０ｍ 超

００ＳＬＸを選んだという︒すで

献するのだ︒

量物運搬・据付を行う企業である︒
たのは︑室蘭市内に設置された１
高さ ｍ ︵約 階建てビル相当︶
︑
立格納装置付き油圧式リヤポスト

されており︑同機の活躍がますま

関連ではさまざまな事業が計画さ

同機は︑最大吊り上げ荷重５０

バックストップを装備し︑リヤポス

シフトしつつある︒北海道も例外

にあたっては新開発の風車ジブを

０ ︑
ヘビーブーム仕様最大ブーム
／ｍ ｉｎ と大型機に必須のスペッ

す期待される︒

でなく︑とりわけ代替エネルギー
れ︑工事需要も増えてきている︒
ト起立時に相判機による吊り作業

長さ ｍ ︑巻上スピード１１０ｍ
ｍ ︒今般の作業内容から︑納入

45

65

発電機重量 ｔ︑風車の羽根長さ
30

t

事は有り得ません︒
確かに︑発注工事数は激減して

現場の監督を業とする第一歩さえ

え見失わなければ︑建設業はやり

て来るのをアテにするだけで仕事

性・利益性を生み出さねばなりま

ても︶時間に対して何らかの生産

になった以上︑︵実質はまだ卵とし

技術の継承をどうするのか︑誰が

少なく若手の職人が育たないまま︑

なのに現状は︑若手現場マンが

がいのある業界なのです︒

をしていた訳ではないはずです︒

対処するのか ̶̶
といった答えさ
え出て来ません︒

新人もまた︑給料を稼ぐ﹁プロ﹂

建設ブームの時代でも︑誰もが巨
せん︒

は何も始まらず︑新たな道も開け

にあります︒しかし悲観していて

減で︑確かに建設業は厳しい立場

す︒不況やデフレ︑公共事業の削

されそうな雰囲気が広がっていま

の響きから︑建設業が置き去りに

やりくりに明け暮れたという話は︑

では職人の奪い合いや突貫工事の

に対する人手不足により︑各現場

スタイルが定着しました︒工事量

数も多くなり︑休日も少なく働く

その下で受注高を競って請負物件

玉物件は大手ゼネコンが受け持ち︑

しかし︑いつしか各都市での目

の道を経験している先輩に追いつ

能力を持っているにしても︑プロ

手は一握りですね︒人並み以上の

軍登録はまれで︑成績を残せる選

名されて入団しても︑開幕から一

面なのです︒

な壁があるのも︑プロの世界の一

仕事しか与えられないという大き

できない ̶̶
と考えるかも知れま
せんが︑〝卵さん〟には限られた

与えられた仕事がないから何も

時︑初めて不況の脱出口が見えて

マンに持たせてやることができた

るという自負と自覚を︑若手現場

産と生命を護り得る物を創ってい

技の世界には及ばないまでも︑財

何世代も引き継がれている匠の

ても計算は合いそうなものですが︑

るのであれば︑職人の数が少なく

ました︒これから先︑発注量が減

職人さんが多い昔は︑腕の良い

が揺るいでいます︒一方で︑建設

空業界も１００年を待たずに地盤

て業績目標を掲げ︑新人現場マン

小さな工事にもしっかり目を向け

しょう︒思うに︑身の回りにある

配です︒

技術︵技能︶が小さくなるのが心

人を探し求め技術育成を諮ってい

建設業を目指している若者が極

くには遠い道のりですが︑﹁良い

設業界はこの先︑それも﹁この一

は有りません︒

端に少なくなり︑業界全体の未来
☆

拙書﹃建設現場の子守唄﹄﹃ ̶̶
風
来坊﹄にも触れた通りです︒

くるのではないでしょうか︒

出口の見えない不況下︑花形だ

年﹂をどのように凌げばいいので

業は太古の昔から︑天変地異があ

赴任する現場がなく︑机のパソ

ものだと私は信じています︒

建設業に限らず︑自ずと発展する

のかを明確にできる会社であれば︑

に対して何から仕事を始めさせる

建てて来ました︒
そこには職人さん達が流してき
だからこそ今日があるのであって︑

コンで書類を⁝⁝だけでは︑建設

た汗や継承してきた技術があり︑
これがこの先急に終わってしまう

例えばプロ野球界にドラフト指

に不安が募る中︑差し当たってこ

物を築きたい﹂というポリシーさ

った自動車業界は 年︑家電・航

考えてみましょう︒

ません︒

れからどうすれば⁝⁝と今回から

では受注物件が減少する中︑建

になることだけを競っていた訳で

額な公共事業や民間工事の下請け

いますが︑これまで︑天から降っ

踏み出せません︒

若手現場マンに何を与えられるか

96

ろうと道を創り︑橋を架け︑家を

50

kW

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/

︒
̶̶

取り付けることで充分な作業半径

れを受け︑公共工事も環境関連に
０００ 風力発電設備︒風車塔の

ｔまでの吊り上げを可能とした︒

を確保し︑フック揚程１００ｍ で

フックオン＆ピンジョイントタイプのフロント＆リ
ヤポスト。
ピン合わせが不要で、
ハンマレスで
作業が行える。組立・分解所要時間は従来
の同等クラス機と比べて半減（当社比）
。時
間と人員のコスト縮減を実現。

建機クレーン株式会社の６０００

北海道屈指のクレーン企業が︑
環境需要を先取りして選んだ
大型クローラクレーン６０００ＳＬＸ︒

前後分割可能な旋回フレーム（オプション）
。
ライブマスト、リヤフレーム、起伏ウインチを一
体でフロントフレームから取外しが可能で、フ
ロントフレーム重量は約 31tを達成。取付け・
取外しは油圧アシストピンによりスムーズ。
組立・分解作業の負担を大きく軽減する。

80

ＳＬＸだ︒

最大吊り上げ荷重 500tのビッグな作業性と卓越した分解・組立・輸送性を両立させた
6000SLX。余裕の1,200mmワイドキャブを搭載し、
モニタ類を追加装備した場合でもゆとり
の操作スペースを確保。グローバルスタンダードを自負する自信作。

クを備えながら︑優れた組立・分解

kW

こうした状況下︑道内では自治

現場、
大好き!

21
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﹁コンクリートから人へ﹂の言葉

福本悟美の
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New
Products
元・現場監督の熱血コラム

イラスト／市川興一

も〝与える〟ことなのだ︒相手の
話が多くなっている

年︑メールや携帯電

出まめ
間暇かけたものに愛着を持つとい

果は格別︒人は︑手

効果を招く︒
﹁今会いたい﹂という

ただし︑やたら顔を出すことは逆
キより美味しくなくても︑手作り

これは︑店で販売しているケー

困っている時にすぐに駆けつけ

たら葉書を出す︑誕生日カードを

は必ず返事を書く︑名刺交換をし

電話で直接話をすることは親密

電話まめ

動を満たすことができれば︑それ

えることである︒相手の本能的衝

ない︒まめに︑相手に満足感を与

す︒与えるのはお金やモノに限ら

ら冷静に書くことができる︒大切

み返し︑相手の気持ちを考えなが

その点︑メールであれば何度も読

感情的になることもあるだろう︒

が︑手紙や葉書を書くことだ︒近

限界がある︒そんな時に有効なの

な人にも顔を出すことは物理的に

体は一つなので︑いつも︑どん

す内容﹂だが︑見た目と声で第一

クトの３要素は﹁見た目﹂
﹁声﹂
﹁話

話し手が聞き手に与えるインパ

関係を築くことが大切だ︒

することで次のようなことをいう︒

をしたり︑体を使ってお手伝いを

ここでいう〝世話〟とは︑贈り物

ュニケーションツールとなる︒例え

ールは他の手段よりも優れたコミ

いるかを探る力である︒そのため

調査力とは︑相手が何を望んで

ない︒

声が︑親密力を高めるには欠かせ

﹁もしもし︑お元気ですか︒特に
ばコンクリートを打設している時︑

には︑傾聴能力が必要だ︒

こそ︑内容には留意したいもの︒

メールは手間がかからないから

メールまめ

いずれも声のプレゼントだ︒

帯電話に自分の声を吹き込もう︒

て出ることができない時には︑携

かせよう︒逆に電話がかかってき

守電になった時には︑必ず声を聞

きたが︑相手が電話に出られず留

また最近は携帯電話が普及して

安心を伝えることができるメール

しいものだ︒手軽にできて相手に

子がメールで送られてきたらうれ

贈り物を笑顔で受け取っている様

思うことがあるだろう︒そんな時︑

くは喜んでいただけただろうかと

に︑相手に届いただろうか︑もし

何かのお祝いで贈り物をした時

で速やかに実施することができる︒

も︑メールに写真を添付すること

の位置や仕上げの方法などの相談

かりとても安心する︒コンセント

と︑お客様は現場の様子が見てわ

にすることが大切だ︒

客様と自分自身の共通課題を明確

︵ウォンツ︶である︒その上で︑お

条件で販売したいというのが欲求

が要望︵ニーズ︶で︑宅地をいい

であったとすれば︑造成すること

宅地造成をして欲しいという内容

例えばお客様から電話があり︑

にすることである︒

欲している欲求︵ウォンツ︶を形

直接要求されていないが潜在的に

れた要望︵ニーズ︶と︑お客様が

調査とは︑お客様が直接要求さ

提案力
相手と自分との共通課題を﹁提
案書﹂の形にまとめることである︒

案書︑企画書︑設計変更書︑見積

欠かせない︒具体的には︑技術提

創造力︑発想力とともに文章力も
次に﹁五力﹂でそれを強化し︑受

﹁五まめ﹂で顧客接点を創ったら︑

書︑図面などを作成することにな

係性を深め︑今後も面談をできる

を高める力である︒お客様との関

親密力とは︑お客様との親密性

親密力

容にしなければならない︒

案書が一人歩きしても大丈夫な内

いるかどうかが重要だ︒また︑提

る︒お互いの共通課題に整合して

降籏達生氏

除をすることも〝世話まめ〟であ

工事箇所周辺や公園のトイレ掃

／昇格・昇進お祝い⁝等

人︑奥様︑お子様︶／創立記念日

見舞い／出産お祝い／誕生日︵本

慶弔見舞／中元・歳暮／療養のお

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

とになる︒

ているような人は︑信頼を失うこ

の他では傍若無人な振る舞いをし

のお客様にだけいい顔をして︑そ

営業活動の一環なのだ︒逆に直接

そんな方々のお世話をすることは︑

すべてお客様となる可能性がある︒

る︒工事をしている周囲の方々は

撮影／鈴木伸之

現場周辺の清掃は営業活動の一環でもある。

五 ま め ︑五 力 を 徹 底 す る

本能的衝動を満たすための五まめ
が︑手紙や葉書の効

外部環境が厳しくなるとお客様との対応力を上げることで販売促進しようと考える︒
また建設業では﹁全員営業﹂という掛け声のもと︑
いわゆる営業マンに加えて︑
現場で働く技術者や事務所で働く事務員も含め︑
全員で営業活動しようとする︒
しかし掛け声だけではうまく進まず︑掛け声倒れになる会社も多い︒
今回は営業力を上げるため︑お客様対応力アップの決め手として
﹁五まめ﹂
﹁五力﹂を紹介しよう︒

を紹介しよう︒
お客様にまめに出会うことだ︒

﹁五まめ﹂
で
顧客との接点を創る
﹁五まめ﹂とは︑まめにお客様と
深めようとするものである︒
相手の本能的衝動に応えることが
のケーキに感動してしまうのと同

る︒思いのままに人間を虜にする
重要だ︒

が大変な状況である時に顔を出す

また︑受け取った葉書や手紙に

一郎はその代表だと言われている︒

こと︑などを心がけたい︒

ること︒
﹁陣中見舞い﹂として相手

そ
周りの人を引き寄せる魅力 ̶̶
の秘訣は何だろうか︒それは〝与
出す⁝⁝などは︑筆まめの鉄則だ︒

感アップに役立つ︒用件のある電

印象の ％が決まると言う︒見た

筆まめ

話はもちろんいいが︑用件のない
な用件だからこそ︑メールの方が

目の清潔さや自信ある響きの第一

世話まめ

時の次のような電話もまた︑重要
良いこともあるのだ︒

用件はないのですが︑声が聞きた
打設状況を携帯電話で撮影してそ

動に呼応している︒

くなって電話しました⁝⁝﹂
のままメールでお客様に送信する

大切な用件は直接会って話した方

活用法である︒

調査力

その他︑お客様からご入金いた

がよいという意見もあるが︑それ

一方︑直接会って話す方が乱暴

じられてしまうからだ︒
になってしまうこともある︒つい

注につなげていく必要がある︒

﹁五力﹂で顧客接点を
強化し受注につなげる

は︑メールだと乱暴で無機質に感

る︒

だいたときのお礼電話も重要であ

また添付写真を活用すると︑メ

視されたいという人間の本能的衝

は失われ︑与えることで魅力が増

える〟ことだ︒求めることで魅力

じこと︒

方法のことだ︒豊臣秀吉や本田宗

﹁人たらし術﹂ということばがあ

う本能的衝動があるからだ︒

の接点を持つことで︑対人関係を

手書きの葉書が気持ちを伝える。

表現力
作成した﹁提案書﹂を相手の心
をつかむように表現する能力だ︒
プレゼンテーション能力とも言わ
れる︒
相手の心を掴むためには︑﹁提案
書﹂の棒読みではダメだ︒表現力
を高めるには次の つのポイント
に留意したい︒
① 起承転結の構成にする
② 視覚に訴える
③ 自己開示する
交渉力
相手と自分の要求内容の相違を
解決して合意する力である︒
① 論理的アプローチ
・相手の情報を得ておく
・決して譲ってはならない原則を
・譲歩できることを事前に挙げて

明確にする
おく
・チームで交渉する場合︑役割分
担を決めておく
② 心理的アプローチ
・ハロー効果〜資格や血筋などの
後光を活用する
・レジリエンス〜決してあきらめ
ない能力を身につける
・説得者要因〜﹁あの人に言われ
たなら仕方ない﹂と言わせる人間
的魅力を身につける
●
以上︑
﹁五まめ﹂
﹁五力﹂を身に
つけることで︑営業力を向上させ︑
業績をアップさせることができる︒
１つずつ実践していこう︒
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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/

3

（3）

（2）

（3）

（4）

（1）

（2）

（1）

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。

お礼の画像を添付して
メールで送る

〜顧客接点を
強化せよ〜
（4）

（5）

（5）

︻営業力︼
今すぐできる経営改善 ⑥

交渉相手の情報

■交渉準備シート

譲ってはならない原則

譲歩の選択肢

チームの役割分担

正解者の中から抽選で
賞品をプレゼント

春の訪れとともに、たくさんの命が芽吹くシーズンとなりました。
日本の良さでもある 四季 を感じられるのも、私たちが暮らす自然
環境が守られてこそ。今後とも日立建機グループでは、
製品づくりを
通じて環境保護へとつながるさまざまな企業活動をして参ります。

アンケート

問題

①表紙
②ニッポンの新光景
③巻頭特集：ＴＫＧ堂々一品勝負 !!
④ ZW140／180 除雪仕様機稼動事例
⑤先代の創／次代の継
⑥藤田征樹インタビュー
⑦業界女神変身図鑑
⑧原寸大手のひらコレクション
⑨ New Products 〜大型クレーン 6000SLX
⑩コラム「現場、大好き！」
⑪今すぐできる経営改善〜【商品力】
⑫ Topics
⑬創刊100号記念企画のお知らせ

5月1日から中国・上海市で開催される万国博覧会。さて、この
「上海万博」の会場となるのは次のうちどこでしょう？

3名

・中国熊猫園
・上海世博園
・迪士尼楽園

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）

旧型機に比べ、
より引き締まったボディとなったEX8000-6ミニモデ
ル。ダンプトラックEH5000のミニモデルと並べると実際に稼動し
ているような雰囲気がイメージできます。

］
［
］
［

］
［
］
［

］
］

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。

※正解者の中から抽選で 3 名様に、
「EX8000-6」のミニモデル（1/87スケ
ール・ダイキャスト製）
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=5月末日必着）
。

良い：

［前号の答え］
「ヨハネスブルグ」
［プレゼント当選者］

良くない：

日立建機では今後も︑林野庁が

10

林業機械によるカーボンオフセット活動

建設機械メーカーとしては初め

加登録企業として︑このカーボン

推進する﹃木づかい運動﹄への参

オフセット活動を継続し︑国産材

て︑日立建機が一昨年 月より取

り組んでいるカーボンオフセット

の積極利用によって森林整備を進

Tierra Spring 2010

座席もリアルに表現。

■会期：2010年5月25日
（火）
〜28日
（金）
■時間：午前10時〜午後5時（最終日のみ午後4時まで）
■会場：東京ビッグサイト
（東京・有明）
東ホール

活動︒この活動は︑林業機械１台

23

食用色素で着色し
た飴を伸ばし、ハサ
ミでクローラにスジ
をつけていく。

日立建機では、
「未来につなげるHi-OSS」を
テーマに地球温暖化防止に向けた具体的な取
組みを映像やパネルなどを通じて紹介するほか、
電動ショベルZX225USRE-3とCO2 排出権付き新
型林業仕様機ZX75USL-3（ハーベスタ仕様）
の
実機展示を予定しています。是非ご来場ください。

※対象となる機械をご購入されたお客様にCO2排
出権証明書を送付し、
本体には本活動を示すステ
ッカーを貼り付け致します。
※CO2排出権は、国連基準に準拠した途上国に
（Clean Development
おけるCO2削減のCDM
Mechanism:クリーン開発メカニズム）
プロジェクト
から得られるCER
（Certified Emisson Reduction:
認証済排出削減量）
から取得しています。

につき︑対象機械製造時のＣＯ ２

http://ame-yoshihara.com/

と、最初は苦笑い。ですが、細かい
パーツを飴で作り、
溶接して組み立て
る という発想に切り替え、精巧な作
品に仕上げて下さいました。しかも、
設計図はおこさず、頭の中で出来上
がりを思い描きながら作ったというか
ら驚きです。飴細工は、
熱した飴が冷
えるまでのスピード勝負。
動物だと約1分のところ、
1種類につき約2時間か
けたという大作は、今に
も動き出しそうです。 バケット製作中。

『2010NEW環境展／
地球温暖化防止展』
出展のお知らせ

めようとする本運動の普及啓発を

イタリア料理のシェフを経て飴
細工職人に転身した吉原さん。
修行時は80℃の熱さの飴との
戦いで火傷の毎日だったという。

ただの丸い飴が、見る見るうちに
ウサギやネコに早変わりする飴細工
は、子どもならずとも真剣に見入って
しまう職人芸。今回の表紙は、東京・
千駄木に日本唯一の飴細工専門店
を構える吉原孝洋さんに、CS125-3、
ZW220、ZAXIS 200の飴細工を作
っていただきました。
「握りバサミで飴に切り込みを入れ、
伸ばしたり、
つまんだりして成形してい
くので曲線は得意。
でも、複雑な構造
で直線的なデザインは苦手ですね」

撮影コーディネート／松田有美（プライマリー）

排出量に相当する１〜２ｔ 分の排

表紙づくりの舞台裏

『あめ細工 吉原』
バラエティ豊かな飴細工
（500円〜）
を販売。体
験教室も開催している。
東京都文京区千駄木
1- 23-5 巴ビル1階
03-6323-3319
営=12:00〜19:00
休=月・火

＊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、木材グラップル仕様機、林業
向け自走式木材破砕機（ZR125HC・
ZR260HC）

支援していく所存です︒

※弊社がお客様から提供を受ける個人情報については、弊社の「個人情報保護ポリシー」の記載内容に準じて取扱います。http://www2.hitachi-kenki.co.jp/policyindex.html

出権を日立建機が取得︑これを日

〒

本政府へ届け出ることによって︑

対象機︵＊︶を導入されたお客様

へＣＯ ２排出権証明書が発行

され︑ＣＯ ２削減活動へご

参加いただいたことになる

カーボンオフセット証書を手にした
同組合の代表理事・大原栄博氏

このカーボンオフセット

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）

75

というものです︒

住所

電話

活動による対象機の販売台数

役職

が︑高知県にある池川林産企業

所属部署名

組合へ導入されたＺＸ ＵＳ ３
̶

ご勤務先名称

女

︵ハーベスタ仕様機︶
で︑累計１００

歳

台を達成しました︒これもひとえ

男

に︑日立建機のカーボンオフセッ

お名前

ト活動にご理解・ご協力を賜り︑
こ

年齢

（ふりがな）

れまで対象機を導入いただく形で

※インターネットでも応募受付中!
クイズの答え

ＣＯ ２排出削減へ高い関心をお寄

※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。

せくださったお客様のお陰です︒

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

累計販売台数１００台を達成！

池川林産企業組合に導入された累計販売台数100台目の対象機、
ZX75US-3
（ハーベスタ仕様機）
。同組合では、
間伐材をさまざまな木製品に加工するほか大規模な間伐を計
画。森林や川、
河口などの生態系に与える効果を調査し、
持続可能な木材循環システムを模索しています。

ありがとうございました︒

■トミカシリーズ日立建機セット
鈴木朝男様（茨城県桜川市）／香川清次郎様（神奈川県横浜市）／
笹岡菊水様（富山県富山市）／白川正樹様（香川県仲多度郡）／
芦野友美様（岡山県岡山市）／仲間光枝様（沖縄県南城市）ほか14名
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日立建機PR誌「Tierra」創刊100号記念企画

100 号を祝っていただく
ティエラ

とびっきりの

2010 年4月発行（季刊）第98号
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

笑顔

プロジェクト

『とびっきりの笑顔』プロジェクトとは?
毎号、
PR誌「Tierra（ティエラ）」
をご愛読いただきまして
ありがとうございます。
1991年に創刊した「Tierra」は、お陰さまをもちまして
2010年秋号で創刊100号を迎えることになりました。
これも
ひとえに、
読者の皆様からの大きな支えがあったからこそ。
そこで記念すべき100号は、
これまで本誌を支えてきてく
ださった皆様から、創刊100号を祝っていただく
「とびっきり
の笑顔」の画像をお寄せいただき、
その笑顔あふれる画像
で表紙まわりを飾りたいと考えております。
どうぞ、
皆様の素敵な笑顔をお送り下さい。
▲ 誌面イメージ

画 像 送 信 専 用 サ イトは こ ち ら

= ご注意 =
＊画像の投稿はお一人様1点までとさせていただきます。
（印刷の品質上、
480ピクセル以上の画像データを推奨します）
＊携帯電話からのアクセスはできません。
パソコンからご応募ください。
＊お送りいただいた画像はカラー／モノクロに関わらず、
誌面デザインの統一感をはかるため、
掲載時にすべてモノクロ画像に変換して使用する場合がありますので、
その旨、
予めご了承ください。
＊送信画像に応募者ご自身以外の方が一緒に写っている場合は、
その方にも掲載の事前承諾をお願いします
（送られた画像は、
被写体の方々全員の承諾が得られているものとして扱いますので、
その旨、
ご注意ください）
＊応募総数が規定以上に達しましたら、
事前に応募を締め切らせていただく場合がありますので、
予めご了承ください。

本誌は再生紙を使用し、
「大豆インキ」で印刷しています。
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