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　「エネルギー政策プロジェクト」では、工場内の待機電力を

削減する取り組みも進めています。2016年度は、日立の IoTプ

ラットフォーム「Lumada（ルマーダ）」のソリューションコア

のひとつであるエネルギーマネジメントシステム「EMilia（エ

ミリア）」を導入しました。「EMilia」は、多拠点における設備単

位の電力情報をリアルタイムで「見える化」し、将来の運転方

法や自動制御方法などを分析・診断することが可能で、待機

電力の削減につながります。また、効率的なエネルギー使用を

実現することから業務の高効率化にもつながっています。

　さらに、国内製造グループ各社では、電力需要が集中する

時間帯の電力量を抑える「ピークカット」による省エネ活動

を推進しています。土浦工場ではコンベンションホールにて

電力消費ピーク時に、太陽光発電と夜間に充電を行った電気

自動車蓄電池から電力を供給し、ピークカットを行っていま

す。その結果、最大35%のピーク時電力量を削減することが

できました。また、この取り組みは停電など緊急時の電力供給

などBCP（Business Continuity Plan：事業継続計画）にも

つながっています。

グローバル環境課題の解決
CSVテーマ1

深刻化する地球規模の環境問題の解決に貢献する企業経営がますます重要になっています。日立建機では事業全体で

環境負荷を低減するとともに、建設機械の提供を通じて、気候変動などに対応できるインフラの構築に貢献していきます。

■ 生産工場での省エネ活動

　日立建機では、2014年度からピーク時電力と総電力使用

量の削減を図るため、3カ年計画の「エネルギー政策プロジェ

クト」を実施し、茨城県内の5工場（KCM龍ケ崎工場を含む）

を対象に積極的な省エネ対策を進めています。

　2017年3月には、常陸那珂工場に排熱回収設備を導入しま

した。小型熱供給（マイクロコージェネレーション）システム

では、工場内に電気を供給するほかガスの気化装置の熱源と

しても活用し、年間124.6メガワット時の電力が削減できる

見通しです。土浦工場でもすでにコンプレッサーから発生す

る排熱を暖房に生かす仕組みや、地下水を利用した冷房熱に

生かす仕組みを、ショベルの部品としているラジエータを利

用し、運用しています。こうした未利用エネルギーの有効活

用を重要な省エネ対策のひとつとして位置付け、取り組みを

進めています。

　また、実験的に、霞ヶ浦工場に導入した熱交換器では、これ

まで大気中に排出していた鉄部品の強度を上げる焼き入れ工

程で使う「バーンオフ炉」の排熱を、油の蒸留装置に使用する

電気ヒーターの熱源に再利用することも検討中です。

　「2030 CSV GOAL」では、日立建機グループ全体で2030

年に向けてエネルギー原単位で40%、廃棄物原単位で40%、

水原単位で50%の改善率（2005年比）をめざし、製造プロセス

における環境負荷低減のさまざまな取り組みを推進しています。

土浦工場の排熱を工場内空
調に再利用するユニット

8つの重点取り組みテーマ別報告

　日立建機グループの環境方針は、「つくる」「つかう」「挑む」

の3つのスコープで長期的な価値創造の取り組みを行い、グ

ローバルな環境課題の解決へ貢献することをめざしています。

　「つくる」では、自社工場だけでなくサプライヤーも含めて環境

負荷を下げるための生産体制の構築を進めています。「つかう」

では、ハイブリッド化や情報化施工といった効率化技術による

CO2削減、製品のリサイクルなどによる廃棄物削減に貢献してい

ます。「挑む」では、グローバルな環境課題への適応、サービスの

創出、グループ内外のパートナーとのオープンイノベーションの展

開により、事業機会の拡大をめざします。

　2016年度は、2020年、2030年それぞれのターゲットに向

けて高い目標を掲げました。これらは、SDGsがめざす地球規模

の気候変動をはじめとする環境課題の解決に貢献できる目標と

なっています。日立建機グループは、グローバルで展開する建設

機械メーカーの社会的使命として、この長期目標の達成に向け

て着実に取り組みを進めていきます。

■ 環境方針と長期目標

重点取り組み ・製造プロセスの環境負荷低減
・環境適合製品、低炭素建機、解体、
  リサイクル機の開発・提供
・ICT・IoT技術の活用

・災害復旧、減災への適応
・環境配慮型の鉱山運営ソリューション
・グリーンインフラソリューション

製造プロセスの環境負荷低減

製造プロセスの環境負荷低減

■  日立建機の使用エネルギー削減の取り組み

　一方、茨城県内の5工場（KCM龍ケ崎工場を含む）では、

「2016年度までにエネルギー使用原単位を2010年度比で

30%改善する」という目標を掲げてきましたが、自主的な削減活

動によって着実にこれを達成しました。

CSVテーマ１ CSVテーマ2 基盤テーマ1 基盤テーマ4CSVテーマ3 基盤テーマ3基盤テーマ2 基盤テーマ5

2030  CSV GOAL
GHGエミッション※ターゲット ソリューションターゲット

製品による CO2 抑制率 ▲33%
生産性・安全性向上、
ライフサイクルコスト低減

※ GHGエミッション（Greenhouse Gas Emission）：温室効果ガスの排出。当社では主にCO2が該当します。

CSV目標 2010年 2020年 2030年

製品による CO2抑制率 基準年  19% 33%

製品の燃費低減目標 2010年 2020年 2030年

油圧ショベル

基準年

 30% 35%

ホイールローダ  30% 40%

ハイブリッド油圧ショベル  45% 50%

生産での原単位目標 2005年 2020年 2030年

エネルギー原単位改善率

基準年

 20% 40%

廃棄物原単位改善率  25% 40%

水原単位改善率  42% 50%

設備単位の電力状況が
把握できる「EMilia」
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　日立建機グループの各生産拠点ではゼロエミッション活動を推

進しています。日立建機グループのゼロエミッション達成基準は、

最終処分率（埋め立て処分量／廃棄物等発生量）0.5%未満と

いうものです。2016年度時点で国内で8拠点、海外で3拠点が

ゼロエミッションを達成しています。

　また、廃棄物適正処理に関わるコンプライアンスレベルの高位

平準化と管理業務の高効率化を目的に、廃棄物管理の IT化を

推進しています。そのため電子マニフェスト発行率の向上に取り

組んでおり、国内9拠点の生産工場で100％電子マニフェスト化

を達成しています。

　建設機械は、鉄道や上下水道、電力などの社会インフラの整

備に欠かせません。一方で、油圧ショベルを使用する時に生じる

温室効果ガスの削減をはじめとする地球温暖化対策は、建設工

事の現場においても喫緊の課題です。

　日立建機のハイブリッド油圧ショベル「ZH200-5B」は、燃料の

消費を抑えながらも、標準機（ZX200-5B）と同等の性能を備え

た新世代ハイブリッド機です。電動モータ一体型の旋回装置が減

速する時に旋回エネルギーを回収・発電してキャパシタ（蓄電器）

■ ハイブリッド油圧ショベル「ZH200-5」の環境効果

環境適合製品、低炭素建機、解体、リサイクル機の開発・提供

　日立建機では、従来の油圧技術をさらに発展させるとともに、近

年信頼性が向上した電子制御技術の適用を広げ、電動式で稼働

する油圧ショベルの開発にも取り組んでいます。

　電動式ショベルはエンジンを搭載せず商用電源により駆動する

ため、現場での排気ガスやCO2が出ないことや、エンジンオイルや

フィルタの廃棄物が発生しないことなど、環境面で優れた特徴を

■ 電動式ショベルの環境効果

環境適合製品、低炭素建機、解体、リサイクル機の開発・提供

持っています。さらに商用電源のCO2発生量をエンジン式と比較し

ても、10～ 25％※程度の削減効果が見込まれます。それと同時

に、作業環境の向上、ランニングコストの低減、メンテナンスの容

易性といったメリットも兼ね備えています。日立建機グループでは、

油圧ショベルのほか、トロリー式ダンプトラック、リサイクル機械など

多様な機種に展開しています。

■  廃棄物削減の取り組み

　気候変動や世界的な人口増加などを背景とした水資源のひっ

迫が世界的な課題となっています。日立建機グループでは、すべ

ての生産拠点の水ストレスレベルを定量化するとともに、水資

源の効率的な活用と水使用量の削減に取り組んでいます。

　例えば、水リスクの高い地域にある日立建機インドネシア

では、2012年度より「RO（Reverse Osmosis：逆浸透）膜」

浄水装置を導入しており、電着塗装の妨げとなるミネラル分

を取り除くことで塗装品質を安定させ、水使用量の削減につ

なげています。また、循環水処理装置により使用後の水を再

利用することで、2016年度は前年度に比べ、水使用量原単位

で約22%削減しています。

■  水使用量削減の取り組み

に蓄電し、加速する時には油圧モータをアシストします。アシスト発

電モータは油圧ポンプと接続して発電したり、動力を補助したりして

キャパシタの電気エネルギー量を調整します。これらの仕組みによ

り、ZX200-3に比べて燃料の消費を約30%低減しています。

　また、低燃費化に大きく貢献しているのが省エネ油圧システム

です。3ポンプ、3バルブの油圧システムに電子制御の新たな機

能を加えることで、よりきめ細やかな出力の制御が可能となり、油

圧のロスを減らすことができます。

株式会社アースクリエイト様（岡山県小田郡）

呉江市水利市政工程有限公司様（江蘇省呉江市）

株式会社鈴勇商店様（宮城県石巻市）

　山砂や真砂土の販売、残土リサイクル、解体工事、中間処理など多岐にわたる事業を展開する株

式会社アースクリエイト様では、年間4～ 5台の新機種を入れ替えて使用しています。今回の入れ

替えで代替機に求めたのは燃費性能の良さ。導入機選定に先立ち、これまで使用していた標準機の

「ZX200-3」、「ZX200-5B」、日立建機のハイブリッド機「ZH200-5B」、他社製ハイブリッド機、

4種のデモ機を揃えて実証試験を行いました。

　各1日ずつデモンストレーションを行い実数値で判断したところ、最も燃費性能が優れていたのが

ZH200-5Bで、これまでと同じ仕事量をこなしながら約3割の燃費低減を実現していました。その実力

を見て「ZH200-5B」3台の導入を決定。同社オペレータの横畑晃稔氏からは「ZH200-5Bは前

回停止時にどんなモードでエンジン停止しても、エンジン再始動時にはECOモードに戻っています。こ

うした機能は燃費低減にとても有益です」との感想をいただきました。

　2001年に創立し、水門工事や橋梁工事などを手掛ける呉江市水利市政工程有限公司様で

は、現在、6台の油圧ショベルを使用しています。2016年に設備更新を行う際、そのうち1台を最

新のハイブリッド油圧ショベルである「ZH200-5A」を導入いただきました。3カ月間500時間の作

業を経て、従来の「ZX200-3」と比較したところ、約30%の燃費が低減でき、作業コストが大いに

下がりました。

呉江市水利市政工程有限公司様からは、「10数年、日立建機の製品を信頼して使っています。

ZH200-5Aは低燃費はもちろん、操作性が良く効率的に作業できることも大きな魅力です。運転席

のシートデザインも上質でオペーレータの疲労も軽減されています」との感想をいただきました。

　宮城県を中心に鉄スクラップの回収・選別、切断作業を行っている地場大手の金属リサイクル会

社である株式会社鈴勇商店様では、従来20トンクラスのグラップル付き油圧ショベル数台で金属ス

クラップの積み込み、選別、切断などの処理を行っていました。これまではトラックがヤードに到着する

と作業を一度中断し、油圧ショベルをトラックまで移動させ、積み込み作業を再開していました。そこ

で、効率的で安全な作業を行うため、高い位置で操作・旋回ができる「電動式固定ハイポスト型マ

テリアルハンドリング機」を導入いただきました。

　導入後はスクラップ処理が1台でこなせるようになり、動力が電動式になったことで低騒音で排気

ガスを出さないなど、現場の周辺環境が大幅に改善。エンジン式に比べメンテナンス費も大幅に低減

することが可能になりました。

国内での導入事例

中国での導入事例

国内での導入事例

デモンストレーションでは作業は常時ECOモードを
使用したが、「作業量も十分で細かい作業がやりやす
い」という声が寄せられた

従来機よりも延長した保証期間をはじめ、アフターサ
ポートも高い評価を得ている

電動式で稼働するマテリアルハンドリング機。排気ガ
ス、CO2削減にも大きな期待がかかる

8つの重点取り組みテーマ別報告

CSVテーマ１ CSVテーマ2 基盤テーマ1 基盤テーマ4CSVテーマ3 基盤テーマ3基盤テーマ2 基盤テーマ5

※ 2015年度実績 CO2換算係数（0.559～ 0.500kg-CO2/kwh（関東））で試算。
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　この ICT油圧ショベルに加え、日立建機グループでは、測量会社

をはじめとするさまざまなビジネスパートナーと、オープンイノベーショ

ンによる連携を推進しています。具体的には、UAV（Unmanned 

Aerial Vehicle：無人航空機）を使った起工測量や出来形管理な

どで、日立建機と測量会社が連携して、お客様の情報化施工の工

程ごとに必要とされるサポートやご提案をしています。また、ソフトウェ

ア会社と連携して、建設・土木現場を支援するソフトウェアを、お客

様の課題や要望に合わせて提供しています。

　今後も、ICT活用工事における起工測量から納品までの工程を

一貫してサポートするとともに、お客様のニーズに合わせたソリュー

ションを提案していきます。

社会基盤を支える現場力の強化
CSVテーマ2

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の需要が高まる一方、現場の技術者不足が世界的な課題と

なっています。日立建機グループでは、遠隔支援や無人化施工などの技術を生かして、現場のさまざまな課題にアプローチします。

重点取り組み ・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
・機械の安定稼働とライフサイクルコストの低減

・施工効率の向上の機械・システムの普及
・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

■ 「ConSite」による機械の安定稼働とライフサイクルコストの低減

　「ConSite（コンサイト）」は、日立建機が提供する最新の

ICT技術を使用したお客様の毎日のビジネスをサポートする情報

サービスです。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際に、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、レポートの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、ひと目で作業効率が把握できるように

なっています。さらに、機械の寿命に影響を与える操作時間、圧

力、温度変化などの機械の耐久性に関わる情報も「見える化」

します。これにより、お客様は適切な時期にメンテナンスを施し、

機械のライフサイクルコストや環境負荷の低減を図ることができ

ます。

　ConSiteのデータレポートは、世界32の言語で56,000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。今後は、さらに日立グループの人工知能やデータ分析技術

などを活用して、サービス内容を拡充していく予定です。

機械の安定稼働とライフサイクルコストの低減

AISWARYA GRANITES社様（インド）

　インドのケララ州で採石事業を手がけるAISWARYA GRANITES社様は、2台所有する

「ZX220-GI」にConSiteを導入しました。ある時、タタ日立社のサービススタッフが、配信された前

月の稼働状況を示す定期レポートから、機械の旋回操作やアイドリングのロスなど問題点があること

に気づき、改善策を提案。改善効果は翌月の定期レポートにはっきりと数値で表れ、従来180度旋

回して143秒かかっていた積み込み作業が旋回を60度に変更することで113秒に短縮、21%の作

業効率改善を達成しました。

　AISWARYA GRANITES社様を担当するサービススタッフは、「ConSiteの定期レポートをきっか

けに、オペレータの方と旋回操作やアイドリングのロスを減らす操作方法について話し合いました。ダ

ンプトラックに積み込む際の作業効率の改善ができ、燃費の低減と生産性の向上はもちろん、オペ

レータの方のモチベーション向上にもつながったと思います」と述べています。

「ConSite」活用事例

定期レポートが示すデータをもとにお客様に改善策を
提案するサービススタッフ

■ 「i-Construction」に対応した情報化施工への取り組み

　日立建機では、国土交通省が推進する「i-Construction」の

取り組みに対応して、土木建設現場の情報化施工を支援するさま

ざまなソリューションを提供しています。情報化施工とは、ICTを有

効活用して、より高効率・高精度な機械作業を実現する新しい施

工方法で、建設・土木業界における熟練者不足や就労者の高齢

化が進展する中、作業の効率化や工期短縮、省人化、施工精度・

安全性向上などを実現する手段として注目されています。

　「i-Construction」に対応した機械として、日立建機はICT

油圧ショベル「ZX200X-5B」を開発し、2016年6月からレンタル

を、11月からは販売を開始しました。「ZX200X-5B」は、日立建機

独自のマシンコントロール機能と、オペレータをナビゲートするマシ

ンガイダンス機能を搭載しています。GPSなどの衛星測位システム

（GNSS）、フロント、車体の角度センサーから算出する機械の位

置や姿勢の3D（3次元）情報を、施工対象の3D設計データと照

合しながら、フロント作業をリアルタイムで半自動制御することで、施

工目標面を掘り過ぎることなく効率的な掘削が可能です。従来の建

設現場で行われている丁張り※は不要となり、また検測作業の負担

も軽減され、工期の大幅な短縮が可能になるとともに、建設現場の

安全性や生産性の向上に貢献します。また、2D（2次元）仕様も

用意し、小規模な工事や測位衛星を捕捉できないような建設現場

においても、2Dのマシンコントロールとマシンガイダンスが現場作業

の生産性を大きく引き上げます。

施工効率の向上の機械・システムの普及

持続可能な社会に向けて8つの重点取り組みテーマ別報告

CSVテーマ１ CSVテーマ2 基盤テーマ1 基盤テーマ4CSVテーマ3 基盤テーマ3基盤テーマ2 基盤テーマ5

■ 日立建機のICTソリューション

※ 丁張り：工事を着手する前に、施工する目的物の正確な位置を測る作業。
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持続可能な社会に向けて

■ 厳しい環境下でも安定稼働と高い生産性を発揮

　日立建機は、高地や寒冷地など厳しい現場環境下でも安定し

て稼働し、高い生産性を発揮する最適な製品とサービスを提供し

ています。

　例えば、グリーンランドの首都ヌークから南へ130km、ルビーと

ピンクサファイヤを採掘するAappaluttoq鉱山では現在、ホイー

ルローダと油圧ショベルを合わせて6台の日立建機の機械が稼

働しています。ここは冬ともなればマイナス25℃にもなる厳寒の

地であり、稼働機械には高い耐久性と休車を最低限にするため

の適切なメンテナンスが求められます。日立建機の建設機械は、

燃費性能も高く、メンテナンスしやすい設計で保守点検や部品

交換が簡単に行える特長があります。さらに、「ConSite」で遠

隔管理され故障予防が図られることで、休車時間を未然に防ぎ、

メンテナンス効率を高め、ライフサイクルコストを低減すると同時

に、生産性向上に貢献します。 現場で使用する配管の運搬など、厳しい環境下でも安定して稼働するホイールローダ
「ZW220-5」

機械の安定稼働とライフサイクルコストの低減

■ 鉱山現場での安全運行を支援するソリューションを提供

■ 鉱山用ダンプトラックの自律走行システムの開発

　大型ダンプトラックの自律走行システムを開発する一方で、

日立グループとの協創により有人ダンプトラックを運転するオペ

レータに危険回避を促す独自技術、アラート機能を追加搭載し

た全周囲表示装置「Aerial Angle（エアリアルアングル）」と、

Wenco社と日立製作所が開発した車両間通信技術を活用した

安全支援システム「Fleet Awareness V2X（フリートアウェア

ネスV2X）」の2つのソリューションを提供しており、オペレータの

安全運転を支援しています。

　鉱山現場で起こる死亡事故の多くは鉱山機械とサービスカー

など、車両同士の接触によるものが多数を占めます。ダンプトラッ

クやショベルの無人化などの技術を適用することで作業の安全

性を図ることができますが、コストや作業環境の面からすべての

お客様や現場で先端技術が導入できるわけではありません。日

立建機では、お客様の環境や事業規模など現場に合った適切な

ソリューションこそが重要と考え、最新技術から派生した技術提

供にも注力しています。

　クルマの自動運転技術に求められるニーズは年々高度化

しています。こうした状況の中、日立建機では鉱山用ダンプト

ラックの自律走行システム（AHS：Autonomous Haulage 

System）の開発を進めています。AHSは日立建機の高度な車

体制御技術、日立建機グループのWenco社（カナダ）が手掛け

る鉱山運行管理システムのノウハウに加え、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ためには、高度な運転スキルと経験を備え

た人財が必要ですが、近年では立地条件などさまざまな事業か

ら、労働力の確保がますます難しくなっています。AHSはこうした

現場の技術者不足の問題を支援し、お客様の安全性・生産性

の向上に大きく貢献します。

他のダンプトラックや鉱山機械
と接近した時に適切な警告を
発する。起伏がある交差点や
夜間など視認しにくい状況下
での追突や接触防止に役立つ
「Fleet Awareness V2X」

実用化に向けて実証実験を展開中

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

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

　日立建機では、足場から遠いポイントの掘削を可能にする長

い腕を備えたスーパーロング仕様機を販売しています。河川の浚

渫（しゅんせつ）、堤防などの斜面を形成する法面作業を行う現

場をはじめ、地下鉄工事などの都市土木作業、船積みされた材

料の荷役作業など、さまざまな用途で使いたいというニーズにお

応えして、「腕の長さ」を重視するタイプと「バケット容量」を重視

するタイプを新たにシリーズ化しました。法面作業を行う現場のほ

か、地下深くの土砂を地上からすくう現場や、船積みされた飼料

などをすくい上げる現場などで活躍しています。

 日立建機では独自の厳しい安定基準値を設け、その基準をク

リアした製品のみを市場に投入しています。また、国によって異

なるニーズへの対応はもちろん、積載重量制限などの輸送条件

も考慮した設計となっています。

　今後は環境に配慮した安心・安全な製品をさらに増やしてい

くことで、国内外の幅広いニーズに応えていきます。

■ 広い作業範囲に対応するスーパーロングフロント仕様機

河川の浚渫工事はリーチを重視した仕様機で効率的な作業が行える。写真はオーストラリア
で稼働する「ZX240LC」（フロント18m）。

地上から地下で行っている
工事の土砂をすくう作業。写
真はインドネシアで稼働する
「ZX210LC-5G」（フロン
ト18m）。

施工効率の向上の機械・システムの普及

8つの重点取り組みテーマ別報告

CSVテーマ１ CSVテーマ2 基盤テーマ1 基盤テーマ4CSVテーマ3 基盤テーマ3基盤テーマ2 基盤テーマ5
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コミュニティの発展への貢献
CSVテーマ3

コミュニティ発展における企業への期待が世界的に高まっています。日立グループの総合力を生かし、ステークホルダーと

の連携を強化しながら、あらゆるコミュニティでの開発を後押しすることで、持続可能な社会の実現をめざします。

　部品再生技術のさらなる向上をめざし、土浦の再生センタは部門

独自の教育カリキュラムとして「取引先訪問型教育プログラム」を実

施しています。これは、入社2～ 5年の技術系若手社員を中心に、

取引先様をはじめとするモノづくりの現場を見ることにより、再生技術

の感性を磨くことを目的としています。

　2016年度は油圧継手、油圧配管などの専門メーカーを見学し、

モノづくりへの知見を深めました。2017年度は、トラック・建設機械

などの鍛造品メーカー、各種ばね・プレス加工品メーカー、金属パイ

プを中心とする金属加工製品メーカーへの訪問を予定しています。

　また、対外教育も積極的に推進しており、マイニング事業本部な

　日立建機では1970年より、機械修理時に発生した交換部品

を回収し、部品再生工場にて機能修復を行い、相応の品質保

証をした上で、お客様に新品同様の部品をリーズナブルな価格

で提供する部品再生事業を展開しています。

　この部品再生サービスは、お客様の現場で本体からコア品※を

取り外してあらかじめ用意しておいた再生品と取り替え、コア品を

再生工場に持ち帰って再生品を製造し、次の注文に備えます。

そのため、故障品を持ち帰って修理し、現場に戻って修理品を

本体に装着する修理品サービスに比べて、お客様の休車時間を

最短にすることができます。つまり、できるだけ低コストで機械の

高稼働率を維持したいと考えるお客様に対して、再生部品は理

想的な選択肢であるといえます。

　また、再生工場では、多くの部品を捨てずに再使用する技術

を保有しているため、廃棄量を従来よりも大幅に削減することが

可能です。お客様に再生部品を選択いただくことで、気候変動を

はじめとする環境問題にも貢献します。

　さらに、コア品の情報を収集して開発部門へフィードバックする

ことで、製品の品質向上を図ることができます。通常、保証期間

内に発生した不具合は、製造メーカーの責任において保証され

ることが多いため、開発部門に入ってくる市場情報は保証期間

内のものが大半を占めます。逆をいえば、保証期間を過ぎた製品

の故障情報は不足しています。そうした中、部品再生サービスで

扱うコア品は保証期限が切れたものが大半であるため、さまざま

な情報を詳細かつ定量的に開発部門へフィードバックでき、製品

の品質改善や次期モデルの開発に生かすことができます。

　このように、社会・環境に対しても大きな価値を生み出すこと

のできる部品再生事業を、2017年3月末現在、世界12拠点で

展開しています。

■ 世界各地で展開する部品再生事業

重点取り組み ・地域のニーズに合った機械の開発・
  開発人財の育成

・日立グループの総合力を生かした、
 コミュニティの開発支援
・インフラ整備におけるファイナンス・機械の提供

地域のニーズに合った機械の開発・開発人財の育成

■  再生技術向上のための教育プログラム

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

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

■ 世界各地の再生拠点

※ コア品：再生利用部品を取り出せる使用済みコンポーネントのこと。予防保
全整備管理下において機械本体を稼働させる中で、目標時間まで使用した定
期交換品などを指す。

部品再生工場が地域の雇用創出にも貢献

　2012年春から操業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

クで稼働する鉱山用機械のキーコンポーネントをカバーしています。ザンビアで稼働する鉱山用機械

は、「3～ 4年で新品が買える」といわれるほど部品の消耗が激しく、ランニングコストの低減がお客

様にとって大きな課題となっています。ザンビアの部品再生工場では、そうした過酷な現場へ国内から

迅速・確実な部品供給を実現しています。

　また、ザンビアの部品再生工場では、地域に根ざした工場として現地人財を積極的に採用してい

ます。現在、従業員161名のうち139名がザンビア人で構成されており、雇用した従業員には、OJT

教育（実務による職業訓練）を行い、早期の技術習得にも力を入れています。

　2016年8月には部品再生工場を約2倍に拡張しました。HCMZではこれまで、ザンビア国内をメ

インに再生部品を供給してきましたが、今後は全アフリカ地域への供給拡大をめざして再生能力の増

強を図っています。これに伴い、さらなる雇用の創出を見込んでおり、ザンビア政府からも大きな期待

が寄せられています。

ザンビアでの活動事例

部品再生工場増築部とHCMZの従業員

教育を受けるタタ日立社（インド）の技術者

どの関係部署と連携して海外から技術者を受け入れ、コンポーネン

ト部品の実践的教育を行っています。2016年度はケニアとインド

のサービス技術者に対して実施しました。

　今後もさまざまな視点から

教育プログラムを計画し、地

域再生工場の生産性効率

化や技能員能力の向上に

取り組んでいきます。

修理品サービス 修理品質、休車時間が長い

修理が終わるまで休車

❶故障品を持ち帰る

❸現場で本体に装着

❷故障部品を修理

再生品サービス 新品同様の品質、休車時間が短い

現場ですぐ交換

❶再生品をコア品
と取り替える

再生済在庫品（保証付き）

❷すべての部品を
新品同様に再生し、
次の注文に備える

■ 再生品サービスと修理品サービスの違い

持続可能な社会に向けて8つの重点取り組みテーマ別報告

CSVテーマ１ CSVテーマ2 基盤テーマ1 基盤テーマ4CSVテーマ3 基盤テーマ3基盤テーマ2 基盤テーマ5
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■ タタ日立社におけるコミュニティ支援（インド）

■ NPOを通じたカンボジアの自立支援

　「世界で最も地雷埋設密度の高い国」と呼ばれるカンボジア

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

が起こっており、SDGsの目標達成に向けて重要な課題のひと

つとなっています。

　日立建機グループでは、2007年度より認定特定非営利活動法人

「豊かな大地（Good Earth Japan）」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

　タタ日立社では、CSR方針の中に「コミュニティの生活の質

を改善することを約束する」と明記し、さまざまなコミュニティ発展

への取り組みを進めています。従業員に対しては、自らの人生を

豊かにするために、また、強いコミュニティを構築するという社会

的責任を達成するために、自らの保有する技術とサービスを広く

社会に提供する機会を持つように努めなければならないと指導し

ています。

　代表的な取り組みとしては、建設機械オペレータの育成があり

ます。タタ日立社ではインドのカラグプールにオペレータ養成学校

を2012年に開設し、失業中の若者に対して職業訓練を実施し

ています。また、彼らのプロフィールや訓練状況をデータベースで

管理して、ディーラー、顧客（特に新しい企業）と共有することで、

失業中の若者の就職を後押ししています。現在までに延べ300

名以上の失業者が訓練を受け、そのほとんどがインド国内あるい

宋崗日立建機希望小学校の教員、生徒の皆さん

日立建機教習センタ大牟田出張所

若者は日立建機グループの最先端の機械を
使って技術を身に付けることができる

※ CMAC：カンボジア地雷対策センター

　中国では、地方や農村部の戸籍から都市部の戸籍への変更

が難しく、農村部の戸籍の子どもが都市部に引っ越しても公立

の学校に入学できる枠が限られていることに加え、経済的な負担

も生じてしまうのが実情です。そのため、両親が都市部へ出稼ぎ

に出なければならない家族は、子どもが田舎に残されることになり

ます。その結果、農村部の子どもたちの学力低下、精神面での

影響などが社会問題となっています。

　日立建機（中国）では、2009年 6月、合肥市に教育基金

200万元（約 3千万円）を寄付し、2010年 4月にその教育基

金の中から40万元を拠出して、宋崗日立建機希望小学校の建

設を支援しました。その後も同小学校とは交流を継続しており、

2016年度は日立製のプロジェクターを寄贈し、授業に活用いた

だきました。また、ここで学ぶ生徒たちが卒業後に日立建機（中

国）人財開発センター（元・日立技術養成校）へ進学するなど、

将来の技術習得に役立つ選択ができるよう支援するとともに、

日立建機を就職先として選択できるよう信頼関係の構築に努め

ています。

　福岡県大牟田市および熊本県を含めた近隣には、建設機械

の運転資格を取得するための教習機関が少なく、これまで日立

建機教習センタでは、福岡県北部の福岡教習所から出張講習

を行っていました。しかし、「きちんとした教習機関を開設してほ

しい」という労働基準監督署やお客様からの強い要望があり、ま

た、日立建機日本を通じて、2016年4月の熊本地震からの復

興を支援するお客様から「資格を取得できる教習機関が無くて

困っている」とのお話をいただきました。

　そこで、こうした地域の要請に応え、かつ熊本県の復興支援の

一助として社会貢献を果たすため、日立建機教習センタ大牟田

出張所を開設し、2017年4月1日から業務を開始しました。建

物および実技施設は、地元の大牟田トラック運送有限会社様か

ら賃借させていただき、外観や内装は極力コストを抑えた拠点と

なっています。

　3月28日の開所式では、大牟田労働基準監督署長をはじめ、

地元企業の皆様に多数ご参加いただき、日立建機教習センタに

■ 宋崗日立建機希望小学校の支援活動（中国）

■ 日立建機教習センタ大牟田出張所を開設

は海外で職を見つけました。

　若者の技術習得や就職を支援することで、コミュニティの発展

に貢献していきます。

日立グループの総合力を生かした、コミュニティの開発支援 インフラ整備におけるファイナンス・機械の提供

地域のニーズに合った機械の開発・開発人財の育成

地域のニーズに合った機械の開発・開発人財の育成

　2017年6月の工場開放日には、日立建機についてもっと詳し

く知っていただくために、生徒の皆さんを日立建機（中国）に招待

し、職場見学などを実施する予定です。

対する期待の声をお寄せいただきました。日立建機教習センタの

業務は、労働局の委託を受けて資格取得を推進することであり、

極めて公共性の高いものです。今後も日立建機日本と連携しな

がら、企業の社会的責任を果たしていきます。

■ カンボジアにおける支援活動 （●：「豊かな大地」が手掛ける支援活動）

地雷除去（CMAC※）

●地雷除去機用ベースマシンの提供

に支援を行っています。

　主な支援活動としては、道路整備やため池建設・治水工事な

どのインフラを整備するハード面はもとより、インフラ設備維持指

導や、稲作、養鶏、きのこ栽培といった農業指導などのソフト面

の支援に重点をおいた活動に力を入れています。

　今後もカンボジアで生活するすべての人々が、安全かつ平和

に暮らせる社会をめざして支援活動を行っていきます。

●道路整備  ●ため池建設・治水工事
●校舎・教員宿舎建設

インフラ整備 自立支援

●農業指導  ●インフラ設備維持指導

寄付活動

日立建機グループの支援

従業員による
カンボジアスタディツアーへの参加

持続可能な社会に向けて8つの重点取り組みテーマ別報告

CSVテーマ１ CSVテーマ2 基盤テーマ1 基盤テーマ4CSVテーマ3 基盤テーマ3基盤テーマ2 基盤テーマ5
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るため、「グローバルモノづくり診断」を定期的に実施しています。

この取り組みは、2005年度から「グローバル品質診断」として、

各生産拠点の品質レベルの維持・向上を目的にスタートしたも

ので、2014年度からはSQDC（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」へと発展させて活動し

ています。

　「グローバルモノづくり診断」では、溶接や機械加工など生産

工程ごとの診断表に従い、現場で作業や現物を確認して各項目

を評価し、改善が必要な項目があれば対策を講じます。こうした

品質保証体制の構築と各生産拠点での品質向上の取り組みを

継続していくことで、世界同一品質「Made by Hitachi」の実

現をめざしていきます。

重点取り組み

安全・効率・高度な製品と現場の追求
基盤テーマ1

日立建機グループは、卓越した技術力を基盤にグループ内外と連携を図り、世界中のお客様に革新的で信頼性の高い製品を

提供し続けています。お客様の現場における安全性・生産性の向上に貢献し、建機メーカーとして成長することをめざします。

・品質・安全の確保と差別化技術の 
  開発

　日立建機グループは、世界中のお客様に安心して製品を使用

いただくために、世界の生産拠点すべてで同一の品質・安全性

が確保された製品をつくる「Made by Hitachi」をキーワードに

掲げ、さまざまな取り組みを実行しています。

　品質保証体制としては、グループのマザー工場である土浦工

場に品質保証本部の傘下となる「品質保証センタ」を配置し、グ

ループ各社の品質保証部門に対して実質的な指導・支援を行

うとともに、2016年には「グローバル品質保証推進グループ」を

発足させ、海外生産拠点における品質管理業務の指導・支援

を一層強化しました。品質保証本部が国内外すべての生産拠

点の品質保証業務を統括することで、グループ全体の品質レベ

ルの標準化・向上に取り組んでいます。

　また、グローバル生産拠点で基準以上の品質レベルを確保す

■ 世界同一品質「Made by Hitachi」の実現に向けた取り組み

■ 国際技能競技会の開催

　2016年11月8～ 9日の2日間、霞ヶ浦総合研修所で「第

13回日立建機グループ国際技能競技会」を開催しました。国際

技能競技会は、グループ全体で技能向上をめざし、品質を確保

することを目的として年1回開催しているものです。2016年度

は、日本、中国、インド、インドネシア、オランダ、ロシアの各生産

拠点から27名、国内グループ会社・協力会社から54名、合計

81名が参加しました。競技種目としては、今回新たに「設備保

全」を日立建機の選手のみの公開競技として試行し、2017年度

からは正式競技として加えることにしています。

　今後も、こうした機会を盛り上げながら、各拠点の技術レベル

　お客様に製品やサービスに関する情報を速やかに提供するこ

とは、お客様との信頼性向上に欠かせません。そのため、日立建

機グループはWebサイトやソーシャルメディアなど、さまざまな媒

体を通じた情報発信を行うとともに、お客様へのリコールに関す

る情報の周知も徹底しています。

　例えば、公道を走行するお客様の車両系製品の品質・安全

を確保するために、販売後の不具合情報の収集・調査・分析

を行い、その不具合が保安基準に不適合あるいは不適合の恐

れがあると判断した場合、ただちに国土交通省にリコールを届け

出て無償にて修理を行うなど、道路運送車両法で定められたリ

コール制度を遵守する体制を運用しています。

　日立建機グループでは、お客様の声を製品・サービスに反映

させていくため、任意で選定させていただいた全世界のお客様

を対象として「お客様満足度調査」を実施しています。調査は

Web上でのアンケートまたは直接訪問による聞き取りなどから、

お客様に最適な方法を選択して行っています。最新の調査は、

2016年2月から3月にかけて実施し、約2,400件の回答をいた

だきました。調査結果は、各地域における今後の施策検討に活

用します。今後もお客様の率直なご意見から課題を見いだし、さ

らなるお客様満足の向上に努めます。

・製品・サービスに関する情報提供

■ 日立建機グループの品質保証体制

■ お客様満足度調査の実施内容

国内外グループ会社・
品証部門

日立建機グループ

お
客
様

営
業・サ
ー
ビ
ス

日
立
建
機

　カ
ス
タ
マ
ー
サ
ポ
ー
ト
事
業
部

ご
要
望・ク
レ
ー
ム

方
針
の
伝
達

品
質
保
証
の
指
導

情
報
の
伝
達

方針の伝達

情報の伝達

情報の伝達

日立建機品質保証本部
土浦工場

品質保証センタ

■ 製品情報の適宜開示

■ お客様満足度調査の実施

「グローバルモノづくり診断」製缶溶接の様子

運搬競技の様子

[設問の一例]
・  機械の性能（スピード、力、操作性）が最も優れていると思われるメーカーをお教えく 
   ださい。
・  機械の品質（耐久性、寿命、ライフサイクルコスト）が最も優れていると思われる 
   メーカーをお教えください。

モバイル（SNS） PC（e-mail） 直接訪問

ホームページでの情報開示

　また、製品の故障を未然に防ぐ予防保全やアフターケア、サー

ビスキャンペーン情報なども随時、正確に提供していきます。

品質・安全の確保と差別化技術の開発

品質・安全の確保と差別化技術の開発

製品・サービスに関する情報提供

製品・サービスに関する情報提供

をさらに向上させ、製品の品質・安全に取り組んでいきます。

持続可能な社会に向けて8つの重点取り組みテーマ別報告

CSVテーマ１ CSVテーマ2 基盤テーマ1 基盤テーマ4CSVテーマ3 基盤テーマ3基盤テーマ2 基盤テーマ5
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重点取り組み

従業員の労働安全、働き方改革
基盤テーマ2

従業員が安全安心に、そしてやりがいを持って働く環境は企業価値の向上に欠かせません。日立建機グループは、労働災

害、健康障害などから従業員を守ることはもちろん、ワーク・ライフ・バランスにも配慮した職場環境づくりを推進しています。

・公正な労働環境

　日立建機グループでは、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、過重労働の抑制に努めています。

　日立建機では2020年度までに、従業員（間接員）全体の残

業時間を月平均15時間以内にすること、従業員全体の年次有

給休暇の平均行使日数17日以上を目標としています。

　また、ワーク・ライフ・バランスをより推進する目的から、2017

年1月、土浦工場において日立建機労働組合と共同でワーク・

ライフ・バランスについての講演会を開催しました。ワーク・ライフ・

バランスという考え方は、「ワークとライフの両方が相乗効果を

生み、双方をより充実したものにする」ことを目的とし、仕事と私

生活の両立支援が重要であることから、日立建機では労使間で

の共同開催としています。講演会では、株式会社ワーク・ライフ

バランスの堀江咲智子氏を講師に招き、働き方の工夫や考え方

■ 労働環境改善の取り組み

■ メンタルヘルスケアの取り組み

　2015年12月より、職場でのメンタルヘルス対策として、労働

者の心理的な負担の程度を把握するストレスチェック検査を、年

に1回以上行うことが義務化されました。これを受けて、日立建

機グループでは制度の目的を十分に理解し、総合的なメンタル

ヘルス対策に組み込んで推進しています。

　2016年度の労働災害の発生状況は、海外を含めグローバル

では改善が図られましたが、製造部門での災害が増加しており、

特に日本国内の製造部門では14件の増加となりました。危険を

危険と認識し行動するという、根本的な危険予知能力向上のた

めの安全教育などの実施が急務となっています。

　2017年度は、さらなる安全意識の高揚と基本ルールの遵守、

正しい作業手順による作業安全の確保を再徹底するとともに、

危険を顕在化するためのリスクアセスメントを強力に推進し、計

画的かつ確実に対策を実施します。また、定期的に実施している

グローバル安全衛生監査の活用により、さらなる災害の低減をめ

ざします。

　日立建機グループでは、「安全衛生推進委員会」がグループ

全体の安全衛生活動を統括し、労働災害に関する情報共有や

活動報告、計画の策定などに取り組んでいます。同委員会では

分科会を設置し、労働安全衛生活動の推進担当者の育成や技

術的な検討、相互巡視などを実施することによって、作業の安全

性の向上、危険予知能力の向上といった、従業員の安全を最優

先に考えた職場の実現に取り組んでいます。

　また、労働安全衛生マネジメントを構築・運用するための国際

規格であるOHSAS18001に基づく取り組みを支援しています。

2017年以降に発行が予定されている新たな労働安全衛生マネ

ジメントシステムの国際規格 ISO45001の認証に向けた取り組

みも開始しています。

持続可能な社会に向けて

・グローバル労働安全衛生

■ 休業災害発生頻度（度数率※）の推移
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■ 労働災害ゼロに向けた取り組み

■ 労働安全衛生マネジメントの定着

ワーク・ライフ・バランス講演会の様子

　具体的には、厚生労働省「労働者の心の健康の保持増進の

ための指針」に基づき、メンタルヘルスケアを毎年の管理方針

に定め、従業員自らがストレスを予防・軽減する「セルフケア」、

管理監督者が直属の部下にあたる労働者へ個別の指導・相談

を行う「ラインケア」、ハラスメントなどにおけるメンタルヘルスの

2017年度の重点実施項目

・労働災害の防止

・安全文化の確立

・健康経営の推進による総合的な産業保健活動の強化

・メンタルヘルスケアの一層の充実

・労働安全衛生関係法令の遵守励行

・自動車事故の防止

相談窓口となる「社内相談窓口の活用」、外部カウンセラーに

よる従業員支援プログラム「EAP（Employee Assistance 

Program）の導入」といった、４つの取り組みを計画的に実施し

ています。

公正な労働環境

公正な労働環境

グローバル労働安全衛生

グローバル労働安全衛生

　心の健康づくりは率先して取り組むべき重要なテーマであると

捉え、さらなる従業員の健康生活向上をめざした諸施策を計画・

推進していきます。

持続可能な社会に向けて8つの重点取り組みテーマ別報告

CSVテーマ１ CSVテーマ2 基盤テーマ1 基盤テーマ4CSVテーマ3 基盤テーマ3基盤テーマ2 基盤テーマ5

など、具体的なアドバイスをいただきました。

　今後も労働災害を予防するため、さまざまな安全衛生活動を

推進していきます。

※ 度数率：100万延べ実労働時間当たりの労働災害による死傷者数をもって災害発生頻
度を表したもの。（統計では休業1日以上が対象）
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 実行にあたっては、後継者を育てることが必要不可欠ですが、日

立建機グループではこれまでに、海外グループ会社の人財を各部

門で積極的に受け入れ後継者の育成に取り組んできました。この

取り組みは1996年に本格的に開始し、この10年間で約220名の

人財を日本国内で受け入れています。また2017年5月時点で41名

（技能実習生を除く）が研修目的で在籍し、2016年4月からは海

外グループ会社の人財を管理職として受け入れています。

 この取り組みの継続的な実施によって、Kenkijinという同じ価値

を持った人財が世界中で活躍することを推進し、海外拠点の事業

戦略を担う経営層の活性化と現地化の推進にもつなげていきます。

重点取り組み

グローバル・ローカルでの人財開発
基盤テーマ3

人財育成は企業が継続して成長するために欠かせない重要な経営課題のひとつです。日立建機グループでは、世界各国で活躍

するグローバル人財、そして地域のニーズに応えるローカル人財を育成するために、さまざまな側面から取り組みを進めています。

・経営のローカライゼーション
・ローカル人財開発と登用

　サクセションプランは、2011年に導入し、現在はグループ全体で

運用しています。これは、グローバル規模で人財を適財適所に配

置することを目的に、各社・各部門の責任者が所属員の担ってい

る職務の必要な要件を洗い出し、現在の担当者の後任は誰に任

せるべきか、その後継者が職務を担う上で不足している点は何か、

その後継者をどのように教育していくか、といったことを中長期で計

画・実行し、日立建機グループの人財一人ひとりの職務とキャリア

を組織全体で可視化することで、人財活用プロセスを組織全体で

共有する取り組みです。これにより、人的資源の戦略的な活用を

行っています。

■ サクセションプラン（後継者育成計画）の推進

■ あらゆる機会を通じた教育の提供

　日立建機グループでは、国内外を問わずグループ会社も網羅

して階層別・職能別の教育と、選抜型・選択型の教育を行っ

ています。

　階層別教育は、各階層の従業員に求められる能力やマインド

を身に付けるためのもので、日立建機の人財開発センタが該当

する全従業員を対象に実施します。職能別教育は、開発、生産、

営業、サービスなど職務別の研修を霞ヶ浦総合研修所、技術研

修センタなどで実施しています。霞ヶ浦総合研修所は、教室のほ

かに実習用の工場、宿泊施設を備え、新入社員への技能研修

から幹部養成、海外研修生の受け入れなども行っています。

　集合教育だけでは不足する基礎的な知識の習得について

は、効率的に復習が可能なeラーニングによる学習を推進し

ています。eラーニングは日立グループのLMS（Learning 

Management System）である「Hitachi University」の

受講を推奨しています。この中では、部門上長が部下の育成を

計画し、必要なプログラムを選択できる形になっており、より個人

の育成に重点を置いた教育が図れる仕組みとなっています。

　さらに、最前線で販売・サービスを担う販売代理店の従

業員向けにも教育プログラムMSSP（Marketing Sales 

　多様な価値観や考え方を持つ人財が活躍することのできる企

業風土を構築するためには、人権への理解を深めお互いを尊重

しあうマインドの醸成が不可欠です。そのため、日立建機グルー

プでは、グローバル拠点間での人財交流の促進などを積極的に

推進しています。

　2016年度は、日立製作所の人財部門とCSR部門が中心と

なり立ち上げた「人権デュー・ディリジェンスワーキンググループ」

に参加し、ビジネスにおける人権リスクについて検討しました。

ワークショップでは、日立建機（ヨーロッパ）と日立建機インドネシ

アを事例として調査を行い、それぞれの課題やリスク軽減策につ

いて議論しました。

　差別問題に関しては、地域の文化的背景にも起因することか

ら、地域ごとの理解促進が必要であり、また、海外の事業所や

工場では、本社の方針や取り組みが浸透していない場合がある

ため、従業員一人ひとりへの掘り下げが必要であるということが

分かりました。2017年度は、ワークショップで得られた知見をもと

に、人権への取り組みを個人レベルに落とし込み、多様な人財

・多様性を生かした
　グローバル人財マネジメント

■ グローバル人財戦略の概要

■ 人権デュー・ディリジェンス※の取り組み

ビジョン

ミッション

ポリシー

戦略

サクセションプラン （Succession Plan ： 後継者育成計画）

グローバルベースでの適財適所 The Right Person In The Right Place Globally

グローバル人財ポリシー Global HR Policy

“ひと”を生かし、“ひと”を育てよう To make the most of people's talent and foster their development

見つける
後継者を

育てる
後継者を

配置する
後継者を適所へ

満足させる
後継者を処遇に

MSSPのグループワーク

人権デュー・ディリジェンスワークショップの様子

※ 人権デュー・ディリジェンス：国連の人権・多国籍企業およびその他の企業の問題に関す
る事務総長特別代表であったジョン・ラギー氏（米国）がまとめた「ビジネスと人権に関
する指導原則」で求められている仕組みで、人権に関するマイナスの影響を認識し、防
止・対処するために企業活動が人権に与える影響の評価、パフォーマンスの追跡や開示
などを行うこと。

Support Program）を展開しています。2015年にはシンガ

ポールの日立建機アジア・パシフィック社内にMSSPの教育施

設を設置しました。ここでは、新車本体、サービス部品の営業員

の行動プロセスを学ぶ各種研修を実施しています。こうした現場

のニーズを的確にくみ取ることのできるローカル人財の育成にも

注力しています。

　今後もグローバル人財育成に向けた教育体制を充実させ、全

従業員に対して教育機会を提供していきます。

が活躍できる環境づくりを進めていきます。

経営のローカライゼーション

ローカル人財開発と登用

多様性を生かしたグローバル人財マネジメント

CSVテーマ１ CSVテーマ2 基盤テーマ1 基盤テーマ4CSVテーマ3 基盤テーマ3基盤テーマ2 基盤テーマ5

8つの重点取り組みテーマ別報告
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重点取り組み

よりよい取引とバリューチェーンの発展
基盤テーマ4

日立建機グループの事業は、お客様をはじめ取引先様や協力会社など、多くの皆様との関係に支えられて成り立っ

ています。これからもステークホルダーの皆様との信頼関係を一層強化し、責任ある企業の輪を広げていきます。

・サプライヤーと人権
・公正な販売パートナーシップ

　日立建機グループでは、調達先との公正な取引を実施するた

め、「資材調達基本方針」と「購買取引行動指針」を策定し、

Webサイトを通じて広く世界に公開しています。2010年には、日

立製作所が国連グローバル・コンパクト原則に則り「購買取引

指針」を改訂したことを受けて、基本方針および取引指針のさら

なる改訂を実施しました。

　また、公正な取引の徹底に向けて、取引状況の監査と従業員

に対する法令遵守に関する教育にも力を入れています。取引状

況の監査は、年2回の自己監査の実施に加え、日立建機グルー

プ内での相互監査を年1回実施することで監査の透明性を高め

ています。委託検収に関わるすべての従業員を対象にした下請

法に関する教育研修では、2016年度は1,403名が参加し、委

託検収責任者は全員が受講を済ませています。

　2017年度以降も継続的に取引状況の監査と、従業員に対し

て法令遵守に関する教育を実施していく予定です。

■ 調達先との公正な取引の実施

■ サプライチェーンCSRマネジメント

　国際社会において企業の社会的責任への関心が高まる中、日立

建機グループでは、ビジネスパートナーとCSRの考え方を共有し、サプ

ライチェーン全体でのCSR活動を推進しています。取り組みにあたっ

ては、CSRに関してサプライヤーの皆様に取り組んでいただきたい項

目をまとめた「日立建機サプライチェーンCSR推進ガイドブック」を活

・公正な調達
・腐敗防止

調達先への説明会の様子

用し、これらを遵守することを求めています。

　2016年度は、日立製作所が「日立グループ人権方針」や「日立

グループの紛争鉱物調達方針」を加味し、またEICC（Electronic 

Industry Citizenship Coalition：電子業界CSRアライアンス）

が発行した「Code of Conduct Version 5.1」の内容を参考にして、

資材調達基本方針
https://www.hitachicm.com/global/jp/our-company/materials/

購買取引行動指針
https://www.hitachicm.com/global/jp/our-company/materials/
guideline/

Web

「日立グループ サプライチェーンCSR調達ガイドライン」を改訂・発

行しました。

　2017年度より、サプライヤーの皆様に遵守していただくための

CSR行動規範・基準として、この新しい日立グループのガイドラインを

配布し、周知徹底を図っていきます。今後もサプライヤーの皆様ととも

にCSR活動の推進を継続的に実施し、サプライチェーン全体のBCP

日立建機グループ行動規範
https://www.hitachicm.com/global/jp/our-company/profile/
conduct/

Web

　取引における公正な競争を促進させるためには、企業におけるコン

プライアンスの向上が重要です。日立建機グループのコンプライアン

ス推進体制は、グループ全体のコンプライアンス活動を指揮する組織

として、コンプライアンス・リスク管理本部を設置しています。定期的に

コンプライアンス・リスク管理本部会議を招集し、コンプライアンス諸

施策の検討・立案・結果の評価などを行うほか、不祥事の再発防

止策の有効性について審議し、不祥事防止に取り組んでいます。グ

ループ会社には推進責任者を置き、当社法務部コンプライアンス推

進センタと連携をとりながらコンプライアンス活動を推進しています。

　規則としては、日立グループ共通で適用される具体的な行動規範と

して、2010年に制定した「日立建機グループ行動規範」があります。

行動規範は経営トップのリーダーシップのもとに徹底し、「基本と正道」

に則った企業倫理と法令遵守に根ざした事業活動を展開していま

す。これらのコンプライアンス活動をチェックする機能として、当社監査

室の業務監査におけるコンプライアンス監査があり、定期的に実施し

ています。

　また、コンプライアンスの意識をグループ全体で高めていくため、さま

ざまな教育・研修プログラムを実施しています。

■ コンプライアンス推進体制と教育・研修

　2016年度、当社および国内グループ会社では、「不祥事ゼロ」を

目標にした主任・担当者向けコンプライアンス研修を3社（当社を含

む）に対し137回開催し、5,018名が受講しました。海外グループ会社

では、管理職以上を対象に、より実務に即した課題を提供するワーク

ショップ形式の研修を取り入れた研修を行い、13社に対し13回開催

し、196名が受講しました。2015年、2016年の2年間で、国内、海外

すべての会社（新規編入2社を除く）に対する研修が修了しました。

　その他、国内海外共通の全体的な取り組みとしては、管理職に対

して行動規範・贈収賄防止・競争法遵守についてのeラーニング

を実施しています。2016年度の受講者数は、グループ全体で2,141

名となっています。また、日立グループ全体の取り組みに合わせ、毎年

10月を「企業倫理月間」と定め、コンプライアンスの強化と見直しを

図っています。

腐敗防止

公正な販売パートナーシップ

日立グループ サプライチェーン CSR調達ガイドライン
http://www.hitachi.co.jp/procurement/csr/__icsFiles/
afieldfile/2017/03/09/HSC_CSR_GB_J.pdf

Web

　ビジネスがますますグローバルに進展する中、サプライチェーン

における調達リスクが経営問題につながる可能性が増大してい

ます。近年では、鉱物の一部（タンタル、タングステン、スズ、金）

がコンゴ民主共和国および周辺諸国で人権侵害行為を行う武

装勢力への直接的、あるいは間接的な資金源につながることが

危惧されるなど、企業経営においても責任ある鉱物調達を推進

することが欠かせません。

　日立建機グループでは、紛争鉱物の不使用について「日立建

■ 紛争鉱物不使用についての調達方針

機グループの紛争鉱物調達方針」を2013年9月に策定しまし

た。また、紛争鉱物問題への対応は、まず現状認識が重要であ

るという考えのもと、2014年度から鉱物を取り扱うサプライヤー

を対象に、EICCのフォーマットを活用した実態調査を継続的に

実施しています。

　今後も継続的に調査を実施し、紛争鉱物を使用した材料、部

品の調達を回避するサステナブルなサプライチェーンの確立に取

り組みます。

サプライヤーと人権

（事業継続計画）の確立に向けても取り組みを拡大していきます。

CSVテーマ１ CSVテーマ2 基盤テーマ1 基盤テーマ4CSVテーマ3 基盤テーマ3基盤テーマ2 基盤テーマ5

8つの重点取り組みテーマ別報告

公正な調達

https://www.hitachicm.com/global/jp/our-company/materials/guideline/
http://www.hitachi.co.jp/procurement/csr/__icsFiles/afieldfile/2017/03/09/HSC_CSR_GB_J.pdf
https://www.hitachicm.com/global/jp/our-company/profile/conduct/
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運営に関する重要事項について統制しています。

　日立建機の取締役1名は、日立製作所出身であることから、

取締役会における意見の表明を通じて、当社の経営方針の決

定などについて影響を及ぼし得る状況にあります。しかしな

がら、上記1名以外の取締役は、独立役員として指定する社

外取締役3名、日立製作所およびそのグループ会社の兼務関

係がない取締役6名で構成されており、当社独自の経営判断

を行うことができる状況にあります。

重点取り組み

ガバナンス
基盤テーマ5

■  親会社からの一定の独立性の確保に関する考え方

日立建機グループのリスクの定義

持続的な企業価値向上のためには、経営環境の変化を迅速かつ的確に捉え、意思決定するための仕組みづくりが重要です。日立

建機グループでは、ステークホルダーと価値観を共有し、健全かつ透明な経営を実現するガバナンス体制の強化に取り組みます。

・グローバルガバナンスの強化
・経営の透明性

　日立建機グループでは、日立グループの一員として日立製作

所の基本理念や行動指針を共有し、それに沿って企業行動基準

を定め、この企業行動基準をコーポレート・ガバナンスの基本方

針として位置付けています。

　日立建機グループのコーポレート・ガバナンス体制は、会社法

に定める指名委員会等設置会社の組織体制を採用し、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。取締役会は取締役10名（うち社外取

締役3名：男性2名、女性1名）で構成されています。業務執行

の決定と業務執行は、取締役会の定める経営の基本方針に則

り、その委任を受けた代表執行役と執行役が行います。執行役

の職務、指揮命令関係、執行役の相互関係に関する事項につ

いては取締役会が定めています。また、代表執行役執行役社長

が業務執行を決定するための諮問機関として、全執行役で構成

する執行役会（原則として毎月2回開催）を設置しており、業務

■ コーポレート・ガバナンス体制

■ 人権尊重への取り組み

　日立建機グループでは、日立グループの人権方針に沿い、「日

立建機グループ行動規範」や「日立建機グループ人権方針」を

明確化し、人権尊重に対する取り組みを進めています。

　従業員一人ひとりの人権意識向上のために、新入社員研修、

新任課長研修など階層別研修の中で、人権啓発教育を継続的

に行っています。また、コンプライアンス研修の中では、ハラスメン

トについての研修も実施し、健全で働きやすい職場づくりを推進

しています。

　2016年度は「ビジネスと人権」についてのeラーニングを実施

し、海外グループ会社を含めて21社4,890名が受講しました。

　日立建機グループでは、リスクマネジメント体制の強化を推進

しています。

　事業を営む上で直面するリスクは多様化しており、万が一リス

クに遭遇した場合でも、事業活動への影響を最小限に留め、可

能な限り早期に復旧できるよう、日ごろからリスクの洗い出しと対

策を行い、「事業継続計画（BCP）策定」を含む「事業継続マ

ネジメント（BCM）体制」の強化に取り組んでいます。

　日立グループでは、2016年1月にグループ全体で遵守すべき

税務関連の規程を制定しました。これに則り、日立建機グループ

では事業のグローバル化に対応した税務リスク管理を実施して

います。また、有価証券報告書などにおいて、グループとしての

法人税などの納税額を開示するとともに、法定実行税率との差

異要因などの情報も開示し、税の透明性を確保しています。

　日立建機グループは、こうした施策を徹底し、今後も事業活動

を行うすべての地域において納税の義務を果たし、それぞれの国

や地域に適用される税法、およびその精神に従います。

・公正な税務戦略
・ESG側面を含めたリスクマネジメント

■ コーポレート・ガバナンス体制（2017年6月26日現在）

■ 2016年度人権研修の実績

各
事
業
部
門
、日
立
建
機
グ
ル
ー
プ
会
社

選任／解任

取
締
役
10
名

（
う
ち
社
外
取
締
役
3
名
）

監査委員会
取締役4名（うち社外取締役3名）

指名委員会
取締役5名（うち社外取締役3名）

報酬委員会
取締役3名（うち社外取締役2名）

報告

選任／解任

取締役会 報告
業務監査報告

補佐

顧問弁護士

選任／解任

統制・監督

執行役17名
代表執行役 執行役社長

執行役会 執行役17名

助言 監査・指導

意見交換

会計監査

監査

重要案件
附議・報告

監査委員会
事務局

審議・報告

会計監査人（新日本有限責任監査法人）

株
主
総
会

監査室

法務部
（役員会事務局）（コンプライアンス担当部署）

補佐

※ 1 日立建機は階層別研修での実施者数です。
※ 2 グループ会社は国内会社 11社の合計です。
※ 3 ハラスメント研修については、契約社員を含めた一般職研修におけるコ

ンプライアンス研修での実施を含みます。

 2016年度
受講実績

課長以上の
受講数

一般社員
受講数

ハラスメント
研修受講数※3

日立建機※1 204 名 39 名 165 名 4,351 名

グループ
会社※2 902名 77 名 825 名 251 名

総計 1,106 名 116 名 990 名 4,602名

日立建機グループのグローバル税務管理規程

※ 4 OECD（Organization for Economic Co-operation and Development）：
経済協力開発機構

※ 5 BEPS（Base Erosion and Profit Shifting）：税源浸食と利益移転

1. グループ各社は、OECD※4移転価格ガイドライン、BEPS※5

行動計画などの税務の国際基準を十分に斟酌し、事業活動

にかかわるすべての法令を遵守して、税務管理を遂行する。

2. グループ各社は、社会的に責任ある組織として効率的、継続

的、積極的に税務管理し、日立ブランドの価値を守り、株主

価値を最大化することに努める。

3. グループ各社は、事業活動地域における税務当局と誠実で

良好な協力関係を構築し、維持、発展させることに努める。

日立建機グループが定義するリスクとは、事件・事故・そのほかの

問題の発生により、日立建機グループの事業・従業員およびその

家族、ならびに日立建機グループのステークホルダーが直接的また

は間接的に損失を被る、あらゆる出来事を指します。

■ リスクマネジメントの強化

■ 各地域の税法の遵守

コーポレート・ガバナンスガイドライン
https://www.hitachicm.com/global/jp/environment-csr/csr/
company-2/governance/guidelines/

Web

グローバルガバナンスの強化

グローバルガバナンスの強化

公正な税務戦略

ESG側面を含めたリスクマネジメント

CSVテーマ１ CSVテーマ2 基盤テーマ1 基盤テーマ4CSVテーマ3 基盤テーマ3基盤テーマ2 基盤テーマ5

8つの重点取り組みテーマ別報告

https://www.hitachicm.com/global/jp/environment-csr/csr/company-2/governance/guidelines/



