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日立建機グループは、建設機械メーカーとして

「機械」を進化させ、豊かな生活空間をつくる

「ひと」と「作業」の関係をより快適に、より高度

に、より効率的なものにしていくことを企業理念

に掲げています。この理念を具現化する多種多様

な商品・サービスを世界各地の社会インフラ整備

や資源開発に役立て、お客様や地域社会の持続

的な発展に貢献し続けていくことが日立建機の

存在価値であり、社会的使命です。

8つのCSR重点取り組みテーマ

重点取り組みテーマの特定プロセス

2015年度、日立建機グループはさまざまな社内外のステークホルダーとともに、

CSR重点取り組みテーマの分析を進め、8つの重点取り組みテーマを特定しました。

国内外の開発拠点の最前線で、グローバルな社会・環境課題の解決に事業を通じて貢献していきます。

以下の策定プロセスを経て、重点テーマを特定しました。

CSV3テーマ
「社会の期待」と

「事業との関連性」の
高い3テーマ

基盤5テーマ
CSV3テーマの
取り組みの基盤
となる5テーマ

グローバル環境課題の
解決

社会基盤を支える
現場力の強化

安全・効率・高度な製品と現場の追求

ガバナンス

コミュニティの
発展への貢献

従業員の労働安全
グローバル・ローカル
での人財開発

より良い取引と
バリューチェーンの発展

社
会
の
期
待

事業との関連性

社
会
の
期
待

事業との関連性

❶ 日立建機グループの事業戦略とCSRの現状の取り組みの中から、関連する社会・環境課題を網羅的に把握。

❷ それぞれの課題をサステナビリティと経営の視点から、関連する40項目に絞り込む。

❸ 絞り込んだ40項目をステークホルダーの視点による社会からの期待と事業の関連性に基づき評価し、重み付けを実施。

❹ 各課題の機会・リスクを把握し、取り組みの重点テーマを検討。

❺ その結果、8つのCSR重点テーマを策定。

課題の把握 社会・事業軸での
評価・重み付け

課題の絞り込み 重点テーマの検討・策定

❶ ❸❷ ❹❺
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CSR重点取り組みテーマ

8つのCSR重点取り組みテーマ



CSVテーマ1

グローバル環境課題の解決

　大気中のCO2を吸収し、雪崩や豪雨被害を軽
減する役割を持つ森林は、私たちの大切なグリー
ンインフラです。欧米では都市計画や治水などに
活用され始めていますが、森林を守り育てるために
は間伐や整備によってしっかりと森林経営を行っ
ていくことが重要です。
　日立建機では、林業の現場で必要とされる専門
性の高い林業機械のラインアップを揃え、効率の
良いソリューションを提供することでお客様の安全
性・生産性を高め、事業を通じてグリーンインフラ
の形成に貢献しています。また、森林整備に関わ
るCDM（クリーン開発メカニズム）で創生された
排出権を使い、林業機械や低燃費機械のカーボ
ン・オフセットを通じた取り組みも推進しています。

カウンタウェイトのリサイクル活動 森林再生に貢献する林業機械

林業専用の大型足回りを採用した林業仕様機※ 内容物はカウンタウェイトの詰め材として再使用
※ 鉄材は業者へ売却

重点的に進める取り組み

1 製造プロセスの環境負荷低減

2 環境適合製品、低炭素建機、解体、リサイクル機
械の開発・提供

3 災害復旧、減災への適応

4 環境配慮型の鉱山運営ソリューション

5 グリーンインフラソリューション

社会価値

● 事業活動に伴う環境負荷の低減
● 自然災害のリスクに適応したインフラの整備の実現

事業価値

● 事業活動に伴うコスト削減
● より快適で、高度で、効率定なインフラ整備の実現

業務委託
（窓口ほか）

トラック手配

カウンタウェイト

リサイクル
カウンタウェイト

購入
カウンタウェイト

購入

業務委託
（解体・リサイクル）

リサイクル工場 建機解体業者
中古部品業者

日立建機

日立建機ロジテック
（コールセンタ）

契約関連
情報の流れ
モノの流れ

豊
か
な
大
地・豊
か
な
街
の
実
現

建設機械を
つかう

建設機械を
つくる

建設機械で
挑むKenkijin

事業価値
●製造コストの削減
●輸送コストの削減

●効率向上・コスト削減
●利便性向上

●より快適で、高度で効率的な
社会インフラ整備の実現

日立グループ

日立建機グループ

社会・環境価値
●工場の環境負荷低減
(エネルギー／
廃棄物など） 

●環境リスクヘッジ

●製品使用段階の省資源、
  CO2削減、資源循環の推進
●高効率施工の支援、稼働状況の
モニタリング

●低炭素・循環型の社会インフラ
  整備の実現
●災害復旧・減災の適応
●グリーンインフラの整備

低炭素・循環型社会および気候変動に強い適応力ある社会の実現に向け、「環境に配慮したインフラ」を構築するための取り
組みが世界中で広がっています。
私たちはステークホルダーとともに、「卓越した環境技術を備えた建設機械とシステム」と「環境課題解決の視点を持った開
拓力」で世界中のインフラ設備の低炭素・資源循環を追求し、また気候変動による災害に適応できる製品・サービス・ソリュー
ションの提供を通じて、インフラの構築に貢献していきます。

ハイブリッド建設機械での環境貢献

　日立 建 機では、2011年にハイブリッド油 圧ショベル
「ZH200-A」を、2013年には「ZH200-5B」を発売しまし
た。5BではZX3型に比べて30%の燃費低減を図ってきまし
た。2016年4月には、業界初となるハイブリッドホイールローダ

「ZW220HYB-5B」を発売し、標準機（ZW220-5B）に比
べ20%の低燃費を達成しています。これにより、お客様は多
くの施工でハイブリッド建機を中心とした低炭素型の工事を選
択することができるようになりました。このことは、もちろんお客
様自身の製品使用段階のコスト削減にもつながっています。 ハイブリッドホイールローダ「ZW220HYB-5B」

環境CSVの方針
日立建機グループでは、「つくる」「つかう」「挑む」の3つの分野で長期的な価値

創造の取り組みを行い、豊かな大地、豊かな街の実現へとつなげていきます。
　カウンタウェイトとは建設機械が作業を行う際に
バランスをとるための「おもり」のことです。日立建
機では、建設機械業界として初めてカウンタウェイ
トのリサイクル事業の仕組みを構築し、2006 年か
ら運用しています。製品の約 10%を占めるカウン
タウェイトのリサイクルが可能になったことで、リサ
イクル可能率が86%から97% 以上となり、油圧
ショベルのほとんどが再利用できるようになりまし
た。この活動は部品再生活動の一つとして資源
循環の推進に貢献しています。
　こうした取り組みが評価され、2015年10月、リ
デュース・リユース・リサイクル推進協議会が主催す
る「平成27年度リデュース・リユース・リサイクル推
進功労者等表彰」において会長賞を受賞しました。
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CSR重点取り組みテーマ

CSVテーマ1　グローバル環境課題の解決



重点的に進める取り組み

1 マイニングプロセス・運営を最適化するソリュー
ションの提供

2 機械の安定稼働とライフサイクルコストの低減

3 施工効率の向上の機械・システムの普及

4 無人化・ロボット化技術の進化による省力化機
械の開発・提供

社会価値

● 世界の現場で不足している労働力の代替、支援
● 新たな労働力の参入を可能にする雇用現場の創出

事業価値

● お客様の生産性・安全性向上につながる製品・サー

ビスの提供による新たな市場開拓
● お客様の持続可能な現場の確保による自社事業の

安定

　英国ハンプシャー州に本社のあるTJグループでは、

保有する中型油圧ショベルなどの稼働効率化のため

ConSiteをいち早く導入。給油時間の調整、機械のメン

テナンス、修理費用の予測などを行いコスト削減につな

げています。ConSiteのレポートによると、保有機であ

る「ZX130LCN-5」は待機時間を20%削減、旋回比

率も70%に向上しています。

　マネージングディレクターのJohn Gosling氏は、

「ConSiteはライフサイクルでのランニングコストの

低減に効果があり、日立機を購入するモチベーション

の一つになっています。機械の状況が良く分かるので、

燃費低減や機械の効率的な運用に対する社員の意識

改善にもなります。予算化の際にも、現場に適切な機

械が配置されているか、次回メンテナンスや入れ替え

時期はいつかなど、リアルタイムの情報を元に適切な

検討ができるようになりました」と述べています。

　鉱山の採掘現場で稼働する巨大なダンプトラッ
クを安全かつ効率的に運行させるには、高度な
運転スキルと経験を備えた人財が必要です。しか
しながら、近年では立地条件などさまざまな事情か
ら、労働力の確保がますます難しくなっています。
こうした技術者不足の解決に向けて開発中なの
がダンプトラックの無人走行を可能にする自律走
行 シ ス テ ム「AHS（Autonomous Haulage 

System ）」です。
　AHSは日立建機の高度な車体制御技術に加
え、日立グループが長年培ってきた鉄道運行管理
システム、カーナビゲーションなどの技術を駆使し
たシステムで、鉱山運営の効率化・省力化、安全
性の向上に大きく寄与することが期待されます。

ハンプシャー州・TJグループ社
（廃棄物処理・リサイクル事業）

ConSite活用事例 生産性と安全性を高めるダンプトラッ
ク自律走行システム（AHS）

実用化に向けて実証実験を展開中ConSiteのデータをオペレータ教育にも活用　

人々の持続可能な暮らしを支える社会インフラ整備や、鉱山開発などへの需要は、世界中で広がりをみせています。現場のオ
ペレータや施工技術者をはじめとした、社会基盤を支える技術者の不足は、国内はもちろん、世界の持続可能な開発を担う現
場の、大きな課題の一つとなっています。
私たちは、現場の労働環境や安全性・生産性の向上、また人財の開発や技術の継承など、現場の技術者不足を取りまくさまざま
な課題に積極的にアプローチしていきます。多種多様な現場のニーズを的確に捉え、グループの持つ総合的な技術力を活用
したトータルソリューションで応えていきます。そして労働力の代替・支援の強化、技術教育支援などを通じて、社会基盤を支
える技術者不足の解決に貢献します。

「ConSite」による機械の安定稼働とライフサイクルコスト低減

CSVテーマ2

社会基盤を支える現場力の強化

　日立建機は、最新の ICT技術を使用した「ConSite

（コンサイト）」でお客様の毎日のビジネスをサポートし
ます。ConSiteは、お客様の機械の安定稼働に貢献
するサービスで、日立建機独自の長年の開発、テクノ
ロジーから生まれたレポートが機械の稼働効率の向
上、安定稼働、効率的な運用を可能にします。
　ConSiteでは、お客様の機械の稼働状況を月単位
でメール送信する「定期レポート」に加え、突発的な
故障につながるような緊急性の高い変化が生じた時
に、その内容をオペレータやオーナーのPCや携帯端
末に「緊急レポート」として送信します。これにより、お
客様は現場での異常にいち早く対策を講じることがで
きるほか、送信されたレポート内容を当社のサービスス
タッフが共有することで、お客様に適切なアドバイスを

提供することができます。
　また「定期レポート」では、機械の稼働時間と燃費
消費量をカレンダー表示することで効率的な運用に
寄与するとともに、機械の寿命に影響を与える操作
時間、圧力、温度変化などの技術情報も分かりやす
く「見える化」します。これらのデータによって、お客様
は機械の“健康状態”を詳細に把握することができ、
適切な時期にメンテナンスを施し、良好なコンディショ
ンを維持することで、機械のライフサイクルでのコスト
低減に寄与します。
　ConSiteのデータレポートは、世界の30以上の
言語で35,000台以上の機械の稼働データを定期
的に集計しメールでお届けしています。今後、さらにメ
ニュー内容を充実していく予定です。

スムーズな
現場段取り

Global
e-Service

オーナー/オペレータ

通信網

通信網

現場
サポート

緊急レポート

緊急レポート
定期レポート

日立建機製品取扱店
スタッフ
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CSR重点取り組みテーマ

CSVテーマ2　社会基盤を支える現場力の強化



　「世界で最も地雷埋設密度の高い国」といわ
れるカンボジアでは、内戦が終わった今もなお地雷
事故による負傷・死亡事故が起こり、社会開発を
妨げる大きな社会問題となっています。日立建機グ
ループは、2007年4月より特定非営利活動法人

「豊かな大地（Good Earth Japan：GEJ）」へ
の寄付活動を通して、現地住民が地雷除去後の
土地を利用して自立した生活が営めるように支援を
行っています。
　支援活動としては、道路や農地などのインフラを
整備するハード面はもとより、道路の維持・補修技
術や、稲作、養鶏、きのこ栽培といった農業技術の
指導などのソフト面の支援に重点をおいた活動を
継続的に行っています。今後も子どもたちの笑顔が
あふれる、平和で豊かな社会をめざし、支援エリア
の拡大を図っていきます。

NPOを通じたカンボジアの自立支援

私たちは、さまざまなステークホルダーとの協働を通じて、新たな地域のニーズを的確に捉え、ベストなソリューションを生み
出してきました。
私たちは、これまでの事業活動で培ってきた強みを最大限に活かし、お客様をはじめとしたステークホルダーとともに、「持続
可能なより良い社会の実現をめざす、あらゆるコミュニティでの開発」を後押しします。特にこの分野では、日立グループとし
ての幅広いソリューション提供力を最大限に活かしていきます。
国連の持続可能な開発目標（SDGs）においても、コミュニティ発展における企業の貢献への期待は高まっています。外部の 
さまざまなステークホルダーとの連携をさらに強化し、世界の持続可能な開発の実現に向けて、挑戦を続けていきます。

きのこ栽培実習の様子ザンビア部品再生工場の従業員

重点的に進める取り組み

1 地域のニーズに合った機械の開発・開発人財の育成

2 日立グループの総合力を活かした、コミュニティの
開発支援

3 インフラ整備におけるファイナンス・機械の提供

社会価値

● 新興国・発展途上地域を含めた、世界の持続可能

な開発の進展

事業価値

● 新たな市場の開拓、製品・ソリューションの差別化

リマニュファクチャリング事業の拡充で地域の持続可能な発展に貢献

　日立建機が進める事業戦略の一つに、使用した
部品を新品同等の機能を持つ部品に再生する「リ
マニュファクチャリング事業」があります。これは機械
修理時に発生した交換部品を各拠点の部品再生
工場で回収し、新品同等まで機能修復を行い、相応
の品質保証をした上でお客様にリーズナブルな価格
で提供するものです。このビジネスの最大の特長は、
メーカーの生産部門主導ではなく、その土地ごとのお
客様のニーズに応える形で発展してきた点にありま

す。日立建機では、リマニュファクチャリング事業を1970

年からスタートしており、2015 年 3月末現在、世界 14 拠
点で展開しています。
　2012 年 春から操 業を開 始した日立 建 機ザンビア

（HCMZ ）の部品再生工場では、ザンビアとモザンビー
クで稼働する約 100 台のキーコンポーネントをカバーして
います。同工場では現在、従業員150 名のうち135 名を
ザンビア現地で雇用しており、現地の雇用創出の面でも
大きく寄与しています。2016 年 6月末には、再生工場の

CSVテーマ3

コミュニティの発展への貢献

■ 世界各地の再生拠点

茨城県土浦にある「再生センタ」では、再生技術の開発やグループ再生拠点への情報発信センタとしての役割も担う

インドネシア
サマリンダ&サンガッタ

インドネシア
バリクパパン

ザンビア
ルサカ

オランダ
オーステルハウト

カナダ
エドモントン

アメリカ合衆国
スプリングフィールド

日本
土浦

日本
山梨

マレーシア
クアラルンプール

中国
上海

インド
ジャムシェドプール

オーストラリア
パース

オーストラリア
プリスベン

オーストラリア
マスウェルブルック

PICK
UP

PICK
UP

拡張にあたって新たに10 名程度の現地技術者を
採用予定です。
　部品再生のサービスによってお客様のライフサ
イクルコストが低減され、エネルギーや原材料の節
約につながることはもちろん、廃棄物の削減、新た
な雇用の創出など、地域の持続的な開発にも貢献
することができます。日立建機グループは、今後もリ
マニュファクチャリング事業を推進していきます。
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CSR重点取り組みテーマ

CSVテーマ3　コミュニティの発展への貢献



　世界中のKenkijinが卓越した力を発揮できるよう
に、3つのステージに分けた人財マネジメントを行っ
ています。「①集まる」では分かりやすい情報開示を、

世界各地のさまざまな現場の最前線で、日立建機グループはCSVの重点テーマに関する価値創造に注力し、事業を通じた環
境・社会課題の解決に取り組んでいきます。また、3つのCSVテーマの推進にあたって欠かせない取り組みとして、以下の5つ
のテーマを位置付け、さらなる事業基盤の強化を推進していきます。

　国内外のグループ会社において労働安全衛生マネ
ジメントシステムを構築し、「OHSAS18001※1」認証
取得をめざした活動を推進・支援しています。

従業員の労働安全

　各地域に適用される労働時間などを定めた関係法
令などを遵守するとともに、ワークライフ・バランスに
配慮し、過重労働の抑制などに努めています。

公正な労働環境 グローバル労働安全衛生マネジメント

　製品の故障を未然に防ぐ予防保全やアフターケアを
はじめ、製品のリコールやサービスキャンペーン情報
など、製品・サービスに関する情報を随時、正確に提
供しています。

安全・効率・高度な製品と現場の追求

　グループ内外との連携を図り、ICT（情報通信技
術）やALD（解析主導型設計）などによる革新的なソ
リューションを打ち出し、現場の生産性・安全性の向
上をめざしています。

品質・安全の確保と差別化技術の開発 製品・サービスに関する正確な情報提供

　公正で透明性の高い経営の実現をめざし、経営監
督機能と業務執行機能の分離によるコーポレート・ガ
バナンスの強化を図っています。

　事業経営のあらゆる局面で考えられるリスクを想定
し、従業員の危機管理意識を高めるとともに、全社管
理体制の強化に取り組みます。

ガバナンス

　事業の現地化やグループ会社への権限委譲を行う一
方、運営上の意思決定における価値観と手続きの共有
など、グローバルガバナンスの強化に取り組んでいます。

　事業活動を行うすべての地域において納税義務を
果たし、それの国や地域に適用される税法およびその
精神に従います。

グローバルガバナンスの強化 経営の透明性

公正な税務戦略 ESG側面を含めたリスクマネジメント
　真にお客様が求める現場のニーズにお応えするた
め、ローカル人財を積極的に採用し、お客様にベストな
提案ができる技術・技能者の育成をめざします。

グローバル・ローカルでの人財開発

　グローバル人財の育成を目的とする教育制度「サク
セッションプラン（後継者育成計画）」を中心に、教育
機会の拡充を図るとともに、ローカル人財への権限委
譲、ガバナンス強化を進めていきます。

経営のローカライゼーション

多様性を活かしたグローバル人財マネジメント

ローカル人財開発と登用

　当社のCSR調達の考え方を取引先に共有していた
だくため、2010年度から実施している「サプライチェー
ンCSR調査」を中心にさまざまな活動を行っています。

　不当な利益の申し出・約束・供与、金銭や贈物の要
求などを慎み、政治・行政、取引先やお客様との健全
で正しい関係を築きます。

よりよい取引とバリューチェーンの発展

　人権侵害行為を行う武装勢力への資金源となる紛争
鉱物を使用した材料・部品の調達を回避するなど、サス
テナブルなサプライチェーンの確立に取り組んでいます。

　販売店や協力会社などとの適正な関係を築き、不当
に異なる条件での取引や、納入した商品の販売価格に
ついて拘束するなど、不公正な取引は行いません。

サプライヤーと人権 公正な調達

腐敗防止公正な販売パートナーシップ

CSVへの取り組みの
基盤となる5つのテーマ

「②学ぶ」では職種・階層などを考慮した幅広い研修を、
「③育つ」ではローカル人財がその地域で教育を進め
られる仕組みづくりを行っています。

※1 OHSAS18001：労働安全衛生マネジメントシステムを構築・運営するため
に定められた国際規格。
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基盤5テーマ　CSVへの取り組みの基盤となる5つのテーマ


