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世界の建設機械の中古車マーケットは大きく、
なかでも日本国内で使われた日本製の機械は状態がよくアジア各国で引く手あまただ。

修理なしのままでもタフに動き、調達しやすいため、
その時どきの作業に応じたアタッチメントを装着して使用するケースも多く見られる。

日立建機では世界的に高まる中古車ニーズに対し、機械の状態がよく信頼できる中古車を
スピーディに提供できるグローバルの体制づくりを進めている。

02

海外でリスタートする建設機械のセカンドライフ

取材・文／佐藤 聡

建設機械
 中古車マーケット

年に3回開催される日立建機の中古車
オークション。東京と神戸を会場に1回
のオークションで約1,200台が出展さ
れる。基本的に現状有姿だが、パフォー
マンスの確認、オイル漏れの有無、機体
のサビ確認、製造番号プレートの有無、
外観の確認̶̶といった検査を行い、
出展機としての要件を満たす状態がよ
い中古車をオークション用に選定し、事
前にリスト化し情報を公開している。

注が れる熱視線
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の落札率にオークション先進国である欧米
業者も視察に来る。
　日立建機が出展する中古車はオークシ
ョン1回あたり約1,200台。自社レンタルで
メンテナンスされた状態のよい中古車が
多いことからとくに人気があり、毎回、世界
各地から400名を超えるバイヤーが訪れ、
キャッシュ前払いで何十台も買い付ける。
その規模から、国内の他のオークション主

世界各地で人気の高い
日本発の中古車

　世界中の建設機械の中古車市場で、日
本発の中古車は人気の的だ。日立建機では
約20年前から中古車オークションを主催
し、中古車市場の拡大・活性化を図ってき
た。春・夏・秋の年３回行われるオークショ
ンの落札率は平均95％を超え、その驚異

催業者も日立建機のオークション日程前
後に開催日を合わせてくるほどだ。
　長年、日立建機主催のオークションに参
加しているフィリピンのバイヤー、ナティビ
ダッド氏は「日立建機のオークションは、写
真や検品書がしっかりしていて、機械選定
の姿勢が正直で信頼できる。『パレードス
タイル』で実機を見て競り落とせるので、ま
ず間違いがない」と太鼓判を押す。
  「フィリピンはここ3年ほど景気の活況が
続いているが、2016年のドゥテルテ政権成
立以降インフラ開発には特に力を入れてお
り、中古車の需要はうなぎ上り。いい中古
車は何台でもほしい」とナティビダッド氏。
　一般的に建設機械の需要は、その国の
経済発展、とりわけインフラ需要に呼応す
る。経済発展が著しいフィリピンやベトナ
ムなど東南アジア各国ではまさに需要が
沸騰している。そのような中、新車より購入
しやすい中古車を求めるユーザーは多い。

現状有姿が基本だった中古車市場で
保証付き中古車の人気が高まっている

　グローバルの中古車マーケットで高価格
の日本製中古車に人気が集まるのは、ひと
えにその機械の状態のよさによるものだ。
　前出のナティビダッド氏は「日本のユーザ
ーが使った中古車は丁寧に扱われた上、
メンテナンスもしっかりされてきたので、フ
ィリピンでも評価が高い。日本発中古車
のアワーメーター5,000時間は、アジアで
2,000時間稼働した機械の状態と同程
度だ」と言い切る。
　日立建機・製品流通企画部長で中古車
事業を見ている財前靖匡は、「日本の建設
機械の中古車はもっと付加価値をつける
ことが可能」という。
  「これまで、海外向けにはオークションな
どを通じて状態のよい現状有姿の中古車
を集めて提供することに注力してきたもの
の、競り落とされた機械のその先について
は関知していませんでした。というのも、海
外に持ち込まれた中古車は、現地でとこと
ん稼働させて使い切るケースが多いため、
日本のように丁寧にメンテナンスや修理を
施して長く使う事例がほとんどなく、我々
のサービスとの接点が少なかったためです。
しかし今後は、長時間使用した機械でもパ
ーツ交換や修理を加え、海外のお客さま

20年前から中古車オークションを主催
ノウハウ蓄積で落札率は驚異の95％以上

日立建機オークションに常
連参加しているフィリピンの
HUSSARエンタープライゼ
ス社の代表・ナティビダッド
氏。1回のオークションで100
～150台を落札し、自国フ
ィリピンの7,000以上ある
島々に幅広く販売している。

にも安全で安心して使える中古車を提供
できるようにしていきたいと考えています」
　すでに日本では、2013年から中古車を
約60項目におよぶチェックリストに基づい
てメンテナンスをかけ、塗装を施して保証を
付けた認定・限定中古車を「保

たもつ

くん」という
ブランドで再販してきたほか、海外でも同
等の基準を設けて、保証をつけた中古車を
提供している。日立建機ではこうした付加
価値の高い中古車を全世界で提供できる
体制を整えるため、現在、中古車販売の専
任スタッフを現地代理店に置く動きをヨー
ロッパ、アジアへ展開中だ。専任スタッフは
査定のノウハウやオークションのノウハウも
体得していく。
　メンテナンスをしっかりとした中古車が売
れる̶̶ 。財前が付加価値の高い中古車
供給に商機の自信を深めているのは、中国
での事例があるからだ。
  「以前中国では、新車より圧倒的に中古
車が中心のマーケットで、たくさんの粗悪な
イミテーションも流通していました。そのよ
うなことから再塗装されていると安価なイ
ミテーションを使用した修理がおこなわれ
ていると思われ、メーカーで修理や塗装を
施した状態のよい中古車であっても、“本当
に大丈夫なのか !?”と却って慎重に身構
えるところがありました。よって中古車は現

状有姿で購入し、ユーザー自身で修理する
のが一般的でした。このような理由からメ
ンテナンスをしっかりして付加価値を高め
た中古車は売れる̶̶ と訴えても、『そう
いう中古車は売れない』というのが代理店
の考えでした。しかし、我々が日本の『保く
ん』で培った認定中古車のノウハウをもと
に、きちんと部品交換やキーコンポーネン
トの再生を掛けるなどして保証を付けて売
り出すと、中国でも予想以上の反響で売れ
出したのです。そこで一気に代理店も中古
車に対する見方が変わりました」
　現在、中国では日立建機が運営している
中古建機WEBサイトで、保証をつけた認

定中古車を掲載し、どの代理店でメンテナ
ンスが施されたかWEB上で分かり、認定
証についたQRコードでも追跡確認できる
ようになっている。

中古車はお客さまのニーズに
あわせて世界中から調達、
用途に応じてカスタマイズできる

　お客さまにとって非常にメリットのある中
古車は、メーカーにとっても可能性の高い
市場だ。
  「我々メーカーはお客さまのニーズを反映
した最新機を提供することがお客さまの
満足に繋がると信じてきました。しかし、“用

400名以上収容できる巨大テント前を出展機が走行して入札を行う「パレードオークション」。
日立建機日本によって構築された入札システムにより、90秒の走行の間に最高価格を提示した参加者が落札できる。

3か月～前日 当日

【パレードオークションの流れ】 日立建機日本

国 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016
香港 8,725 6,044 5,989 8,844
ベトナム 3,128 4,394 7,222 6,880
フィリピン 1,575 1,728 2,593 2,806
バングラデシュ 784 1,037 1,514 2,131
タイ 1,994 1,699 1,619 1,218
台湾 1,205 1,343 1,171 935
その他、約１40カ国 5,138 5,184 5,133 4,061
合計 22,549 21,429 25,241 26,875
通関統計からみた日本発の中古油圧ショベル台数の国別内訳。近年、アジアを中心に毎年2万台を超える中古車が海
を渡る。香港へ輸出された台数はその後、多くが中国国内で販売されている。 (出典：通関統計　日立建機纏め)

【通関統計　日本発 中古油圧ショベル台数の国別内訳】

【動画が視聴できます】
QRコードを読み取るとオークショ
ン会場の様子がご覧になれます。
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　かつて香港はライバルメーカーの独占
市場で、その牙城を崩すことは不可能に
近いものでした。しかし私はユーザーの
要望に応える機械とサービスを提供すれ
ば、商機はあると信じていました。香港は
非常に硬い岩盤の島であり、しかも土地
が狭い。さらに先進国同様の環境対策
が求められるので発破が使えないなど、
非常に難しい現場です。そこで当社が注
目したのは、「扱いが難しい大型油圧ショ
ベルの中古車」。2000年当時中国では、
30～40ｔクラスは大きすぎるとして普及し
ていませんでしたが、私は「必ず売れる」
と確信し、30台購入。それを提供すると
大ヒットしました。その後は大型の機械を
補修強化し１クラス上のブレーカーをつ
け、作業性を高めた機械を提供したり、
高温多湿、粉塵の舞う地下鉄工事では、
24時間のフルメンテナンスサポート体制
を敷き、3時間ごとのエアフィルター、ラジ
エター掃除を実施し、機械のダウンタイム
を最低限に抑えてサービスへの評価を高
めました。現在は100ｔクラス以上の超大
型も扱っています。"大型"はTAK LEE
社の代名詞です。2012年より日立建機の
正式代理店となって新車販売にも参入
しましたが、翌年には油圧ショベルシェア
が22.1％、2年目は40％を超えました。こ
れまで培ってきた「扱いが難しい大型油

圧ショベルの中古
車」の信用がこの
数字をつくったと
思っています。

大型油圧ショベルの
中古車の特殊仕様機を武器に
シェアを一気に伸ばした
TAK LEE社

代表取締役社長

周聯發氏

日立建機日本が、下取り機を約40項目
にわたるチェックリストに基づいて検査・
メンテナンス、塗装を施し、パワートレー
ンに一定期間の保証を付けて再販。エ
ンジンだけでも8項目、他に油圧ポンプ3
項目など、細かな基準が設定されている。
下取り対象もクラスに応じて稼働時間
4,000～10,000HR未満の条件がある。

【保くん】

途に合った仕様の機械を安価で調達した
い”と考えるお客さまに対しては、新車を注
文して製造・仕様変更するより中古車を
提案することで、要望に合う機械を早くリ
ーズナブルに世界中から見つけることも可
能です。中古車としてはまだ市場に出てい
ない機械でも、我々のGlobal e-Service
（グローバル イー サービス）やConSite
（コンサイト）を活用して、世界中の“いま”の
稼働状況が把握できるので、不稼働機の下
取、買取の提案を通して、お客さまのニーズ
に応えることができます」（財前）

中古車は代理店の技術を向上させ
新車ニーズを掘り起こす

　さらに財前によれば、「中古車はお客さ
まの用途に応じた仕様で納入するケース
が多く、中古車を扱うことが代理店の技
術力向上にも繋がっていく」という。
  「欧米や中国の有力な代理店はメーカー
のサービス網がまだ不十分な時代から中
古車を扱い、お客さまからの困難な仕様に
対する要望に応えてきており、中古車修理

に関する技術レベルが高い。その培った技
術は、お客さまからの信頼も絶大です」
　香港の代理店「TAK LEE社」では、中
古車の修理改造技術と独自サービスを武
器に他社独占だった香港市場でその牙城
を崩した。たとえば香港とマカオを繋ぐ橋
梁工事を手がける施工会社からの要望に
は、世界中から大型油圧ショベルZX870
の中古車を6台集めて22mのロングフロ
ントに付け替え、いままでなかった特別仕
様機に仕立ててレンタル機として提供し、
お客さまの大幅な工費のコストダウンに貢
献した。中古マーケットに対する目利きと高
い修理改造技術があるからこそ実現でき
た独特のビジネスだ。
　同社はその後に日立建機代理店として
新車も扱い、お客さまの望む用途や納期
に応じて新車販売・中古車販売・レンタル
の選択肢を提供しているが、中古車ビジネ
スで培った絶大な信頼を新車のシェア拡
大にも繋げたのだ。
　さらに中古車を扱うことでニーズの深掘
りが可能となる。たとえばインフラ景気に

沸くフィリピン。首都マニラがあるルソン島
は新しいディーゼルエンジン搭載の機械が
売れるが、ミンダナオ島ではメンテナンスと
部品入手が容易な旧モデルが好まれる。ま
た一般土木需要のほか、プランテーション
向けの需要も旺盛だ。こうした細かいニー
ズはお客さまの要望に応じた仕様変更や
メンテナンスへの対応から見えてくること
が多い。

進む排ガス規制と変わる中古車流通

　日本発の中古車を求めるニーズは高い。
ただ、新しいモデルが各国でも受け入れられ
るかは不透明だ。先進国の厳しい環境規
制をクリアしたモデルが、いずれ中古車とし
てそのままアジアやアフリカで使われると
は限らないからだ。
　最大の課題は燃料の品質。アジア・アフ
リカ圏の国の一部では、先進国に比べ燃
料の純度が低く、環境性能を高めたエンジ

ンにこうした燃料を使うと壊れる可能性が
ある。そのため日立建機ではこうした新興
国向けに流通先の国・地域における排出ガ
ス規制や燃料事情に合わせた仕様に対
応する「中古車流通ソリューションサービ
ス」を2017年4月から開始。油圧ショベル
ZX-5Bシリーズを対象に、排出ガス後処
理装置の取り外しやソフトウエアの変更を
行い、稼働時におけるエンジントラブルの
リスクを低減している。
　また、インド、ロシア、南米、東南アジア向
けには、純度の高くない燃料でも安定して
稼働するTierⅡモデル「Gシリーズ」をそ
れぞれの国で生産・供給している。今後は
こうしたGシリーズの中古車にも注目が集
まり、各国の市場で発生する中古車も増え
ていくだろう。今後はローカルなニーズとグ
ローバルな流通を掴んでいくことが重要に
なってくる。

「新車」一辺倒からバリューチェーンへ
幅広い選択肢で
「お客さまのニーズ」に応える

　お客さまの現場環境に応じ「新車」の販
売ばかりでなく、新車以外の提案の選択
肢をどれくらい持っているかがお客さまの
問題解決の鍵となる。中古車の提案もその

1つだ。
  「日本国内でも機械の状態がよい中古車
を求める声が高まっている。パワートレーン
を交換して再生させた旧モデルの中古車
が新車同様の価格で売れたケースもある。
今後国内については、機械の状態がよい中
古車をもっと出していく。海外については
日本国内で修理・改善した中古車の事例
をもとに基準をつくり、各国で発生する中
古車にメーカー保証などの付加価値をつ
け、安心して使っていただく。いま中古車に
付加価値をつける仕組みをマニュアル化
しています。交換パーツも純正部品を使用
し、お客さまの用途や仕様の要望にきめ
細かく、迅速に対応できるよう、地域の代
理店とすり合わせしながら世界各地に体
制を構築しています。重要なことはお客さ
まの創出する価値を最大化するために日
立建機のバリューチェーン全体を強化し、
お客さまの多様なニーズに応えること。そ
れはまさに日立建機が掲げる「Reliable 
solutions」に大きく近づくことなる。中古
車マーケットのポテンシャルはまだまだあり、
新たなサービスも計画中です。日立建機の
中古車事業の今後に期待してください」

日立建機ヨーロッパ（HCME）が設定し
た稼働時間未満の中古車を域内の代
理店が選定、所定の検査にもとづき査
定・メンテナンスを実施しものに対して
HCMEが代理店に保証を与える。

【Premium Used】

日立建機の中古車WEBサイト。「国／地域」で中華人民共和国を選択・検索し、
製品リストにアクセスすると、「認定中古車」である旨のほか、
各部位の写真や検査済みの詳細項目などが閲覧できる。
一般ユーザーも代理店もアクセスできる。

◎日立建機の中古車WEBサイトのTOPページ
https://www.hitachicmused.com/

6台のZX870H中古機にロングアームを付けてレ
ンタル

大型油圧ショベルの中古車+ショートフロントに1
クラス上のブレーカをセットにして販売。

TAK LEE社は2017
年7月に香港市場に
上場した。

営業統括本部 営業本部
製品流通企画部長

財前靖匡

日立建機ヨーロッパ保証付中古車保証付中古車「保くん」の
イメージキャラクター

撮影／小島 真也
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なスキルを持っていなければ作業に携
われないのだ。
  「グラハンは資格がなければ何もでき
ません。私自身、入社以来数え切れない
ほど取得して、その度にやれる仕事が
増えてきました。自分の頑張り次第で
仕事の幅が広がるのがやりがいです」
　スキルもいる、体力もいる、そのうえ
次の資格のための勉強やトレーニング
も必要になるハードな仕事だが、「でき
ないことが1つひとつできるようになる
喜びがある」と彼女は言う。

予定変更にも慌てない・動じない
対応力も技術のうち

　10歳からテニスを続け、インターハイ
や国体にも出場した。大学卒業時に実
業団プロとしての誘いもあったが、それ
を断り、グラハンの仕事を選んだ。
 「高校時代に見たドラマの影響から航
空業界に憧れ、そのときからずっと頭
にはグラハンという仕事がありました。
実業団ではテニスと仕事を両立させて
いくわけですから、中途半端になるくら
いなら興味のある仕事にチャレンジし
てみようと思ったんです」
　こうして飛び込んだグラハンの世界
はまさしく体育会系で、違和感なくすぐ
に馴染んだという。
　現場は屋外だ。夏はアスファルトの照
り返しでジリジリするほど暑く、冬は皮

次の資格をめざして勉強・訓練
やれる仕事を増やしていきたい

　羽田空港内スポット（駐機場）。すぐ
横の滑走路を飛行機が離着陸するた
びに、エンジン音が体中に響く。ここが
米田有里絵さんの働く、グランドハンド
リング（通称“グラハン”）の現場だ。
 フライトを終えた飛行機がスポットに到
着すると同時に一斉に作業に取りかか
り、次のフライトに向けた準備を行い、定
刻通りに送り出すのがグラハンの仕事。
　スポットへの誘導やボーディングブリ
ッジの装着・離脱、貨物コンテナの搭
降載など、さまざまな業務を8名のスタ
ッフがそれぞれ担当し、大型機で約55
分、小型機の場合は約45分の間にすべ
てやり終えることが必要である。安全
性と正確性、さらにスピートが求められ
る仕事なのだ。
　しかも1つひとつの作業・動作に資格
が必要で、すべて取得するとその数は
50を超えるという。コンテナの搭降載に
使用する「ハイリフトローダー」などの特
殊車両の運転・操作は当然のこと、細
かい部分となると飛行機のドアの開け
閉め1つにも機種ごとに資格が必要に
なる。搭載業務も機体のバランスが取
れるよう、機種に応じたコンテナの重さ
と位置が厳密に計算されて決められて
いる。乗客の安全確保のために、高度

膚がちぎれんばかりに寒い。台風や豪
雨、雪など天気が厳しいときであって
も、欠航しない限りグラハンも動く。
  「どんなに大変な状況下でも次のフラ
イトに間に合わせる必要があるので、タ
イムプレッシャーは常にあります。天候
が荒れるときなどは正直つらいですが、
だからこそチームで協力しあい、定刻
通りに飛行機を送り出したときは最高
に気持ちいいんです」
　1日に8フライトほどを受け持つが、
次の現場までの時間が5分しかないこ
ともあれば、作業中にほかの飛行機が
早く到着すると、チームの何人かが次
の現場にいくこともある。そんなときは
サッと頭を切り替え、自分がどう動けば
いいかを判断するという。
 「これまで失敗はたくさんしてきまし
た。その都度まわりにフォローしてもら
い、反省会でなぜいまこれをやらねば
ならないかを教えてもらいました。いま
は自分も後輩に教える立場ですが、現
場では手取り足取り教える余裕はあり
ません。だから研修やトレーニングが必
要なんです」
　現場に立つグラハンは、新人であって
もプロでなければならないのだ。

グラハン現場の最終工程
準備のできた飛行機を押し出す

  現在、主に担当する仕事は「プッシュ
バック」と呼ばれる誘導業務。自力でバ
ックできない飛行機を、「トーイングカ
ー」と呼ばれる特殊車両でスポットから
タクシーウェイ（飛行機が地上走行する
誘導路）まで押し出していく。
　その際、トーバー（機体の前輪と車両
をつなぐ棒状の部品）が的確な位置に
入らないとうまく押せない*。機種の特
徴にも対応していく高度なスキルが求
められる仕事だ。
 「この仕事をはじめた頃、まさか自分が
プッシュバックを担当できるとは想像し

ていませんでした。離陸準備が整い、お
客さまを乗せた飛行機を押すわけです
から、ベテランスタッフの仕事だと思っ
ていたんです。最初は責任の大きさに足
が震えましたが、そのときの緊張感を忘
れてはいけないと常に思っています」
　トーイングカーの運転席では、管制か
ら押し出す方向などの指示を受け、車
両の外で向き合って立つ整備スタッフと
ハンドサインで確認し合う。その姿は、
「安全に」「定刻通りに」飛行機を飛ば
す、グラハンの使命感に溢れている。

拝 啓 現 場 小 町

No.123No.123

どんな状況でも飛行機を安全に
定刻通りに送り出す“グラハン魂！”

　近年は積極的に女性を採用してお
り、現在は子育てしながら働いている
社員も数名います。グランドハンドリン
グは、目配り・気配りしながら細かいと
ころに気がつく点など、女性ならではの
視点が活きる仕事。米田は資格取得に
も意欲的で、いろんな業務をこなすマ
ルチプレーヤーです。バイタリティーもパ
ワーもある、職場ではなくてはならない
存在です。彼女の向上心に期待してい
ますし、今後も女性職員のリーダー的
存在になってくれたらうれしいですね。

取材・文／中村美砂子（モック社）　撮影／倉部和彦 株式会社JALグランドサービス
東京支店 国内ランプサービス事業部 
ランプサービス1部 ランプサービス6課

米田有里絵さん

ランプサービス6課長

榎本彰彦さん

整備スタッフとともに、駐機している飛行機に外部から
電気を供給する。

「トーイングカー」を運転する米田さん。特殊車輌が行
き交う空港敷地内を何度も指差確認しながら、プッシ
ュバックをするために駐機スポットまで向かう。

コンテナを持ち上げて機体に積み込
むため「ハイリフトローダー」に乗り込
む。高い場所で作業するため、運転
には高所作業の資格が必要だ。

＊トーバーを使用しない、トーバーレスタイプの車両もある。

飛行機がスポットを離れてタクシ
ーウェイに出たところで、一列に
並んで「いってらっしゃい」と手を
振る。もっともホッとする瞬間。
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株式会社新井組

「天候に大きく左右される土
工事をよく理解し、改善すべ
き事項を提案・相談すると素
早い対応で処理する姿勢は、
日立建機のICTにかける大き
な意気込みを力強く感じる
と同時に心強い存在です」

取締役参与

新井和男氏

盛土を行った増谷工区の現場（写真右）。下の2枚の3D画
面は、起工測量を行った空撮画像に設計データを重ねた
もの（上）と、出来形をヒートマップで表した3D画像 (下）。

ICT施工ソリューション編

【Solution Linkageへの評価】

【岐阜県・高山市】

通信簿
取材・文／増田祐二  

インタビューカット撮影／鈴木伸之

『i-Construction大賞』優秀賞は
全工程にICT技術を活用

　昨年、国土交通省は『i-Construction
大賞』を創設、平成28年度に完成した直
轄工事において、建設現場の生産性を向
上させる優れた取り組みを実施した施工
会社・団体に対し、初の受賞者を選定して
表彰した。新井組は中部地方整備局管轄
で唯一の受賞企業として「優秀賞」に輝い
ている。
　審査対象となったのは、施工者提案とし
てICT施工に取り組んだ「平成27年度中
部縦貫丹

に ゅ う か わ

生川西部地区道路建設工事」。
  「この現場ではドローンにより、起工測量
（基準点測量・航空写真・測量成果のまと
め）、施工中の測量（ローカライゼーション・
キャリブレーション・法面点検）、まとめとし
て航空測量や管理帳票作成を実施し、従
来の測量手法では36日かかるところを7日
で仕上げ、作業効率の向上を検証しまし
た」（工務部・今村修二技術課長）
　ほかにもICT建機のバケット位置確認作
業に自社規定（1日2回確認／±30㎜）を
設けて施工品質の向上を図り、ICT建機と
従来機の作業・配置分担を効率化するな
ど、起工測量から施工後の検査、データ納
品までの全工程にICT技術を活用したベ
ストプラクティスが高く評価された。
　その後、i-Construction指定工事とな
った中部縦貫道の「平成28年度中部縦貫
増
ますたに

谷道路建設工事」においても、全工程に
おけるICT施工に取り組んだ。
  「工事延長182mの増谷工区は路体盛
土、一方、工事延長240mの新

にいはり

張工区は切
土を行う工事。盛土する土量約7万9,000
㎥は切土の現場で発生した約4万9,000
㎥を充て、不足分は他工区で発生した掘
削土を運び入れました。
　いずれもドローンで起工測量を行い、福
井コンピュータ社のソフトウェア『トレンド
ポイント』で3D点群化処理してデータを
作成、3次元施工設
計図もすべて社内で作
成しています。これによ
って施工土量の算出
もほぼ正確に把握で

きました」（営業課・稲越崇
課長）
　同社では4機のドローン
を所有し、増谷道路建設工
事の現場では自動航行アプ
リを駆使して撮影や飛行航
路の自動化も行なった。稲
越課長自身、認定を受けた
ドローンパイロットだ。
　だが、こうした全工程を
社内で行える高度なICT技
術活用のノウハウはどのよ
うに得ているのか。新井組
で2D→3D化の“先行部隊”として社内を
リードする今村技術課長はこう語る。
  「これまでもCADソフトを使ってやってき
た素地があります。もともと丁張の計算も
しながら設計データを作ってきました。そこ
から3D化へはベースが同じ。だから丁張を
きちんとやってきた人はソフトにも慣れやす
い。一連のICT施工ノウハウが、“新しいこ
と”だという意識はありません。若手たちも
見てまねて、慣れていっている現状です」

ICT建機のレンタル提供や
データ変換・キャリブレーションを支援

　増谷道路建設工事の工期は2017年2
月～同11月下旬。
  「最後は完成検査のタイミング待ちで11
月初旬まで延びましたが、実質9月末に施
工はほぼ完了していました。1カ月以上の
工期短縮となりました。増谷工区の盛土、
新張工区の切土とも、法面整形の作業に
はICT油圧ショベルZX200X-5Bと転圧
システムを搭載した土木用振動ローラ
SV513を日立建機からレンタルして稼働さ
せましたが、3次元設計データからマシンコ
ントロール（MC）用データへの変換とキャリ
ブレーションはすべて日立建機で対応して
くれました。ZX200X-5Bについてオペレ
ータは、レバー付近でMC機能の切替えが
できる点と、基地局が不要で施工中に通

信が途切れることがな
かった点を高く評価し
ていましたね」（今村技
術課長）
　同社が本格的にICT

施工に取り組んだのは2010年に遡る。や
はり中部縦貫自動車道の第5工区の工事。
  「この案件は当社で初めて情報化施工に
トライした現場でした。このとき、全面的に
サポートしてくれたのが日立建機。起工測
量からTS出来形管理までを実施し、そこ
で多くのノウハウを得ることができました」
（今村技術課長）
　全工程においても工程の一部分におい
ても、お客さまの要望に応じてサポートす
るのが日立建機のICT・IoTソリューション
「Solution Linkage」。
  「日立建機は小回りの効くマンパワーで、
必要な分野の人を呼んできてくれます。聞
ける先がはっきりしているのがいい。こち
らの都合で来訪してくれるのも有難いこと
です。
　今回、増谷工区の現場では採用に至り
ませんでしたが、レーザースキャナによる起
工測量も提案してもらい、テストを実施して
くれました。今後はハード面はもちろん、こ
うしたICT施工全体のノウハウを経験知を
もとにアドバイス・支援してくれることに期
待しています。いろいろな事例のトラブルを
経験しているメーカーの方が、実は安心です
からね」（稲越営業課長）
　岐阜県内の直轄工事や、高山市の公共
工事が新井組の主なビジネスフィールド。
同社は中部地方整備局から「ICTアドバ
イザー」として認定を受け、見学会やメディ
ア取材への対応の他、ICT施工に関する
研修会等へ講師の派遣を行うなどして
i-Constructionの普及促進に貢献してい
る。日立建機では今後も、“One Hitachi”
として日立グループの幅広い先進技術の
活用とビジネスパートナーとの連携を通じ
て同社を支援していく。

全面サポートから部分サポートまで
「ICTアドバイザー」認定企業への支援

切土を行なった新張地区の現場（写真左）。下の2枚の3D画像は増谷工区と同様、
起工測量空撮画像に設計データを重ねたもの（左）と、出来形のヒートマップ（右）。

ICT施工
従来工法

◎ICT建機ZX200Xの評価

良い ふつう 悪い 非常に悪い非常に良い

◎日立建機の提案力

良い ふつう 悪い 非常に悪い非常に良い

工期短縮

人工減効果

生産量安全

品質・精度

費用

ドローンを飛ばして盛土7層目の補強材
出来形を空撮。現場状況が一目瞭然。

営業課長
稲越 崇氏

工務部 技術課長
今村修二氏

法面整形の作業を
行うICT油圧ショベ
ルZX200X-5B
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油圧ショベルはタフな現場を
動き回ることが少なくありませ
ん。掘削や旋回はもちろん、

凹凸の多い砂利や岩石だらけの不整地
面を行ったり来たりすることも、“いい仕
事”をする上で欠かせない動作。
　このように、さまざまな状況の地面を
走行するとき、接地面の凹凸を受けてク
ローラ（履帯）がたわみます。そのたわみ
を抑えてスムーズな走行を実現している
のがバネの付いたこの部品、「アジャ
スタ・シリンダ」（写真上は20tクラス
用のもの）です。
　アジャスタ・シリンダは左右の足回りに
1つずつ、写真下で示す位置に装着され、
バネの力によってアイドラを前方に押し出
すことでクローラに適切な張力を与えて

取材・文／増田祐二  撮影／鈴木伸之（クロスボート）  

油圧ショベルのクラスに応じてさまざまな大きさがあ
るアジャスタ・シリンダ。組み立てている大きなものは
60tクラス用のものです。

「アジャスタ・シリンダの機能を果たすた
めにグリス漏れは絶対許されません。納
品前には厳重なチェックを行います。ま
た新モデルの油圧ショベルを開発する
時などは、SQDC（安全・品質・納期・コ
スト）の観点から、アジャスタ・シリンダの
構造について日立建機に提案をするこ
ともあります」

円形の部品がアイドラ。アジャスタ・シリンダはバネの力でこのアイドラを押し出すことで
クローラに対して適切な張力を保持させる役目をしています。

コレがなければまったく走れない
1台の油圧ショベルに2つある足回りの肝心要とは?

数値制御された工作機械で部品を精密に加工していきます。
シリンダの内径仕上げには±0.03㎜以内の精度が求められます。

保持します。これでたわみを抑え、走行モ
ータの力を確実にクローラに伝えている
のです。衝撃を常に吸収するショックアブ
ソーバの役目も担います。
　油圧ショベルのクラスに応じた大小各
種のアジャスタ・シリンダを精密に仕上げ
ているのが、日立建機のグループ会社「多
田機工」。
  「大きく分けてサイズが10種、さらに油
圧ショベルの機種によって仕様が異なる
バリエーションが存在します。それらのス
ペックはすべて、日立建機が長年のノウハ
ウから導いたもの。その仕様に合わせ、当
社で材料を精密加工し、組み立てて納め
ています」（生産・調達本部製造部製作
課 平松勇司主任）
　アジャスタ・シリンダを構成するのは、

コイル（バネ）のほ
かに金属加工を施
した4つの部材。
  「精密に加工し
たシリンダ、ピスト
ン、ロッド、それに
アイドラと結合さ
せるヨークという

４つのパーツが、クローラのたわみを抑え
ようとするコイルの伸縮に応じてスムーズ
に連携動作することでアジャスタ・シリン
ダは機能しています。鍛造で作られた鋼
材（＊ヨークのみ鋳造品）を工作機械にセ
ットし、数値制御で0.01㎜単位に削り
ながら各部品を仕上げていきますが、精
密さが最も要求されるのはシリンダの内
径。アジャスタ・シリンダの大きさに関わ
らず、仕上がり精度は誤差±0.03㎜以
内でなければなりません」（生産・調達本
部製造部製作課建機部品組 黒川貴弘
組長）
　原材料となる“丸鋼”と呼ぶ円柱の鋼
材を精密に旋削する作業は、「大きいも
ので、1つ2時間以上かかるものもある」
（黒川組長）といいます。現在、増産体制
が敷かれ、加工工程は昼夜2シフトで動
いています。
　各部品の精密な加工仕上げが完了す
ると次は組立工程。ここは重量物との
対峙です。2tクラスのミニショベル用ア
ジャスタ・シリンダこそ1つで10.5㎏程
度ですが、油圧ショベルでは、12tクラス
用で56.5㎏、40tクラス用で226㎏、

EX1200ともなればシリンダ単体でさえ
約100㎏になり、アジャスタ・シリンダ1
つの総重量は646㎏にもおよびます。ち
なみに日立建機最大の超大型油圧ショ
ベルEX8000用のアジャスタ・シリンダ
（＊このクラスはコイルではなく油圧方式）
は1,570㎏。アジャスタ・シリンダ1つで
自動車1台分の重さに匹敵するのです。

「現在、加工と組立ラインで計38名の
現場チームを率いていますが、約半数
が外国人の作業者。彼らはある程度の
日本語はできますが、ジェスチャーも交
えながら深いコミュニケーションが取れ
るよう心がけています。技術的なことは
もちろん、ミスしたことをきちんと報告す
る意識づけが重要と考えており、そのこ
とが安全な作業につながります」

ロッドのネジ切り加工。
機械本体にナットで締
め付け固定される箇
所だけに、外径やピッ
チにも高い精度が求め
られます。

ピストンとホルダの加工工程。

　加工工程で工作機械に原材料を単体
でセットするのも大型クラス用であれば
かなりの重量物ですが、組立工程ではさ
らに1つ1つが重い部品を人力で扱いな
がら組み上げていくため、安全にも精度
にも細心の注意が払われています。
  「油圧ショベルが完成してしまうと外か
らは見えない部品ですが、アジャスタ・シ

リンダがなければまったく走行すること
ができません。また頻繁に交換ができる
部品でもないため機械本体と同様の寿
命も求められます。増産体制の中、精度
や安全管理といったさまざまな課題をク
リアしながら不良品率ほぼゼロで受注数
をクリアし、『やった！』という達成感を噛
み締めています」（黒川組長）

生産・調達本部製造部製作課
建機部品組長黒川貴弘

生産・調達本部製造部
製作課主任平松勇司
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私たち日立建機ロジテックは、日立建
機グループの一員として主にグルー

プ内における国内および海外への物流を
業務としています。私の所属する部署は主
に製品が港に搬入されてから、納入先の最
寄港に到着するまでの輸送を担っていま
す。私はオセアニア地区を担当しており、工
場から出荷される製品が滞りなくオースト
ラリア、ニュージーランドなどへ運ばれるよ
う海上輸送計画を立てています。
　船会社や配船ルートによって海上輸送
費は異なりますが、私は少しでも安全に、
早く、確実にお客さまへ製品を納入できる
よう心がけ、日々船会社と調整を行ってい
ます。海上輸送費はコストの一部であり、
建設機械の売価にも影響を与えるので、
船会社とのシビアな交渉をすることも多々
あります。
　およそ1ヵ月先の出荷台数の8～9割を
常に把握しながら、船会社に対しスペース

状況や常陸那珂港に寄港可能な船の予定
を確認します。横浜港からの船積みも行い
ますが、工場の場所を考えると、常陸那珂
港で船積みすることにより国内輸送費を
抑えることができます。現状、常陸那珂港
への定期船は少ないので、できるだけ積荷
を集め、船会社が常陸那珂港に寄港する
ために十分な物量を提示し交渉します。も
ちろん、お客さまの要求する到着日に配慮
しながら、船を選定します。そして複数の
船会社の配船ルートと海上輸送費を比較
しながら、海上輸送計画を立てて折衝を
行っています。
　船積み予定日の間近に、工場出荷日の変
更連絡を受け、急きょ海上輸送計画を変更
しなければならないこともあります。そうし
た場合、すぐに次善策を模索、検討し、時
には船会社や日本での積地を変更するこ
ともあります。
　色々な状況に備え、自分の担当する国

以外の配船情報に目を光らせることも欠
かせません。他国へ向かう航路船に船積み
し、途中の寄港先でいったん製品を降ろ
し、別の船に積み替えて予定の最終目的地
に輸送することも視野に入れます。製品の
到着を待つお客さまにとってベストな海上
輸送計画を立てることが、私の業務の楽し
みでもあり難しさだと痛感しています。
　海上輸送の先のお客さまへ製品が届く
までが私の仕事だと考えています。ただ輸
送するだけではなく、お届けした製品が納
品され、力強く稼働してくれることが私の
喜びと言っても良いくらいです。私は仕事で
関わった製品を「自分の車」と同じように
愛情を注いでいます。
　以前オーストラリアへ出張した際に、支
店に到着した機械に傷がついている場合
があると報告を受けました。納品目前にし
て、修繕に時間や手間、費用がかかること
は、お客さまにご迷惑をかけることになり
ます。これを機に、以前より一層安全に最
適な海上輸送計画を立てることが使命だ
と感じています。
　目下の目標はこの2月から半年間実施
する、ニュージーランドに向けた海上輸送
に関する新たなトライアルを成功させるこ
とです。
　ニュージーランド向けの輸送について精
査したところ、現状よりコストが削減され、
より最適な輸送手段がある事が分かりまし
た。早速、提案・打診したのですが、採用ま
でには時間がかかりました。半年間のトライ
アルを行うことが決定し、ニュージーランド
の販売会社へ赴いて、日立建機ロジテック
がニュージーランド向けの海上輸送を担う
ことによるメリットを説明しました。「絶対に
あきらめない」「理解してもらいたい」という
信念を持って、ようやくこのトライアルにた
どり着きました。私がめざすのは、日立建機
グループとして最適なロジスティクスを提案
すること。それが製品を受け取るお客さま
の笑顔につながると信じています。これまで
日本でさまざまな船会社に対して粘り強く
交渉してきた経験が、このトライアル実施
の成功にたどり着けたのだと思います。
　結果として、トライアルを行う上での流れ
やルールの説明に対し、販売会社のスタッ
フからも「完璧」とのお墨付きを頂きまし
た。あとは私の海上輸送計画がスムーズに
実行できるかどうか。ニュージーランドへの
輸出量は少なくないので、この半年の中で
信頼を得て引き続き任せて頂けるよう、こ
れまで以上に全力で臨みます。

No.123No.123

2012年
入社

日立建機ロジテック株式会社
国際物流本部 国際物流部
ローロー＆バルク輸送グループ第二係

取材／荒川裕治  撮影／永田忠彦（クォーターフォトグラフィ）

大森 葵

「私の仕事が荷を受け取る
お客様の笑顔につながる」
グループ会社として
海を渡る製品輸送の責務を担う

　横浜生まれの川崎育ち。小さい頃から海外に携わる仕事
に憧れ、物流・貿易に挑戦したいと入社した。これまでロシア・
CIS、欧州、北米・南米担当を経て、現在オセアニア地域担当。
  「荷主や船会社、港湾荷役業者の方々など人付き合いが多
い仕事です。その中で誰に対しても好き嫌いなく、平等に接す
ることを心がけています。真摯な応対を積み重ねることでこちら
が困ったときには『仕方ないな』と言いながらも助けていただ
けることもあります」
　長いストレートヘアが印象的。愛車は白のスポーツカー。

＊Kenkijin（=ケンキジン）とは、
日立建機グループのありたい姿を理解し、
その実現のために自ら考えて行動する人です。

Aoi Oomori
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人口が減少し続ける日本。誰もが曖昧な不安を抱きながらも、
「この先、日本はどう変わっていくのか」を具体的に把握している人は少ないかもしれない。
そんななか、推計人口から予測される今後の諸問題を時系列で描いた

『未来の年表』がベストセラーとなっている。著者の河合雅司氏に話を聞いた。

人口減少の一途を辿る日本
私たちにいまできること

取材・文／中村美砂子（モック社）  撮影／島根道昌

話題作『未来の年表』の著者に聞く

昨年6月の発売から版を重ね、現在39万
部突破（1月10日現在）の大ベストセラー
となっている『未来の年表 人口減少日本
でこれから起きること』（講談社現代新書 )。

やがて来る勤労世代の激減
社会の支え手不足を直視せよ

～現在、日本の総人口は約1億2,653万
人。しかし40年後には9千万人を下回り、
100年も経たぬうちに5千万人ほどまで
に減少する～
  この数字は、2017年に国立社会保障・
人口問題研究所から発表された「日本の
将来推計人口」によるものだ。100年後の
ことを言われてもピンと来ないかもしれな
いが、その過程で推計から浮かび上がる諸
問題に1つひとつ着目すると、誰もが他人
事として目を背けてはいられまい。
　たとえば、「2020年、日本の女性2人に
1人が50歳以上」と聞くと、驚く人が多い
だろう。しかし、現時点でさえ、日本の女
性3人に1人は65歳以上だ。子どもを産
める年齢の女性数が年々減少することで、
当然ながら出生数は減っていく。一方で高
齢化はさらに進む。
  「この先、少子高齢化しながら早いスピー
ドで人口が減っていきます。退職する人は
増え、新たに入ってくる若い人は減り、20
歳～64歳の勤労世代も激減するでしょ
う。『少子高齢化』はすでに耳馴染んだ言
葉ですが、そのなかには『社会の支え手不
足』という大問題があり、そこを直視しな
ければなりません。人口動態の変化は政
策の根幹となるものです。課題は複雑に絡
み合います。各省庁がそれぞれに取り組ん
でいては対処できません。これらにヨコ串
を刺して総合的に政策を講じていく必要
性を感じ、この本を上梓しました」

この先に求められるのは
社会構造のつくりかえ

　河合氏の著書『未来の年表』には、今
後起こりうるショッキングな出来事が年ご
とに書かれているが、さらに問題なのはそ
れらが相互かつ複雑に影響しあい、新た
に別の問題をもたらすということだ。
　人口が減少すると税収は減り、自治体
の維持も難しくなる。データ＊によると
「2040年までに自治体の半数が消滅の
危機にさらされる」との推測もある。あち
こちの自治体が立ち行かなくなれば、国
民全体でコストを負担することになる。現
在あたりまえのように提供されている質の
高い医療も望めなくなるかもしれない。
　道路や上下水道などの社会インフラに
ついても同様だ。現在あるインフラの多く
は、1960年代の高度成長期に整備され
たもので、それらが50年の月日を経て、老

朽化が進んでいる。
  「これらのメンテナンスや更新には莫大
な費用がかかるのに、利用者は減り、税収
も減る一方です。かといって放置はできな
い。耐用年数を超えたインフラを使用し続
ければ大惨事にもなりかねません」
　上記は一例だが、このように人口減少
問題はあらゆる場面で私たちの暮らしに
影を落としていく。いま日本は、人口減少
の現実に伴う「社会のつくりかえ」が求め
られているのだ。

人口の絶対数が減少するなか、
高齢者率が上がる。その対策は?

  「日本の将来推計人口」によると、2024
年には人口ボリュームの大きい団塊世代
が大病を患いやすい75歳以上となり、
2040年にはその次にボリュームの多い団
塊ジュニア世代がすべて高齢者（65歳以
上）となる。
　その2年後、高齢者数は3,935万2千人
でピークを迎え、2016年の高齢者数を
500万人近く上回ることになる。
　増大する高齢者向けサービスのコスト
をはじめ、さまざまな社会コストを数少な
い勤労世代で賄うことになるのだ。さらに
危惧されるのは、独居高齢者や生活に困
る高齢者が増えることだろう。というの
も、団塊ジュニア世代は「就職氷河期世
代」でもあり、思うように職に就けなかっ
た人が多い。年金保険料の納付実績が少
なく、低年金・無年金で暮らす高齢者が増
える。また、年々未婚率も高くなっており、
2035年には男性の3人に1人、女性の5
人に1人が生涯独身というデータもあり、
少子化にさらに拍車がかかるとみられる。
　こうした未来に対し、河合氏は「戦略的
に縮む」ことが大切だと語る。
  「ただ縮むのではなく、豊かさを維持しな
がら少子高齢化・人口減少を乗り越えて
いくのが今後の命題です。そのためには、
少人数で生産性を上げることを考えなけ
ればならない。それは技術革新と質の高い
労働力があってこそ実現できます。例えば
24時間社会から脱却し、そうすることで
生み出せた人手を新たな成長分野に投入
していく。国民全体の意識改革が必要で
すね」
　企業にも同様のことが言える。人口が減
っていくのに、これまでと同じ戦略ではう
まくいかない。規模を拡大するより、豊か
に縮む方向へシフトしていくことが求めら
れるのだ。サービス業のみならず、どの業
界においても起こる労働力不足。しかも減

少するのは労働力だけではなく、サプライ
ヤーも消費者も減っていくのだから、社会
全体が「戦略的」に縮んでいく必要がある
のだ。

高齢社会の真のニーズを汲み取り
ビジネスチャンスに活かす

　人口減少に向けて対策が追いついてい
ないという現状はあるものの、同時にこれは
ビジネスチャンスでもあると河合氏は言う。
  「超高齢大国に向かっていながら、いま
はまだ高齢者向けの商品やサービスは十
分ではありません。『シルバー市場の拡大』
が進んでいることは分かっているのに、ど
れだけ真のニーズを汲み取れているかは
疑問です。たとえば、人口減となれば空き
家が増え続ける。その中古住宅を上手く
利用して低家賃で独居高齢者が暮らして
いけるよう整備することです。過去の成功
体験を捨て、価値観を変えることで、社会
問題を解決すると同時に商機が生まれま

す。またバスの運転手は現在、車椅子の客
を1人は対応できるように訓練されていま
すが、今後は何人もの対応を求められるで
しょう。バス停にも電車のホームにも、車
椅子の利用者がずらりと並ぶことだって想
定されます。2020年の東京パラリンピッ
ク時に、私はその様子が垣間見えるので
はないかと思います」
　高齢社会の抱える課題は多々ある。認
知症患者も増えるだろう。この先、国や企
業がそれぞれの分野でこうした人々の困り
事にフォーカスした政策やサービスに需要
が高まるはずだ。ほかにも問題は山積して
いるが、そこにこそ乗り越える策とビジネ
スチャンスが隠れている。
　河合氏の著書に描かれている未来は、
「このまま対策しなければ起こりうる現
実」だ。人口減少に歯止めをかけることが
難しいのなら、そこを見据えて概念を変
え、戦略を立てる。対策をとることはでき
るのだ。

産経新聞社論説委員・
大正大学客員教授

河合雅司氏
1963年愛知県生まれ。中央大学卒業。現在、
内閣官房有識者会議委員、厚労省検討会委
員、農水省第三者委員なども務める。著書に
『日本の少子化 百年の迷走』（新潮社）、『地方
消滅と東京老化』（共著・ビジネス社会）、『医療
百論』（共著・東京法規出版）などがある。

人口減少カレンダー    ※『未来の年表』に掲載してある年表の一部を抜粋

2020 女性の過半数が50歳以上となり、出産可能な女性数が大きく減り始める
2023 団塊ジュニア世代が50代となり、企業の人件費はピークを迎える
2024 団塊世代がすべて75歳以上となり、社会保障費が大きく膨らみ始める
2030 ITを担う人材が最大79万人不足し、社会基盤に混乱が生じる
2033 老朽化したインフラの維持管理・更新費用が最大5兆5,000億円程に膨らむ
2035 男性の3人に1人、女性は5人に1人が生涯未婚という「未婚大国」になる
2040 団塊ジュニア世代がすべて65歳以上となり、大量退職で後継者不足が深刻化する
2042 高齢者数が3,935万2,000人とピークを迎える
2050 団塊ジュニア世代がすべて75歳以上となり、社会保障制度の破綻懸念が強まる
2055 4人に1人が75歳以上となる
2056 生産年齢人口が4,983万6,000人となり、5,000万人を割り込む
2059 5人に1人が80歳以上となる
2065 総人口が8,807万7,000人で、2.5人に1人が高齢者となる
2115 総人口が5,055万5,000人まで減る

＊日本創成会議  人口減少問題検討分科会 2014年公表

国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」（2017年）より（端数の関係で合計値と一致しないことがある）

この先10年も経たないうちに若者は激減する。労働力不足の解決策としてAIへの期待は高まるが、
若い労働力の減少によってAI開発者や技術者の絶対数不足も懸念される。社会全体が老いていく現実を見据え、
社会のつくりかえが必要になる。

最新データに基づく日本の将来推計人口

2015年

2040年

2065年

2090年

2115年

1,595万 7,728万

5,978万

4,529万

3,430万

2,592万

3,387万

3,921万

3,381万

2,555万

1,943万

1,194万

898万

684万

520万

1億1,092万

8,808万

6,688万

5,056万

1億2,710万

1億 総人口（人）5,000万

14歳以下
15～64歳
65歳以上



No.123 No.12318 19

Kingdom of Thailand
年末、タイ王国内ラムパーン県に
ある「マエモウ鉱山」に、日立建機
タイランドから新たに9台の電動

式超大型油圧ショベルEX2600E-6LDが
納入された。同鉱山は、タイ電力庁（EGAT=
Electricity Generating Authority of 
Thailand）が所有する国内最大の露天掘
り鉱山。

式典では、高安関の活躍
と田子ノ浦部屋の発展を
祈念する挨拶も行った。

長年安定稼働を続けてきた既納機が
電動式超大型油圧ショベル9台の追加納入に結実

　今回納入した9台の超大型油圧ショベル
は、現地企業のサハコール社が導入したもの
で、EGATから委託を受けて資源採掘事業
を10年進めている「EGAT No.8プロジェク
ト」に使用される機械。1972年のマエモウ鉱
山の操業開始以来、2度目となる大規模な
電動式超大型油圧ショベルの納入となった。
　今回の導入機選定にあたっては、いまを遡

ること23年前の1995年にマエモウ鉱山に初
めて納入された電動式超大型油圧ショベル
EX2500Eが、現在もなお稼働し続けてい
るという、機械の耐久性ときめ細かいアフタ
ーサービスの実績への信頼によるところが大
きい。
　日立建機タイランドは、製品の提供に加
え、アフターセールスサポートを提供し続けて
いることで高い評価を得ており、タイ王国に
おける鉱山向け超大型油圧ショベル市場で
No.1のシェアを維持している。
　アフリカ、豪州、インドネシア、北米など世
界の主要な市場はもとより、ここタイ王国の
市場から受ける信頼・評価の高さは、世界各
地において日立建機グループ各社が、お客さ
まが求めるサービス力を提供していることの
証左ともいえるだろう。

昨

月場所を12勝3敗と力強い相撲
で勝ち越した大関の高安関。昨年
末の12月27日、日立建機では高

安関に化粧まわしを贈呈し、大関の活躍を祈
る式典を行った。
　高安関の出身地は、日立建機のマザー工
場である「土浦工場」がある茨城県土浦市。
多くの従業員が市民でもあり、地域企業とし
て、土浦市をはじめ茨城県の皆さまとともに
高安関を応援していくため、今般、化粧まわ
しを贈呈する運びとなった。
　化粧まわしのデザインは、日立建機グルー
プのコーポレートカラーである「タキシーイエ
ロー」を背景に、高安関の愛称である“クマち
ゃん”にちなんで力強いヒグマを中心に据え
たほか、後方に茨城の名山である「筑波山」
を配したデザイン。この化粧まわしを締めて
土俵入りをすることにより、闘争心を奮い立

タキシーイエロー、ヒグマ、筑波山…
高安関に化粧まわしを贈呈

たせた高安関が力強い相撲を取れるよう、ま
た他の力士には勇ましい姿を見せられるよう
願いを込めたものだ。
　贈呈式典は、高安関が所属する田子ノ浦

部屋（東京・江戸川区）で執り行い、日立建機
の執行役専務・藤井宏豊より、地元を代表
して活躍を続け、相撲を通じて感動を与え
続けてくれる高安関へ感謝の意を表すると

ともに、化粧まわし
のデザインに込めた
思いを伝えた。
　日立建機では、こ
れからも土浦市民
やファンの皆さまと
ともに高安関を応
援していく。

1
を高める。「和」で極める。
　2017年度に各メディアに掲
載した日立建機の企業広告がこ

のたび、日刊工業新聞社の「2017年 日本産
業広告賞」新聞部門第4部で〈第1席〉、日

日立建機の企業広告が
2つの広告賞を受賞

本工業新聞社の「第56回 ビジネス広告大
賞」記事下広告部門で〈金賞〉を受賞した。
日本産業広告賞の新聞部門第4部において
は、3年連続での〈第1席〉受賞となった。
　本広告は、茶道における、1つひとつの品々

に心を尽くし主客一体の気持ちを生む空間
を築く「一座建立」の精神に、お客さまや社
会の課題に真摯に向き合い、1つ1つの要素
を高めることで「Reliable solutions」
を提供する日立建機の企業姿勢を重ね合

わせて表現したもの。
　こうしたコンセプトに対し、広告賞
審査員の方々からは、「ただ単に製品
の見せ方を面白くしただけに留まら
ず、茶道が追求する精神から顧客視
点でソリューションを追求する日立建
機のスタンスが重ねて読み取れ、興
味深い」との選評を頂いた。
　今後も日立建機では、「Reliable 
solutions」のコーポレートステイト
メントのもと、自らの企業姿勢を伝
える魅力ある企業広告を制作、発信
していく。

年12月12日～16日の5日間、イ
ンドのバンガロールでアジア最大
級の建設機械見本市『E

エ ク ス コ ン
XCON

2017』が開催された。2年ごとに開催され
るこの見本市、今回は日本をはじめ、韓国や
中国のメーカー、米国、英国、ドイツ、フィン
ランドなど、12の国・地域から275社が出展
し、4万人以上の来場者を集めた。
　モディ政権発足以降、インドでは国内各
地で大規模な社会インフラ投資が積極的に
行われており、各方面からの市場に対する注
目度の高さが伺われる。
　インド国内で日立建機製品の製造、販
売、サービスを担っているのはタタ日立コン
ストラクションマシナリー（タタ日立）。油圧シ
ョベルはシェアNo.1を誇り、中でも日本とイ
ンド双方の技術者の協力によって設計され、
インド国内で製造されている新興国向けモデ
ル「GI（=Global India）シリーズ」は、
2013年の販売開始以来、インド以外の新興
国市場においても耐久性や品質の高さ、燃
費性能などが高く評価されている。
  『EXCON2017』ではこのGIシリーズのほ
か、参考出展したハイブリッド油圧ショベル、
さらにはICTを活用して建設機械のライフ
サイクルコスト低減を実現するConSiteの

アジア最大級の建設機械見本市『EXCON2017』
タタ日立がブースに込めたインド市場への思い

昨

India

Japan Japan

EGAT副長官、サハコール社執行委員会長らを招いて行われた納入式典。EX2600E-6LDはインテリジェン
トマルチファンクションディスプレイやコントローラエリアネットワークなど最新の機能・機構を搭載しており、資
源採掘現場における生産性の向上に期待がかかる。

「個」

日立建機執行役会長の石塚達郎も式典に参加した。

多勢の来場者が関心を寄せたタタ日立のブース。

インドで高い需要のある
「バックホウローダ」の
最新モデルについて

自らプレゼンテーションする
執行役社長の平野耕太郎。

紹介など、インド市場に対して製品からソリュ
ーションまで幅広い取り組みを行う日立建
機グループの姿勢をアピールした。
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　下記のクイズに正解された方の中から抽選で５名様に、大関・高安関の手形とサイン
が入った色紙をプレゼントいたします。  ※締め切り：2018年5月11日必着

※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「日立建機株式会社 個人情報保護に関して」の記載内容に準じて取扱います。
https://www.hitachicm.com/global/jp/privacy-jpn/

Eメール

電話

役職

年齢

所属部署名ご勤務先名称

お名前

ふりがな

ご勤務先住所

〒 都道
府県

歳

区市
郡

性別  　男・女

アンケートにご協力ください

ご応募はこのページ全体をコピーして
FAXにて下記フリーダイヤルへお送り下さい。

FAX

https://www.hitachicm.com/global / jp /
tierraplus123

※PCやタブレット端末、スマートフォンからも応募できます。

＊今号のご感想・ご意見をお聞かせください

■クイズの答え
1. ランニングオークション　　2. パレードオークション　　3. ラインオークション

記事 良い　　　　　            良くない
巻頭特集
【建設機械中古車マーケット～注がれる熱視線】 □  □  □  □  □
拝啓 現場小町
【JALグランドサービス・米田有里絵さん】 □  □  □  □  □
Solution Linkage通信簿
【ICT施工ソリューション編】 □  □  □  □  □
What's this?
【アジャスタ・シリンダ】 □  □  □  □  □
地球の上の“Kenkijin”
【日立建機ロジテック・大森 葵】 □  □  □  □  □
環境考察Labo
【話題作『未来の年表』の著者に聞く】 □  □  □  □  □
World Wide Topics
【タイ・インド・日本】 □  □  □  □  □

建設機械の中古車オークションで、参加者の眼前を展示機が走行している間に
入札するオークションスタイルを何オークションというでしょう？

※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。

眞貝 敦子様（北海道紋別郡） 　浦野 晴之様（長野県長野市）　足達 一夫様（高知県香南市）

【問題】

今号の中で各々の記事の印象をお聞かせください
（□内にチェックを入れてください）

1. ランニングオークション
2.パレードオークション
3.ラインオークション

（正しいと思う答えを○で囲んでください）

WEB

0120-311-760

読者プレゼントクイズ 5 名様に！

〈前号の当選者〉●日立建機ヨーロッパ特製「クロノグラフ腕時計」

https://www.hitachicm.com/global/jp/tierraplus123
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