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Open Innovation

Solution Linkage
日立建機が提供する新たな価値

社会基盤を支える日立建機の建設機械は、これまでさまざまな技術革新

による進化を遂げてきました。一方で、経営の効率化を追求するマイニング分野、労働力不足が懸念される

建設現場などでは、生産プロセスのさらなる改革が求められています。

そうした中、日立建機グループでは2017年より、お客様とともに課題を解決しながらノウハウを積み上げて

いく独自のソリューションを「Solution Linkage」と総称して展開を始めました。これは、ICTやIoT技術

を活用してお客様のビジネスをサポートしてきた日立建機グループが提案する新たな価値創造の形です。

　Solution Linkageは、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施工現場におけるお客様の課題を、お

客様とともに解決する日立建機の ICT・IoTソリューションです。

　これらの課題解決にあたっては、日立建機を中心に、日立グ

ループの幅広い先進技術である“One Hitachi”や、ビジネス

パートナーと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”の活用がカギとなります。

　建設機械メーカーに対するお客様のニーズは今、高品質・高

機能な製品の供給のみならず、ともに課題を解決し、ともに価値

を生み出していくソリューションへと大きく変化を遂げようとしてい

ます。日立建機グループは、お客様のご要望の一歩先を見据え

て、Solution Linkageのさらなる進化をめざします。

日立グループの幅広い先進技術と、 

ビジネスパートナーのエキスパート技術が融合

今後の展開について

　FMSとともに鉱山経営の効率化・省力化に大きく寄与する最新技術が、ダンプトラックの自律走行システム「AHS

（Autonomous Haulage System）」です。日立建機のAHSは現在、2019年度の商用化をめざして実証試験を進めていま

すが、複数台のAHSダンプトラックを同じエリアで安全かつ効率よく走行させる技術などに、FMSで培ってきたノウハウが生かさ

れています。今後は、FMSとAHSの双方のメリットを生かしながら、お客様の課題解決に貢献していきます。

さらなる高度化をめざす鉱山運行管理ソリューション
Wencomine / Wencolite

特集

　一般的に鉱山の採掘現場では、1台の掘削・積込機械に対

して複数台のダンプトラックが割り当てられ、採掘した資源を順

次積み込んで、加工設備や保管場所などに運搬します。この作

業を円滑・効率的に行うために、鉱山では「ディスパッチャ」と呼

ばれる配車担当者が稼働情報を判断しながら、車両オペレータ

に指示を与えます。その際に必要となるのが、マイニング機械の

正確な位置情報や稼働情報です。Wenco社のFMSは先進機

能と優れた操作性によって、精度の高い情報をディスパッチャに

提供します。

　Wenco社のFMSには、大規模鉱山向けの「Wencomine」

■ 世界約150の鉱山現場で活用されているWenco社のFMS

一元管理により鉱山運営の効率化や最適化を担う

と、中小規模鉱山向けで限定的な機能を持つ「Wencolite」の 

2種類があり、現在は世界約150の鉱山現場で活用されています。

ダンプトラックの自律走行システム「AHS」に関する
事例をCSVテーマ2でご紹介しています。

CSVテーマ2 
社会基盤を支える現場力の強化　→ p36

■ 機能拡張によりお客様の新たなニーズに応える

基本機能

運行管理

自動配車

マシン
ガイダンス

　Solution Linkageでは、One Hitachiとオープンイノベー

ションにより、FMSのさらなる高度化をめざしています。データ分

析・視覚化の新ソリューションである「Avoca」は、データベー

スに蓄積された操業データを有効に利活用できる機能です。そ

のほか、マイニング機械の温度や振動といったセンサデータの収

集・分析ができる「ReadyLine」、メンテナンススケジュールの

管理などができる「Maintenance Monitor」、タイヤの突発

不具合の軽減や寿命向上に貢献する「TireMax」など、多彩

な機能の拡張を進めています。

安全運行支援

事業データ分析

機械保守

拡張機能

■ Solution Linkageの構成イメージ

「Wencomine」「Wencolite」は日立建機グループ会社であるWenco社（カナダ）が提供する鉱山運行

管理システム（FMS：Fleet Management System）です。最先端の情報技術の活用により、お客様の鉱

山経営の合理化・効率化に大きく貢献します。
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データ共有 / 
管理アプリ

機械転送
データ

変換アプリ

ICT 建機の
モニタ表示

アプリ

施工状況確認 / 
管理アプリ 土量管理アプリ

測量データ、3 次元
設計データなどをアッ
プロードし、関係者間
で共有が可能

3 次元現況データ
や 3 次元設計デー
タをもとに施工土量
を算出

アップロードされたデータ
をもとに出来形管理。各
種データをダウンロード
し、納品データを作成

３次元設計データ
を建機転送データ
に変換

建機転送データ
を送信し、遠隔
で機械の設定を
実施

自動アップロードさ
れる荷重データか
ら、運搬作業の進捗
確認が可能

自動アップロードされる施工
履歴データをもとに進捗管
理。施工履歴データを用い
た部分出来高の算出も可能

起工測量 設計・施工計画 検査・納品施工

Solution Linkage Cloud

表彰名／受賞年月 主催団体 受賞対象 評価内容

第 21回環境コミュニケー
ション大賞「優良賞」

[2018年2月]

環境省、
一般財団法人地球・
人間環境フォーラム

日立建機グループ
『CSR & Financial 
Report 2017』、
環境Webページ

トップコミットメントから KPI （重要業績指標）選定までの
方針が一貫され製品に表れていることや、バリューチェー
ン全体で持続可能性に関する課題との関係を明らかにした 
SDGs のバリューチェーン・マッピングが評価を受けての受
賞となりました。

健康経営優良法人 2018
（大規模法人部門）～ 
ホワイト 500

[2018年2月]

経済産業省、
日本健康会議

日立建機、
日立建機ティエラ

健康経営の実現に向けて、①経営トップによる「健康経営
宣言」と健康保持増進への取り組み、②健康保険組合との
連携、メンタルヘルスなどの従業員の健康課題への対応、
③専門資格者（産業医または保健師）の関与、④労働時間
の適正化と「働きやすさ」の実現、⑤ワーク・ライフ・バ
ランスの推進、といった活動を通じた組織活性化の取り組
みが評価されました。

ザンビア KAIZEN大会 
「最優秀賞」

[2018年2月]

ザンビア KAIZEN協会、
独立行政法人国際協力機構
（JICA）

日立建機ザンビア

ザンビア共和国の首都ルサカで開催されたザンビア KAIZEN
大会に、ザンビア部品再生工場のチーム「FINAL DRIVES」
が参加。カイゼン事例の発表である「工具箱の設置方法のカ
イゼン」が製造部門 12チーム中、第 1位の成績を収めました。

国内株式運用機関が選ぶ
「優れた統合報告書」

[2018年1月]

年金積立金管理運用独立行政
法人（GPIF）

日立建機グループ
『CSR & Financial 
Report 2017』

GPIFが国内株式の運用を委託している 16機関に対し、「優
れた統合報告書」と「改善度の高い統合報告書」の選定
を依頼。日立建機グループの『CSR & Financial Report 
2017』が、延べ 70社のうちの 1つに選ばれました。

第 6回いきものにぎわい
企業活動コンテスト 
「審査委員特別賞」

[2017年12月]

公益社団法人国土緑化推進機
構、公益社団法人日本アロマ
環境協会、公益財団法人水と
緑の惑星保全機構、地球環境
行動会議（GEA）

日立建機（上海）、
日立建機（中国）

NPO法人緑化ネットワークの活動理念に賛同し、中国・ホ
ルチン砂漠の森林復元と地域活性の両立をめざした緑化活
動「バケツリレーで未来へつなげる」を展開。生物多様性
の保全や持続的な利用などの実践活動が評価を受けての受
賞となりました。

平成 29年度関東地方発明
表彰「特許庁長官賞」

[2017年11月]

公益社団法人 発明協会

油圧ショベルの
省エネシステム
「TRIAS（特許第
5572586号）」

独自の 3ポンプシステムの採用で、油圧アクチュエータ間
の独立性を高め、さらに油圧回路内の絞り圧損を低減。お
客様のニーズである優れた操作性と燃費性能の向上に貢献
する点が評価されました。

中国建設機械産業 
インターネット大会
（CMIIC2017） 
「匠の逸品賞」

[2017年11月]

彗聡工程機械網
日立建機（中国）の 
大型油圧ショベル
「ZX490LCH-5A」

半年間にわたる約180万票を超えるインターネット投票、ユー
ザー評価、専門家の審査などを経て決定されるもので、市場
ニーズに合った製品として大型油圧ショベル「ZX490LCH-
5A」が評価されました。2014年の電動式超大型油圧ショベル
「EX8000E-6」の受賞から、4年連続の受賞となりました。

合肥市希望プロジェクト 
貢献賞

[2017年8月]

安徽省合肥市 日立建機（中国）

日立建機（中国）は設立以来、社会貢献の理念を大切に合肥
市の社会公益活動に参加してきました。特に教育面では、合
肥市に教育基金を寄付することで2010年の日立建機宋崗希
望小学校の建設を支援し、定期的な学校訪問や物品の寄贈、
さまざまな体験の機会の提供を通じて、子どもたちと交流を
続けたことが評価されました。

外部からの評価・表彰

■ 2017年度の主な評価・表彰

　2017年9月、日立建機では国土交通省が推進する

i-ConstructionをはじめとするICT施工に適した日立建機のク

ラウドソリューションとして、Solution Linkage Cloudをリリー

スしました。Solution Linkage Cloudでは、ICT施工に役立

つさまざまなアプリケーションを提供しています。それらのアプリ

ケーションを通じて、安全性向上、生産性向上、ライフサイクルコ

スト低減に貢献します。

　Solution Linkageが提供するアプリケーションを作業の工

程や内容に合わせて使い分けることで、現場の作業を効率的に

進めることができます。例えば、測量データや3次元設計データ

などをクラウド上にアップロードして関係者間で共有したり、ICT

建機から送信される施工履歴データをもとに進捗管理を行ったり

■ 施工現場を「見える化」し、人と作業の関係を最適化

ICT施工の中核を担うソリューション
Solution Linkage Cloud

Solution Linkage Cloudのアプリケーションに関する
事例をCSVテーマ2でご紹介しています。

CSVテーマ2 
社会基盤を支える現場力の強化　→ p37

Solution Linkage Cloudポータルサイトのイメージ

今後の展開について

　今後も、多種多様なアプリケーションを提供することで、さまざまなメーカーの建設機械が稼働する現場に、柔軟に対応するポー

タルサイトを実現していきます。土木・建築にとどまらず採石、浚渫、林業、鉄鋼などのさまざまな業種のお客さまを対象に、顧客

協創の活動を通じて、課題を解決するソリューションの拡充を図っていきます。

することができます。

　測量から維持管理に至るまで、施工プロセスのあらゆる段階

の3次元データをシームレスにつなぎ、オープンイノベーションに

よる連携を促進させることから、グローバルな価値創造を実現す

るものとして期待されています。

■ クラウドでつながるアプリケーション

Solution Linkage Cloud（ソリューション・リンケージ・クラウド）は、日立建機が提供するソリューション

のプラットフォームに位置付けられるものです。クラウド上で提供されるアプリケーションを作業の工程や内

容に合わせて使い分けることで、現場の生産性向上に大きく貢献します。
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