日立建機グループ
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ICT施工 は
これから
どう進展するのか?

ICT施工 は

3

▶ 特集

これから

「ICT施工」は
これからどう進展するのか？
▶ 拝啓 現場小町
株式会社ドローンママ 代表取締役
一般社団法人ドローン女性雇用促進協会 代表理事

10

飯原夏子さん
▶日立建機にできること
かすみがうらマラソン兼国際盲人マラソン

12

どう進展するのか?

サポートボランティア
▶地球の上の Kenkijin
日立建機日本株式会社
顧客ソリューション本部 建設ソリューション部

14

平山知子
▶環境考察 Labo
気象災害から身を守る雲観察

16

「 観天望気」のすすめ
▶ Support＊Support
・乳がんへの理解と啓発、および女性活躍への願いを込め、
荷台がピンク色のダンプトラックを豪州鉱山に納入

18

・日立建機が支援する認定 NPO法人「豊かな大地」が
カンボジア北西部の村で「ため池」を建設

▶ 読者プレゼントクイズ＆アンケート
【読者プレゼント】
「おでかけセット」を3名様に進呈

20

エディトリアルデザイン／鶴田稔幸（Tosh&Co.）

国土交通省が推進するi-Construction。3次元データを共通情報にICTを駆使して、
土木建設業界の生産性を上げるだけでなく、魅力あふれる業界にし、
とりわけ意欲と技術のある産業にしていくことが狙いだ。
ただその浸透はまだ限定的にも見える。今後、i-Constructionを含め、
ICT施工はどのように進展するのか。さらに日立建機はどのように対応していくのか。
国土交通省のi-Construction 委員でICT施工の第一人者である立命館大学 教授・建山和由氏、
および日立建機 代表執行役 執行役副社長・住岡浩二に話を聞いた。
取材・文 ／ 佐藤
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聡 インタビュー写真／ 小島真也
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ICT施工 はこれからどう進展するのか？
◎平成29年度ICT活用工事実施状況（国土交通省HPより）

これからの施工は
ICTが標準化
意欲と知恵、工夫のある
土木建設会社が伸びる

ICT活用工事公告件数（直轄工事）

ICT活用実施件数

平成28年度
平成29年度（平成 30年1月31日時点）

50%

100%

【 ICT活用実施内訳】

1,625件

①584件（35.9%）

①

発注者指定型 ：66件
施工者希望Ⅰ型 ：220件
施工者希望Ⅱ型：298件

1,418件

②729件（51.4%）

②

発注者指定型 ：87件
施工者希望Ⅰ型 ：329件
施工者希望Ⅱ型：313件

土木

舗装工

54件

③17件（31.4%）

③

発注者指定型 ：7件
施工者希望Ⅰ型 ：1件
施工者希望Ⅱ型：9件

浚渫工

24件

④24件（100%）

④

発注者指定型：13件
施工者希望型：11件

立命館大学 理工学部 環境システム工学科教授
国土交通省 i-Construction委員／ICT 導入協議会議長

建山和由氏
̶̶ 2 016年度から国土交通省が導入

した i- Construction。改めてその背景
について教えてください。
建山氏 日本の人口減少は待ったなしの
状況です。これは、あらゆる業界で働き手

◎都道府県・政令市におけるICT土木工事実施状況（平成 30年1月31日時点）

る所にほころびが出てしまう。

平成28年度実績

そこで 全 体の生 産 性を上

平成29年度（予定含む） 都道府県・政令市での I C T土木の実施団体が 53

げ、従来の土木建設業に対す

実施団体件数

19

53

る勤務・労働条件の厳しい仕

公告件数

56

816

事というイメージを払 拭し、

団体（H28年度：19団体）
に増加するとともに、対
象工事も大幅に増加するなど、地 方自治 体での
取り組みも拡大傾向にある。
※件数が不明の団体の場合、件数として1件をカウント

「希望」
「休日」
「給 料」のある

が不足することを意味しますが、土木建設

新３K 産 業に土 木建 設 業

すると思っていたのですが、意外にも地方

「収録されている」ことから、安全意識や

まい、クリエイティブ面がどんどんなくなっ

業界においても人手不足は大きな問題で

を改革し、若い人がやってくる

の土木建設会社の方が積極的にICTや

整理整 頓、マナーが向上し、仕上がり品

てきた。結果、業界の技術全体が伸び悩
んでいると感じています。

す。生産年齢人口の減少は税収減につな

魅力ある産業に作り変えていく必要があ

ニュアルが、ICT の導入を前提に大きく見

ツールを取り入れて合理化を図っていま

質が良くなったという報告もあります。発

がるので、結果インフラ投資も縮小する。

るのです。i- Constructionにはこうした

直されたこと。しかも1度決めたことでも、

す。特に民間工事だとやり方を自由に設

注者と情報を共有して現場の立ち会い検

ICTにはその管理を任せればいい。その

しかし各地で老朽化が進むインフラの維

課題と狙いがあります。

使ってみて使いにくいところやより良い方

定できますから、自分たちで工夫もしやす

査を映像で代替する試みもあり、こうした

分、人はどんどん現場に出て、新しい技術

法があればどんどん変えていく。試行工事

い。皆さん非常にユニークな取り組みをさ

工夫が生産性向上に役立っています。

なり、現場の動かし方を考える。現場会議

を行って標準化を模索していくなど、国が

れています。

持管理の必要性は変わらない。
一方、土木建設業は労働時間が全産業
平均に比べ18％長く、年間平均賃金は全
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平成 30年1月末時点で、ICT土木については対象工事として発注した工事のうち、約 5割の729件の工事で ICT土木を実施（舗装工、浚渫工の公告は平成 29年度から実施）。

̶̶ そのためにはICT施工による効率

化が重要になってくるということですか。

産業に比べて24％低い。一時に比べて改

建山氏 i- ConstructionというとICT

善されたとはいえ、未だ勤務・労働条件

を使った施工の合理化と思われがちです

は他産業に比べて厳しい状態を抜け出し

が、決してそれだけではありません。例え

かつてないほど非常に柔軟です。
̶̶ 今後は施 工の ICT化が一気に進

むということになりますか。

例えば定点カメラで現場の映像を収録
し続け、工事進捗の確認や事故やトラブ
ルの検証に役立てている土 木建設会社
があります。データが重くならないように

̶̶ 地方の土木建設会社が始めた工
夫が、ICTの活用で国の標準になって
いく時代になってきた。

を行う。自然相手の仕事だからこそ、現場
で人が改善点に気づける ̶̶ そういうこ
とが土木建設業界の本来の仕事であり、
求められていることだと思っています。

建山氏 その通りです。私は ICT 施工や

業界はこれまでどうしても量を追ってき

切れていません。さらに労働生産性の低

ば現場作業を減らして建設資材を工場で

建山氏 国の直轄工事では増えてきまし

連続静止画、タイムラプスを使って日々の

i- Constructionといっても、それに向か

た面がありますが、受注量が減っても人や

さも指摘されています。製造業は 20年間

加工・生産してそのまま建設現場に設置

たが、地方自治体ではこれからですね。地

様子を収録、建設機械の動きや人の動き

って業界全体が一斉に動き出すという話

資材、時間、やり方の工夫で利益は上げら

で労働生産性を２倍に上げましたが、土

する、このほか季節変動の大きい発注を

方の場 合、i- Construction 導入による

を記録し、マネジメントのデータベースとし

にはなっていかないと思っています。

れます。施工現場にはまだまだ過剰な面

木建設業はそれほど上がっていない。これ

年間を通じて平準 化していく、あるいは

効果の実感がまだ想定できないこともあ

て事故防止や人材教育に役立てていまし

は、建設投資が縮小する中で事業者数や

施工規格の標準化などさまざまなメニュ

るでしょう。国土交通省でも研修制度を

た。映 像を教 材に使用し、熟練者による

国から驚かれるほど効率的に整備をして

就労者 数はさほど減らなかったため、結

ーを通じて生産性を上げていくというこ

用意して導入を促していますが、研修を受

現場の危険回避や安全履行のバーチャル

きました。それは施工の流れを体系的に

土木建設会社のなかには、技術や知識

果として生産性を上げる必要がなかった

とです。

日本のインフラは明治時代より、諸外

がある。その過剰を見つけて削減すれば
生産性は上がります。

けてやってみようという自治体はまだ少な

教育ができるので、時間とコストが削減で

整理し、マニュアル化を図ったからです。マ

も要るので i- ConstructionやICT施工

から。対して製造業は工場に自動化技術

とはいえ、ICT 活用がその大きな柱とな

いようです。一方で静岡県や茨城県など

きます。

ニュアルに従えば、一定品質のものが効

を丸ごと建設機械メーカーやコンサルティ

や合理化技術を取り入れ、生産性を大き

るのは確か。
「ICT 施工」の言葉が急に現

熱心なところもあり、滋賀県は職員自らが

アーカイブとして残せば、似たような工

率的につくれる仕組みができた。しかしそ

ング会社にお願いするケースもあるでしょ

く改善してきた。工場生産のような自然条

れた印象があるかもしれませんが、建設機

ドローンを飛ばしてICT施工の導入に取

事を受注した際も事前にどんな準備をす

の一方で、仕事が「マニュアル通りか」
「基

う。でもそれだと自社の地力が伸びない。

件に左右されない製造業の生産性と、自

械にICTを導入してマシンガイドしたり、

り組んでいます。こういった取り組みが全

ればいいか分かってきます。現場作業者も

準通りか」を 管理する ばかりになってし

全国的に地方には独創的で意欲的な企

然条 件に左右される土木建設業の生産

作業を自動制御するマシンコントロールと

国の自治 体に広まるには、あと５年ほど

性を単純比較するのはどうか、という意見

いった取り組みは、すでに「情報化施工」

要するのではないでしょうか。

もありますが、もはやそう言っていられな

として十数年前から行われています。しか

い状況です。

し、便利なのになかなか広まらなかった。

人も予算も限られていき、より難しい仕

それは発注者側が情報化施工を想定した

事が求められる現状がある以上、今まで

発注様式をとっておらず、基準やマニュア

の延長線上の議論では今後安定的に社

ルがなかったからです。

̶̶ 資金や人材に限りある地方の建設

会社が ICT施工に追随するのは、まだ
時間がかかるということですね。
建山氏 ところがそうでもないようです。

会インフラを提供していくという土木建

今 回の i- Construction 推 進 で 私 が

私も当初はスーパーゼネコンのような大き

設業の役割が果たせなくなる。国土の至

一番画期的だと思うのは、その基準やマ

い会社が先行導入し、徐々に地方に波及

No.124

業がたくさんあります。そこに建設機械メ

出来高
生産性＝
投入量

出来高を増やす
工事量を増やす
仕事量を増やす
人工を減らす
資材を減らす
時間を減らす

※生産性は「投入量」
と
「出来高」の比率で決ま
る。
「生産性向上」は分
子を増やすか、分母を減
らすかというイノベーシ
ョン。必要なところに着
目し、それが I CT で 解
決できるかを検討・導入
する。

ーカーなどが入って共に課題を見つけ、解
決改善の支援をする。生産性改善のため
に、まず自分たちが取り組めることを考え
るだけでもいい。その先にICT化が見えて
きます。ICT施工が目的ではありません。
土木建設業界が本来もっているクリエイ
ティブな力を引き出すために活用するのが
ICTであり i- Construction なのです。
No.124
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ICT施工 はこれからどう進展するのか？

確実に普及しはじめたICT 施工
課題を見つけて最適解を提案する
お客さまのために日立建機ができること

ICT 施工を牽引する
先駆的企業に学びながら
課題解決を提示

プリケーションの提供も、このSolution

は施工プロセス全体のフローやICT施工に

営業とサービス担当員すべてが初級取得

客さまの課題はそれだけではありません。

Linkageの一部だが、実際にそれらのメ

対応したソリューションツール、メニュー、

をめざし、お客さまが抱える課題は何かを

熟練者不足を補うためICTで省力化や自

ニューがお客さまのどのような課 題やニ

アプリケーションを揃え、
その中身も日々

把握できる力をつける。さらに中級レベル

動化を図り、施工品質を上げる目的もあ

ーズに対して有効なのか、日立建機では

拡充し、進化させている。進化を裏打ちす

ではトラブル時の原因究明などのスキルも

る。安全性向上のためにICTを使うお客
さまもいます」

i- Construction、ICT 施 工を牽引する

る技術は、日立建機グループはもちろん、

備える。その上の上級レベルは、測量から

ルコスト低減 ̶̶ 日立建機では、お客さ

全国各地の先駆的企業の方々と交流し、

日立グループ全体（= One Hitachi ）
、さ

検査まですべてのICT 施工フローを理解

まの課題をICT・IoTを活用して解決する

話を伺っている。

らに国内外の多くのビジネスパートナーや

し、技術的な問い合わせやデータのやりと

Mobile（詳しくは、次ページ参照）
の別契

ベンチャー企業とも手を組みながら取り

りも理 解するエキスパートで、各支社に数

約のオプションとなりますが、作業者向け

入れている。ただそれも、単にできること

名ずつ、全国で40〜50名配置できるよう

に、通信機能を備えたリストバンド型の活

を並べたメニューを揃えるのでなく、その

な体制の構築を進めている。

動量計を提供している。これも、お客さま

安全性向上、生産性向上、ライフサイク

「Solution Linkage（ソリューション リ
ンケージ）」を展開している。
i- ConstructionをはじめとするICT
施工に対応した、さまざまなサービスやア

「その熱意と知識と先進性には私たち
も圧倒されてしまうことがあります」
と驚きの声を上げるのは、Solution
Linkageの開発推進役を務める代表執

時々でお客さまにとって何が必要かを理

また、これとは別にJCMA
（一般社団法

解し、お客さまの要望に合う複数の選 択

人建設機械施工協会）
の i-Construction

肢を用意していく。

講師の認定資格を持つ社員も増やしてい

「重要なのはこうしたお客さまの課題を

「一方でベンチャーとの取り組みは、規

る。認定資格者は、国が主催する研修な

把握し、それに答える技術をしっかり磨い

式が行われ、生産性向上をもたらす優れ

模や動きの早さなど地方の土木建設会社

どで講師ができる知識を備えた者だ。こ

ておくこと。そのなかで建設機械メーカー

た取り組みがベストプラクティスとして表

の方が、建設機械メーカーよりも先行して

のほか、すでに Solution Linkage のサ

としてはやはり、ICTを活かした 施工 の

彰されました。受賞企業の中には、日立建

いる場合もあります。UAVを用いた効果

ポートデスクも用意し、ICT 施工ソリュー

自動化・無人化の実現にこだわりたい。と

機のお客さまもありましたが、改めて感じ

的な測量をベンチャーと連携したり、その

ションのお問い合わせに対して、幅 広い対

はいえ、油圧ショベルの自動化・無人化は

るのは、会社規模の大小ではなく、本当に

最終目的もお客さまによって違っていま

応を行っている。

まだまだハードルが高いと考えています。

工夫と意欲がある企業が積極的にICT 施

す。いずれにしても、我々はまずお客さま

工に取り組み、成果を積み上げ、業界を引

の課題をしっかり理解していくこと。その

っ張っている事実です。

ためには、お客さまときちんと話ができる

「日立建機が世界で認められたのは機械
が発揮するパワーと信頼性の高さ。以前
は、この 製品力 がお客さまの生産性向
上に寄与した。しかし今、これだけではク
リアできない課題があり、それをI CTの
活用で解決していく。むしろ、ICTによっ
て解決できる領域が広がったといえる」

No.124

知識を我々自身が持つ必要があります。

なアイデアと知識、そしてものすごい熱量

そのための人財づくりを、急ピッチで進め

を持っているということ。私たちも学ばせ

ています」

ていただくことが多々あるのです。いずれ

住岡浩二

から熱中症対策の要望から生まれたソリ
ューションである。

『 i- Construction 大賞』
の初となる授賞

こうした企業に共通しているのは、豊富

日立建機
代表執行役 執行役副社長 兼取締役

例えば、現在 では Solution Linkage

行役 執行役副社長の住岡浩二だ。
「 昨 年 末、国 土 交 通 省 が 創 設 した
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ICT施工の
海外事情

の先駆的企業も課題が明確で、めざす方
向、やるべきことが分かっています。私た
ち建設機械メーカーは、その中でどんな役

営業・サービス担当者を対象に
全国で社内 ICT 教育制度を
導入

お客さまが選択できる
ソリューションを提供し続け
油圧ショベルの
自動化・無人化もめざす

現在、鉱山用ダンプトラックの無人化は
建設機械メーカー各社で進めており、油
圧ショベルも図面通りにマシンコントロー
ルすることはできますが、熟練オペレータ
であればさらに、石が含まれている、土の

ICTの技術で解決できる課題は今後も

性状が硬い・柔らかいなど、地面の状況に

増えていく。そのメリットを求めてICT施工

応じて掘削する力を調整しながら均一に

の普及が進むヨーロッパ、例えばノルウェ

仕上げています。非常に奥が深い。そのレ

ーではすでにICT 施工率は 8割に上って

ベルまで自動化するにはまだ時間がかか

いるという。日本においてもこの先、ICT

るでしょうが、私たちが最も注力すべきこ

施工が加速するのは必至だろう。

とだと考えています」

欧州で取り組み実績が増えている
BIM（ビルディング・インフォメーション・
モデリング）
。
「 Construction 2025」
を推進するイギリスでは、2016年ま
でにBIMが 義 務 化され、設 計 図や
施工図の3次元モデル化による効率
的な施 工や管理が進められている。
コスト削減を狙いとして設定された
「Construction 2025」は、2025年
までに33%のコスト削減、50%の工
期短縮という大きな目標値が掲げら
れた。
現在、2019年の全線開通に向けて
ロンドン中心に工事が行われている
大規模な鉄道工事「Crossrailプロ
ジェクト」
には、各拠でBIMを適用。総
延 長118㎞、全 体 40駅のうち10駅
が地下という都心部地下を掘削して
いく複雑な工事を行うプロジェクトで
は、構造物同士が干渉しないように
するほか、既存施設への影響もあっ
てはならない。個 別に作成される設
計図や施工図は全体として整合性が
求められ、その確認のために「情報共
有」が欠かせない。そこで BIMを随所
に活用してすべてを3次元で図面化、
クラウド上で情報共有することで、施
工効率化をはじめ、安全性の向上、ミ
スやロスの減少といったリスク低減が
実現されている。
このほか多くの公共工事で BIMを
活用するフランスでは、エッフェル塔
周辺の再開発デザインコンペにBIM
の採用を必須とし、すでにコンペ参加
企業は当該地域現況の3Dモデル化
を完 成、2019年の最 終デザイン決
定に向けて動きだしている
（ 2023年
に再開発完了予定）
。
今後はさらに各国で、大規模プロジ
ェクトのみならず小規模工事において
も調査・設計段階からの 3Dモデル化
と土木工学との連携がより一層はか
られ、BIM /CIMの 導入が 進んでい
くことが予想される。

割が求められ、どんなソリューションを提

日立建機では現在、ICT 施工に対応で

供すべきなのか、しっかり情報を共有しな

きる人財づくりの一環として社内で教育

とはいえ、
「建 設 機 械メーカーの私た

お客さまの課題がいまの技術で解決で

「そのためには、お客さまの声をどんどん

がらお客さまが抱えている課題を理解し、

制度を設けている。内容別に初級・中級・

ちが ICT 施工の未来はこうだと決めつけ

きるのか、あるいは将来のどの段階であれ

聞かせていただきたい。将来のために今で

時には教わりながらその解決策を的確に

上級の 3つのグレードに分け、講習プログ

て商品を開発すべきではない」と住岡は

ば解決できるのかということを見極め、お

きることも必ずあるはずですし、2年後、5

提供することに尽きると考えています」

ラム修了後に試験で一定の点数をクリア

言う。

客さまから選択されるソリューションを提

年後に根本的に解決できることもきっと

供していく。

あるはずです」

その最適解を提示するべく、日立建機で

した者を認定する。当面は国内全拠点の

「ICT化の基本は生産性向上ですが、お
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ICT施工 はこれからどう進展するのか？
日立建機では、お客さまの課題である「安全性向上」
「生産性向上」
「ライフサイクルコスト低減」を、
ICT・IoT 技術を活用して、お客さまとともに解決する「Solution Linkage」を展開しています。
お客さまが抱える具体的な困りごとを理解し、時に教わりながら、
これまでさまざまなソリューションを生み出してきました。
油圧ショベルのバケット1杯ごとの積
ICT 施工をより効果的に進めるために、的確な解決策を提供するために･･･。
載重量や加算重量をモニタに示すこ
お客さまとの協創で作り上げてきたソリューションの数々を紹介します。
とで、積込作業中にダンプトラック1
台ごとの積載重量を見える化。過積
載防止や積込設定値の効率的な積
込作業を行えます。
山間部など、携帯電話の通信環
境が悪い施工現場に、Wi- Fiを
用いて安定した通信環境を提供
します。高低差や広範囲な施工
現場でも、W i - F iを複数台利用
することで通信したいエリアをカ
バーすることができます。

スマートフォンなどのモバイル端末を活
用し、位置履歴や施工現場の進捗を見
える化。指定エリアへの進入やダンプト
ラックの接近通知機能により積込作業
の段取りの効率化や、注意が必要な場
所での注意喚起など、現場の安全に対
する意識向上にも寄与します。

締固めエリアの転圧回数と地盤高さを
モニタで確認しながら施工を行えます。
GNSS ＊1 やTS ＊2 により、転圧機の転
圧位置と地盤高さを自動測定、転圧回
数を色別で表示するなどの機能もあり、
一目で転圧状況を確認でき効率的な
作業に役立ちます。

GNSS ＊1 とスマートフォン
などのモバイル端末を活用
することで、施工現場で簡易
的に測量を行えます。UAV
やレーザスキャナなどの大掛
かりな測量機器を準備する
必 要がなく、ICT 建 機 以 外
の作業も含めて日々の施工
の進捗を把握できます。

水中の目視できない深さ
の確認が難しい浚渫作業
の掘削 位 置を、モニタで
確認しながら作業が行え
ます。あらかじめ入力され
た設計データとバケット爪
先位置を計算して、目標地
点への誘 導をサポートし
ます。
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設計図面に基づいて掘削整形を行
えるよう、オペレータの機械操作を
アシストします。3D 設計データに
基づいて、機械のフロントをリアル
タイムに半自動制御するマシンコン
トロール
（MC）
機能と、モニタと音
による操作ガイダンスを行うマシン
ガイダンス
（MG ）機能があります。
さらに3D 設計データが不要な 2D
システムにも対応可能です。

複雑な動きをするPATブレー
ド＊3 を、3D 設計データを用い
てリアルタイムに半自動制御し
ます。高い運転技術が必要と
される小規模舗装工事の整地
などの作業効率に寄与します。
スマートフォンなどのモバイル端末を
活用し、施工現場から離れた場所で
も機 械や人の現在 地や位置履歴を
確認できます。自動カウントされたダ
ンプトラックの運搬回数や、作業員
や機械の滞在していた場所を時間毎
に見える機能など、施工現場の進捗
を視覚的に把握でき効率的な作業
計画や指示に役立ちます。

＊1）GNSS全球測位衛星システム＝ Global Navigation Satellite Systemのことで、GPS、
GLONASSなどの衛星測位システムの総称。
＊2 ）TS光学測量機器＝Total Station
＊3）PATブレード＝ Power Angle Tiltブレードの略で、
通常の上下動作に加え、
チルト、
アングル動作も可能としたブレード
（排土板）のこと。
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拝 啓 現 場 小 町
株式会社ドローンママ 代表取締役
一般社団法人ドローン女性雇用促進協会 代 表理事

取材・文／ 中村美砂子
（モック社） 撮影／鈴木伸之（クロスボート）

飯原夏子さん

夢は女性の雇用機会創出
ドローンの可能性を信じて邁進
ドローンはパソコンを超える
マルチなツール

「ドローンを初めて飛ばしたとき、幼
い頃の夢が叶って感動した」と飯原
さん。その夢とはアニメ映画『 魔女
の宅急便』の主人公キキのように空
を飛び、人の役に立つこと。自分が
持つコントローラに映った景 色が、
キキが空を飛ぶときの俯瞰映 像と
重なり、幼い頃のドキドキ・ワクワク
感を追体験したのだという。

「ドローンに魅せられて夢中になるう
ちに、仕事の主軸になっていました」

一般社団法人ドローン女性雇用促 進
協会「チームはちどり」

です。パソコンもドローンも、誰もが簡単

どうかが熱の色でわかるため、デジカメ

に操作できるという点では同じですが、

撮影のデータと合わせることで故障箇

パソコンはあくまでも人の助けをするツ

所がわかるのだ。色温度の違いによっ

がります。そうなるとパイロットと組ん

ール。でもドローンは人の代わりをする

て、断線しているか亀裂が入っているか

で、風の方向を読んだり障害物をいち

ロボットだと思ったんです」

など、ある程度の査定ができるという。

早く伝えたりする役割も必要になるでし
ょう。いうなれば『ドローン・アテンダン

こう語るのは株 式会社ドローンママ

今やパソコンは生活に欠かせないも

その点、高性能機はデジカメと赤外線

の代表取締役であり、一般社団法人ド

のだが、
「ドローンもやがてそうなる」と

カメラを同時に搭載できるため、1回の

ト』という仕事。打倒キャビンアテンダン

ローン女性雇用促進協会の代表理事を

感じ始めた頃、
「ドローンで宅配」
「ドロ

飛行で査定が可能になる。

ト！̶̶ ですね（笑）
」

務める飯原夏子さん。

ーンで人命救助」などのニュースが相次

前者の仕事は、建設会社や工 務店、
建物の管理会社などから依頼を受け飯
原さん自身がドローンを飛ばし、太陽光
発電施設の査定や建物の屋根の点検な
どを行う。他にもT V 番組やイベント出

いで耳に入り、直感は確信に変わった。

ラジコンコミュニティの中で、
技術と「空モノ」の心得を学ぶ
ドローン操 縦のためのJUI DA 認定
＊

「今年に入ってから、土木関係からも
仕事の依頼がくるようになりました。よ
広げていきたいので、今はラジコンヘリ
の操作講習も受けています。受講の間
は 0.1秒も気を抜けないですが、これが

資格 を取得後、パイロットとして独り立

できてこその 1ランク上の技術。まだま

ちした飯原さん。現在は、仕事の依頼に

だスキルアップしたいですね」

いことでいろいろな場所に呼ばれます。

応じて、全国各地を飛び回る日々だ。と

私自身、
ドローンを普及させて女性の活

きには趣味でドローンレースに出場する

躍の場を広げたいという思いがあり、積

こともあるというが、どのようにして操

極的に出演しています」

縦スキルを磨いたのだろうか。

パイロットやアテンダントは
まさに女性に適した仕事
昨年 10月、飯原さんは代表理事を務

ドローンとの出会いは 2年ほど前。育

「練習で訪れたラジコンヘリ練習場で

める一般社団法人ドローン女性雇用促

児の隙間時間を活かし、フリーライター

熟練パイロットの方々に教えていただき

進協会の取り組みの一環として、国内初

として活動していた頃、
「ドローンの紹

ました。自動制御やGPSで位置がわか

の女性専用ドローンスクール「チームは

介記事を女性向けに書いてほしい」と依

るドローンと違って、ラジコンヘリはすべ

ちどり」を開校した。

頼されたことだった。

てが手動。飛行練習場に集うのは、長年

「ドローンパイロットは 9 割が男性。現

だが当時はドローンの「ド」の字も知

自分の愛機を整 備しながら技術を積

在 400校ほどあるスクールでも、女性の

らなかったことから、記事を書くために

み、
ラジコン文化を守ってきた方々です。

ための環境はほぼ用意されていません。

自ら体験しに行き、そこで衝撃を受けた

そんなマニア達が集う独特の男性コミ

私自身が困った経験から、
トイレやパウ

のだという。

ュニティに、当初は素人の女性が受け入

ダールームなどの設備が整っていて、車

「まず素人の自分でもすぐに飛ばせた

れてもらえるのかなと不安だったのです

がなくても参加できる環境が必要だと

こと、そしてコントローラに映る俯瞰映

が、杞憂に終わりました。皆さん、丁寧

感じました」

像を自分が撮影しているという事実に

に教えてくださり、私はこのコミュニティ

そしてもう 1 つの開校理由として「ド

驚きました。このとき、ドローンはパソコ

の中でラジコンの“ 空モノ”を扱う心得

ローン操 作は女性に適している」と語

ンを超えるマルチツールだと実感したん

を学びました」

る。まず、ドローンの扱いが丁寧である

飯原さんが立ち上げた女性向けドローンパイロット
養 成スクール「チームはちどり」のセミナーには 初
級・中級・上級の３コースがある。

現在ドローンを20機ほど所有

こと、察知する能力に長けていることが

しているという飯原さんは最近、

その理由だ。しかもドローンを飛ばすの

500万円ほどする高性能機を入

は昼間だけ。短時間でこなせて報酬が

手した。太陽光発電などの査定

いいこの仕事は、子どもを育てている母

をする場合、通常はまずドローン

親にも可能だという。

にデジカメを積んで空撮し、次に

そこで「チームはちどり」では、認定

赤外線カメラに積み替えて同じ

資格を発行するだけでなく、女性の雇用

ルートを空撮する。赤外線カメラでは、
太陽光パネルが正常に発電しているか

ドローンで女性の雇用機会創出とい
う、大きな目標に向かって邁進中だ。

り高度な技術を身につけて仕事の幅を

「女性のドローンパイロットが数少な

演などに幅広く活動中だ。

「可愛く見えるように」と5歳の娘さんがシールを貼
ってくれた飯 原さん愛用のコントローラ。娘さんの
将来の夢は「ドローンママになること」なのだとか。

昨 秋の「チームはちどり」開講 以来、約30人が受講
し、認定資格を取得している。

促進にも力を入れている。

ドローンセイフティライセンス校長

吉田直己さん
飛行訓練をずっと続けてきている女
性は本当にごくわずかですが、私が教
えている女性パイロットの中でも飯 原
さんの「やる気」は群を抜いています。
ドローン講習のときもGPS 機能をオン
したり、オフで飛ばしたり、完全手動な
どいろいろなモードで操作練習をする
のですが、
スキルもセンスも高いですね。
今はさらなる技 術向上をめざしてラジ
コンヘリの操作を教えていますが、
しっ
かりついてきます。あ、
それから彼女の
食事の早さには惚れ惚れします
（笑）
。
まさに現場向き、
ですね。

師匠 である吉田
校長からラジコンヘ
リの講習を受ける。
1フライトわずか8
分ほどだが、終わっ
た後は緊張のあま
り手のひらが汗で
びっしょり。

「この先、
ドローンの仕事は確実に広

＊JUIDA 認定資格：一般社団法人日本 UAS 産業振興協議会が発行する認定資格
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1万6,000人以上のラン
ナーが参加した
『かすみ
がうらマラソン兼国際盲
人マラソン2018』
。
スター
トから7.5㎞ 地点にある
土浦工場正門前のエイド
ステーションやゴール地
点となる川口運 動公園
で、
300名近い日立建機
の社員がボランティアス
タッフとして参加。お揃い
の赤いブルゾンを着用し、
給水や声援、
ゴール後の
ドリンクや参加賞、記録
証の手渡し、
会場の清掃
など多方面にわたって大
会をサポートした。

日立建機にできること
かすみがうらマラソン
兼国際盲人マラソン

サポート
ボランティア

取材・文 ／ 増田祐二

撮影／ 小島真也

約300名の社員が
ボランティアとして関わる

された。あいにくの雨模様で朝を迎えた当
日だが、1万6,000人を超えるランナーた
ちがスタートするころには雨も止み、参加
者たちは霞ヶ浦湖畔のコースを思い思い
のペースで駆け抜けた。

盲人ランナーをサポートする
ガイドヘルパーとしての配慮

シニア社員やOBとなってからも継続し

ん、伴走者の方との引き合わせやレース中

てボランティアを務める者もいる。和田正

日本有数の規模を誇る大勢のランナー

の荷物の預かり、ゴール後の身の回りの世

美はシニア社員となって 7年、現役時代か

たちが参加する
『かすみがうらマラソン兼

『国際盲人マラソン』が併催となるこの

話など、他の大会では味わえない丁寧な

ら数えれば17年にも渡ってボランティアと

国際盲人マラソン』
。今大会で初めて日立

大会では、出場する盲人ランナーの方々へ

サポートが受けられるのです。私自身、こ

して大会に関わり続けている。

建機社員によるガイドサポートを受けた盲

日立建機は大会のメインスポンサーを

の細かな配慮も欠かせない。日立建機で

のレースは 3回目となりますが、今回はじ

「毎回みんなで楽しんでサポートしてい

人ランナーの仁田脇さん、果たして10マイ

務めるほか、毎回大勢の社員がボランティ

も盲人ガイドヘルパーとしてボランティアへ

めて日立建機の社員さんにお世話になり

ます。今年は雨よけ用のビニール袋をラン

ル男子盲人 B -1部門で見事銀メダルに輝

アスタッフとして大会運営をサポート。今年

参加する社員が、1人のランナーに複数名

ました。前泊入りした私を駅で出迎えてく

ナーたちに手渡す作業が増えたり、盲人ラ

いた。

も300名近い社員らが、ランナーたちを支

の態勢で臨み、サポートを行った。

えるお手伝いをした。

れ、ホテルまで案内してもらったときには

ンナーの方が出走中、連れて来た盲導犬

日立建機グループでは本大会で得た感

盲人ガイドのボランティア社員らを統率

部屋でお茶まで沸かしてくれる細やかな

をテントで預かっておくなど、初めてのこ

動や絆をもとに、今後も私たちができるこ
とを考え、地域に貢献していく。

スタート地点から7.5㎞地点にある日立

するのは、日立建機がスポンサーになる以

配慮。今朝も部屋まで迎えにきていただ

ともありました。とにかく、自分たちにでき

建機の土浦工場正門前にはエイドステー

前の第６回大会から23年連続で携わるラ

き、雨の中を会場のテントまでしっかり誘

ることをしっかりやり続けるだけです」
（和

ションを構え、新入社員たちが中心となっ

イフサイクルサポート本部の藤田友子。事

導してくれました。あとは自分のペースで

田）

て給水や声援を通してランナーたちに元

前に盲人ランナーご本人とコンタクトを取

しっかり走るだけです」
（仁田脇さん）

気を送る。またゴール地点となる川口運動

り、受け入れに必要な事項を細かく確認、

公園でも、走り終えたすべてのランナー1

携わる社員ボランティアらと綿密に情報

人1人にドリンクや参加賞を手渡すほか、

共有する。

シニア社員も新入社員も幅広く
自ら志願して携わる

普段のレース記録を参考にして予め想
定しておいた時刻に、ゴールゲートで盲人
ランナーと伴走者を待ち受けるのも盲人
ガイドヘルパーの役目だ。そこから再び荷

ゼッケンに付けたチップの回収、記録証の

今回、宮崎県から来訪し、10マイル
（約

発行、そのほか会場の清掃・美化作業など

16㎞）
レースに出場した仁田脇年弘さん

が盲人ガイドヘルパーとして関わった。
毎々、

にも大勢の社員たちが参加する。こちらも

は、夏場をのぞき月1回のペースでマラソ

手厚く細やかにサポートする姿勢は参加者

を志願した者たちがいる。冨髙隼一もその

中心となるのは新入社員たち。

ン大会に出場するというマラソン歴 20年

からも評価され、翌大会に日立建機のガイ

1人。

のベテランランナー。

この時期は新入社員の研修期間にあた

に た わ き

今大会では、30名近い日立建機の社員

物を預かったテントまで誘導する。
新入社員の中にも、盲人ガイドヘルパー

ドヘルパーを 指名 する盲人ランナーの方

「日常で目の不自由な方との接点がほと

今春 4月15日、茨城県土浦市内にある

り、
『かすみがうらマラソン』のボランティ

「この大会は、ボランテ

もいるという。大会サポートに関わって11

んどなく、そうした方々が『走る』
というこ

川口運動公園を拠点に、
『第28回かすみが

アサポートを通して地域貢献活動の経験

ィアスタッフの皆さんが

年になる研究・開発本部の松崎浩も指名

とにとても惹かれ、
『知ってみたい』
という

うらマラソン 兼 国際盲人マラソン』が開催

ができる機会としている。

しっかりとサポートしてく

を受けるガイドヘルパーの１人。

想いで志願しました。これまで何かのボラ

すべてのランナーたちが元気に駆け抜け、
スムーズな大会運営が進むように……
12
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たいです」

れます。会場までの誘導や受付はもちろ

「自分が視覚障害者だったら……と思え

ンティアに携った経験はなく、なかなか行

ばこそ、自ずとサポートする内容は細やか

動に移すことができませんでしたが、今回

なものになります。盲人ガイドヘルパーを

いい機会になりました。盲人ランナーと伴

務める社員ボランティアは、毎回、志願し

走者の絆や支え合いも素晴らしい。これか

て携わる者たちなんです」
（松崎）

らも何かの形でボランティアを続けていき

ガイドヘルパーとして盲人ランナーの仁田脇年弘さ
ん
（写真中央）
を支えたシニア社員の和田正美
（同
右）
。伴走ガイドを務めた関口洋平さん
（同左）
もボラ
ンティアとして大会に参加。
ご自身もランナーだが 7
年前に伴走者講習を受けて以来、本大会では盲人
ランナーの伴走ガイドとして大会登録している。
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見せてくれました。子どもながらに、何もな

そこでよく目にしていたのが、値の張る商品

設機械を扱う日立建機日本に入社、昨年

や技術本部といった関係部署を訪問し、

たり、各工事案件によってお客さまのパー

リューション本部に在籍し、主に

かったところに橋や道路をつくっていく仕

でもお客さまがとても満足して喜んで、笑

10月に配属されたのが現在の部署でした。

信頼いただけるよう努めています。

トナーも代わります。それに伴い、こちらが

ゼネコンのお客さまに向けた営

事のすごさや面白さを感じ、父の仕事を誇

顔で帰っていく姿。そこには、お金のやりと

私の担当する「広域営業」では、元請け

一方で広域営業としての仕事は、全国各

りに思っていました。建設機械に興味を持

りだけじゃない母とお客さまの関係や間

となるお客さまが落札された各地の工事

地で地域の営業を担当している社内の大

るだけに、それぞれに対して十分なコミュ

つきっかけはこの父の影響です。

柄が見てとれたのです。大学を出てどのよ

情報を入手し、当該地域を担当する弊社

先輩といろいろ連携しながら仕事を進め

ニケーションを図ることが何より大切だと

また、営業 への興味は母の仕事から大

うな仕事をしたいか考えた時、母の店での

営業員と連携して実際に施工を請け負う

ていきますが、先輩方にとっての「当たり

考えています。

長年、地元である大阪の建設会社に勤務

きな影響を受けています。母は化粧品店

こうしたやりとりが印象強く残っていまし

地元の土木建設会社に向けて工事に必要

前」にまだまだ追いつけず、迷惑をかける

している父は、私たち 4人兄弟が子供だっ

を切り盛りしていて、子どものころ私は学

た。高価な買い物はお客さまにも大きな

な機械をご提案します。

こともしばしばです。

たころ、よく休みの日に「この道路、お父さ

校が終わると母の店に入り浸っていまし

決心が要りますが、要望を伺って良い商品

また、元請であるお客さまの現場所長

このように、ゼネコン本社の方々や現場

業の先輩方に助けていただくことが多い

んが作ってんで」と工事を手掛けた場所を

た。高価な化粧品を扱う母の店でしたが、

を提案すれば、お客さまの満足度も比例し
て大きくなる̶̶。

の方、工事を請け負う施工会社の方へも

の所長さん、現地の施工会社さんという

のですが、やがては各地域の営業の皆さ

積極的にご挨拶に伺い、工期や工事内容

「お客さま」だけでなく、地域担当営業の

んに、
「あの現場、どうなってるかゼネコン

などをお聞きし、お客さまのニーズに応じ

諸先輩方とも連携しながら仕事を進めて

の方に聞いてくれる？」
、
「他の拠点で同じ

い

ま私は日立建機日本で顧客ソ

業の仕事をしています。
建設機械を扱う仕事 ̶̶ それも営業職
を望んだのは、父と母を見て育ったから。

営業職としてゼネコンを担当
社内外で良い関係を築くべく奮闘中

両 親のこうした仕事ぶりを見て育ち、

連携する地域の担当営業員も代わってく

新人研修を終え配属されて間もないた
め、今はまだ特にICT 施工のことなど営

大きなもの 形あるもの 金額の大きな

た商品を提供できるよう心掛けています。

いきますが、社内外の多くの方々と仕事で

ような実例はある？」など、
「何かあったら

もの を扱う営業職に就きたいと思い、建

時には、
「日立建機さんで、こういう機

関わる中、コミュニケーションを大切にす

平山さんに聞いてみよう」と思っていただ

るため、例えばメールで連絡するときも、

き、
「広域営業」として頼りになる存在にな

械を用意することができますか？」という

取材／荒川裕治
撮影／永田忠彦

特殊な施工用の機械をお問い合わせいた

「かしこまりすぎた定型文は使用せず、自

だくこともあります。こうした密接なやりと

分の年齢に合った表現で、自分の言葉で

女性の営業職はまだ業界でも珍しいで

りから、受注につなげていくのです。工事

伝える」ということを意識しています。どの

すが、私が一人前になることで、新しくこの

に関する情報のやり取りは、お客さまと良

ような人にも謙虚に、自然体で接すること

業界・会社に関心を持つ女性が入りやす

い関係を築けているからこそできること。

で、良い関係を築いていきたいと考えてい

い・チャレンジしやすい環境をつくっていき

そのため普段からお客さま本社の土木部

ます。お客さまが請け負う工事は全国にわ

たいです。そのように、今までの「営業職＝

りたいと思っています。

男性」という業界の常識を変革し、ひいて
は性別だけではなく国籍や障害の有無な
ど、どんなバックグラウンドを持った人でも
建設機械業界で活躍できるような土壌を
築いていければと考えています。早く一人
前になれるよう、一生懸命仕事に取り組ん
でまいりますので、よろしくお願いします。

＊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。

日立建機日本株式会社
顧客ソリューション本部 建設ソリューション部

2016年
入社

平山知子

大阪出身。大学時代に陸上部で中距離走をやっていたこともあり、現在「日立建機陸上部」に所属。ただ、陸上部
の練習が行われる土浦は勤務先の草加から遠方のため、土日を使っての自主練習が主なトレーニング。４月に開
催された『かすみがうらマラソン』
に初出場した結果は、フルマラソン女子1,379人中231位。3時間58分 24秒。
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環境考察

雲はできる高さと形によって10種類に

な積乱雲が近づいてくる̶̶と読み取れ

分けられる。発生高度5〜13㎞の上層雲

るため、雷雨や突風の前兆になるのです。

「巻 積雲」
「巻層雲」
、
にあたるのが「巻 雲」

ちなみに『乳房雲』はさまざまな雲の底

「高 層 雲」
2〜7㎞の中 層 雲が「高 積 雲」

にも見られる現象ですが、積乱雲以外の

、2 ㎞以下の低いところにできる
「乱 層雲」

雲を知ってうまく付き合う
高さと形で分かれる十種雲形
雲の中には豪雨や台風など、さまざま
な現象を引き起こすものがある。川の氾濫
や土砂崩れなど、気象災害が後を絶たな

▲ 雲の写真や情報にあふ
れている荒木氏の研究室。

▶荒木氏が勤める気象研

ぼう

乱雲のすぐそばで発生する。この雲が見え

ように語る。

自然現象といえる。

るということは近くに積乱雲などの発達し

「雲や空を用いた観天望気には科学的な

た雲がいるということなので、すぐに避難
したほうがいいという。

のことを知ることが基本です。人間でもそ

根拠があるものが多いのです。日常的に雲

うでしょう。相手をよく知って、理解するこ

を見る習慣を付けることで、
“いつもと違う”

とでうまく付き合っていくことができます」

空にすぐに気付くことができるでしょう」

体」である“雲”は、気流に乗ってさまざま
な形を成している。

き

上層

巻雲

巻積雲
7,000m

中層

高積雲
積乱雲

直 前または発 生中に現れる。この「漏斗
雲」が地上に達したものが竜巻なのだ。
「気象災害から身を守るためには、雲の

く知られているが、ときには豪雨、雷雨、突

置や動きにも注意を向けてみてください。

風など災害につながるほどの荒天となる

最近ではパソコンやスマートフォンなどか

こともある。

ら、気象レーダー＊のデータを見ることがで

が、強い上昇気流によって垂直方向に発
達し、ときには雲のできる大気の層である
対流圏の上部まで達することもある。しか

空を見上げ、楽しみながら
気象防災力をつけていく
こうした空の異変に気付くためには、前

はいけないため、行き場をなくして横に広

提として「空を見る」習慣が重要になる。
し

がる。このようにして天辺が平たくなった

かし、
楽しくなければそれも続かないだろう。

積乱雲の一部が「かなとこ雲」で、金属加

「こんな雲に気をつけろ、と言われ続け

工などに用いられる鉄 床に似ていること

ても疲れますよね。まず、空や雲をもっとも

からその名が付いた。たとえ青空が広がっ

っと楽しんでほしいのです。いつも空を見

ていても、かなとこ雲を持つ積乱雲の下で

上げていると、唯一無二の美しい景色に

は大荒れの天気になっている。

出会い、胸を打たれることもあります」

濃密で水平にのびたロール上の雲。発達した雲の雲底
や、寒冷前線に沿って現れることもある。

【漏斗雲】

❹

空への理解を深めることで、大きな虹の
写真を“ 狙って”撮ることも可能だという。

「乳 房雲」が見られることがある
（写真❷）
。

気象レーダーで雷雨が抜ける瞬間をチェ

「この雲は、積乱雲が動いている方向の

ックしておき、外に出て太陽と反対側の空

前方に現れます。つまり、
『 乳房雲』が真上

を見ると、大きな虹が出ていることが多い

の空に現れたら、自分のいる場所に活発

そうだ。
「美しい景色を見るためにも、ぜひレーダ
がら日常的に空を見上げていると、もっと
楽しむためにレーダーなどの情報を使える

積雲

【棚雲】

❸

きるので、現在どこに積乱雲がいるのか、

ーを活用してほしいと思います。楽しみな

層積雲

いろいろな雲の底に現れるが、積乱雲に伴う乳房雲
は黒く、雷雨などの前兆になる。

自分から情報を取りにいくといいでしょう」

し、雲はどんなに発達してもそれより上に

2,000m

下層

No.124

雲底からのびる柱状の雲で、竜巻発生の

特徴だけでなく、その雲が発生している位

積乱雲の代表的な特徴が「かなとこ雲」

【乳房雲】

❷

るのは、
「漏 斗雲」だ（写真❹）
。積乱雲の

十種雲形の中で、災害に関係する雲は

（写真❶）
。積乱雲は下層雲に分類される

空高く発達した巨大な積乱雲のうち、天辺が平らに
広がった部分の雲。
「アンビル」と呼ばれることもある。

また、竜巻発生の危険性を教えてくれ

積乱雲だ。この雲が雨をもたらすことはよ

ぶ状の雲がぽこぽこ垂れ下がったような

乱層雲

16

雷雨や突風、竜巻……
危険を知らせる雲の特徴

また、
「かなとこ雲」を下から見ると、こ

高層雲

いちばん素敵な雲の教室』
（三才ブックス・刊）

灰色をしていることが多いです。」

ればそこにいる雲は、私たちに最も身近な

巻層雲

▶荒木氏の新刊
『世界で

れる
『乳房雲』はここまで黒っぽくはない

それぞれの雲に特徴があることから、荒

雲の仕組みを研究している荒木氏は次の

【十種雲形】

Twitter：@arakencloud

で用いられている。

危険を知らせる雲は他にもある。水平に

頭上高く、思わず足を止めて見とれる美しい雲もあれば、荒天を予兆させる怖い雲もある。
その姿は実に多様だが、雲に関心を持ち、
その成り立ちを理解することで、豪雨、突風、
竜巻など気象災害から身を守ることも可能になる。
「危険を知らせてくれる雲」の手掛かりとは何か。気象研究者の荒木健太郎氏に話を聞いた。 取材・文／中村美砂子（モック社） 撮影／島根道昌

荒木健太郎 氏

黒っぽい色をしています。高積雲などに現

伸びたロール状の「棚 雲」
（写真❸）は、積

かんてんぼうき：自然現象から天気の変化を読み取ること。

雲研究者
気象庁気象研究所・予報研究部
第三研究室研究官

光を遮るため、雲の底にある
『乳房雲』は

られたこの分類法は、世界中の観測機関

木氏は自然現象から天気の変化を読み取

観天望気 のすすめ
てん

「十 種雲形」と呼び、世界気象機関で決め

る「観 天望気」を勧めている。空を見上げ

な水滴（雲粒）や氷の結晶（氷晶）の集合

かん

分けるかというと、発達した積乱雲に伴っ
て現れる
『かなとこ雲』は分厚く、太陽の

対策をとることも可能だ。災害をもたらす

そもそも、
「大気中に浮かんでいる小さ

気象災害から身を守る雲観察

雲に現れる場合は無害です。どうやって見

い昨今だが、雲の姿形から危険を予測し、

「雲の予兆を読み取るためには、まず雲

究所の屋上に設置された
地上マイクロ波放射計。雲
の発 生を高精度に予測す
るための装置。

下層雲の仲間が「層 積雲」
「層 雲」
「積 雲」
「積 乱雲」だ（イラスト参照）
。この分 類を

【かなとこ雲】

❶

「竜巻の卵」と報道されることもあるが、実はそんなに
生易しいものではなく、
とても危険な雲。見たら建物の
中に即、避難 !

＊主な気象レーダー
●高解像度降水ナウキャスト
（気象庁）
https://www.jma.go.jp/jp/
highresorad/

ようにもなるので、いつのまにか気象防災
力がついてきますよ」
荒木氏がめざしているのは「能動的で楽

層雲

● Yahoo! 防災速報（アプリ）
https://emg.yahoo.co.jp/

しい防災」
。その手法が観天望気なのだ。
二重に虹のかかった「ダブルレインボー」。空への理解
を深めることで出現予測もできるという。
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乳がんへの理解と啓発、
および女性の活躍への願いを込め、
荷台がピンク色の
ダンプトラックを豪州鉱山に納入

日立建機が支援する
認定NPO法人「豊かな大地」
が
カンボジア北西部の村で
「ため池」
を建設

荷台をピンク色に塗装した3台のダンプトラックEH5000AC-3が、HPPL 社の運営するロイ・ヒル鉄鉱
山に納入された。さらに受注している21台のEH5000AC-3、およびレンタル提 供するダンプトラック
（Stand-by Truck ）1台もすべて荷台をピンク色に塗装し納入していく。

新たに拡張されたため池（写真下）
。
コンクリート階段も設置された。
左は拡張工事前のため池。

引き渡し式典には大勢の地域住民
と関係者らが出席し、
GEJ 理事長・
藤井宏豊（日立建機 執行役専務兼
任）
によりテープカットが行われた。
式典に併せて村で収穫された農作
物のお披露目と品評会も行われた。

日
日

立建機オーストラリアでは、かね

械を、明るいピンク色に塗装している。こ

てより人々の健康や暮らし、コミ

寄付などの支援を行うほか、メインスポン

の取り組みを推進しているHPPL社のジ

ュニティを支える社会貢献活動

サーとなって先住民族のコミュニティを改

ーナ・ラインハート会長は、毎年多くの女

を行ってきている。事業収益金の一部や

善するために活動する慈善団体への支援

特別販売キャペーンによって得られた資

も実施している。

日
日

立建機グループが全面的に支援

用 水を賄う為に 拡 張 造 成された「ため

を続けてきている「豊かな大地」

池」が完成した。以前は奥行：20m×幅：

性が乳がんを患っていることを憂 慮し、

GEJ ）は、内戦で戦禍に見舞われたカン

ら着工した拡張工事によって 同 40m×

を兼任する藤井宏豊をはじめ、子供たち

1992年、乳がん研究のために財団を設

ボジアでの地域復興・住民の生活再建支

30m×3mとなり、需要に対応できる大

を含めた総勢約120名の地域住民が集ま

立、支援活動を行っている。
ダンプトラック

援を行うことを目的に、2007年 3月に設

きな規模に生まれ変わった。新たに完成

り、ため池の完成が祝われた。GEJでは

の荷台をピンク色に揃えて塗装するのは、

立された認定 特定非営利活動法人。地

したため池は、近隣に住む農民の農作物

このため池を含め、
今年度中に合計3基の
ため池造成を予定している。

こうした積極的な社会貢献活動の一環
として、先ごろ西オーストラリア州ピルバラ

ンプティ財団」に継続的に寄付し、その寄

地区にあるロイ・ヒル鉄鉱山に、荷台をピ

鉱山の現場からこの活動を推進するため

雷除去後の大地で住民たちが自立した生

への水やりや家畜の飲料として主に使用

付金は子どもたちの支援や病院で必要と

ンク色に塗装した鉱山用ダンプトラック

のものだ。

活を営むことが出来るよう、農地整備や農

される。

れている。

日立建機オーストラリアでは今回の3台

業技術の普及、生活環境の改善を通して
支援活動を行っている。

カンボジアでは特に乾季に日照りが発

主要株主のハンコック・プロスペクティ

に加え、さらに21台のEH5000AC-3を

さらに前立腺がんやうつ病、子宮頸がん

ング社（HPPL 社）
ほか、丸紅等も出資す

ロイ・ヒル鉄鉱山から受注しているが、こう

こうした支援活動のひとつとして先ご

った。子どもたちが水汲みをすることも多

といったオーストラリアにおける３大疾病

るロイ・ヒル鉄鉱山では、乳がんに対する

した活動に賛同して順次、荷台をピンク色

ろ、カンボジア北西部バッタンバン州にあ

く、今回の拡張工事で水際へアプローチ

による死亡者数を低減させるために研究

理解・啓発と、鉱山現場における女性の活

に施した仕様で納入し、HPPL社の活動

る「アンロンニャン村」に農民たちの生活

するコンクリート階段も設置され、水汲み

や意識啓発、患者へのサポートプログラム

躍推進のため、現場で稼働する多くの機

を側面からサポートしていく。

環境整備支援の一環となる、生活・農業

作業がより楽で安全になる利点も期待さ

No.124

完成後に催された引き渡し式典には、

10m×深さ：1m だったため池は、今春か

金を病気や障害に悩む子どもたちを救う

（EH5000AC -3）3台を納入した。

れる。

（Good Earth Japan：以下

活動をしているNPO法人「ハンプティ・ダ

なる重要な医療機器の購入などに充てら

18

を実施している諸々の財団にも定期的な

生するため、ため池の拡張整備は急務だ

GEJ理事長および日立建機 執行役専務

「 豊 か な 大 地 」会 員 募 集 !
認定 特 定 非 営 利活 動
法 人 豊かな大 地では、
活 動 支 援をしていただ
ける会員を募集していま
す。詳しくはこちらから。

No.124
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3 名様 に！

読者プレゼントクイズ
下記のクイズに正解された方の中から抽
選で3名様に、お子様と外出する際に便利
な「おでかけセット」をプレゼントいたします。

❻

※締め切り：2018年8月31日必着

❼

【問題】
❹
❸

❶

※当選賞品 ❶ のキャップ
は、色 違いの品になる場
合もございますので予め
ご了承ください。

❷

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。
※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。

※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。

https://www.hitachicm.com/global/jp/tierraplus124

WEB

■クイズの答え（正しいと思う答えを○で囲んでください） 1. 3D project 2025

2. Construction2025 3. London2025

ふりがな

年齢

お名前
ご勤務先名称

所属部署名
〒

性別

歳

都道
府県

男・女

役職
区市
郡

ご勤務先住所

電話
Eメール

※ 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 /

アンケートにご協力ください
今号で紹介した記事の印象をお聞かせください

＊今号のご感想・ご意見をお聞かせください

（ □内にチェックを入れてください）

記事

良い

巻頭特集
【「ICT 施工」はこれからどう進展するのか？】

拝啓 現場小町
【ドローンママ・飯原夏子さん】

日立建機にできること
【サポートボランティア】

地球の上の“Kenkijin”
【日立建機日本・平山知子】

環境考察 Labo
【「観天望気」のすすめ】

Support＊Support
【オーストラリア／カンボジア】

良くない

□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □

〈前号の当選者〉●高安関の手形
髙橋 勘一様（岩手県北上市） 黒岡 晃様（東京都港区） 徳嵩 文男様（長野県上田市） 徳本 浩二様（山口県周南市） 川内 優紀様（鹿児島県薩摩郡）
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❺

ティエラプラス

設計図や施工図の3次元モデル化による
施工や管理が進むイギリスで、2025年ま
でに33%のコスト削減、50%の工期短縮
という大きな目標値が掲げられた施策を何
というでしょう？
（ヒント:本誌7ページ）

【おでかけセット】
❶トミカ キャップ
（サイズ：54㎝）
❷トミカ リジッド
ダンプトラック ミニカー
❸トミカ 巾着 Mサイズ
❹トミカ 巾着 Sサイズ
❺トミカ×サンリオ
通園ショルダーバッグ
❻トミカ ナップサック
❼トミカ×サンリオ
キルティング手ひも巾着

