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■ 価値創造に向けたアプローチ

■ 環境ビジョン

　日立建機グループは、日立グループと共通の環境ビジョンを採

用して、ステークホルダーとの協創による社会イノベーション事業

を通じて環境課題を解決し、生活の質の向上と持続可能な社会

の両立をめざしています。

　環境ビジョンがめざす社会を構成する「低炭素社会」「高度

循環社会」「自然共生社会」を実現するために、日立建機グルー

プ環境保全行動指針を環境活動の基本方針として位置付け、

取り組みを推進しています。
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CSV2030 長期目標 基準年
2030 年
低減率

2018 年度
進捗率

製
品

製品による CO2 抑制 2010 年 33% 56%

ハイブリッド油圧ショベルの燃費低減 2010 年 50% 80%

生
産

エネルギー原単位改善率 2005 年 40% 79%

廃棄物原単位改善率 2005 年 40% 86%

水原単位改善率 2005 年 50% 95%

目標 重点取り組み

・製造プロセスの環境負荷低減

・環境配慮製品、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

グローバル環境課題の
解決

CSVテーマ1

気候変動をはじめとする地球環境問題は、人類の生存基盤を揺るがす可能性のある極めて重要な課題です。その解

決や適応のためには立場を超えた取り組みが必要であり、特に企業には大きな期待がかけられています。日立建機

グループは、製品のライフサイクル全体での環境負荷を低減するとともに、ICTやIoT、オープンイノベーションを通

じて環境配慮型のソリューションを提供していきます。

2019年度より、これまでグループ全体での組織的な環境保全活動の推進を担ってきた環境本部は、
環境、社会、ガバナンスに対して包括的にアプローチするために発足した「サステナビリティ推進本
部」の新体制に移行しました。2018年度に進展した、再生可能エネルギーの導入促進、IoT技術を
活用したエネルギー生産性向上の取り組みをグループ全体に拡大しながら、グローバル環境課題に貢
献していきます。

今後の取り組み

2018年度の主な活動進捗

建設機械の電動化を加速
インドの工場で太陽光発電に
切り替え

IoT 技術を活用した電力の
見える化

地球温暖化防止に向けた規制が世界

的にも厳しいドイツで、建設機械の電

動化と応用製品の開発を行う新会社を

設立。国際建設機械見本市にて、電

動ショベルのコンセプトモデル「ZE85」

「ZE19」を発表しました。

タタ日立社（インド）のカラグプール工

場において、太陽光発電による電力の

利用を開始しました。2019年度は、電

力消費量の約 30%にあたる年間約

7,000MWhを再生可能エネルギーで賄

えると試算しています。

グループ国内工場において、電力消費

量などを見える化する「EMilia」を活

用した待機電力削減や、未利用エネル

ギー回収といった取り組みを継続。平成

30年度「省エネ大賞」で「省エネルギー

センター会長賞」を受賞しました。

Web

https://www.hitachicm.com/global/jp/environment-csr/environmental-
activities-jp/environmental-strategy-jp/pdca-for-environmental-
management-jp/action-guidelines-for-environmental-conservation-jp/

環境保全行動指針

環境ビジョンのめざす社会の構成

低炭素社会
自社の「生産」段階での削減と共に、バリューチェーン上で

9割以上の温室効果ガス排出量を占める、「使用」段階で

の排出削減に取り組みます。

高度循環社会
事業を通じて、水・資源循環社会の構築に貢献します。

自然共生社会
バリューチェーンの各ステージにおいて、生態系に与える影

響を評価し、負荷を最小限にするための施策を推進してい

ます。

　日立建機グループの環境のCSVでは、「つくる」「つかう」「挑

む」の3つの分野で、私たちのめざす社会に関わるすべての人々

とともに、「経済価値×環境価値」を最大化する価値創造の取

り組みを行っています。

　「つくる」ではサプライヤーも含めた環境コストを下げる活動を、

「つかう」では製品や事業の環境価値・社会価値向上による

収益拡大を、「挑む」ではグローバルな社会課題解決での事業

機会の拡大をめざしています。こうした経済価値・環境価値の

拡大に向けた取り組みは、グループの長期的な安定的利益の確

保につながっています。また、CSVに関連する主たる製品・サー

ビスは、CSV2030長期目標の中で管理・推進しています。

日立G
日立建機G

豊かな大地
豊かな街の
実現

Kenkijin技術と開拓力
Kenkijin

豊
か
な
大
地

豊
か
な
街
を
未
来
へ…

● 製造コストの削減
● 輸送コストの削減

● 効率向上&コスト削減
● 利便性向上

● 工場の環境負荷削減
● 環境リスクヘッジ

● 工場負荷のリアルタイム監視
● 製造プロセスの環境負荷低減

● 環境配慮製品
● 低炭素建機（ハイブリッド、電動化建機）
● リサイクル・解体機器
● ICT技術（ConSite、情報化施工機）

● 災害復旧・減災の適応（無人化・ロボット化の進化）
● 環境配慮型の鉱山運営ソリューション

　（マイニングプロセスの最適化）
● グリーンインフラソリューション

■ 経済価値 ■ 環境価値
日立建機グループとステークホルダーが創造する価値

製品使用段階の
● 省資源
● CO2削減
● 資源循環の推進

低炭素・循環型の

インフラ整備の実現

より快適で、高度で、

効率的なインフラ整備の実現

建設機械をつくる 建設機械をつかう 建設機械で挑む

エネルギーコスト削減 収益拡大 事業機会拡大 安定的な利益の確保

サプライヤー お客様 新しい地域
新しい領域の人々
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Materiality

■ 環境配慮型の鉱山運営ソリューション

　近年の鉱山業界では、資源需要の増大に対応しながら、鉱山

運営全体最適化による効率化を果たすことが課題となっていま

す。そのため、機械としての信頼性に加え、ICTや IoT技術を活用

した鉱山機械やソリューションの提供が求められています。

　日立建機グループでは、こうしたニーズに応え、最先端の情報技

術を活用して鉱山運営に革新をもたらすMining Information 

& Communication Technology（MICT）の研究開発・事業

化に注力してきました。特に、世界各地で導入実績を持つ鉱山運

行管理システム「Fleet Management System（FMS）」は車

両運行を最適化し、鉱山の生産性向上を図ります。また、鉱山で

稼働する建設機械のコンディションなどをモニタリングできるので、

故障の予測・予防が可能になり、ダウンタイムの低減に貢献でき

ます。

TOPICSTOPICS

トロリー受電式のリジッドダンプトラック
「EH5000AC-3」を発売

　2018年6月、トロリー受電式のリジッドダンプトラック

「EH5000AC-3」を海外の大規模鉱山向けに発売しま

した。本製品は、発電所を備える鉱山などで坂道へ架線を

あらかじめ設置し、登坂時に車体上部に搭載されたパンタ

グラフにより、架線に流れる電力を取り込むことで効率的

な走行が可能になります。

　トロリー受電時は、取り込んだ電力でドライブモータを駆

動させるため、エンジンで発電機を高回転で回す必要がな

くなりエンジンの負

荷も低減できること

から、メンテナンス

費用の低減にも貢

献します。

トロリー受電式
リジッドダンプトラック

「EH5000AC-3」

TOPICS

TOPICS

TOPICS

TOPICS

先進的なIoTを駆使し、茨城県内5工場の
エネルギー原単位を37%削減

温室効果ガス（GHG：Greenhouse 
Gas）の排出削減目標が
SBT認定を取得

　茨城県内5工場では、日立の先進的なIoT技術を活用

した統合エネルギー・設備マネジメントサービス「EMilia」

を導入し、電力消費量や待機電力量などの見える化と

無駄な電力の節減を行っています。そして、見える化した

データに基づき、生産設備の省エネ、事務所内の節電施

策などに取り組み、電力のピークカットや待機電力削減な

どを実施してきました。この結果、2018年度はエネルギー

原単位を37%削減（2010年度比）しています。

　こうした取り組みが評価され、一般財団法人省エネル

ギーセンター主催の平成30年度「省エネ大賞」の省エネ

事例部門において、「省エネルギーセンター会長賞」を受

賞しました。

2019年5月、日立建機グループが設定した温室効果ガ

スの排出削減に関する長期目標は、Science Based 

Targetsイニシアティブ（SBTi）※から、科学的根拠に基

づく目標として認定を取得しました。パリ協定「2℃目標」

に貢献できる本目標の達成に向け、日立建機グループは

さらなる省エネ、低炭素化を加速していきます。

日立建機グループのSBT
Scope1+2：2030年度までに温室効果ガス排出量を45％削減
（2010年度）基準
Scope3：2030年度までに温室効果ガス排出量を33％削減
（2010年度）基準

■ 環境マネジメント

■ 製造プロセスの環境負荷低減

　環境マネジメントとしては、新たに設置したサステナビリティ推

進本部を中心とした体制を構築することにより、グループ全体の

環境、社会およびガバナンスを統合的に管理・推進し、適切な

情報開示を行っています。年2回開催されるサステナビリティ推

進委員会では、社長をはじめとする執行役からなるメンバー構成

で、気候変動への対応などを含めた経営判断に関わるESG関

連の審議・承認を行っています。

　また、日立建機グループでは工場・事務所から発生する環

境負荷の95％以上を占める生産系グループ会社を中心に、

ISO14001 などによる「環境マネジメントシステム」を推進してい

ます。2018年度はグループ会社の増減があり、生産系グループ

会社では簡易版「環境マネジメントシステム」も合わせ、93％の

取得率となっています。

　日立建機グループでは、サプライヤーの皆様とともに環境負荷

を低減する高効率なサプライチェーンを実現することをめざし、グ

リーン調達を行ってきました。

　一方、製造プロセスにおいては、環境CSV2030長期目標の

達成に向けて太陽光発電の導入、省エネ設備への投資、リサイ

クルの促進、廃棄物の削減など、さまざまな施策を展開してきま

したが、省エネ設備投資をさらに後押しするため、2019年度から

「インターナルカーボンプライシング制度」を導入しました。

　インターナルカーボンプライシング（ICP）とは、社内で投資判

断やリスク管理を行うために、炭素発生量または削減炭素量に

自主的に価格付けを行う仕組みです。これにより、炭素の排出

が事業に与える影響が見える化でき、低炭素投資への意思決

定・促進を戦略的に行うことができます。今後は、ICPによって

低炭素化に対する社内意識の浸透を図っていきます。

■ サステナビリティ推進体制

建設機械をつくる

建設機械で挑む

■ 環境配慮製品、低炭素機械の提供

　日立建機グループでは、気候変動をはじめとするグローバルな

環境課題の解決に向け、環境に配慮した製品づくりを行ってい

ます。2000年からは、すべての新製品の開発・設計時に、「製

品ライフサイクル全般」にわたって環境に配慮すべき具体的な

内容を定めた「環境適合設計アセスメント」を実施してきました。

2016年度からは国際規格であるIEC62430に準拠した新たな

「環境配慮設計アセスメント」を実施し、製品の環境配慮性をさ

らに高めています。

　また、このアセスメントではライフサイクルでの環境負荷評価

（LCA：ライフサイクルアセスメント）も行っており、素材、製造、

輸送、製品使用、廃棄に伴うエネルギー使用量、CO2排出量を

はじめ、水、燃料、素材量などを定量的に算出しています。

TOPICSTOPICS

12トンクラスで業界初※1

ハイブリッド油圧ショベル「ZH120-6」
を発売

　2018年10月、新型ハイブリッド油圧ショベル「ZH120-

6」を日本国内向けに発売しました。本製品は、独自の技術

で新たに開発した油圧蓄圧式ハイブリッドシステム「HIOS 

Ⅳ-HX」を搭載し、さらなる燃費低減を実現しました。標準

機のオフロード法2011年基準適合モデル「ZX120-5B」

と比較して、約12%の燃費低減※2を実現しています。

ハイブリッド油圧ショベル「ZH120-6」

※1 当社調べ
※2 当社テスト基準による比較

建設機械をつかう
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執行役社長兼 CEO

事務局：
サステナビリティ推進本部
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サステナビリティ推進委員会

▼委員長：執行役社長兼 CEO
▼委員：執行役、監査役、主要グループ会社社長

※ CDP（機関投資家を代表して気候変動関連の情報開示を推進している調査会社）、国際
環境NGOの世界資源研究所（WRI）、世界自然保護基金（WWF）、国連グローバル・コ
ンパクト（UNGC）によって2014年9月に設立。
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目標

・ ICT・IoT技術を生かし、お客様の現場における生産性向上 
 に貢献する

・ お客様の機械の稼働率を高め、ライフサイクルコストを 
 低減する

・ 機械の安全性を高め、現場の労働災害の防止に貢献する

・ 機械・システムの高度化により、熟練技術者不足の課題 
 解決に貢献する

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

・ 施工効率を向上させる機械・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

社会基盤を支える
現場力の強化

CSVテーマ2

産業の発展を促し豊かな生活を支えるインフラ整備、エネルギーの安定供給をもたらす資源開発を持続可能な社会

に資する形で推進することは、これからの社会に不可欠です。日立建機グループは、ICTをはじめとする先端技術を

生かしながら、労働人口不足や熟練技術者不足といった現場が抱えるさまざまな課題に立ち向かっていきます。

お客様に高品質なサービスを提供し続けるために、ConSite OILセンサ（オイルの状態を遠隔で検知
しエンジンや油圧機器の故障予知を行う）を主力機種より順次標準搭載することなどを通じて、2020
年以降の故障予兆検知率90%をめざします。今後も安全性向上、生産性向上、ライフサイクルコスト
低減につながる、ICT・IoTを活用した製品やソリューションの提供を推進していきます。

今後の取り組み

■ 研究開発体制の強化

　日立建機では、新たな顧客価値を生み出す主力製品群、およ

び製品を支える先端技術や基盤技術の研究開発を、自社の研

究・開発部門、品質保証部門や生産技術部門などを中心に、

日立グループや外部研究機関などと連携して推進しています。

　「顧客協創」を基本スタンスとして、「ソリューション構築力」

「開発力」「モノづくり力」をベースに、お客様の抱える「安全性

向上」「生産性向上」「ライフサイクルコスト低減」の3つの課題

を解決するソリューションと、これらを支える機械の基本価値の創

造をめざした研究開発を行っています。

　2018年度は、ICTを活用したソリューション群「Solution 

Linkage」の開発・提供を推進してきました。また2019年4月に

は、世の中の動向やお客様の声をすばやく製品・事業に展開する

ことを目的として、「マーケティング本部」を新設しました。こうしたア

クションを通じて、付加価値の高い製品や、お客様の課題に対す

る最適なソリューションの提供につなげていきます。

Materiality

■ 研究開発体制

2018年度の主な活動進捗

新型 ICT油圧ショベルを開発
鉱山用ダンプトラック
自律走行システムの協業を開始

サービスソリューション
「ConSite」の AI活用が進展

2017年の20トンクラス「ZX200X-6」

に続き、13トンクラスの「ZX135USX-6」

を開発し、日本国内で7月からレンタル、

10月から販売を開始しました。丁張りや

検測作業などの作業工程を大幅に削減

し、工期の大幅な短縮を図ります。

オーストラリア最大の石炭専業の生産

および販売会社であるホワイトヘイブン

社と、鉱山用ダンプトラック自律走行シ

ステムの導入に関する協業に合意しま

した。本システムの導入で、高い安全性

の確保と鉱山運営の高効率化が期待さ

れます。

ConSiteでは、修理履歴などのビッグ

データを解析して異常傾向を推定する

AIを導入しています。故障する前に検

査ツールを使用して機械を点検し、その

結果や修理内容をフィードバックし再学

習することで、AIの精度を向上させてい

ます。

日立建機

独創的な技術・商品・サービスによる
新しい価値の提供

日
立
グ
ル
ー
プ

外
部
研
究
機
関

研究・
開発部門

品質保証 
部門

生産技術 
部門
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■ 日立建機が提供する新たな価値「Solution Linkage」

　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」と総称して展開を進めています。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価値創造の形です。

　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。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

プが地域や事業分野を超えて一体となり、社会やお客様に価

値あるソリューションを提供していく「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。

　日立建機グループは、この「One Hitachi」と「オープンイノ

ベーション」で世界各地の社会課題に挑戦していきます。

Hitachi Construction Machinery CSR & Financial Report 2019 38



Hitachi Construction Machinery CSR & Financial Report 201939

Materiality

TOPICS TOPICSTOPICS TOPICS

ホワイトヘイブン社と鉱山用ダンプトラック自律走行システムにおける協業を開始 小規模土木対応の新型ICT建機を提供開始

　日立建機では、2017年度よりオーストラリアで鉱山用

ダンプトラック自律走行システム「AHS（Autonomous 

Haulage System）」の商用化に向けた実証試験を実施

しています。

　2018年度はオーストラリア最大の石炭専業の生産およ

び販売会社であるホワイトヘイブン社と、AHSの導入に関

する協業に合意しました。2019年度は、ホワイトヘイブン

社の主力プロジェクトであるモールスクリーク鉱山で稼働

する日立建機製リジッドダンプトラック「EH5000AC-3」へ

の段階的なAHS導入と、導入のために必要となるインフラ

整備を行う予定です。

　2018年7月、20トンクラスのICT油圧ショベル「ZX200X-6」

の機能を踏襲しながら、13トンクラスの後方超小旋回型の特

徴を生かして小規模な工事に対応できる、新型ICT油圧ショベ

ル「ZX135USX-6」を開発し、国内でレンタルを開始しました。

10月からは販売も開始しています。

　また、3D設計データを用いて、複雑な動きをするPATブレー

ド※の3Dマシンコントロール機能を実現するミニショベルシステ

ムを開発し、同機能を搭載したミニショベル「ZX35U-5B」を

12月から販売開始しました。運動場の施工や、小規模舗装工

事における整地などでの活用が期待されます。

　こうした、比較的小規模な工事に適したI CT施工対応

の建設機械を提供することで、国土交通省が推進する

i-Constructionのさらなる普及促進につなげていきます。

自律走行システム用ダンプトラック

「ZX135USX-6」

日立建機ヨーロッパ社の ICTデモサイト全景 四脚クローラ方式双腕型コンセプトマシン

■ i-Constructionの推進

■ 省力化につながる技術開発　建設業界で労働力不足・技術者不足が加速している中、お

客様の現場では「安全性向上」「生産性向上」「ライフサイクル

コスト低減」の課題がますます重要性を増しています。これらの

課題を解決するためには、ICT（情報通信技術）を活用して建設・

土木業務の効率化を図る「i-Construction」の推進が不可

欠です。

　日立建機グループでは、2017年に ICT施工ソリューショ

ンの中核を担うクラウドソリューション「Solution Linkage 

Cloud」の提供を開始しました。また、建設機械の稼働情報や

位置情報を遠隔監視して最適なサービスソリューションを提供す

る「ConSite」のサービスを拡充。ICT対応建機の提供などを

　日立建機ではこれまで、さまざまな業種のお客様からの作業

ニーズに応えるため、油圧ショベルを基にした多くの応用開発製

品を提供してきました。2005年には、油圧ショベルでより複雑な

作業を可能とすることをめざして、フロント機構を双腕化した「ア

スタコ」シリーズの第一弾を開発。2012年には「ZX135TF-3」

（呼称：アスタコNEO）を製品化するなど、作業性の追求を進

めてきました。その後も、震災被災地での復興作業をはじめ、社

会課題の解決に貢献することを目的に、シリーズの開発を行って

きています。

　2018年には、建設機械の作業領域がさらに広がっていくこと

を考慮し、四脚クローラ方式を採用した双腕型コンセプトマシン

を開発しました。従来の2クローラ方式では、機械本体を水平に

保つことが困難であった傾斜地や不整地などでも、安定した作業

が可能となります。

　この二つの作業フロントを有する油圧ショベルは、「つかみな

がら切断する」「長い物を折り曲げる」といった複雑な作業を一

人のオペレータで実現できるため、省力化につながります。また、

四脚クローラ方式の採用により、活動範囲も拡大します。こうし

た技術は、自然災害に対しても役に立つものと捉えています。今

後も、建設機械の将来の可能性を見据えた研究・開発を続けて

いきます。

通じて、建築基礎、宅地造成、圃場整備などのさまざまな現場で

の ICT施工の実現を支援しています。

　さらに、i-Constructionへの理解と、ICT施工を実感してい

ただくことを目的とした施設「ICTデモサイト」を2016年より運営

しています。2018年4月には、国内2拠点目となる香川 ICTデ

モサイトを開設。また9月には、日立建機ヨーロッパ社（オランダ）

のアムステルダム工場内にあるデモンストレーションエリアを一新

し、海外で初めての ICTデモサイトを開設しました。本サイトを活

用してお客様に ICT施工を実感していただくとともに、お客様の

現場で実際にデモンストレーションするための機械も用意するこ

とで、欧州市場での ICT油圧ショベルの浸透を図っています。

※ 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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2007年度より認定特定非営利活動法人「豊かな大地（GEJ：

Good Earth Japan）」への寄付活動を通じた地雷除去やイ

ンフラ整備の支援を行っています。また、地雷除去後の土地に

おいて、農業指導やインフラ設備維持指導などの支援活動を行

い、カンボジアの人々が自立した生活を営めるような取り組みを

続けています。

Hitachi Construction Machinery CSR & Financial Report 201941

目標

・ インフラ整備に貢献する機械の提供を通じて 
 新興国の自立を支援する

・ 部品再生事業を通じて現地の雇用を創出する

・ 地域コミュニティの環境活動を支援する

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

コミュニティの発展 
への貢献

CSVテーマ3

企業が地域社会の中で発展・成長していくためには、地域コミュニティが持つ多様な特性を理解し、ともに成長してい

く視点が欠かせません。日立建機グループは、地域コミュニティを重要なステークホルダーと捉え、事業の特性を生

かしながら地域の発展に貢献する活動を通じて、持続可能な社会の実現をめざします。

2018年度は、日本とインドが官民連携して進める「ものづくり技能移転推進プログラム」の取り組み
を引き続き推進するなど、コミュニティと事業がともに発展することを目標に、地域の人財育成などに取
り組んできました。今後も、世界のさまざまなステークホルダーとの連携をさらに強化し、コミュニティの
発展に貢献する活動に取り組んでいきます。

今後の取り組み

2018年度の主な活動進捗

ザンビアでの雇用創出インドでの開発人財の育成

インドのタタ日立社は、ダルワッド工場内の教育施設に「日

本式ものづくり学校」（2017年12月開校）の機能を持た

せ、座学とOJT（実務による職業訓練）によってインドにお

ける将来のリーダー育成（3年間での目標30名）を進めて

います。

日立建機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

168名のうち155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教育を行い、早期の技術習得にも力を入

れています。

■ 社会貢献に関する方針

　日立建機グループでは、社会貢献を重点的に進めるために

「日立建機グループ社会貢献方針」を2006年度に策定しまし

た。この方針のもと、社会の一員であることを深く認識し、事業を

通じて社会課題の解決に寄与するとともに、人道支援、環境保

全、地域共生に貢献するための活動を続けています。2018年

度は社会貢献関連費用として187百万円を支出しました。

　また、社会貢献活動の詳細についてホームページを中心に公

開することで、社会との関係を一段と深め、継続的な活動へとつ

なげています。

■ 地域コミュニティ支援の取り組み

　世界中の国や地域で真に豊かな大地を拓き、街やそこで暮ら

す人々の健やかで豊かな生活空間を築いていくためには、地球

規模の環境問題をしっかりと捉えた上で、それぞれの地域社会

が直面する環境・社会課題に目を向けることが大切です。

　例えば、カンボジアは「世界で最も地雷埋設密度の高い

国」と言われており、内戦が終わった今でも地雷事故による負

傷・死亡事故が起こっています。そこで、日立建機グループでは

Materiality

日立建機グループ社会貢献方針

日立建機グループは、より良い社会を実現するために、事業

を通して社会の課題の解決に取り組むとともに、良き企業

市民として社会貢献活動を積極的に推進します。また、ス

テークホルダーの皆様のご理解のもとに社員が参加して、

日立建機グループの特長を生かし、「ひとの支援」「ものの

支援」「お金の支援」を通して社会貢献活動を進めます。

■ カンボジアにおける支援活動

※ CMAC：
　 カンボジア 
　 地雷対策センター

地雷除去（CMAC※）

地雷除去機用
ベースマシンの提供

●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
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■ 国内での2018年度活動実績 ■ 海外での2018年度活動実績

Materiality

活動名 実施主体 期間 内容

兵庫県立三木山森林公園で

森づくり活動
KCM

2018 年 4 月 21 日、

11月 10日

森林整備活動への取り組みとして、兵庫県三木市の県立三木山森林

公園で、森づくり活動を実施。

「豊富どんぐりの森」の 

里山保全活動
多田機工

2018 年 7 月 23日、

12月 14日

千葉県の「豊富どんぐりの森」で、従業員ボランティアが下草刈り・

間伐など、この森の里山保全活動に参加。

日立建機フェスティバル in

ひたちなか
日立建機 2018 年 10月 21日

日頃お世話になっている地元の方々をはじめとする皆様へ、感謝の

想いを込めたイベントとして常陸那珂臨港工場で実施し、約 3,500

名の方が来場。

滋賀県立大学の

環境関連講座

日立建機

ティエラ
2018 年 11月 7日

一般社団法人 滋賀グリーン購入ネットワークが斡旋する「会員講師

派遣事業」として、滋賀県立大学の「環境経営論」の講義の中で、

環境活動を紹介。

第 14 回日立建機

フェスティバル
日立建機 2018 年 11月 18日

日頃お世話になっている地元の方々をはじめとする皆様へ、感謝の

想いを込めたイベントとして土浦工場で実施し、約 5,500 名の方が

来場。

滋賀県「環境美化の日」の

清掃活動

日立建機

ティエラ

2018 年 11月 20日、

12月 4日

11月は県からの清掃依頼地域で従業員 5 名が参加し、地域の参加

者総勢 50 名で 30kg のゴミを収集。12 月は従業員 60 名が参加し

て工場周辺を清掃。

活動名 実施主体 期間 内容

「Let’s Play」コミュニティ

開発プログラム

日立建機

南部アフリカ
通年

他のスポンサーと一緒に、南アフリカの恵まれない地域社会で、年

間 4つの多目的スポーツ施設を開発。

ザンビア部品再生工場の

カイゼン活動

日立建機

ザンビア
通年

継続した活動を実施。10月 22日から 25日にシンガポールで開催の

「第 43 回国際 QC サークル大会」に初のザンビア代表として出場し、

金賞を受賞。

インドの緑化活動に参加 Bradken 社 2018 年 9月、12月

9月にコインバトール工場近くのチェッティパラヤン池のエリアに、

120 本の苗木を植林。12 月、この活動を再度行うとともに、80 本

の苗木も寄贈。

ホルチン砂漠の

緑化ボランティア活動

日立建機（中国）、

日立建機（上海）

2018 年 9月

18～21日

日立建機（中国）のサプライヤー組織である長青会と、日立建機（上

海）からのボランティアを含む総勢 40 名が参加し、バケツリレーで

の給水活動を実施。

ユニバーサルデザインの

ワークショップ

日立建機

（マレーシア）
2018 年 10月 10日

マレーシアのクランバレーの高校生を対象に、多様化する社会で誰

もが使いやすい製品や設備をデザインすることの大切さを認識して

もらうことを目的に実施。

生徒の企業訪問を受け入れ
日立建機

インドネシア
2018 年 12月 12日

中部ジャワ州の Kersana Brebes 高校の生徒 63 名と先生 5 名の

企業訪問を受け入れ、会社説明と工場見学を実施。働く現場を通じ

た教育の機会を提供。

TOPICSTOPICS

兵庫県立三木山森林公園で、森づくり活動を実施

　2018年4月1日に、KCM※は兵庫県、三

木市、公益社団法人兵庫緑化推進協会と

「企業の森づくり活動への取組に関する協

定」を締結し、兵庫県三木市の県立三木山

森林公園内に活動フィールドとして、約1.2

ヘクタールの「KoCoroのMori」を開設し

ました。4月2 1日の森開きの際に実施した 

1回目に続き、11月10日には2回目の活動を

実施。従業員や関係者、約30名が参加して、

NPO法人ひょうご森の倶楽部の丁寧なご指

導のもと、木々の除伐作業を約3時間行いまし

た。今後も定期的に活動を継続していきます。

活動 2回目の参加メンバー

除伐作業の様子

※KCMは、2019年4月1日付で、日立建機に吸収合併しています。

TOPICSTOPICS

中国の砂漠緑化活動が
「国連生物多様性の10年日本委員会」連携事業に認定

　ホルチン砂漠の緑化ボランティアは、日立建機

（上海）が2004年から始めた取り組みで、2014

年までに「日立建機の森」と称した10万㎡の砂

漠地帯に植林、緑化を行ってきました。その後

2015年からは中国国内の代理店とともに、別

の場所13万㎡の緑化をめざした10カ年計画

の植樹活動を行っています。日立建機（中国）

も別の場所で、2017年から10年をかけて10

万㎡の植生回復を進めています。両社の活動

は2018年3月、「国連生物多様性の10年日

本委員会」（UNDB-J）が推奨する連携事業

として認定されました。

ボランティアメンバー

UNDB-Jロゴマーク
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目標

・世界同一品質「Made by Hitachi」を実現する

・優秀なモノづくり技術者を育成する

・サービスサポート力を向上させる

重点取り組み

・安全・品質の確保と差別化技術の開発

・製品・サービスに関する正確な情報提供

安全・効率・高度な製品と
現場の追求

基盤テーマ1

日立建機は1950年に日立製作所において、純国産技術による機械式ショベルの量産化を国内で初めて実現しまし

た。以来、卓越した技術力を基盤に、革新的で信頼性の高い製品を提供し、建設機械を使って働く人々が安全かつ効

率的に作業できるようグループ一丸となって取り組んでいます。

拡大するグローバル供給体制において「Made by Hitachi」を実現させるため、品質に関するデー
タをすばやく入手し、品質不具合への対応を迅速に行うことが必要となっています。今後は、統計処理
による未然不良防止、自動判定によるデータ偽装防止と誤判断防止（品質コンプライアンス）、IoT化
による業務効率の向上を推進していきます。

今後の取り組み

2018年度の主な活動進捗

品質保証の組織体制を強化 品質情報ナビゲーションの運用開始 国際技能競技会の開催

品質保証に対するガバナンスをさらに強

化することを目的に、組織体制の見直し

を検討してきました。2019年4月からは、

これまで開発生産部門の傘下にあった

品質保証本部を、社長直轄の組織とし

ています。

海外グループ会社の品質管理体制を

サポートするため、2017年度に開発し

た「品質情報ナビゲーション」の運用を、

2018年度から開始しました。教育資料や

業務マニュアル、記録様式を海外でも容

易に閲覧し活用できるようになりました。

第15回となる競技会を2018年11月6

日、7日に実施。国内外のグループ会社

や協力会社から予選を勝ち抜いた82名

が出場し、8つの競技で技能を競い合いま

した。グループ全体での技能向上と品質

管理を目的に、年に1回開催しています。

■ 品質管理の基本方針

　日立建機グループは創業以来、日立製作所の「落穂拾いの

精神」を軸にした顧客第一主義の品質保証に努めています。こ

れは、ミレーの絵画「落穂拾い」になぞらえ、発生した事故や不

具合を一つひとつ拾って、失敗から得られる教訓を学び、再発防

止の徹底を図る考え方です。また、品質保証を推進する統括組

織として品質保証本部を設置し、マザー工場である土浦工場の

品質保証センタが、グループ各社の品質保証部門に対して実質

的な情報共有、指導、啓発を行っています。品質保証本部が国

内外すべてのグループ会社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・向上に取り組み、世界

同一品質「Made by Hitachi」の実現をめざしています。

　2019年度は、4月から品質保証本部を社長直轄の組織へと

変更しました。社長自らが品質保証部門を管轄することで、品質

保証に対するガバナンスをさらに強化していきます。

■ 製品の安全性確保

　日立建機の建設機械に不可欠な高い信頼性は、厳密な品質

管理によってもたらされます。優れた自主技術・製品の開発を通

じて、社会資本の充実、民生向上に寄与していくことを基本理

念とし、国内外のニーズに的確に即応する安全な製品および信

頼される技術をお客様に提供するよう努めています。

　製品安全の管理体制としては、全社PS委員会を設置し、より

安全で信頼性の高い製品をお客様に提供する活動を推進してい

Materiality

■ 品質保証体制

日立建機グループ

ご
要
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情報の伝達

情報の
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品質保証の指導 
方針の伝達

情報の伝達

方針の伝達

執行役社長兼 CEO
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TOPICSTOPICS

2018年度グローバルモノづくり診断

　2018年度の「グローバルモノづくり診断」では、土浦工場から組立・機械加工・製缶・

塗装・品質管理の各診断員が全世界で生産を行っている13のグループ会社をすべて訪

れ、診断を通して各社のモノづくり技能や品質管理体制の弱点を「見える化」し、その改

善支援を行いました。各分野のシニアエキスパートが、業務遂行の考え方や失敗体験、

技術のノウハウなどを、現役最前線の技術者に伝承する「かたり部講座」では、本社やグ

ループ会社を含め43講座を開催し1,222名が受講しました。

グローバルモノづくり診断の様子

ます。品質保証本部長が委員長を務め、社内外のPS/PL（製

造物責任）情報の共有、サービス部門から報告された安全に関わ

る不具合情報への対策方針の審議などの活動を行っています。

　また、Webサイトなどの媒体を通じて、リコールに関する速やか

な情報発信を行うとともに、お客様から得られたフィードバックをさ

らなる製品安全に生かしています。
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目標

・労働災害ゼロをめざして取り組む

・ISO45001（労働安全衛生マネジメントシステム）の取得数を拡大する

・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（日立建機単独）

・2020年度までに、従業員全体の年次有給休暇の平均行使日数を17日 
   以上にする（日立建機単独）

重点取り組み

・公正な労働環境

・グローバル労働安全衛生 
   マネジメント

従業員の労働安全、
働き方改革

基盤テーマ2

労働災害や健康障がいから従業員を守ることは事業者にとって大きな責務です。また、仕事と家庭を両立し、イキイ

キと働ける環境をつくることは企業価値の向上にもつながります。日立建機グループは、「安全と健康を守ることを

全てに優先させる」という基本理念のもと、多様な人財が活躍できる職場の実現をめざします。

2018年度の労働災害発生件数は、前年度と比較して減少したものの、日立建機単独では経験年数
の少ない作業者が被災する災害が依然として7割を超える状況です。これを真摯に受け止め、労働災
害の撲滅を経営の最重要課題として、組織トップの率先垂範と強いリーダーシップのもと、災害の無
い明るく健康な職場づくりをめざします。

今後の取り組み

■ 労働安全衛生

　労働災害を予防し、従業員の安全と健康を守るため、年度ごと

に基本方針と重点実施項目を定めて、さまざまな安全衛生活動を

推進しています。

　活動にあたっては、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、

計画の策定等に取り組んでいます。また、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、技術的な検

討、相互巡視等を実施するとともに、グループ各社の労働安全

衛生マネジメントシステムに基づく取り組みを支援しています。

　日立建機の2018年度の労働災害発生件数は29件で、前

年度比で16件の減少となりました。国内グループ会社では全体

で55件の労働災害が発生し、うち製造部門が30件、販売サー

ビス部門が25件という結果でした。休業災害発生頻度は、日立

建機単独では改善、国内グループ会社は悪化となりました。

■ 働き方改革の取り組み

　働き方改革においては、長時間労働の是正が注目されていま

すが、実際には労働者が健康を確保しつつ、効率的に働く環境

をいかに整備するかという視点での取り組みも必要だと考えてい

ます。この考え方のもと、日立建機グループでは、これまで以上に

さまざまな価値観を持つ人財を生かし、一人ひとりが限られた時

間の中で最大の効果を上げながら、イキイキと働くことができる職

場環境づくりに取り組んでいます。

　2018年度は、働き方改革の元年と位置付け、各種取り組み

を行ってきました。具体的な施策としては、会議体の見直し、ファ

シリテーション教育の徹底、定型業務を自動化する「ロボティッ

ク・プロセス・オートメーション」をはじめとする新技術の活用、

柔軟な働き方に向けたテレワーク勤務（在宅勤務やサテライトオ

フィス勤務）の導入などです。今後も引き続き、従業員がイキイキ

と働ける職場環境づくりに取り組んでいきます。

Materiality

■ 休業災害発生頻度（度数率※）の推移

TOPICSTOPICS

2018年度のメンタルヘルス対策

　日立建機グループでは、メンタルヘルスケアの重要性を

認識し、厚生労働省指針に基づく4つのケアを中心とした

活動を継続的に実施しています。特にストレスチェックは健

康保持増進対策と連動した活動であるとともに、過重労働

防止対策や、医師の適切な措置・指導とも深く関係する重

要な取り組みであると考えています。2018年度は11月に

実施し、国内グループ会社を含む約10,000名が受検しまし

た。今後もメンタルヘ

ルスケアを含む産業

保健全般の質の向上

を図っていきます。

ストレスチェックの
結果に基づく管理者向け

ワークショップ
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※ 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）

2019 年度の方針および重点実施項目

1. 基本理念：「安全と健康を守ることを全てに優先させる」

2. 方針：全員が「全ての労働災害は防ぐことができる」という強い信念を持ち、あらゆる労働災害を撲滅し安全・健康で明るく快適な職場をつくる。

3. 労働災害撲滅に向けた推進事項（グローバル共通）

(1)本質安全化の実現
・ 各組織が主体となり全員参加による安全活動 
 を実施し、危険源を徹底的に排除する。
・ 機械設備の本質安全化のため安全確保に必要 
 な投資を優先的に計画し、期限、責任を明確にし 
 た上で労働災害防止対策を確実に実施する。

(2)安全文化の再構築
・ 優れた安全文化を構築している企業として世界 
 的に知られるデュポン社の文化を理解し、組織の 
 意識改革を図るための活動を展開する。
・ 「安全の日」（毎月）を設定し、安全衛生活動最 
 優先の意識を徹底する。
・ 安全衛生教育を体系的に整備・強化し、言語の 
 多様化も考慮して計画的に実施する。

(3)組織トップの率先垂範とリーダーシップによる安全 
     衛生活動の実施
・ 経験の浅い作業者に実施する安全指導と異文化 
 コミュニケーションに配慮した安全活動、および 
 不安全行動の撲滅を強力に実施し、トップの強い 
 リーダーシップのもと、全ての従業員が安全に 
 働ける環境をつくる。

2018年度の主な活動進捗

ISO45001への対応 安全衛生発表会の開催 テレワーク勤務制度の導入

日立建機グループはこれまで、OHSAS 

18001の認証取得を拡大する活動を推進

してきました。2018年3月のISO45001

（労働安全衛生マネジメントシステムの

国際規格）発行を受け、認証の切り替え・

取得に向けた取り組みを進めています。

2018年度は労使参加のもと、7月に開

催し、国内グループ各事業所の独自の

工夫による安全活動や、作業負荷の軽

減のための研究成果などを発表しました。 

安全衛生活動の成果を共有し自社の活

動に生かすことを目的に、年に1回開催し

ています。

1年前から試験的に導入していたテレワー

ク勤務を、2019年1月に制度化しました。

一人ひとりが限られた時間の中で最大の

成果を上げながら、イキイキと働くことがで

きる職場環境づくりを進めています。
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目標 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

働き方の多様化や価値観の変化などにより、企業が求める人材の確保はますます困難になっています。限られた労

働力の中で生産性の向上を図るためには「人財」の育成が不可欠です。日立建機グループでは、世界各国で活躍で

きるグローバル人財と、地域のニーズにきめ細かく対応できるローカル人財、それぞれの育成を推進しています。

経済のグローバル化に伴い、グローバル人財の育成が不可欠となっています。継続的な取り組みとし
て「サクセションプラン」を推進します。また、教育機会の拡張や教育プログラムの充実化により、グ
ローバル・ローカル人財の育成に努めます。多様な力を結集しイノベーションを起こすことで、個人と
組織の持続的成長につなげていきます。

今後の取り組み

Materiality

TOPICSTOPICS

グローバル生産技術者の育成活動

　日立建機グループでは全生産拠点で、世界同一品質で

ある「Made by Hitachi」を具現化するため、定期的に国

内・海外生産拠点の人財を土浦工場などの国内のマザー

工場に招集し、育成を図っています。

　これは、国内および海外グループ会社の若手トップクラ

スの生産技術者が、工程計画、合理化、治具設計などの

実務を3年計画で学び、グローバルな人財を育成するととも

に、マザー工場で学んだモノづくりの考え方を各国の生産

拠点に持ち帰ることで、日立建機グループのモノづくり文化

の浸透を図ることを目的としたものです。

　2008年にスタートしたこの「グローバル モノづくり人財育

成プログラム」は、これまで93名が帰任し、それぞれの生産

拠点で「Made by Hitachi」の具現化のために日本で学

んだことを職場へ生かすべく、一人ひとりがKenkijinスピリッ

トを発揮しています。2019年度は新たに7名の生産技術者

を受け入れ、すでに参加している9名と併せて16名の体制

で、このプログラムを

展開する予定です。

業務報告会兼修了式で

■ 人財育成の基本方針

　人財育成は国内外・各部門共通の課題です。日立建機グルー

プでは、人財育成を経営の最重要テーマの一つであると捉え、教

育機会の拡張や教育プログラムの充実化を推進しています。

　日立建機グループ全体で運用しているものとして、「サクセショ

ンプラン（後継者育成計画）」があります。これは、各社・各部門

の責任者が所属員の担っている職務に必要な要件を洗い出し、

後継者の育成を中長期で計画・実行し、人財一人ひとりの職務

とキャリアを可視化することで、人財活用プロセスを組織全体で

共有するための取り組みです。

　実際の後継者育成の施策としては、1996年より海外グルー

プ会社の人財を日本国内の各部門で積極的に受け入れてきま

した。2016年からは管理職としての受け入れも開始しています。

2018年度までで約260名の人財を受け入れており、2019年5

月時点で34名が在籍しています。

　多様な海外人財を積極的に受け入れ人財活用の場を広げて

いくことで、組織のパフォーマンス向上をめざしていきます。

■ ダイバーシティの基本方針

　真のグローバル企業として認められ、勝ち残るためには、今ま

での延長線上ではなく、新しい戦略、斬新な発想での事業展開

が必要です。そのためには、人種、国籍、性別、年齢などに関わ

らず、事業を支える人財一人ひとりの価値観や個性を認め、多

様性を尊重していくことが大切です。

　こうした認識のもと、2011年にダイバーシティ推進グループを

設置し、日立建機グループにとってのダイバーシティの課題であ

る「ダイバーシティの基盤づくり」「働き方改革（ワーク・ライフ・

マネジメントの推進）」「女性・マイノリティ活躍支援」「ナショナ

ルスタッフの活躍支援」「日本側のグローバル化」の5つを挙げ、

それぞれの解決に向けた取り組みを行ってきました。2016年度

からは、人事部が取り組みを継承しています。活動の進捗や計

画は「CSR・ダイバーシティ委員会」を開催して確認しています。

　また、従業員に対しては、各種階層別研修などの場を通じて、

多様性の重要性を啓発するなど、ダイバーシティの推進・定着

に取り組んでいます。
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2018年度の主な活動進捗

グローバル人財の育成 女性活躍のための活動 ダイバーシティの推進

後継者の育成に関しては、サクセションプ

ランを運用し、適財適所および現地化を

推進しています。グローバルガバナンスを

踏まえて、リーダー人財の選抜・育成と後

継者育成計画のローリングを計画的に実

施しました。

女性が高いモチベーションで就業できる

雇用環境を整えるための施策を推進して

きました。キャリア開発を支援する制度と

して、社外の若手女性キャリア支援セミ

ナーへの派遣や、部署別キャリアモデル

の社内公開などを実施しました。

多様な人財の個性を尊重し組織の強みと

なるよう生かすことで、個人と組織の持続

的成長につなげていく方針のもと、さまざま

な施策を行ってきました。ダイバーシティを

経営の重要課題と捉え、取り組みを推進

しています。

■ グローバル人財戦略の概要

ミッション

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

ポリシー

グローバル人財ポリシー
Global HR Policy

ビジョン

“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

後継者を
見つける

後継者を
育てる

後継者を適所へ
配置する

後継者を処遇に
満足させる

サクセションプラン
（Succession Plan ：後継者育成計画）

戦略

・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

・各国の文化や商慣習を反映した人財育成体制を整
備する

・グローバル人財育成に向けた教育の機会を拡充する

・人財の持つ多様性を組織の成長につなげる
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目標

・取引先・行政との健全な関係を保つ

・公正で自由な競争を促進し、消費者の利益を確保 
   する

・サプライチェーン上のリスクを未然に防止する

重点取り組み

・サプライヤーと人権

・公正な販売パートナーシップ

・公正な調達

・腐敗防止

よりよい取引と
バリューチェーンの発展

基盤テーマ4

世界各国で製品・サービスを展開する日立建機グループの事業活動は、多くのビジネスパートナーやお客様との関係

に支えられて成り立っています。日立建機グループは、CSRに関するビジョンやポリシーをサプライヤーの皆様と共

有し、バリューチェーン全体でのCSR活動を推進しています。

2018年度は、サプライヤーの皆様に「日立グループ サプライチェーンCSR調達ガイドライン」の遵守
を求めるとともに、新規サプライヤーに対する社内審査を厳正に行うことで、サプライチェーン上のリス
クの未然防止に努めました。調達リスクへの対応は継続的な課題と捉え、今後もできる限り事前に当
該リスクを把握し、軽減に取り組んでいきます。

今後の取り組み

■ 競争法違反防止の取り組み■ 贈収賄防止の取り組み

　日立建機グループは、「法と正しい企業倫理に基づいた行動」

「公正で秩序ある競争」を基本理念に掲げ、競争法違反に関す

るコンプライアンス意識の徹底を図っています。

　役員からのメッセージ発信、規則の整備、定期的な監査、マ

ニュアルなどを活用した従業員への研修および教育を実施して

いるほか、知識の向上を図るために、日立製作所よりリリースされ

た競争法遵守の基本に関する eラーニング（グローバル編）を、

日立建機グループで活用しています。

　こうした取り組みにより、2018年度において競争法にかかる

違反や制裁を伴う案件は発生していません。

　日立建機グループでは、グローバルな贈賄リスクに対応するた

め、「贈収賄防止に関する規則」を2017年に改正し、ファシリ

テーション・ペイメント※の禁止、取引先のコンプライアンス審査、

現・元公務員の雇用時におけるコンプライアンス審査の手続き

などを明文化しました。新しく加わった海外グループ会社におい

ても、日立建機グループとして同じ基準となるよう、改正後の規

則を採用しています。サプライヤーに対しても「日立グループ サ

プライチェーンCSR調達ガイドライン」に明記したビジネス倫理

における「不適切な利益の排除」の徹底を求めています。また、

贈収賄を含めた汚職行動全般に関する知識の向上を図るため

に、日立製作所よりリリースされた贈収賄防止の基本に関する 

eラーニング（グローバル編）を活用して取り組んでいます。

　こうした取り組みにより、2018年度において贈収賄などにかか

る違反や制裁を伴う案件は発生していません。

Materiality

■ 調達の基本方針

　国際社会において企業の社会的責任が高まる中、ビジネス

パートナーとCSR意識を共有化し、サプライチェーン上のリスクを

未然防止することが求められています。

　日立建機グループでは、「日立グループ サプライチェーンCSR

調達ガイドライン（第3版）」を基本方針とし、サプライヤーの皆様

に遵守していただくCSR行動規範・基準として配布し、周知・

徹底を図っています。また、日立建機グループでは、「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

て広く一般に公開しています。法の遵守、環境保全、人権と労働

環境配慮、ビジネスパートナーとの社会的責任意識の共有など、

社会・環境面を十分に考慮した内容となっています。

　調達部門では、新規サプライヤーの選定の際に、ビジネスパー

トナーとの社会的責任意識の共有などの社会的責任を果たして

いるかを十分に検討し、厳正な審査を行っています。

TOPICSTOPICS

筑峰会、ときわ会の活動

　日立建機では、調達先とのパートナーシップを構築・維持

することを目的として、継続的な取引のある調達先に「筑峰

会」（60社所属）、「ときわ会」（48社所属）のいずれかの会

に所属していただいています。（2019年4月現在）

　2018年度は、安全・品質・環境などに関する合同講演会

や合同発表会を実施しました。こうした施策の継続により、

サプライチェーン全体のCSR活動を推進していきます。

合同発表会の様子

2018年度の主な活動進捗

サプライヤー CSR調査の実施 取引状況の監査と遵法教育 紛争鉱物への対応

2018年度は、日立建機単独における

購入高の約9割を占めるサプライヤー

に対してCSR調査を実施し、回収率は

83.5％でした。評価結果が芳しくないサ

プライヤーに対しては改善要請を実施

し、継続的な改善への取り組みを行って

います。

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遵法教育に力

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。

紛争鉱物を含んだ部材を調達することに

よって同地域の武装集団の活動を助長

することがないよう、責任ある調達活動に

取り組んでいくことを方針として掲げ、紛

争鉱物の不使用についてサプライヤーと

の対話を行っています。

Web

http://www.hitachi.co.jp/procurement/csr/__icsFiles/
afieldfile/2018/06/07/HSC_CSR_GB_J.pdf

日立グループ サプライチェーンCSR調達ガイドライン（第3版）

※ ファシリテーション・ペイメント：
　 許認可、入国管理、通関等の業務を円滑にするための公務員への支払い。
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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、

業務運営に関する重要事項について統制しています。

目標

・公正かつ透明性の高い組織体制を確立する

・国際的な人権の原則を尊重する

・多様化するグローバルなリスクに対応する

・コンプライアンスの意識を浸透・定着させる

重点取り組み

・グローバルガバナンスの強化

・経営の透明性

・公正な税務戦略

・ESG側面を含めたリスクマネジメント

ガバナンス
基盤テーマ5

企業が競争力を高め、長期的に企業価値を向上させるためには、世界の潮流や経営環境の変化を的確に捉え、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、経営戦略を迅速・確実に遂行できる執行体制を構

築するとともに、公正で透明性の高い経営の実現をめざして、ガバナンス体制の強化に取り組んでいます。

2018年度は、コンプライアンスに関するeラーニングに加え、前年度に実施した「従業員意識調査」
の結果に基づいて、ミドルマネジメント（管理職相当職）を対象にしたコンプライアンス研修も実施し、
規範意識の浸透に努めました。ガバナンスは継続的に取り組み、高めていくべき課題と捉えていま
す。今後もガバナンス体制の強化に取り組んでいきます。

今後の取り組み

Materiality

■ コーポレート・ガバナンスの基本方針

■ 親会社からの一定の独立性の
  確保に関する考え方

　日立建機グループでは、日立グループの一員として日立製作所

の企業理念や日立創業の精神を共有し、それに沿って行動規範

を定め、この行動規範をコーポレート・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兼

CEO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

　当社の取締役10名のうち1名は、2019年6月24日現在に

おいて日立製作所の役員を兼任していることから、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等について影

響を及ぼし得る状況にあります。しかしながら、日立製作所の役員

を兼任している者は、当社の取締役会の過半数を占めるに至っ

ておらず、さらに、（株）東京証券取引所に対し、独立役員として

届け出ている社外取締役が3名就任していることから、当社独自

の経営判断を行うことができる状況にあると考えています。また、

日立製作所およびそのグループ企業との取引条件は、市場価格

等を参考に双方協議のうえ、合理的に決定しています。

2018年度の主な活動進捗

コンプライアンスに関する
教育の実施

人権研修の実施 安否応答訓練の実施

日立建機および国内グループの役員、従

業員、派遣社員および海外グループの管

理職に対して、「日立建機グループ行動

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、グループ

全体で10,153 名が受講しました。

従業員一人ひとりの人権意識の向上を

図り、人権侵害を起こさない組織づくりの

ため、継続的な人権啓発教育を行ってい

ます。2018年度は、各種研修の機会を

通じて1,912名（日立建機と国内グルー

プ会社の合計）が受講しています。

災害発生時に「安否確認システム」を通

じてスムーズに安否が把握できるよう、安

否応答訓練の定期的な実施に加え、災

害や事件・事故、インフラ障害などの情

報を一元管理できるシステムの構築を進

めました（2019年度から導入）。

■ コーポレート・ガバナンス体制（2019年6月24日現在）

部
業
事
各

門
、

選任／解任

締
取

役
10
名

締
取
外
社
ち
う
（

役
3

）
名

監査委員会
取締役5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

監査

報告

補佐

顧問
弁護士

選任／解任
統制・監督

重要案件
附議・報告

執行役18名

代表執行役
執行役社長
兼CEO

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（EY新日本有限責任監査法人 ）

会
総
主
株

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

執行役会 
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合わせて69件ありました。主な内訳は、ハラスメントに関するもの

が約2割、その他業務上の法令や規則違反に関するものが約3

割でした。なお、連絡・通報内容のうち日立建機グループに大き

なリスクを与えるものはありませんでした。
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経営成績の分析

　日立建機グループは、2 0 1 7年度からの中期経営計画

「CONNECT TOGETHER 2019」に掲げる経営施策を推進

しています。お客様の事業課題である「安全性向上」「生産性向

上」「ライフサイクルコスト低減」につながるICT・IoTを活用した解

決策を「Solution Linkage」と位置付け、その開発・提供を推進

しています。

　また、従来からの部品サービス事業に加え、2016年度に連結

子会社化したH-E Parts社、Bradken社のマイニング設備およ

び機械のアフターセールスにおける部品サービス事業強化の取

り組み、ACME社への出資を通じた北米レンタル事業への本格

参入に続き、イギリスでもレンタル事業会社のSynergy Hire社

を2019年1月に設立するなど、新車販売以外での収益拡大を図

るべくバリューチェーンの深化を推進中です。

　部品サービス事業の中でも「ConSite」では、建設業界初とな

る、センサによりオイルの状態を遠隔で検知しエンジンや油圧機

器の故障予知を行う「ConSite OIL」等をメニューに加え、お客

様のライフサイクルコストの低減に寄与しています。

　ICT・IoTを活用した解決策の提供推進としては、日立建機グ

ループとして初めて、海外市場におけるICT油圧ショベルの市場

投入を決定し、日立建機ヨーロッパ社のアムステルダム工場内に

ICT施工が体験できるICTデモサイトを開設するなど、日本に加え

て欧州地域でもICT施工の普及に努めています。

　オセアニアにおいては、さらなるマイニング機械や建設機械の

販売拡充と部品・サービス事業拡大のため、2019年4月より同地

域の事業を統括する新会社を設立しました。

　環境規制の厳しい欧州においては、電動化建機市場の立ち上

がりを見込み、建設機械の電動化および応用開発製品の開発を

行うために、ドイツの代理店と設立した新会社EAC社において、 

8トンクラスと2トンクラスの電動ショベルのコンセプトモデルを開発

しました。

　マイニング事業については、日立グループと力を合わせて高度

な車体安定化制御を実現したリジッドダンプトラック「AC-3シリー

ズ」の拡販に努めるとともに、鉱山運営の効率化に貢献するマイ

ニング機械の運行管理システムの提供や自律運転技術（AHS：

Autonomous Haulage System）の開発に積極的に取り組

んでおり、現在、オーストラリアのホワイトヘイブン社と協業を進め

ています。

　グローバルな製品開発力と競争力の強化に向けては、国内

主要開発・生産拠点の大幅な再編を行い、高効率で市場変化

に強い生産体制を構築すると同時に、将来の設備投資の適正

化や固定費削減等を実現し、変化に強い高収益体質の確立に

取り組んでいます。その取り組みの一環として、日立建機の完全

子会社でありホイールローダの開発・生産を担う株式会社KCM

を2019年4月1日付けで吸収合併しました。また、茨城県内5工

場での取り組みが評価され、平成30年度「省エネ大賞」（主催： 

一般財団法人省エネルギーセンター）省エネ事例部門の「省エネ

ルギーセンター会長賞」を受賞しました。

　当連結累計期間（2018年4月1日～2019年3月31日）の売

上収益は、上記のさまざまな取り組みを受け、特に北米・アジア大

洋州・欧州で新車販売および部品サービスを中心とするバリュー

チェーンの双方で増加したことにより、1兆337億3百万円（前年

同期増減率7.8%）となりました。

　利益項目については、売上原価率の低減を図り、部品サービ

スとマイニング事業の貢献により、調整後営業利益は1,168億4

千1百万円（同24.9%）、営業利益は1,022億9千6百万円（同

6.9%）、親会社株主に帰属する当期利益は685億4千2百万円

（同14.2%）と大幅に向上しました。

　日立建機は、財務体質の健全性の維持・強化、および中長期

的な事業戦略に基づいた技術開発・設備投資など、先行投資の

実施計画を勘案しながら内部留保に努めるとともに、連結業績に

連動した剰余金の配当を原則として、中間と期末の2回に分けて

同一年度に2度実施する方針であり、連結配当性向30%程度、

もしくはそれ以上をめざします。

　また、自己株式の取得については、機動的な資本政策の遂行

を可能とすることなどを目的として、その必要性、財務状況、株価

動向などを勘案して適宜実施いたします。

　2018年度期末配当につきましては、5月21日開催の取締役会

において2019年3月31日を基準日とする剰余金の配当を行うこ

とについて決議し、2018年度の期末配当金を1株につき57円と

しました。これにより、2018年度の年間配当は1株につき100円

となります。なお、2019年度につきましては、中間・期末配当を未

定といたします。

■ 業績概要

■ 利益配分に関する基本方針および 
  当期・次期への配当

■ リスクマネジメントの基本体制 ■ 人権尊重の基本方針

　企業活動を営んでいると、自然事故や事故災害、法令違反な

どのリスクに直面する可能性があります。日立建機グループでは

この認識から、コンプライアンス・リスク管理本部が中心となって

リスクに対処しています。また、平時からリスクの洗い出しを行い、

未然防止やリスク発生時の影響の極小化に努めるなど、対策を

行っています。海外におけるリスク回避対策としては、常に事件

や災害をモニタリングして、出張者や駐在員に適切な指示を発信

しています。

　また、自然災害や事故災害などの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た上で、可能な限り早期に復

旧できるよう、事業継続計画（BCP）の構築と、事業継続マネジ

メント（BCM）の強化に向けた取り組みを推進しています。2018

年度は、大規模地震などの災害発生時に備えて導入した「安否

確認システム」の安否応答訓練を定期的に実施しました。

　今後もグループ全体で危機管理意識を高めていくとともに、

グループ全体でリスクマネジメント体制の強化に取り組んでいき

ます。

　企業がグローバルに持続的に発展していくためには、国内外す

べての地域において、従業員一人ひとりがお互いの人権と人格

を尊重し、創造性を最大限発揮できる企業風土の形成が不可欠

です。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は、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。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。また、人権に関する通報制度として、従業員に対しては

「内部通報制度」を、社外ステークホルダーに対してはWebサイ

トの「お問い合わせ」を通じて対応にあたっています。

　今後は、人権への取り組みを個人レベルに落とし込み、多様

な人財が活躍できる環境づくりを進めていきます。

■ コンプライアンスの基本方針

　日立建機グループにとってのコンプライアンスは、法令遵守に

とどまらず、行動規範を理解し、高い倫理観を持って、誠実で公

正に行動することを意味します。

　コンプライアンス推進体制としては、グループ全体の活動を推

進する組織として、「コンプライアンス・リスク管理本部」を設置

しています。ここでは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、不祥事の再発防止策の有効性について審議などを行って

います。グループ各社には、コンプライアンス推進責任者および

コンプライアンス・マネージャーを置き、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活動を推進しています。

　また、従業員のコンプライアンス意識の向上を目的として、「コ

ンプライアンス・ホットライン」「グローバル・アラートライン」の 

2種類の通報制度を設けています。2018年度の連絡・通報は

※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8社の合計です。

■ コンプライアンス・リスク管理体制

■ 2018年度人権研修の実績

Materiality Finance

2018年受講実績 課長以上の受講数 一般社員受講数

日立建機※1   500名  88名 　412名

グループ会社※2 1,412名 231名  1,181名

総計 1,912名 319名 1,593名

日立建機本社

各事業所・
グループ 
各社

事務局：
法務部コンプライアンス推進 
センタ
総務部リスク管理グループ
広報・IR 部
IT推進本部

※C・R委員会： 
コンプライアンス・リスク委員会

C
・
R
委
員
会

C
・
R
委
員
会

C
・
R
委
員
会

C
・
R
委
員
会

C
・
R
委
員
会

コンプライアンス・
リスク管理本部
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