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

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 】

【異業種拝見／無限電光株式会社】
〜世界初「二輪車用エアバッ グ」を開発。常に正面突破で経験値を積み上げた、現代のドン・キホーテ

★更新情報★ 【後継経営者向けビジネス指南】〜「耳が痛い」話をしてくれる人が周りにいるか

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

最近、
科学してますか？
8

稼動現場レポート

連続ベルコン新時代
坑内環境を改善する最適提案
電動自走式クラッシャZR950JCの
コンパクト＆ハイパワー
鹿島建設株式会社 東北支店
堅苔沢トンネル工事事務所

10

原寸大手のひらCOLLECTION
株式会社高建工業

高橋 博氏
12

Business Impression

地元製造業の工場解体を
リードする圧倒的な「機械力」
低頭キャブ＆ショートリーチで
大幅な工期短縮を実現
山𠮷建設株式会社

14

業界女神変身図鑑
株式会社あずさ建商

加藤歩美さん
16

業界動向最前線

道路照明における
LEDの活用
18

数字で見る日立建機

19

コラム

20

今すぐできる経営改善

218 名
福本悟美の「現場、
大好き！」

【人材力】
朝礼を改革しよう

22

島 に 暮らす
岡山県。笠岡港から普通定期船で1時間余り。瀬戸内海に浮
かぶ真鍋島は、映画『瀬戸内少年野球団』のロケ地として知ら

わずか 2カ月で移住を決意したという。転校時に小学 2 年生だっ

小さな島での暮らしは、もちろん都会ほど便利ではない。だが

た長女も、
もう5 年生。今ではすっかり島の暮らしが気に入り、
「神

下水道がきちんと完備された真鍋島は、都会からでも移り住み

戸に帰りたいなんて、ゼンゼン思わない」と笑う。

やすい環境だろう。笠岡市内へ船通勤するサラリーマンの父親

給食に新鮮な刺身が出ることもある島の小学校には児童が4

だっている。

名、幼稚園には 8名。
『瀬戸内少年野球団』にも登場した、昭和

お互いが支え合い、誰もが程良い暮らしを送る島での生活。

24年完成の完全木造校舎の中学校は、今も現役の学び舎だ。

便利という尺度とは異なる、家族にも似た安堵感あるつながり

生まれた 3 番目の子。夫妻にとっては、この島で初めて授かった

島の松の木で造られた校舎は、60年以上経った今でもピカピカ

が、ここでの財産だ。

子供だ。というのも、
家族は島外から移り住んできたＩターン組。

の廊下。但し、開校時に112 名いた生徒数は、いまや2名。来年

3 年前、近藤夫妻は 2人の子供たちを連れ、都会である神戸か

は卒業生を1人送り出し、中学生は1名だけになるという。

らこの島へやってきた。転入者に対する島からの援助のみなら
Tierra Summer 2010

廃校・取り壊しの意見が出る中、島の活性化をはかるべく、島

ZX225USRE-3

民たちは校舎を残すためのアイデアを模索中だ。

満面の笑みを向ける赤子は、この島で暮らす近藤さん一家に

れる。

03

ず、温暖な気候や島民たちの歓待心に、初めて島を訪れてから、

Topics
・ 電動式油圧ショベル
・
『2010 森林・林業・環境機械
展示実演会』告知
・読者プレゼント
・表紙づくりの舞台裏

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

船着き場で相撲に興じる子供と年老いた漁師 ̶̶ 家族でも
ないのに、
こんな触れ合いが日常的に見られるのは、その財産が
輝いている証でもある。
Tierra Summer 2010

02

ピンホール式
プラネタリウム

プラネタリウムクリエイター大平貴之氏との3年
越しの協同企画。正12面体の恒星球を内側から
豆電球1個の光で照らし、7等星以上の星約1万
個を投影できる（9号／ 2,200円／45万部）

若年層の理系離れが進み︑技術大国ニッポンの国際競争力低下が懸念される声が聞かれる一方で︑
大人向けの科学雑誌が人気を集めている︒もっとも良く知られるのが︑学研の﹃大人の科学﹄
マガジンだ︒
モノ作りの好奇心をくすぐり︑かつての科学少年・少女たちを再び虜にしている﹁ふろく﹂の数々︒
︒
そのアイデアと魅力をはじめ︑なぜ今また﹁科学﹂する大人たちが増えているのかを探る ̶̶

その昔︑学研の小学
ムラジオ ̶̶
生向け雑誌﹃科学﹄と﹃学習﹄の

ピンホールカメラにゲルマニウ

とどまらず︑モノづくりの楽しさ

はかつての科学少年・少女だけに

でに通巻 号が発行され︑読者層

マガジン︒年間４回︑先の５月ま

年に創刊されたのが﹃大人の科学﹄

白さを味わわせようと︑２００３

ゲットに︑再び科学することの面

マガジンのイベントが催された︒

ある東急ハンズで︑
﹃大人の科学﹄

去る５月の連休︑東京・渋谷に

作りを楽しめるものであることに

に科学の原理を学びながら︑モノ

村俊之編集長︶というから︑手近

０００円以内にとどめたい﹂︵西

値︒今後︑もし高くなっても﹁５

子供時代に誰もが経験した
あのワクワク感をいま再び

〝ふろく〟にワクワクした経験を
に惹かれた多くの人に支持され︑

﹁ふろく﹂が魅了する購買欲
最大のヒットは累計 万部
指導︑デモンストレーション演奏

アナログシンセサイザーの組立て

フロアの一角では︑ミニエレキや

変わりはない︒

持つ人は少なくないだろう︒
着実に販売部数を増やしている︒

だが残念なことに児童数の減少
やニーズの多様化︑市場環境の変
化による売上部数の減少で︑両誌
は昨年度いっぱいで休刊となった︒
などのワークショップが開かれ︑
来場していた親子連れは興味津々︒

昔の﹃科学﹄同様︑
﹃大人の科学﹄
マガジンも︑科学しながら作って

が夢中でいじり始める一幕や︑息

く﹂を手元に引き寄せ︑父親自身

おける日本の国際学習到達度ラン
１番人気は第９号のピンホール

中には︑我が子が手にした﹁ふろ

式プラネタリウムで︑累計 万部

楽しめる﹁ふろく﹂がウリ︒

それは︑数学や科学の応用力に

45

27

クが毎々下がっていることとも無
縁ではあるまい︵ 〜 年︶
︒
﹃科学﹄
だがかつて 年代には︑

06

数６７０万部︵６学年・計 誌合

と﹃学習﹄を合わせて年間販売部
されるため︑各号によって異なる︒

誌の販売価格は付録の原価が反映

を売り上げている︒ちなみに︑雑

の面白さ︒そこには︑
﹁お父さんの

もあった︒親子でも楽しめる科学

子が父親に仕組みを尋ねるシーン

投影式万華鏡

35㎜二眼レフカメラ

一般的には覗いて楽しむ万華鏡だが、編集部で
壁に写せる投影式のものを開発。付属のビーズ
やラメチップで好きな模様を描き、万華鏡シア
ターを楽しめる（13号／2,100円／ 7万部）

上から覗いてプロ気分を味わえる二眼レフ。上
のレンズはファインダーレンズ、下のレンズは
撮影用レンズ。実際に35㎜フィルムを使用して
撮影（25号／ 2,500円／12万部）

26

4

12

計︶を誇った両誌︒その当時の読

ミニエレキ

７５円︵税込︶でこれまでの最高

弦長320㎜のショートスケール
ながら内蔵アンプ＆スピーカー
で弾けるほか、外部端子接続も
可能。大人の科学.netサイトで
は野村義男が試奏中（26号／
3,675円／ 10万部）

者層が︑現在の 〜 代だ︒

※（
）内は当該号／税
込 価 格 ／ 2010年5月11
日現在の累計販売部数

らす機会もあるような気がする︒

面目躍如﹂という父権復活をもた

45

00

ミニエレキが付いた第 号が３６

80

40

このワクワク経験をもったター

人気ふろく
ベスト

GW中に東急ハンズ渋谷店で行なわれたイベン
ト。足を留めるのは老若男女さまざまだが、実
際に「ふろく」に触れるのは男性＆男の子がや
や多め。父・息子が熱心に試していた。

最近︑
科学してますか

1920年にロシアで発明された
世界最古の電子楽器
「テルミン」
のミニ版。アンテナように伸び
た金属に手を近づけたり遠ざけ
たりすると音程が変わる（17号
／ 2,300円／ 20万部）

04
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■『大人の科学.net 』http://otonanokagaku.net/ ※同サイトで各号のオンライン購入ができます（但、完売号を除く）
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取材／坂東治朗 撮影／倉部和彦
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?
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テルミンmini

30

3
5

『 大人の科学』マガジン。毎号、
3万〜 7万部が初版の目安。
「ふ
ろく」の出来進行により、発売日
が順延になるのもユニーク。

んだんに出てくるという西村編集

それらから新しいアイデアがふ

アンティークのカタログだとか︒

科学史などの書物︒お気に入りは

作成︑試作品へと落とし込む︒こ

チを行い︑それから模型や図面を

膨らませるなど︑徹底したリサー

つコレクターを訪ねてイメージを

ス︒書物で調べたり︑稀少品を持

る喜び〟が持て︑さらに欲を出せ

科学の原理を理解することで〝知

つまり︑
﹁ふろく﹂を作りながら

の最低を狙うことです﹂

もらうことと︑満足できるレベル

パーツの一部を読者自身に作って

るような︑機能の心臓部にあたる

親に対する子供の評価が上がるん

〜い︑
こんなものが作れるんだ﹄
と︑

ころを子供に見せてやると︑﹃すご

えてくれた︒

る︒西村編集長がこんなことを教

ように︑親子で関われる要素もあ

﹁ふろく﹂のアイデア検討は
編集長と開発スタッフだけ
付録といえば︑最近はブランド
長︒当然ながらバリバリの理系人
のあたりは︑まるで製造業と同じ

と﹁ふろく﹂開発スタッフの２人

づくりに関わるのは︑西村編集長

にも大きく影響を及ぼす﹁ふろく﹂

さらに驚くことに︑売上げ部数

が中国に足を運ぶことも度々だ︒

ェックするため︑西村編集長自身

場で製品化される︒出来具合をチ

と︑時代の流れに違わず中国の工

﹁ふろく﹂の最終形態が確定する

いるんです︒

タマイズを楽しむ読者もたくさん

﹁工夫を施して︑
﹃ふろく﹄のカス

しておくということだ︒

にアレンジを加えられる余地を残

ば︑オリジナルのものに自分なり

すのも楽しいと思いますよ﹂

子で一緒に分解して︑また作り直

あげて遊ばせてもいいですし︑親

です︒出来上がったものを子供に

﹁親が﹃ふろく﹄を作っていると

品のバッグやアクセサリーを付け
だ︒さらに試作品の改良を重ね︑

ファッション誌の付録は︑有名
だけという点︒他に３人いる編集
﹁いっそのこと︑中国に住んだほ

で蓄積してきたノウハウや人脈が

くにわたって︑小学生向け﹃科学﹄
ろな意見が出てきて︑結局は一般

﹁かかわる人数が多いと︑いろい
ります
︵笑︶
﹂

うが楽じゃないかと思うこともあ

く一線を画します﹂と語る︒
ブランドとのコラボレーションが
担当者らは関知しない︒

ある︒
﹃大人の科学﹄マガジンも︑
的過ぎて面白いものができなくな
どうしたらいいでしょう？﹄なん

﹃私は楽器が弾けません︒これを

﹁ふろく﹂に接した子供が〝科学

に挑戦してみてはいかがだろう︒

人の科学﹄マガジンの﹁ふろく﹂

この夏︑是非子供と一緒に﹃大

気分転換になり︑同時に﹁お父さ

て読者も︵笑︶
︒こういう方は︑〝作

すること〟に楽しさを覚え︑理系

ん︑お母さんスゴイ！﹂と親の株

るプロセス〟自体が楽しいのでし

の道に興味を持ったとしたら︑技

またその反面︑作ることだけが

ょうね﹂

術大国ニッポンは︑再び頼もしい

目的の人もいますね︒例えば︑ミ

げるポイントは︑読者が組立てる

﹁ふろく﹂を魅力あるものに仕上

﹃大人の科学﹄マガジンは︑その

が上がる材料にもなる︒

約数的な結論からは︑エッジの効
際︑その﹁ふろく﹂とどう関われる
名の通り︑大人を対象にしたもの

かくして﹁ふろく﹂のテーマが

多くの意見を反映させた最大公
いたものは生まれない ̶̶
西村編
集長は︑これまでの経験からそう
ようにしておくかにあるという︒

ニエレキを作ったはいいけれど︑

を使うことで︑大人にとっていい

ふだんは使っていない〝回路〟

ほとんど︒だが学研には︑ 年近

それらをもとに独自の﹁ふろく﹂
ります﹂

判断しているのだろう︒

後継者を擁することになる︒

﹃ 大人の科学 ﹄
マガジンによる
親子コミュニケーション

が作られてきているのだ︒それゆ
えの編集長の自負もあろう︒
﹁﹃ふろく﹄
を作り出す苦しみは特
と語る西村編集長の言葉からも︑

にありません﹂

発想のヒントにするのは︑過去

その自信が伺える︒
だが︑先述のイベントでの光景の

二丁天符式和時計

︒
西村編集長いはく ̶̶
﹁﹃ちょっと大変そう⁝⁝﹄と思え

「ミニエレキ」
「35㎜二眼レフカメラ」
「二丁天符式和時計
（2010.7月発行・最新28号）」の付録がついた『大人の
科学』マガジンを３冊セットにして3名様にプレゼント。
※詳しくは23ページをご覧下さい。

﹁我々の雑誌は︑それとはまった

間かと思いきや︑意外にも文系出

1964年生まれ。
「文系（大学での専攻は心理学）
だからでしょうか、原理や法則を知っている理
系の人なら早々に諦めてしまうことでも、ちょっ
とした糸口をつかめば実現可能では̶̶と思
い、あれこれ考え巡らすことがよくあります」

身というから驚きだ︒

西村俊之氏

た女性ファッション誌が人気を集

大人の科学マガジン編集長

めている︒しかし西村編集長は︑

上：ミニエレキの試作品。右から左へ行くにつ
れ、完成品に近づく。試行錯誤のあとが伺える。
下：西村編集長のメモ帳には、会議や取材で得
たアイデアが細かに記録されている。ユニーク
な「ふろく」の発生源でもある。
自分でアンテナを巻き、
配線する手作りラジオ。
ゲルマニウムダイオード
と鉱 石2 種（黄 鉄 鉱、磁
鉄鉱）
で検波し、
電池なし
でラジオ放送が聴ける
／4号（残念ながら完売）

決まると︑次は製品化へのプロセ

蒸気エンジン自動車
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元カメラマンだった
という開発スタッフ
が作った「35㎜二眼
レフカメラ」の最初の
試作品。この時点で
すでに基本機能やデ
ザインが表現され、
完
成品に近いイメージ
になっている。

読 者 プレゼント !

電磁石エンジン
4ビットマイコン

平賀源内のエレキテル

摩擦で起こした電気によ
って、自在に稲妻を発生
させることができるエレ
キテル。ハンドルを回す
と、湿度の高い日でも数
千ボルトの火花を飛ばせ
る／ 22号
江戸の科学技術モノ。時
計の速度を制御する「天
符」が昼夜で切り替わる
２本あり、季節や日によ
ってその切り替わるタイ
ミングが変わる。江戸の
風情を満喫／最新28号

鉄心に巻線を巻き、実際
にコイルを組み立てて
いきながらモーターの原
理が学べる。モーター開
発当初の時代を感じさ
せるレトロなデザインの
電動機／21号
電 子オルガンやタイマ
ー、テニスゲーム、もぐら
たたきなどが楽しめる、
プログラムが組めるもっ
ともシンプルなマイコン
でコンピュータの原点を
理解する／ 24号

50

鉱石・ダイオード付き
ラジオキット

の﹁ふろく﹂やさまざまな図鑑︑

アルコールランプでボイ
ラーを熱し、水蒸気のパ
ワーで押されたピストン
の前後運動が回転運動
へと変換され、車輪を回
す仕組み／ 7号（残念な
がら完売）

Ｏ ２の発生
源︒しかも
掘削距離が

クラッシャ電動化の効果は
ＣＯ ２削減だけに留まらない

ルコンに載せて坑外に排出する方

して粒度を整え︑そこから連続ベ

坑内に設置したクラッシャで破砕

工事事務所所長の柴田利明氏が連

同社東北支店・堅苔沢トンネル

案が入札条件となってきています﹂

においては環境に配慮した工法提

況︒それだけに︑
こうした公共事業

てでも達成しなければならない状

削減については国が排出権を買っ

よる搬出が有利︒しかし︑ＣＯ ２

﹁コストだけを考えればダンプに

出量も増える︒

ダンプ台数も多くなり︑ＣＯ ２排

導入される

﹁電動化で排気ガスを出さないこ

ことにも言及する︒

果はＣＯ ２削減だけに留まらない

クラッシャの電動化がもたらす効

が実現できる︒さらに柴田所長は︑

み込むことでさらなるＣＯ ２削減

式のＺＲ９５０Ｊ Ｃをラインに組

削減できなかった︒だが電動自走

ラッシャが排出するＣＯ ２までは

きたが︑坑内でズリを破砕するク

はダンプ稼動分のＣＯ ２は削減で

５０Ｊ Ｃ︒従来のベルコン方式で

が︑電動自走式クラッシャＺＲ９

音や振動も続くほか︑コンクリー

では坑内に粉塵が舞う︒さらに騒

ても︑機械や発破による掘削作業

この技術提案に盛り込まれたの

式で︑特に掘削距離の長い長大ト
続ベルコン導入の経緯をこう語る︒

長くなれば

公共事業予算が年々縮減される
ンネル工事での導入が増えている︒
ト吹付けやロックボルトなどの仕

強まる環境負荷軽減に
標準化する連続ベルコン
とともに︑２０２０年までに１９
とはもちろん︑坑内スペースの確

入り口にある換気用の吸気口と排気口（右）。吸
気口から入った空気は切羽で集塵され、風管を通
じて排気される。機械の電動化が進めば、坑内の
排気ガスが減って口径や風量も縮減でき、換気設
備の動力削減となり、
これもＣＯ２削減へつながる。

保にも利点がある︒エンジン式の

堅苔沢トンネル
工事事務所所長
柴田利明氏。
「今は積算標準がダンプ
によるズリ出しになってい
ますが、
いずれ連続ベルコ
ンも基準になるでしょう。
その時には高い技術を蓄
積していたい」

柴田氏に連続ベルコンのシステ

【山形県・鶴岡市】

ムを提供したのは︑機械設備を開

日本海沿岸東北自動車道
堅苔沢トンネル工事事務所

新潟市と青森市をつなぐ日本海沿

鹿島建設株式会社
東北支店
岸東北自動車道の﹁堅苔沢トンネ

電動自走式クラッシャZR950JC

９０年比 ％のＣＯ ２削減を国が

稼動現場
レポート

乗り越えていかなければならない

低減という２つの高いハードルを

とって︑縮小する市場と環境負荷

宣言するなど︑土木建築関係者に

工事を担当する大手建設会社・鹿

連続ベルコン方式を採用したのは︑

ル﹂工事もその１つ︒この現場に
ング株式会社︵＝ＫＭＥ︶
︒

社︑カジマメカトロエンジニアリ

発提供する鹿島グループの関連会

その点︑ＺＲ９５０Ｊ Ｃは本体

となるためスペースが取られる﹂

それに応じて換気設備などが必要

坑内移動もスピーディに行えるが︑

ものは電源供給ラインがない分︑

まざまな設備・施設も必要だ︒

加えて坑内には仕上げのためのさ

ンジン式の大型車両が行き交う︒

上げ作業には︑ミキサー車などエ

る工法がある︒それは︑﹁連続ベル

ネル工事において注目を集めてい
施設が簡便で済むなど︑経済性の

高く︑トンネル坑内外に設置する

型ダンプが主流だった︒機動性が

提案﹄で今般の入札に臨んだので

ベルトコンベア方式による﹃技術

力を高めていく必要性から︑連続

当社としても今後この工法の技術

リ出しがベルコンに代わったとし

工事の現場環境はまだ厳しい︒ズ

化が進んだとはいえ山岳トンネル

スペースを実現する︒また︑機械

自身もコンパクトのため︑より省

握るのがズリ出しの方法だという︒

︱︱ 柴田氏によれば︑そのカギを

保ち︑同時に作業効率を高めるか

ースを確保して︑作業員の安全を

塵や排気ガス︑振動を減らし︑スペ

こうした狭い坑内で︑いかに粉

コンによるシステム提案があり︑

﹁折しもＫＭＥからこの連続ベル

トコンベア﹂によるズリ出し方式
高さがその大きな理由だ︒だが︑
す﹂︵柴田所長︶

従来︑こうしたズリの搬出は大

だ︵通称 連続ベルコン︶
︒これは︑
化石燃料を使うダンプの稼動はＣ

ZR950JC に搭載
されたインバーター。
周 波 数でズリの処
理量がコントロール
できるため岩質の性
状に合わせた処理
が可能。下に伸びる
のは、
電源ケーブル。
坑外から引き込み、
途中、
トランス台車
を経て本体に電源
を供給。

坑内で稼動する電動自走式クラッシャZR950JC。切羽から約80ｍの位置に設置され、
ホイールローダが約1分半で往復。
アイドルタイムがほとんどない適切なサイクルだ。切羽は発破で崩し、
１回１〜２ｍほど進む。

分とフィーダ部分が細かく調整で
きることを評価する︒
の通りに岩が出るとは限らない︒

搭載したインバーターで
ズリの処理量を制御する
電動自走式ＺＲ９５０Ｊ Ｃを提

状況に応じて臨機応変に対応でき

﹁トンネルは︑例え試掘してもそ

供したＫＭＥの松澤光太郎氏は︑

とフィーダの最適なマッチングが

ることがポイント︒岩に応じた破

重要なだけに︑微調整できるのは

その魅力をずばり﹁コンパクト＆
ＫＭＥでは以前︑他社製のクラ

大きなメリットです︒もちろんそ

しているため︑周波数を変えるこ

ある︒さらにインバーターを搭載

の製品で︑高性能ぶりには定評が

部はフィンランドのｍｅｔｓｏ 社

ました︒心臓部となるクラッシャ

２分割で済むので移送が楽になり

状︑１つの現場だけでのコストダ

の標準になっていくでしょう︒現

かかるでしょうがいずれ積算基準

トを下げる目的があった︒時間は

ルを短縮することでトータルコス

境対策とは別に︑ズリ出しサイク

﹁もともと連続ベルコン方式は環

くれた︒

積されれば︑かなりコストダウン
が見込めてくるはず︒それには機
械の性能によるところが大きいの
で︑今後も相互に情報を共有しな
がら︑より良い機械を開発してい
ただければと願っています﹂
堅苔沢方︵北側︶

凡

例

全長1993ｍを約32ヶ月で貫通させる。
５月1日現在、
予定80％に対し、
実績83.2％と先行。
「ドレライト
（=粗粒玄武岩）
」
と呼ばれる中程度の硬度の岩が大半を占める
（図版／鹿島建設から提供の図版をもとに編集部で加工）
。

砕能力を発揮するにはクラッシャ

ッシャを採用していたが︑ＺＲ９５

の最適解を見出すのは我々の経験

とでズリの処理量を容易に制御で

ウンには限界もあるし︑すべての

DL=0.0

ハイパワー﹂と表現する︒

格の出力を持ちながら重量は軽減︒

値にかかっていますが⁝⁝﹂

０Ｊ Ｃは従来機と比較しても︑同
﹁しかも従来機は３分割で搬入し

きることも大きい︒このあたりは︑

最後に︑柴田所長がこう結んで

やはり〝日立〟というブランドへ

現場に合うわけではありません︒

ていましたが︑ＺＲ９５０Ｊ Ｃは

の信頼もあります﹂︵松澤氏︶

五十川方︵南部︶

撮影／小島真也
取材・文／佐藤 聡

堅苔沢トンネル工事概要
日本海沿岸東北自動車道

B
A
A
B

安山岩部層・凝灰角礫岩
150.0

C
50.0

五十川挟炭部層・火山礫凝灰岩

200.0

ただ︑現場が増えてノウハウが蓄

カジマメカトロ
エンジニアリング
松澤光太郎氏。
「もっとも効率的な
サイクルタイムを実
現するには、
どのくら
いのズリ量をどのくら
いのタイミングでク
ラッシャに入れるか
̶̶が見極めどころ。
ある意味、過酷で重
要な部分を担ってい
るのがクラッシャなん
です」

温海ドレライト・粗粒玄武岩

250.0

加えて松澤氏は︑クラッシャ部

ZR950JCで破砕さ
れた後、連続ベルト
コンベアを一気に流
れていくズリ。搬出さ
れたズリは路盤材と
してリサイクルされて
いる。

A
B
C
300.0

B A
100.0

堅苔沢トンネル 全長 L=1,993m
350.0

撮影コーディネート／井島 渉（日立建機本社営業統括部）

決まってきており︑切羽への穿孔
連続ベルコン新時代︑
や吹付けなど︑前工程も後工程も
坑内環境を改善する最適提案︒
あまり時間短縮はできない﹂
電動自走式クラッシャＺＲ９５０ＪＣの からだ︒この点からも電動
自走式ＺＲ９５０Ｊ Ｃの能
コンパクト＆ハイパワー︒
力に期待を寄せる︒

﹁トンネル工事の工法はある程度

機械や発破などで発生したズリを

こうしたなか︑近年︑山岳トン

時代となった︒

島建設株式会社︒

25
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日立建機
現場の作業状況に
合わせてカスタマイ
ズされたZR950JC
のホッパー部分。
「 初めて見たときは
ホッパー部が小さく
感じたが、実際に稼
動するとちょうどいい
サイクルタイムとなっ
た。
さすがだと感心し
ました」
（柴田所長）

家業を継いで﹁手元﹂修行を２年︒
倒れた父に代わって任された現場︒
原点はすべて
﹁機械に乗りたい﹂
想い︒

の想いが染みこんだ名機だ︒

いだけではなく︑汗や涙︑家族へ

て買ったＵＨ ︱０２５︒父親の想

氏に怒鳴られた︒何が原因だった
きは︑
うれしかったですよ︒でも操

﹁初めて重機仕事を任せられたと

ある日現場で︑父親である悦治

﹁帰れっ！﹂

か覚えていないが︑悔しくて１時

親父に申し訳なくて⁝⁝︵苦笑︶
﹂

ＵＨをぶつけてしまったときは︑

がまだわからない時期︑ダンプに

まくできませんでした︒車両感覚

作はぎこちなく︑練習通りにはう

間以上もかかる家まで歩いて帰っ
た記憶がある︒
いま振り返れば︑あのときは︑
家業を継ぐべく︑高橋氏は高校

正直︑プレッシャーはすごくあ

Ｘ２００が大活躍してくれました︒
今でこそ︑スライドキャブで地下
を目視できるようになりましたが︑
当時は手探り︒バケットが底に突
ながら︑土を掘り出していました︒

くのを︑それこそ手のひらで感じ
もっとも深くて ｍ という現場も

ったからこそ︑吸収も早かった︒
負でしたね﹂

ありましたが︑工期と自分との勝
この技術だけは︑父親から学ば

父親が第一線を退いたのは︑高
びに父親から釘を刺されるのは︑

という関係になったが︑事あるた

昨年︑父子は正式に会長と社長

なかったものだ︒

橋氏が 歳のとき︒その頃︑父へ

から⁝⁝﹂

﹁一人でできる仕事じゃないです

れた周りの人たちに恵まれた︒

また︑それ以上に日々激励してく

たかはし・ひろし 昭和45 年
埼玉県生まれ。中学では柔
道 初 段、高 校では中距 離
走、そして今はゴルフが 趣
味というスポーツマン。
平成
元年に高校を卒業後、有限
会社高建工業（当時）に入
社。現会長である悦治氏の
次男。自身も、家では２男２
女のよき父親である。

かし６年前︑ＺＸ ＵＳ ︱Ａに試

の機械を求めた時期があった︒し

の反発ではないが︑日立建機以外
しています︒機械を買うときだっ

﹁すべてに対し︑バランスを意識

今でも相変わらずだ︒

﹁手のひらでレバーを握った感触︒

れなかった︒
ですから︑みんなが大切に扱って

すか？ みんなに相談して買うの

えっ︑よそでは社長の独断なんで

て従業員たちに相談しますからね︒

レバーを通して自分とバケットが
の一人ですからね﹂

くれる︒機械だって︑ファミリー

もピカピカに輝いていた︒

たちは保守整備が行き届き︑どれ

果たして︑現場で躍動する機械

繋がったような感覚︒特に水平引

い現場で真下を掘る

﹁宅地造成など︑狭

を受けた機械︒

機は︑もっとも衝撃

テレスコクラム仕様

中でもＺＸ２００

立色に変わった︒

はすべての機械が日

乗り出し︑数年後に

再び日立建機の油圧ショベルに

い技術ですよ﹂

よかった︒日立が自信を持ってい

きをさせたときの手応えは最高に

乗したときの︑あの感触は忘れら

75

〝子供〟だったのだと思う︒
の土木科を卒業すると同時に︑父
司令塔が不在となり︑現場は混乱︒

そんなある日︑父親が倒れた︒
だが工期は待ってくれない︒高橋

親の元で働き始めた︒
ータをやるぞ︑と思っていました︒

﹁わからないことだらけ︒すべて︑

﹁すぐにでも機械に乗ってオペレ

周りの皆さんに教えてもらいなが

氏は二十歳そこそこのまま︑現場

いくら機械が効率よくても︑細
らでした︒毎日仕事が終わると︑

しかし︑
﹃まずは手元をやれ﹄と父

かい作業は人力︒手元の大変さを
親父のいる病院に行き︑﹃どうすれ

の一切を託された︒

知らなければ︑油圧ショベルに乗

に言われ︑２年間は修行でした︒

っても︑チームとして呼吸が合い
ばいい？﹄
って︑聞いていましたね︒
見舞いじゃなく︑仕事の教えを請

ら﹃親父さんの代わりなんだから﹄

周りに認められなければ機械に
そんな父の
乗ってはいけない ̶̶
想いを察し︑また理解もできた︒

と励まされ︑自分自身も﹃やらな

30

推進工事が多く︑Ｚ

現場のきれいさと工期の短縮で、関係各所か
ら高い信頼を得ている。受注に途切れがない
という。
「うちには営業はいません」
（高橋氏）

ませんからね﹂

︒その
だが機械に乗りたい ̶̶
強い願いが︑昼休みを使った重機
きゃ﹄と︒あの時代に︑精神力は

高橋 博氏
手のひら

いに行っていました︒

操作の練習へと向かわせた︒そし

まだ若く研ぎ澄まされた時代だ

りましたよ︒でも︑元請けさんか

て︑ある日突然︑
﹁やってみろ﹂と
ずいぶん鍛えられました﹂

建 機を支える司 令 塔
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泥山の積込み仕事を任せられるこ
とになる︒乗ったのは︑父が初め

株式会社高建工業

10

高橋氏が初めて運転した82年製UH-025をバックに。
いま
だ現役というのは、感動的でもあった。
それだけ、整備が
しっかりされているということ。
「いや、
日立の機械は修理
いらず。
それが一番いいところですよ」
（高橋氏）
柔道をしていたことから、
手のひらは厚くがっちりしてい
る。
この手でレバーをしっかり握り、機械と一体となる。同
時に、
社員の皆さんのハートもしっかり握っているそうだ。

オペレータ歴
20年

原寸大

取材・文／荒川裕治 撮影／永田忠彦
取材コーディネート／小澤 徹（日立建機川越営業所）

【埼玉県・川越市】

【 静岡県・浜松市】

山𠮷建設株式会社
取材・文／広重隆樹 撮影 ／小島真也 取材コーディネート／西嶌延定
（日立建機浜松営業所）

「浜松は市場として大変恵まれ、
お
世話になってきたが、今後は機械力
とチーム力で受注エリアを拡大して
いきたい」
と今後の展望を語る。

菅沼孝之氏

スベスト除去処理︑ダイオキシン類

現場内リサイクル︑廃棄物処理︑ア

それを支えるのが︑解体作業や

プ︒ ｔ級油圧ショベ

を重視したラインナッ

械の操作性や小回り性

徴的といえるのが︑機

ル 台のうち３台はシ

20

なのが︑圧倒的な﹁機械力﹂だ︒保
た ｔ級および ｔ級

ョートリーチ仕様︒ま

28

有重機は１００ｔ級油圧ショベル

ップ体制︒そして何よりも特徴的

対策などを一手に請負うワンスト

08〜09年にかけて同社が解体した浜松駅前
の複合施設『フォルテ』
。特殊な構造のガラス
張り建造物だったことから、手作業を含め解体
工事にも高度な技術が要求された。現場状況
に応じて最適な解体仕様機を配置できる同社
の「機械力」
が、
この現場でも活かされている。

業者のなかでもトップクラス︒し

０台に達し︑その数は全国の解体

所有するアタッチメントは約１２

多彩なラインナップで１００台︑

から０・９ｔ級ミニショベルのほか

口に容易に侵入し︑階

業では︑建屋の低い間

スビルや工場の解体作

ている︒これは︑オフィ

低頭キャブ仕様になっ

については︑いずれも

7

かも︑従業員 人規模に対してこ

11

る国内有数の工業都市でもある︒

し︑製造品出荷額が２兆円を越え

や楽器などを中心に製造業が密集

動車・オートバイなどの輸送機器

けかえるより︑その現場に必要と

入れ替えたり︑アタッチメントをつ

﹁現場の作業状況に応じて機械を

の保有台数を誇る︒

﹁工場設備の解体でも︑

保が欠かせないからだ︒

に動き回る機動性の確

上︑地下︑狭所を自在

行うが︑同社の得意分野が建造物

格を帯びている︒一般土木建築も

も︑この工業都市を背景とした性

の総合建設企業・山𠮷建設の事業

と︑設備投資における効率性重

にとっても最大のメリットです﹂

ことこそが︑顧客にとっても︑当社

能な限り減らし︑工期を短縮する

ードも向上する︒ロスタイムを可

たほうが効率が上がり︑作業スピ

入れてつねに カ所は下らない︒

﹁１カ月あたりの稼動現場は大小

い︒
ットをならす作業が増えており︑

まま内部の機械設備を解体し︑ピ

ではなく︑最近では建屋を残した

るごとを壊すというの

かつてのように建屋ま

解体︒地元の輸送機メーカーの工
視を強調するのは︑代表取締役の

場設備更新にともなう解体作業で
は︑他の追随を許さない確かな実
菅沼孝之氏︒
実は︑全保有台数を満たすだけ

績を誇る︒浜松市内の工事が受注
額の約８割を占めているのも︑同
の広いヤードを同社は持っていな

のです︒通常は 年以上もつ機械

るだけで︑稼動率がきわめて高い

機械はほぼ現場から現場を移動す
容易でありながら︑パワーも出る

それにはコンパクトで取り回しが

それに対応した機械が必要です︒

保有機の多くは日立建機製品︒

が︑当社では５年もたないほど﹂

の ｔ級油圧ショベルは︑本体サ

というのが理想的︒そのため３台

までの稼動ぶりは日立建機製品の

それだけに︑同社における苛酷な

プは クラス上の機械のものを採

イズは７ｔ級で︑エンジン︑ポン

例でもあるのだ︒

ト＆ハイパワーのオリジナル仕様

ました︒完成まで仕様打合せを繰

用した当社オリジナル仕様機をつ

階上・地下・狭所を想定した
低頭キャブ＆ショートリーチ

まで理想通りに階上解体工事や工

品質を実証し︑同時にユーザーサ

山𠮷建設の保有機のなかでも特

ビルでも近隣の人にとっては迷惑

くってほしいと日立建機に依頼し

期を短縮した事例があった︒他社

は周囲への挨拶は欠かさない︒一

なもの︒だからこそ︑解体工事で

ンプルを提供してくれる貴重な事

が同様の区画の工事が終わらない

入効果を実感させた︒階上解体機

場へ︒まさに歴然とする差が︑導

来のお客さまということを忘れる

をする︒通行人一人ひとりが︑将

現場あたり１００カ所は挨拶回り

機が出来上がりました︒おかげさ

り返し︑最終的に︑このコンパク

間に︑同社の機械は早々と他の現

を工場解体で運用し︑さらにそこ

な ︱︱ が私の口癖﹂
と菅沼社長︒仮囲いの点検は︑

でのノウハウをオフィスビルの解
体に活かすという好循環が生まれ

社との関係は﹁チーム山𠮷﹂と呼

工期中はもちろん︑正月元旦など

ばれるほど緊密︒本体自体が無借

ている︒２００８年には浜松駅前

れた︒

金経営で財務体質も良好というこ

休工中の間も欠かさない︒そうし

﹁工事単価が下がる一方の現在︑

ともあるが︑協力会社には原則と

た作業者への教育は︑協力下請け

スピードは経営の命︒特に高さ制

して手形決済を行わないという姿

のランドマークだった複合施設﹃フ

取締役工事部長の鈴木一弘氏︒こ

限のある解体工事では︑それに応

ォルテ﹄の難しい解体工事を引き

れによって︑本体はコンパクト・軽

じた機械を揃えていることがセー

会社にも貫かれる︒協力下請け会

量ながら大型アタッチメントが装

受け︑その力は名実ともに評価さ

着でき︑ クラス上の解体作業が

役立っている︒

勢も︑良好な協力関係を築くのに
阪神淡路大震災のときは先代社

わかる操作性はピカイチ︒メンテ

くりくる︒この実際に乗ってみて

工事現場の近隣住民など﹁人﹂へ

味だが︑その陰には顧客︑従業員︑

資と圧倒的な機械力が同社の持ち

現場に対応した効率的な設備投

という︒人の情けに敏感な一方で︑

うにかなると思ったほど﹂だった

その熱意ぶりに﹁会社の経営がど

業員をボランティアで現地に派遣︒

長の指示のもと︑多数の機械と従

ナンスやカスタマイズへの対応も

協力会社と﹁チーム山𠮷﹂
人の気持ちがわかる経営

スピーディだ﹂︵鈴木工事部長︶
︒

きわめて合理的な機械運用︒この
この山𠮷オリジナル仕様の階上

生きる企業の原動力になっている︒

﹁理﹂と﹁情﹂の合成が︑地元密着で

リアはカウンターウェイトの形状を
変えることで、大型アタッチメント
装着時のバランスを確保しながら
も全体のコンパクト化を実現。

がある︒

作業時の安定性を確保するため
足回りはワイドクローラを採用。
ま
た、工場建屋内部の解体時でも
工場床を傷つけないゴムクローラ
を装着している。

﹁解体工事は︑工場でもオフィス

「当社の高稼動状況をベースに、
日立建機には今後も製品のフィ
ードバックを続けていきたい」

解体機を工場解体に転用すること

取締役工事部長

で︑従来機の３倍のスピードで工

鈴木一弘氏

社の事業の特徴の一つだ︒

地元製造業の工場解体をリードする
圧倒的な﹁機械力﹂
︒
低頭キャブ＆ショートリーチで
大幅な工期短縮を実現︒

11

1

の対応を重視する〝配慮の経営〟

分の体を動かしているようにしっ

﹁旋回やアームの動作がまるで自

コスト削減を可能にした︒

できることから大幅な工期短縮・

1

と︑製品を高く評価するのは︑

30

10

ルスポイントになる﹂︵菅沼社長︶

発揮してくれています﹂

場内部の解体工事にも存分に力を

山𠮷建設オリジナルの低頭キャブ＆ショートリー
チ仕様機。

なる仕様機を適切に配置・投入し

令指定都市であるこの地域は︑自

浜松市︒人口 万人を越える政

トップクラスの機械保有台数
高稼動でロスタイムを軽減

代表取締役

昨年︑創業 周年を迎えた地場

60
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80

30

の事業を行う株式会社あずさ建商︒
達から薦めてもらったものを買う

だと思います︒一緒に出かけた友

﹁洋服とか︑あまり買わないほう

いたが⁝⁝︒

専用の残土処理場を所有し︑工事

静岡県牧ノ原市で土木建築など

から残土処理までを一括受託でき
くらいですね﹂

たい放題のマイペースなので︑周

﹁私︑いつも言いたい放題︑やり

友人が多いのだとか︒

聞けば︑周りには面倒見の良い

る体制を整え︑天候の影響を受け
ない迅速な残土の運搬作業を可能
にしている︒
平成 年設立の若い同社は現在︑
りの人が心配になっちゃうのかも

〜 代のスタッフと経験のある
熟練スタッフらの少数精鋭部隊︒
しれません︵笑︶
﹂
同社に入ったのも︑知人から紹

その中で︑まだ入社半年︑見積りの
ＰＣ入力や日報︑請求書を管理す

まつげエクステやラメのアイシャ

取材前に届いた資料写真には︑

﹁前の会社に比べ︑接客が増えま

職の誘いを受けた︒

やスキルがついてきたころに︑転

ていたが︑５年勤めてＰＣの知識

介を受けたことがきっかけ︒以前

ドーで美しく目元を整えた彼女の
した︒初めての建設業だけに専門

る新人社員が今回の変身モデル︑

姿が納まっていた︒メイクやファ
用語も多く︑しかも人によって用

は計器を扱う会社で事務を担当し

ッションに︑ご自身なりのこだわ

加藤歩美さんだ︒

りがあるのではないかと予想して

加藤歩美さん

かとう・あゆみ 静岡県出身。自動車計器を扱う会社の設計部署で
事務を務めた後、知人の紹介で同社に入社。現在、接客から事務作
業までを受け持つ。趣味は映画鑑賞。30歳。蟹座／B型。

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／林英慶
（日立建機レック藤枝営業所）
・
宮田洋行
（日立建機藤枝営業所）

そんな彼女の性格をよく知る滝

けどね︵笑︶
﹂

ょうから︑すぐに忘れちゃいます

言われます︒まぁ︑半分冗談でし

うので︑よく﹃おっかない﹄って

メなものはダメ！﹄とはっきり言

内でも︑相手が先輩だろうと﹃ダ

っこうズバッと言いますしね︒社

葉が嫌いじゃないんです︒私も︑け

ません︒でも私︑そんな静岡の言

てる︒静岡の言葉のせいかもしれ

言う時は言うけど︑のんびりもし

てもいい方たちばかり︒ズバッと

﹁お客さんは︑少し荒いけど︑と

ばれ︑親しまれている彼女︒

顧客からは〝あみちゃん〟と呼

聞き返してしまう時もあります﹂

分からないことをお客さんに直接

語の使い方もまちまちで難しい︒

【静岡県・牧之原市】

口昌彦社長は︑加藤さんのことを

にも負けてないね︒でも︑とても明

﹁本当に気が強い︒ほかの作業員
いていってしまう︑そんな感じで

半ばあきれながら︵笑︶
︑社長につ

て仕事をしている滝口社長の姿を

時には︑夜遅くまで会社に残っ

場所を率先して探してくれたのも
︒
目にすることも ̶̶
﹁そういう頑張っている姿を近く

辛口になる理由には︑この思いや
りある滝口社長
の存在も大きい
ようだ︒
﹁社長は︑私た
ちが仕事さえき
ちんとこなせば
優しい人︒社内
の人達も取引先
の人達も︑みん
な社長が大好き
なんです︒﹃社
長が言うなら仕

ら︑はっきりと

邪気に笑いなが

てしまうほど無

目がなくなっ

ですね﹂

やっていきたい

きることから︑

ど︑少しでもで

いことも多いけ

い︒まだできな

る立場になりた

私はそれを支え

で見ているから︑

滝口社長︒彼女が仕事でピリリと

実は当日︑加藤さんのために撮影

すね﹂

初めての建設業。覚えなければ
いけない言葉のメモなど、デスク
の周りは付箋でいっぱい。

るくて真面目﹂と高く評価する︒

事務所に1人の時でも電話は容
赦なくかかってくる。覚えたての
専門用語にも必死で応対。

方がない﹄って

さて変身は︑
﹁ふだんは黒い服ば
かり﹂という加藤さんに︑明るい夏
向けワンピースを用意︒メイクは︑
強い夏の光に映えるくらい鮮やか
に︒彼女にぴったりな︑〝大人カワ
イイ〟女性に︑見事仕上がった︒
■変身を終えて■
自分が挑戦できなかったもの︒恥

﹁すごい！ メイクも服も︑ふだん
ずかしかったけど⁝⁝嬉しい！﹂

コバルトブルーとゴールドのアイシャド
ーで、夏の日差し をイメージした大
人っぽい目元を演出。チークにも、
日
焼けしたような赤みのあるカラーを使
用している。ヘアは、
カールを施して
柔らかい印象に。

株式会社あずさ建商

夏の日差しによく映える
ワンピース＆レギンスで︑
〝大人カワイイ〟
の笑顔満開︒

滝口昌彦社長（写真右）
のもと、
社員同士は本当に仲がいい。
入社は今年1月だが、
昨年6月から手伝いに来ていた加藤さん
は、社内の雰囲気にすっかり溶け込んでいた。
朝の掃除や倉庫の整理は、新入
社員に課せられる仕事。資材置き
場では、番線やバリケードなどを、
作業員が使いやすいように気遣
いながら整えていく。

した口調で答えてくれた︒

入社して間もないころ、
社内の研修旅行で沖縄を訪問。
「あん
なに大勢で旅行に行くことはあまりないから、
新鮮でした！」

変身図 鑑
16
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衣裳協力／シンシア 03-5368-5861

ワイルドなヒョウ柄のワンピースでも、
彼女が着ると品良くおさまる。テラコッタカラー
のチークと大ぶりのイヤリングで夏らしく……太陽のような笑顔がよく似合う。

20

取材・文／田中美砂子
（モック社） 人物撮影／木下清隆

国内初、LEDを
トンネル用照明に設置

大阪府では
技術評価制度を設け︑
ＬＥＤ道路照明灯を
本格導入へ
昨年 月︑大阪府は﹁ＬＥＤ道
路照明灯技術評価制度﹂を創設し

る技術開発の促進へとつながる︒
のみだった︒ 社の製品は実施試

通過したが︑認定されたのは 社

また︑ＬＥＤ灯の採用が拡大して

込みだ︒

低コスト化も実現できるという見

いけば︑スケールメリットによる
路照明として機能するかどうかは

﹁数値上でクリアしていても︑道

験にて落とされた︒

実際に道路で照らしてみないとわ
からない︒とくにＬＥＤ灯の光は︑

る製品を認定し︑積極的に採用し

府では一定水準以上の技術を有す

格︶に規定がないことから︑大阪

明﹂としてはＪ ＩＳ︵日本工業規

の多い照明灯ではあるが︑﹁道路照

が少なく︑寿命が長い︒メリット

トリウム灯などに比べて消費電力

可能な白色ＬＥＤ灯であること﹂

ム型ポールのどちらにも取り付け

一つとして︑﹁直線型ポールとアー

を活かすため︑照明の設計条件の

道路に設置されている道路照明柱

まずは書類と製品の審査︒現在

道路照明技術評価委員会が行う︒

定は︑有識者による大阪府ＬＥＤ

大阪府のＬＥＤ道路照明灯の認

阪大学大学院工学研究科電気電子

評価委員会の伊瀬敏史委員長︵大

また︑
大阪府ＬＥＤ道路照明技術

すべき点が多い﹂︵植田総括主査︶

るかなど︑新しい技術だけに確認

から照らす場合どのように作用す

ないか︑照明柱のように高い位置

ため︑ドライバーの安全性を損なわ

集合体からの直線性が強い︒その

体を照らすのではなく︑点光源の

ナトリウム灯のように球 光 源で 全

ていこうという試みだ︒
が挙げられる︒その他︑
﹁﹃道路照

ＬＥＤ道路照明灯導入の
技術評価基準のポイント

﹁省エネ効果が高く︑環境にやさ
明施設設置基準・同解説︵平成
﹃連続照明﹄の基準を満足するも

認定した製品を公共工事の発注
置︑冷却装置含む︶
﹂
﹁耐用時間︵総

合は 万時間とも 万時間ともい

０００時間に比べ︑ＬＥＤ灯の場

０００時間︑ナトリウム灯２万４

寿命においても︑水銀灯１万２

月歩で進化している︒

命︑ライフサイクルコストなど︑

は問題ないが︑定額消費電力や寿

アして認定されたもので安全性に

など︑複数のチェック項目をクリ

せる﹁まぶしさ﹂︶がないかどうか

ア︵不快感や見えづらさを生じさ

の輝き度が均一かどうか︶やグレ

る︒いずれも輝度の均一性︵路面

ＥＤ灯が道路照明に採用されてい

現在︑大阪府では２４６灯のＬ

ー側に求められる﹂と語る︒

に冷却していくことなどもメーカ

ろ︒また︑半導体装置なので安全

均一に照らせるかが工夫のしどこ

すいため︑どのような形状にして

は複数光源︒その分︑陰影がでや

の光源の照明と違って︑ＬＥＤ灯

情報工学専攻教授︶も︑
﹁これまで

しい次世代の道路照明としてＬＥ

のとする﹂および︑﹁日本工業規

年 月社団法人日本道路協会︶
﹄の

や有用性を確認できない︒技術評

性能にかかる基準を満足するもの

価制度を通して製品の水準を保ち︑
こう語るのは︑大阪府都市整備
とする﹂といった性能指標︑
﹁定格

格︵Ｊ ＩＳ︶をはじめとする各種

部交通道路室道路環境課環境整備
消費電力＝１６０ 未満︵電源装

採用の拡大化へつなげたい﹂

グループの植田和史総括主査︒

た経済性など︑もろもろ
の条件を通過したＬＥＤ
照明灯は︑道路にて実施
試験が行われ︑評価技術
を満たしたものが認定を
昨年は 社が応募し︑

受けるという運びだ︒

入は︑公共事業にお
いてＣＯ ２排出の大
幅削減を狙う各自治
体にとって︑省エネ
効果はもとより︑低
コスト化をも見込め
ＬＥＤ灯の最大の

るからだ︒

これまでの道路照明灯と比較す

とと︑寿命の長さ︒
ると︑４００Ｗの水銀灯が出す明
るさは︑ナトリウム灯では１８０
Ｗ︑ＬＥＤ灯では１６０Ｗで同程
度の明るさにできるという︒大阪
府でも︑昨年の評価基準では﹁定
額消費電力２００Ｗ未満／電源装
置︑冷却装置含む﹂であったが︑
今年は１６０Ｗ未満へと変更にな

われる︒仮に 万時間とすると︑

6

定がない状態では︑製品の信頼性

Ｄ灯はすぐれているが︑Ｊ ＩＳ規

た︒ＬＥＤ灯は既存の水銀灯やナ

2

年間は交換の必要がなくなる︒

4

点灯時間︶
＝４万時間以上﹂といっ

植田和史総括主査

った︒今や︑ＬＥＤの技術は日進

4

W

6

そのすべてが書類審査を

（大阪大学大学院工学研究科
電気電子情報工学専攻教授）

メリットは︑消費電力が少ないこ

伊瀬敏史委員長

仕様書に特記することで︑さらな

机上で見込まれた数値の検証はこ
れからとなる︒

ＬＥＤ道路照明のメリット
と今後における課題
大阪府の今回の試みには︑多く
の自治体から問い合わせがあった︒
国交省九州地方整備局や徳島県で
も︑ＬＥＤ道路照明灯の技術公募
を実施している︒その波及効果は
今後︑他の自治体にも広がる可能
性は高い︒なぜならＬＥＤ灯の導

大阪府都市整備部交通道路室
道路環境課環境整備グループ

ＬＥＤ灯そのものの単価が高くて
も︑寿命と照らし合わせるとトー
タルでのコスト低減が見込めるの
だ︒
さらに寿命が長ければ長い分だ
け︑保守管理費用はもちろんのこ
と︑付け替え作業に伴う道路規制
を軽減できる︒道路規制は渋滞の
一因ともなりかねないため︑道路
照明にとって﹁寿命の長さ﹂は大
ＬＥＤが﹁次世代の道路照明﹂と

きなメリット︒
言われる所以がここにあるのだ︒
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19

4

10

10

大阪府
ＬＥＤ道路照明技術評価委員会

2 0 0 9年11月、宮
崎県はLED照明灯
をトンネルに設置し
た 。設 置 場 所 は 国
道219号の板谷トン
ネル
（宮崎県児湯郡
西米良村大字板谷）
。発注時の計画では、基本照
明に無電極放電ランプを設置する予定だったが、
施工業者よりLED照明の提案を受け、機能・性能
ともに同等であると判断し、LED照明の設置を承
認した。
「導入にあたっては、既存の基準に習って設計さ
れたものを照査した」と、宮崎県西都土木事務所
西米良駐在所の後藤国彦主査。
板谷トンネルの長さは 933m、
全幅 8m
（車道幅員
5・5m）
。そこにLED照明灯を56個設置。
ナトリウム
灯を入口照明灯に36個、坑外灯に2 個を設置し、
坑外から坑内への明度差をゆるやかにつないだ。
1個単位の価格が高いと言われるLEDトンネル
照明灯。今回の導入時は、当初予定していた無電
極放電ランプの単価8340円に対して、LEDは1万
9600円と2倍以上かかり、初期投資額は高い。し
かし、年間の電気代は約4万円ほどセーブできる
と見ている。
「今後普及が拡大するにつれ、低価格となり、採
用されやすくなることが予想される」
（後藤主査）
トンネルにLED照明を採用した事例はこれまで
なく、本件が国内初の試み。設置から半年近く経
った今、今後も設計時と比較対照しながら、検証
を重ねていくと語ってくれた。

道路照明における
の活用
業 界 動 向 最 前 線

7

国内で初めて、
LEDをトンネル照明として設置した板谷トンネル
（写真提供／宮崎県）
。

土木分野に期待される環境テクノロジー
大阪中央環状線の鳥飼大橋では
38灯のLED道路照明灯が採用された
（写真提供／大阪府）
。

〜宮崎県

住宅分野で先行していたＬＥＤ
（発光ダイオード）
の導入が、
今、
土木分野へと広がりを見せている。
大阪府では、
「ＬＥＤ道路照明灯技術評価制度」を創設し、
認定を受けたものを道路照明灯として採用。
宮崎県でもトンネル照明灯として採用した。
初期費用の高さや機能性・安全性など、
これまで課題とされていた点も、
最新の技術開発によってクリアしている。
その活用法、
利点、
今後の課題点などを導入事例とともに紹介する。

数字で
見る

日立建機

スタート前のマッサージや、ゴール後、代行受取
りした完走証をランナー本人に手渡すなどの手
伝いをする日立建機の社員ボランティア。

得した︑全大会連

続出場している常

連ランナー・生原

彰さんもその一人︒

﹁日立建機の方々
による支援はとて
も自然なサポート︒
一緒にレースに出
ている感じがしま
す︒普段は室内で
単独で練習しているので︑毎年こ
の大会に参加して日立建機のボラ
ンティアの皆さんと出逢えること
中には︑﹁身内でもできないほど

が︑とても楽しみなんですよ﹂
気遣いあるケアをしてくれる﹂と
評価していただいたランナーの声

スに開催され

うら市をコー

市とかすみが

協賛企業として 年目を迎えるほ

加する個人たち︒日立建機も特別

が︑協賛企業やボランティアで参

ン大会を側面からサポートするの

この日本有数規模の市民マラソ

ンナーたちはエントリーシートに

大会申込み時︑
盲人・車イスのラ

活動は多岐に渡る︒

をフルサポートするボランティア

のメダル受取りなど︑ランナー達

点字入り完走証の受取り︑入賞者

レース中の荷物管理︑ゴール後の

っている︒近年では若い社員たち

援ができるような態勢づくりを図

らの意識を高め︑より良い側面支

と行い︑ベテラン社員サポーターを

を踏まえたミーティングをしっかり

立建機でも大会前には前年の反省

こうした期待に応えるべく︑日

もあった︒

る﹃かすみがうらマラソン
︵兼国際
か︑会社のボランティア募集に応
サポート要望の有無を申告するが︑

会当日のランナー受付や着替え︑

盲人マラソンかすみがうら大会︶
﹄
︒
募した社員やＯＢらが︑大会当初

大会が実施された︒

世界で初めて国際パラリンピック
から積極的にサポート活動に参加︑

加した社員・ＯＢは２１８名︒う

今大会のボランティア活動に参

ぶりを高く評価していただき︑〝指

願いしたい﹂と︑過去のサポート

立建機の◯◯さんにサポートをお

は﹁日立建機の方に是非⁝⁝﹂
﹁日

場入りするランナーたちの楽しそ

わざわざ地元のお土産を抱えて会

よ〜﹂と笑顔でやってくる︑また

果たして︑当日は﹁今回も来た

の記念大会ともなった今大会︵※

ち１９８名がコース沿道での給水

の参加が増えているのが傾向だ︒

ナーと盲人および車イスのランナ
活動やテント設営などに携ったほ

常連参加しているランナーの中に

ー合わせて２万５５７６名という

会としては第 回︶は︑一般ラン

過去最多のエントリーを記録︒有

管理が充分である会社でさえ︑考

最近は︑ＩＳＯを取得して品質

すれば︑この時期︑その原因や未

大事故を回避した経験があったと

皆さんが︑今まで危機一髪で重

のように口にしていたものでした︒

たら出るから⁝﹂と︑
事故は他人事

など︑﹁今は勘弁してよ︑暇になっ

いながら︑小言を言わなければな

専門技術を持つ集団を監理して

眺めるだけの監督さん〟でしかな

ず︑〝危険を背負ったまま︑現場を

業になるまで作業中止命令が出せ

ながら僅かです︒

えられない施工監理ミスのような

らない事態を招いているとすれば︑

いのです︒

クレームが発生し︑重大事故につ

然に防ぐ方法をしっかり学ぶこと

それは監理側に問題点があると思

創り方やモノの精度︑出来栄えを

後回しにしたことは誰もが経験し

し切られ︑手すりや安全ネットを

けるよ⁝⁝﹂の職人さんの声に押

ますが︑なぜ﹁毎日危険をスルー

きた﹂とは反省会でよく聞かされ

﹁毎日注意していたのに事故が起

うべきです︒

求めている中︑人の手作業によっ

現場の喧騒の中で﹁後で取り付

が必要なのです︒

機現場マン﹂に現場の話をすると︑
て創られていることを横目に︑す

これは︑建設現場の監理指示が

す︒

ょうが︑仮囲いの外にいる時こそ︑

築いた物は地上に残るものなが

物に触れているわけではありませ

を表示しているだけで︑実際に現

表例の﹁パソコン監理﹂では︑結果

無縁ではないでしょう︒眺める代

と判
危険作業ではないから ̶̶
断したのでしょうが︑簡単な一言

と言いきれましたか？

ではダメ！ 今すぐ付けなさい﹂

は残っているのです︒その時︑﹁後

ら︑この次に事故が発生する確率

もう一度︑監理する立場から考え

どちら
ずに事故が発生した例 ̶̶
もスルーした一つ手前︑
つまり︑何

得点した例︑現場マンが注意をせ

審判が笛を吹かずにスルーして

とに気がつかないのでしょう︒

して作業を眺めていた﹂というこ

〝絵空事〟
のようにも聞こえるでし

ているでしょう︒

ら︑工期に間に合わせるため﹁取

んから︑精度・質量は感じられず︑

たまたま事故が無かっただけな

べてをただ〝眺めている〟だけの

り敢えず﹂竣工になった現場も多

本来の建設現場の監理とは大きく

直し︑今後に生かしたいものです︒

監理になってしまっていることと

違った角度で﹁現場監理﹂を考え

工事中の出来事の記憶が日々薄

の注意が言えないのでは︑危険作

られるものです︒

れていく前に︑現場監理に疎漏が

☆

異なるものだとは思いませんか？

理については﹁オレは眺めている

原価・工程・品質・安全 ̶̶
の
現場四監理の中︑特に﹁安全﹂監

いと思います︒

無かったかを振り返ってみるのは︑

工事日誌・記録写真を改めて広

安全監理を眺めていたと思えるフ

事故は起きませんでしたが︑正直︑

故そういう情況にさせたのかを︑

現場を離れている時期の課題でも

げれば︑若手現場マンの成長ぶり

だけじゃない﹂と胸を張る現場マ

あります︒

は顕著で︑現場を経験してきたと

ンになって欲しいのです︒
私の 年間の現場時代︑一度も

いう誇りの中に︑モノを築く使命
しかし一方で︑工事を監督する

シもあります︒

感も育まれています︒
立場の現場マン・職長さんは︑毎

例えば安全監理研修会への参加

る

︒
̶̶

された﹁絆﹂が見える瞬間でもあ

それは︑
﹁継続﹂によって創り出

うな表情があふれた︒

今大会で銅メダル
︵種別
を獲
ルＢ ２
̶・ 歳以上男子の部︶

マイ

名〟をする﹁絆﹂も生まれてきて

土浦駅と宿泊先︑会場への行き

ンナー達のフルサポートを行った︒
いる︒

か︑ 名は盲人ランナー︑車イスラ

といったアスリートが特別招待選
帰りの移動サポートをはじめ︑大

手として盲人ランナーの伴走を務
める中︑４月 日に好天のもとに
50

20

ながりかねない問題となっていま

て具体的に述べられる人は︑残念

10

森裕子︑君原健二︑宇佐見彰朗ら

レースを支えてきている︒

5

国際盲人マラソンかすみがうら大

20

中心にボランティア参加する社員

委員会の公認大会となり︑第 回

毎春︑土浦

︵兼国際盲人マラソン
かすみがうら大会︶

土浦工場前の沿道で給水を行う社員たち。

﹄
の
﹃かすみがうらマラソン
成功を願い︑ランナー達を
側面支援する日立建機社員︒
名

16

18

眺めるだけの安全監理は監理に非ず︒

過去最多のエントリーがあった今大会。日立建機土浦工場前もマラソンコースになっている。

次の現場赴任先が未定という﹁待

文／増田祐二

日変化していく現場で何を監理し

25

18
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福本悟美の

ているのか︑その業務内容につい

イラスト／市川興一

Data of Hitachi-kenki

現場、
大好き!

毎回、
サポート要員
に日立建機の社員
を 指名 してくださ
る常連ランナーの
生原彰さん。毎大
会、はるばる山梨
県より参加。
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/

元・現場監督の熱血コラム

今すぐできる経営改善 ⑦
【図2】
建設業における朝礼の様子

標
目
夢・

します！﹂

意欲が高まることを感じる︒

の﹁熱意﹂につながり︑やる気や

各工事の職長より、
本日の作業内容・目標と
安全衛生配慮事項の宣言

昨日は○○○を行いました。
本日は○○○を行います。
本日の目標は○○○です。

ナンバーワン宣言

私は型枠工事日本一で作業します！ 日本一を目指すと仕事が変わる

最後の〆の一言

本日も安全作業でがんばろう！

次のように応えてくれた︒
﹁人は居酒屋に何の目的で来ると
思いますか︒もしもビールや食べ
物だけが目的であれば︑家で食べ
ても同じようなものを食べられま
すので居酒屋は必要なくなります︒
多くの人は居酒屋で楽しい雰囲気
を味わったり︑元気になりたいと
いう思いで居酒屋に出かけます︒
しかし居酒屋の従業員が暗く︑
店に元気がなければどうでしょう
か︒居酒屋に行く目的そのものが
なくなります︒だから朝礼で従業
員の脳にプラスの刺激を与えるの
です︒朝礼は笑顔の品質管理なの
です﹂

建設業の朝礼を変える
建設工事現場でも朝礼をしてい
る︒しかし前述の﹁てっぺん﹂の
朝礼に比べると︑いかにも元気が
ない朝礼が多い︒
﹁おはよっす﹂という元気のない
言葉︑だらだらとしてうつむく態
度︑疲れて眠たそうな表情⁝⁝︒

動作

握手、拍手、ガッツポーズ

無視、うなだれる
表情

笑顔、元気、溌剌

暗い、いらいらする
成功したことをイメージする

失敗したことをイメージする
うまくいくのは他人のおかげ、
うまくいかないのは
自分のせいと考える

うまくいくのは自分のせい、
うまくいかないのは
他人のせいと考える
ワクワクするような夢、
目標を持つ

夢、目標がない

撮影／鈴木伸之

無理、できない、疲れた

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）
などのほか、近著に
『技術
者の品格 其の二』
（同）
がある。
http://www. hata-web.com/

やれる、
できる、
ワクワクする

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

ことば

降籏達生氏

表 のように実施するのがよい︒

建設工事現場での朝礼は図２や

﹁熱気﹂あふれる朝礼が効果的だ︒

ために欠かせない︒そのためには

上げ︑品質を上げ︑
安全作業をする

を上げることは︑作業の生産性を

工事現場で働く人たちの﹁熱意﹂

マイナスの刺激

プラスの言葉︑動作︑表情が熱意を上げる

感
謝

イメ
ージ

表情
作
動

めをして終了

③ あいさつ訓練︑
ハイ訓練

現場の進捗状況は○○○です。
本日の目標は○○○です。
ワクワクしながら
熱い気持ちで作業をしましょう。

プラスのことばで熱く語りかける
現場代理人より現状と
目標の宣言

プラスの刺激

社員の﹁熱意﹂
﹁やる気﹂
﹁意欲﹂が会社の業績を上げる︒
そのためには従業員満足を高めるような仕組みが欠かせない ̶̶
と本誌 号に書いた︒
では組織の仕組みを整備するだけで︑
社員の熱意︑
やる気︑
意欲が上がるだろうか⁝⁝︒
首をかしげる人もいるだろう︒やる気のない人のやる気を上げることは不可能だと感じるときがある︒
今回は︑
いかにして現場で働く人たちのやる気を上げるかについて考えてみよう︒

プラスの刺激を脳に与え︑マイ
することで︑人は熱意︑やる気︑

ナスの刺激を脳に与えないように

つまり︑脳の機能そのものに個

夢︑感謝︑自分の長所︑尊敬する

私は何度も﹁てっぺん﹂の朝礼

には︑従業員数を上回る見学者が
日本一のあいさつとハイを鍛える

熱く燃えるような理念を作る

【表1】

人差はなく︑良いインプットをし
数倍も違うということだ︒

て︑良い状態を保つと脳の働きは

﹁やる気﹂とはその人固有のもの

やる気と脳の関係
であって︑脳の機能によって決ま

ここで脳に強い影響を与えるイ

るのではないか︒脳科学者がこの

脳に刺激を与える
要素

ような仮説を立てて︑脳と︑その
ンプットとは次の つである︒

人のやる気の関係を研究した︒す
ると︑次のことが分かった︒
① ことば
③ 表情

② 動作

②その能力は︑成功している人も
④ イメージ

ごい力を持っている
成功していない人も大きな差がな
⑤ 感謝

①人間の脳︵ハードウェア︶はす

い
⑥ 夢︑目標
ナスがある︵表 ︶

これらの刺激にはプラスとマイ

③差があるのは脳の状態︵ソフト
ウェア︶の違いである︵何を脳に
インプットしているかによる︶
④脳の状態は簡単に切り替えるこ

意欲が湧くのである︒では︑どの
人などを伝える

とができる

ようにして脳にプラスの刺激を与

らの叫びが店全体に響き︑店内温

を見学しているが︑参加者の心か

すための宣言︶

度が 度ほど上がるような﹁熱気﹂

② ナンバーワン宣言︵長所を伸ば
﹁おはようございます！○○日本

を感じる︒物理的な﹁熱気﹂が人

え続けるとよいのだろうか︒

朝礼は笑顔の品質管理
一でいきます！ よろしくお願い

訪れる︒その手順は次のとおりで

﹁どうしてこのような朝礼をしよ

居酒屋﹁てっぺん﹂が行う朝礼

ある︒
④ 最後の〆の一言

無事故無災害でお客様が感動する
○○を作ります！

あるとき︑てっぺんの関係者に

① スピーチ訓練︵伝える力を鍛え

10

うと思ったのですか﹂と尋ねると︑

工事現場理念の唱和

夢、目標

96

今日の店の目標を宣言して一本締

元気よく

感謝

【図1】
脳に与える6つの刺激

る訓練︶

元気よく
おはようございます！

イメージ

6

1

「思います」でなく
「します」と
言い切り型でいう。
「・
・
・しまーす」と語尾を伸ばさない
挨拶

最初は誰も賛同してくれなくても︑
まずは自分から始めることが大切
だ︒

まわりは自分の鏡
まわりの人に熱意がなく︑やる
気がなく︑本気にならないのは︑自
分が本気になっていないからだ︒怒
らないとやらないのは︑怒ってやら
せてきたからだ︒まわりが助けて
くれないのは︑自分がまわりを助
けてこなかったからだ︒部下があ
なたを信頼しないのは︑あなたが
部下を信頼してこなかったからだ︒
つまり︑得るものを変えるため
には︑まず与えるものを変えれば
良い︒他人を変えたければ︑自分
を変えれば良い︒人を育てたけれ
ば︑自分が育つ姿を見せれば良い︒
あなたのまわりの様子は︑自分の
鏡だ︒
まずは今日︑家に帰ったら肩を
落として﹁きょうは疲れた﹂という
のではなく︑ガッツポーズで﹁き
ょうはお父さんバリバリ元気で頑
張ったぞ！ 仕事は楽しいな！﹂
と︑プラスの言葉︑動作︑表情でお
げて欲しい︒子供は親の鏡なのだ︒

子さんにプラスの刺激を与えてあ

20
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注意事項
発言事例

【表2】

2

こと
ば

6

元気一杯の朝礼は
気持ちいいぞ
握手をすると
一体感が
でてきたぞ

〜朝礼を
改革しよう〜

大きな声を出すと
活力がでるな
日本一の作業
をするぞ
みんなが
やる気があると
自分のやる気も
高まるな

イラスト／柴田美香
（プライマリー）

︻人材力 ︼

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。

ブースで注目を集めた環境性・経済性

5

電動式油圧ショベル
ＺＸ２２５ＵＳＲＥ ３
̶

去る 月末︑東京ビッグサイト

写真はオプションの全旋回式
グラップルを装着しています。

で開催された﹃２０１０ＮＥＷ環

境展／地球温暖化防止展﹄におい

て︑日立建機では森林の活性化お

良い：

よび資源環境を通じた地球温暖化

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。

※
への取組みを︑実機展示や映像 ・

］
］

パネルを通じて︑ご来場の皆様に

］
［
］
［

展示された電動式
油圧ショベルに熱心
に見入っていたのは、
都内からやって来た
中学１年生の男の子。
「実際の機械って大きいんで
すねぇ、排気ガスを出さない機械に、今とても興味あ
ります」
と話す彼は、05年の愛知万博を機に「環境
に興味を持ち始めた」そうで、環境を傷つけないこと
の大切さを想い、
「これから技術の勉強をしていきた
い」
と頼もしい夢を語ってくれました。

なかでも今般︑新たな設計によ

ブースにやってきた
小さな来場者

ご紹介いたしました︒

］
［
］
［

試算条件

って誕生した電動式油圧ショベル

［
［
●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）

エンジン式

軽油単価：110円／ℓ、使用量：18.9ℓ／h
稼動時間：2,400時間／年、負荷率：60%
* 作業条件により低減率が変わります。

ＺＸ２２５ＵＳＲＥ ３
̶ は︑後方

※正解者の中から抽選で 3 名様に、巻頭特集でも紹介した「ミニエレキ」
「35㎜二眼レフカメラ」
「二丁天符式和時計」
の付録がついた『大人の科学』
マガジンを３冊セットにしてプレゼント
（各付録とも、組立てはご自身で行
うことになります）
。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= 9月15日必着）

電動式

比べてランニングコスト

人気の高かった
「ミニエレキ」
「35mm二眼レフカメラ」付きの2
冊に加え、
「 二丁天符式和時計」の付録がついた最新号をす
べてセットにしてプレゼント。

①表紙
②ニッポンの新光景
③巻頭特集：最近、科学してますか？
④稼動現場レポート〜電動自走式クラッシャZR950JC
⑤原寸大手のひらコレクション
⑥Business Impression
⑦業界女神変身図鑑
⑧業界動向最前線〜道路照明におけるLEDの活用
⑨数字で見る日立建機
⑩コラム「現場、大好き！」
⑪今すぐできる経営改善〜【人材力】
⑫ Topics
⑬創刊100号記念企画のお知らせ

合計 549万円

小旋回型のコンパクトでスッキリ

3名

合計 388万円

献する油圧ショベルです︒

・老寿
・九十九寿
・白寿

燃料費 499万円
消耗品 50万円

したボディに加え︑電動駆動方式

セットで

電力費 387 万円
消耗品 1万円

は︑エンジン式に

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。

の採用により︑機械本体からの排

今号で「99号」を迎えたTierra
（ティエラ）
。さて、人間で「99歳」
といえば、次のうちどれでしょう？

も大幅に低減︵図参照︶
︒環境負荷

アンケート

気ガス ゼ
= ロを実現︒騒音低減と
も相まって︑地球にも作業する方

問題

低減のみならず︑経費削減にも貢

-30%*

にも優しい機械となっています︒

年間当たりのコスト試算

さらにＺＸ２２５ＵＳＲＥ ３
̶

■ランニングコスト大幅低減
正解者の中から抽選で
賞品をプレゼント

［前号の答え］
「上海世博園」
［プレゼント当選者］

■ EX8000-6ミニモデル
佐藤田鶴子様（栃木県大田原市）
下間貴之様（熊本県熊本市）
山本一幸様（兵庫県美方郡）

良くない：

ご応募はこのページ全体をコピーしてフリーダイヤルのFAXにてお送り下さい
※なお、
プレゼント抽選への有効応募は
「お１人様１通」
と
させていただきます。予めご了承下さい。

※インターネットでも応募受付中!
クイズの答え

年齢

（ふりがな）

お名前

男
歳

ご勤務先名称

所属部署名

役職

住所

女

電話

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）

※会期中、
当社ブースのメインステージで放映された映像を
WEBティエラにて発信中です。是非ご覧下さい。

http://www.hitachi-kenki.co.jp/webtierra/

〒
※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://www.hitachi-kenki.co.jp/privacy/index.html

表紙づくりの舞台裏

基本は12色。
道具は竹串、
ギターの絃、
先が細いスプーンなど。

『ホテルリゾネックス名護』。
体験教室は要予約で
1人／1,260円〜。

カモメの描き手順。白砂の両端に黒砂を重ね、竹串の微妙
な力で凹み作り。背景に空を足して羽ばたくカモメの完成。

透明な容器の中に、
色のついた砂を幾層に 「クローラやキャブは複雑な造りで苦労しました
も重ねて絵を描くグラスサンドアート。今回は、 が、2〜3回作り直した自信作でもあります。裏
沖縄にある
『ホテルリゾネックス名護』
でグラス
に描いてあるイルカも、密か
サンドアートの体験教室を開催している、
その
に気に入っているんですよ」
道30年の 砂あしび（=砂遊びの沖縄方言）
さ
1日約4時間〜10日間で完
ん にZAXIS200を描いていただきました。
成。
このような大作は10年ぶ
初めに頭の中で全体の構図をイメージ。実 りだとか。接着剤を含む特殊
作業では、
高さを追って全体を仕上げていくの
な砂なので、完成後に固め
で、油圧ショベル、海、椰子の木、雲など、大き れば長く鑑賞できるのも特徴
なモチーフは、
すべて同時進行。
サラサラした
です。
砂に、特殊な道具を巧みに使って凹みをつけ
裏面に描かれたイルカ。
たりして描いていきます。
水しぶきもリアルに表現。
■ホテルリゾネックス名護 http://www.resonex.jp
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撮影コーディネート／松田有美（プライマリー）

■グラスサンドアート 砂あしび

『2010森林・林業・環境機械展示実演会』
出展のお知らせ
来る10月３日
（日）
と４日
（月）
の両日、日立建機
■開催日時
では、群馬県高崎市宮原町地内「森永製菓
2010年10月3日
（日）
・4日
（月） 9：00〜
株式会社 高崎新工場用地」にて開催される （3日は16:30まで／4日は15:30まで）
『2010森林・林業・環境機械展示実演会』に
■会場
出展いたします。
群馬県高崎市宮原町地内
会期中、当社ブースではCO2排出権付き油 「森永製菓株式会社 高崎新工場用地」
圧ショベルをはじめ、多くの林業機械を展示・ ■出展予定機
油圧ショベル（プロセッサ仕様／ハーベス
実演。
さらに、
日立建機が展開するカーボンオ
タ仕様／スイングヤーダ仕様）ミニローダ、
フセット活動（排出されたCO2を排出枠の取得などで
木材チッパ、木材破砕機など
についてもご紹介いたします。
相殺する活動）

http://www.sandart-j.com
Tierra Summer 2010
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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 7月発行（季刊）第99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

皆さまから
送っていただいた画像で
100号の表紙を作ります!
『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。

プレゼント！

▲ 誌面イメージ

画 像 送 信 専 用 サ イトは こ ち ら

= ご注意 =
＊投稿画像は印刷の品質上、
480ピクセル以上の画像データを推奨します。
画像をお送りくださった方の中から
＊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。
抽選で3名様に、
＊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、
「EX8000-6」のミニモデル
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。
（1/87スケール・ダイキャスト製）
を
＊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
プレゼントいたします。
（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。

Printed in Japan
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