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　製品の品質においては、2005年度から各生産拠点の品質レ

ベル向上を目的にした「グローバル品質診断」の活動を開始し

ていますが、診断表の改訂を繰り返し、品質のみならず、SQDC

（Safety、Quality、Delivery、Cost：安全、品質、納期、コ

スト）全般を評価する「グローバルモノづくり診断」へと発展させ、

2016年度もこれを実施しました。そして「Made by Hitachi」を

推進したことにより、品質業務プロセスの標準化も進みました。

　例えば、塗装ロボットの導入による塗装効率の改善や、

電着塗装やハイソリッド塗料などVOC（Volatile Organic 

　グローバルでみると、国や地域ごとに排出ガスへの規制が異な

り、ビジネスの ICT・IoT化が進む中で、現場における建設機械

の使われ方も多様化が進んでいます。こうした状況に対応するた

めには、従来までのモノづくりを革新し、刻々と変化する需要や

現場のニーズに適応しつつ、安全・安心かつ満足いただける品

質を備えた製品をタイムリーに供給することができる高度な生産・

調達体制の構築が急務です。2017年度以降も引き続きグルー

プが一丸となって、さらなる生産のリードタイム短縮を追求し、市

場変化に素早く追従できるよう、生産体制の再構築をめざしてい

きます。

　また、他社製品との差別化を図る先端技術の開発を推進

し、製品の品質を維持・向上させ、コスト競争力を高め、需要

変動に強い生産体制を実現することも重要です。これには、開

　2016年度は中期経営計画「GROW TOGETHER 2016」

の最終年度として、お客様からの揺るぎない信頼を勝ち取り、他

社を凌駕する製品・サービスの差別化を推進してきました。

　日立建機グループでは、全生産拠点で世界同一品質をめざす

とともに、お客様に満足いただける製品を提供するべく「Made 

by Hitachi」の実現に取り組んでおり、2016年度は、各生産

拠点で製造した製品をその地域で販売する「地産地消」、地域

間での製品供給を行う「製品融通」を組み合わせて、さらなるグ

ローバル供給体制の確立に向けて取り組みを進めました。

Compounds：揮発性有機化合物）の少ない塗料への転換を

推進したことで、品質の安定化とともに、優れた環境性能を持

つ製品を効率よく生産することが可能となりました。このような改

善により、インドネシアの工場から東南アジア地域へ出荷拡大、

タタ日立社（インド）から中東への輸出拡大、北西アフリカへの

パイロット出荷などが実現しました。さらに、調達の面でも競争力

を高め、グローバルに原価低減を推進する体制の構築も進んで

います。

TOPICS TOPICSTOPICS TOPICS

高地仕様ダンプトラック「EH4000AC-3」開発新型ハイブリッド油圧ショベル「ZH200-6」発売開始

　日立グループと共同開発したACドライブシステムと車体安定化制御を標準搭載したダンプト

ラック「AC-3」シリーズは、操作性や安定性の向上に加え、エンジンの選択も可能です。南米な

どの高地では標準仕様に比べ、高出力エンジンが必要となりますが、そのような環境下でも高

稼働可能な高地仕様のダンプトラック「EH4000AC-3」を開発しました。エンジン出力や冷却

性能をアップした高地仕様で、ペルーのお客様で1年間の実証試験を行いました。目標稼働率

90％以上をクリアし高い評価を得ています。今後は高地仕様の拡充で、市場におけるプレゼン

スを向上していきます。

　日立建機グループは、2017年9月より、新型ハイブリッド油圧ショベル「ZH200-6」

の発売を開始します。ZH200-6は従来のハイブリッド機構を見直して、最新の技術

を取り入れました。自動車の分野で培われた技術を応用したモータ一体型エンジンと、

「One Hitachi」の技術による最新のリチウムイオンバッテリーを採用することで、作

業性や操作性を維持しながら低燃費を実現しています。

目標稼働率 90%以上をクリア燃費 約40%低減 （対ZX200-3比）

■ 課題と今後の取り組み

■ 2016年度の概況

部門別概況

開発・生産部門
発部門と生産・調達部門が一体となり、徹底した事前検証を

行いながら、次期モデルの開発を進めていきます。同時に、ALD

（Analysis Lead Design：解析主導型設計）の活用を徹底

し、開発品質と効率性も向上させ、開発期間の短縮やコスト削

減に取り組みます。

　生産拠点においては、2016年度に国内拠点で取り組みが進

んだ「IoTを活用した電力の見える化」をさらに深化させ、海外生

産拠点へと拡大しながら省エネと保全コスト低減などの改善活動

を加速しています。

　これらの目標を実現させるのは「人財」です。日立建機グルー

プのKenkijinスピリットを基礎に、グローバル人財の育成を進

め、「革新」と「創意工夫」で継続的な改善ができる組織づくり

を進めていきます。

　生産工場においては、日立グループの電力監視システム

「EMilia（エミリア）」導入などによる電力の「見える化」を進め、

2016年度は日立建機グループ全体で、エネルギー原単位（作

業量当たりのエネルギー消費量）を2010年度比で30%以上の

改善を達成しました。日立グループが環境目標を達成した事業所

をエコファクトリーとして認定する「エコファクトリーセレクト」に、

土浦工場、霞ヶ浦工場、常陸那珂臨港工場、日立建機ティエラ

大阪サイトが選ばれています（2017年3月末現在）。

実証試験を行う高地仕様ダンプトラック
「EH4000AC-3」新型ハイブリッド油圧ショベル「ZH200-6」
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H-E Parts社 Bradken社「CPRシステム」を活用したマイニング部品販売を世界展開

　日立建機グループでは、マイニング事業で「CPR（Component Parts Replacement）

システム」を活用したコミュニケーションプログラムを実践しています。お客様とのコミュニ

ケーションや各種システムから取得したマイニング部品の交換データ（交換履歴、交換予定

時期など）をCPRシステムに集約し、機械1台ごとの情報を「見える化」しました。代理店サー

ビススタッフを支援する部品販売マニュアルを作成することでマイニング部品販売を標準化

し、お客様のニーズに合わせた活動を全世界で展開しています。この活動を通してスムーズ

な部品供給を図り、突発的な故障を防止し、お客様の生産性向上につなげていきます。

モンゴルの稼働現場で交換部品をチェックするサービ
ススタッフ

サービス部門 　建設機械のライフサイクル全体に拡がるバリューチェーンにお

いて、お客様が製品を購入した後、すなわちアフターマーケットに

対してどのように取り組んでいくかが、事業規模の拡大、そして収

益性の向上を左右する大きな課題となっています。

　日立建機グループでは今後、「部品サービス事業」をアフター

マーケット戦略の中核として位置付け、量（売上規模）と質（収

益性）をともに拡大していくことをめざします。例えば、在庫コント

ロールシステムを新規導入し、グローバルな拠点間での部品融

通、物流の効率化、出庫率の向上などを実現する部品供給体

制の再構築を推進します。

　また、お客様の「安全性向上」、「生産性向上」、「ライフサ

イクルコスト低減」といったニーズに関連しては、故障につながる

変化や予兆を早期に検出する「予兆診断」などの高品質サービ

スへの需要が、今後一層高まることが予想されます。これに対し

ては、ICT・IoTを活用することにより、予兆診断をさらに高度化

　中期経営計画「GROW TOGETHER 2016」では、部品供

給体制の構築や部品再生工場の拡充、ならびにお客様の機械

を遠隔監視する「Global e-Service」を活用したサービスソ

リューション「ConSite（コンサイト）」の普及促進など、お客様

の機械の安定稼働とライフサイクルコストの低減に寄与する取り

組みを進め、顧客満足度の向上に努めました。

　長引く景気低迷により、お客様のライフサイクルコスト低減への

関心が高まっています。部品再生サービスは、機械修理時に発生

した交換済み部品を回収し、部品再生工場で摩耗・損傷した部

品を交換・修理し、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します。機械の休車時間の最短化を図ること

ができると同時に、廃棄物の削減にもつながります。世界に12拠

点の部品再生工場を展開し、2016年8月にはザンビアの部品再

生工場を拡張、併せて再生技術の向上に努めています。

　また、ConSiteのサービスにおいては、お客様に機械の稼働

情報や機械の状態を自動送信するデータレポートだけでなく、

サービススタッフがタイムリーにメンテナンスや部品交換のアドバ

イスを行うなど、高付加価値なサービスの提供を推進しています。

■ 課題と今後の取り組み

■ 2016年度の概況

する技術の開発に向けて取り組みます。

　技術開発と同時に、ユーザーニーズの事前把握と分析を行

い、お客様をサポートする販売代理店の強化も重要な取り組み

のひとつです。日立建機では世界各国に販売代理店を持ってい

ますが、今後も引き続き販売代理店の支援を強化し、お客様へ

の提案力の向上、対応製品および対象ユーザーの拡大をめざし

ます。

　サービスソリューションの拡充に向けては、2016年度にグルー

プ会社化したH-E Parts社、Bradken社とのシナジーを拡大

し、バリューチェーンの強化に向けた取り組みを進めます。サービ

スにとって重要なのは、「お客様の機械が最大のパフォーマンス

を発揮できるレベルを維持すること」です。この目標を達成するた

めに、グループが一体となってサポート力強化に向けて取り組み

を進めていきます。

ConSiteの契約台数は、2016年度末までの1年間で158%

に拡大し、世界で56,000台超に達しています。

　マイニング機械のサービスにおいては、お客様とのコミュニ

ケーションや各種システムから取得した部品の交換データ（交

換履歴や交換予定時期など）を集約したCPR（Component 

Parts Replacement）システムを構築・活用し、部品供給の

迅速化、突発的な故障の防止など、生産性の向上に取り組んで

います。

　部品事業においては、HSP（日立セレクトパーツ）、GET

（Ground Engaging Tools）や油脂製品など、機械のライフ

サイクルに沿った品揃えの拡充を進めています。

　さらに、サービス人財の確保・育成に努め、各種サービス技

術教育やサービスメカニック競技会などを継続的に実施し、サー

ビス技術力の向上に努めています。

【事業内容】 
● サービス・ソリューション提供 
● 部品の開発・加工・販売

【本社】 
アメリカ・アトランタ

【事業内容】 
● 鋳造および鋳造製品の製造、 
   販売サービス

【本社】 
オーストラリア・ニューキャッスル

マイニング部品交換データを一元管理

部門別概況

【設立】 
2006年

【連結子会社化の時期】 
2016年12月

【設立】 
1922年

【連結子会社化の時期】 
2017年3月
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TOPICSTOPICS

「日立建機ICTデモサイト」を常陸那珂工場敷地内に開設

　2016 年10月、国土交通省が推進する「i-Construction」の理解と、情報化施

工の施工プロセスを実感していただくことを目的として「日立建機ICTデモサイト」を

開設しました。ここではドローンをはじめとしたUAV（無人航空機）による測量や3次元

測量データの作成、半自動で掘削作業が行えるICT機能搭載の油圧ショベルなど

による施工実演などを通じて、情報化施工の各プロセスを体験・理解することができ

ます。今後もドローン操作やICT建設機械の試乗体験や見学会を積極的に開催し、

「i-Construction」の普及促進を支援していきます。

i-Constructionの普及促進 敷地面積は約14,000m²。情報化施工のデモサイトと
しては国内最大規模を誇る。

TOPICSTOPICS

クラウド環境下でのオープンプラットフォームの開発における連携を開始

　2017年3月、トリンブル社（アメリカ）とクラウド環境下でのオープンプラットフォームの

開発における連携を開始しました。全世界で提供実績のあるトリンブル社のクラウド型

統合システム「Trimble ConnectTM」の技術とノウハウをもとに、事務所から現場、建

設機械の運転席まで、シームレスな情報管理を実現します。例えば、測量、設計から維

持管理・更新に至るまでの各工程において、お客様がスマートフォンやタブレット端末な

どで必要な情報を「いつでも、どこでも」取り出し活用できるようになります。日立建機とト

リンブル社のソリューションを集約したポータルサイトを、今後提供していく予定です。

クラウドソリューションのポータルサイトを提供

日立建機のクラウド Trimble ConnectTM

安全性・生産性向上、
ライフサイクルコスト低減

日立建機の
アプリケーション

トリンブル社の
アプリケーション

クラウドソリューション
のポータルサイト

※ 顧客ソリューション本部：2017年4月に「顧客ソリューション事業推進本部」より改称しました。

顧客ソリューション部門

向上、熟練労働者不足への対応などが課題となっています。このよう

な中、国土交通省が土木建設工事全体の施工プロセスを最適化し、

生産性を高める「i-Construction」を推進しています。日立建機はこ

れに対応した機械として、ICT油圧ショベル「ZX200X-5B」を2016

年6月より市場導入しましたが、顧客ソリューション本部を中心に、測

量会社との連携によるUAV（Unmanned Aerial Vehicle：無人

航空機）測量サービスの提供から検査、そして施工完成後の検測や

維持管理・更新に至る施工プロセス全体のソリューション開発をお客

様とともに進めています。また、2016年10月には「i-Construction」

　昨今の建設機械市場においては、単に「モノ」を売るだけでは

他社との差別化が難しくなってきています。お客様ごとの事業プ

ロセスをしっかりと理解し、異業種とのパートナーシップによる新し

い価値を生み出す「コト」の提供こそが重要です。

　さらに、お客様にとっての重要課題である「安全性向上」、「生

産性向上」、「ライフサイクルコスト低減」が求められる一方で、

グローバルな気候変動、自然災害への対応など、さまざまな社会

課題の解決に向けた取り組みも求められています。

　日立建機グループでは、こうした社会からの要請に対応しなが

ら、2017年度以降も引き続き、ICT・IoTを徹底活用し、ビッ

グデータ解析などの手法を導入することで、製品、サービス、ソ

リューションを深化させ、社会やお客様の課題解決に貢献してい

きます。

　日立建機グループは、ICT・IoTソリューションを「Solution 

Linkage」とネーミングし、提供していくこととしました。ICT･IoT

が著しく進化する中、日立が提供するIoTプラットフォーム

「Lumada（ルマーダ）」を活用した「One Hitachi」として

　従来、土木建設を営まれるお客様は、建設機械に対して作業性

能、操作性、耐久性や低燃費を求められてきましたが、現在では建設

機械の性能に加え、自動運転や施工プロセス全体の効率化、現場

運営の最適化を求められています。同時に、「安全性向上」、「生産

性向上」、「ライフサイクルコスト低減」がお客様の事業課題となって

います。これらのお客様の事業課題の解決に貢献すべく、ICT・IoT

を活用した独創的なソリューションを開発・提供することを目的に、

2016年4月に顧客ソリューション本部※を立ち上げました。

　例えば国内の建設業界では、建設施工の効率の向上、安全性の

の各プロセスを体感できる「日立建機 ICTデモサイト」を常陸那珂工

場の敷地内に開設し、普及に取り組んでいます。

　マイニング分野においては、マイニングダンプトラックのAHS

■ 課題と今後の取り組み

■ 2016年度の概況

の取り組みと、ビジネスパートナーのエキスパート技術を融合した

「オープンイノベーション」を活用して、開発を加速していきます。

（Autonomous Haulage System：自律走行システム）の本格商

用化に向けた開発を進めています。

部門別概況


