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陳：海外では特に環境問題に対して厳しく制限する政策が出さ

れていて、新たな環境規制に対応した機種でなければ購入しても

らえないといったことが起こっています。例えば、中国の場合、これ

まで環境問題は入札の条件にあまり入っていなかったのですが、

最近では環境負荷を低減するために工期の短縮が求められるな

ど、環境問題を意識した条件が課されることも増えてきています。

浅賀：現在、欧米各国を中心に再生品の基準を作る動きがあり

ます。例えば、これまで再生品は中古品の一つとして扱われてい

たため、中古品の輸入ができない国では、再生品も同じく輸入す

70周年記念 特別座談会

日立建機グループの持続的な成長に
欠かせない価値創造の主体は「人財」です。

社会の発展を担う一人ひとりが日々の仕事の中で
SDGsについてどのように考え、実行しているのか。

平野社長とともに語り合ってもらいました。 

浅賀：私も同じような感覚を持っています。自分の仕事に関係す

る人たちで完結するのではなく、その先にある社会のことまで考え

ることが重要だと思います。例えば当社ではテレワークが推奨さ

れていますが、建設現場でもテレワークを実現できないかといっ

た考え方がSDGsにつながるのではないでしょうか。
平野：当社では、事業と関わりの深い10個のSDGsゴールに

対して貢献していくことを明言しています。製品・サービスを提

供することによる貢献はもちろんですが、日々の仕事の中にも貢

献できることは数多くあります。ですから、従業員一人ひとりが意

識を高めて取り組まなければならないものだと考えています。

マルコス：私は日常業務の中で、常に「安全の意識を忘れない」

ということをポリシーとしています。例えば、仕事に慣れてくると余

裕が生まれますが、逆に周りが見えなくなってしまうことがあります。

しかし、「事故が起こるかもしれない」という危機意識を常に持っ

ていれば、少しの変化や異常に気が付くことができます。それは事

故の予防だけでなく、品質の向上やお客様の安全性向上にもつ

ながり、ひいてはSDGsへの貢献にもつながっていくのではないで

しょうか。

社長　Kenkijin

最初に、日立建機グループとしてのSDGsに対する基
本的な姿勢について教えてください。

Q:
日立建機グループではSDGsへの貢献を具体化するた
めに、CSV（Creating Shared Value）の考え方を
用いています。CSVでは社会課題を捉えることが重要
ですが、例えば、環境問題について変化を感じること
はありますか？

Q:

リスクヘッジとしての人財教育は非常に重要ですね。
一方で、機会を生かし価値を生み出す基盤となるのも
人財教育です。そのための施策としては、どのようなこ
とに注力されていますか？

Q:
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代表取締役社長）

2050年に向けて

泉：現場の働き方改革を進めていくためには、ICTの活用は欠か

せないですよね。ただ、日本国内に関して言うと、お客様によって

差があると感じています。例えば、ICT技術を活用して建設現場

全体の生産性向上をめざす国土交通省の「i-Construction」

という取り組みがありますが、積極的に推進されているお客様が

いる一方で、何から始めてよいのか分からないというお客様もいま

す。ですから、性能の高い建設機械を開発することも大切ですが、

ICTを使いこなすための情報を発信していく、それも私たちの大切

な役目だと思います。

平野：ICT施工の導入は、現場の生産性が向上するというのは

もちろんですが、それによって女性が活躍できる場が広がったり、

ワークライフ・バランスが実現したりする。さらに、それが雇用の

創出にもつながり、結果として社会全体を豊かにしていく。このよ

うなSDGsへの貢献ストーリーを描いて、新しい製品・サービス

を生み出していく姿勢が必要ですね。

陳：私の仕事はグローバルでの人財確保や教育・育成の仕

組みを作ることですが、国籍や人種、文化が全く異なる中で、

どういった教育プランを作れば皆さんにモチベーションを上げ

て働いてもらえるか、ということが非常に難しいと感じています。

SDGsがグローバルな共通言語として一つ解決のヒントになる

のかな…と思いますが、正直に言うと、まだ試行錯誤しながら進

めているところです。人財教育については、世の中の変化に合

わせて修正しながらやっていくのが良いと考えています。

ることができませんでしたが、再生品と中古品とを異なる位置付

けのものと定義して、環境負荷の低い再生品の輸入を広めてい

こうとする動きがあります。そして、再生品をラインアップに持って

いるかどうかが、「持続可能な企業であるかどうか」を測る一つの

指標にもなってきています。

マルコス：モザンビークでも最近では気候変動も含めて、「持続

可能な企業としか取引しない」というお客様が増えてきていると感

じます。それは、バリューチェーン全体で取り組んでいるかどうか

が、企業価値を測る判断材料になってきているからです。そうした

こともあって、取引先が従業員に対してしっかりと指導・教育を

行っているかどうか、お客様がそういった点に厳しく注目するように

なっています。今後ますますそういった傾向は続くでしょう。

浅賀 俊之

泉 枝穂

メデイロス・マルコス

平野：当社にとって気候変動は、最重要課題だと認識しており、リ

スクにも機会にもなり得るものであると位置付けています。そのため、

バリューチェーン全体を通じて、「CO2排出の緩和」と「気候変動に

起因する災害への適応※」の両面から取り組みを進めています。
※ 防災・減災・復旧等
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中期経営計画（2017～2019年度）の総括

日立建機グループでは、2010年に10年後のあるべき姿として「2020VISION」を掲げました。2017年度から始

まった中期経営計画「CONNECT TOGETHER 2019」は、その達成に向けた最後のステップと位置付け、さまざ

まな取り組みを進めてきました。

■  CONNECT TOGETHER 2019の目標と達成状況

「CONNECT TOGETHER 2019」では、お客様の要望に

沿った製品・サービスやソリューションの提供をより強力に推進

し、2年目である2018年度に、目標値を上回る実績を前倒しで達

成することができました。

最終年度となる2019年度は、注力テーマとして掲げたバリュー

チェーン事業の強化、ホイールローダやダンプトラック事業の拡

大、ICT・IoTを活用したソリューション開発の強化等に継続して

取り組み、事業環境の変化に強い安定した経営基盤の確立をめ

ざしましたが目標値は未達となりました。

CONNECT TOGETHER 2019

2018 年 3月期（実績） 2019 年 3月期（実績） 2020 年 3月期（実績） 2020 年 3月期（目標）※

調整後営業利益率 9.8% 11.3% 8.2% 9% 以上

ROE 14.1％ 14.7% 8.6% 9% 以上

ネット D/E レシオ 0.33 0.49 0.58 0.4 以下

配当性向または配当方針 30.1% 31.0% 31.0% 30% 程度
もしくはそれ以上

為替レート ＄100円／€110円／中国元 15円
世界需要（当社調べ・見通し
油圧ショベル前提需要） 17万台

売上収益 8,500 億円

2020年3月期前提条件

※ 2017年4月時点のガイダンス

2050年に向けて
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に来ている人も多く、他の企業と比べても多様性が非常に進化

していると思います。この人たちの働き方や文化を尊重し、相互

の理解を深めていくことで、また新しい文化が生まれると思います

し、お客様とのパートナーシップも広がっていくと思います。

誰もが能力を発揮して働くことができ、それを組織の
力に変えていくことが重要ですね。ダイバーシティをさ
らに推進していくためには、どのようなことが必要だと
考えられていますか？

Q:

マルコス：日立建機には海外のグループ会社からの出向で日本

浅賀：私は入社前、海外で技術支援などをできるような技術者

になりたいと思っていたのですが、入社10年目を迎え、想像して

いた以上に早いスピードで理想像に向かってステップアップでき

ているなという実感があります。昨年まで4年間ザンビアに駐在

して、海外の技術者の方 と々研鑽に励むことができました。当社

には、成長したい従業員をサポートする制度や環境があり、その

経験を生かしてさらに成長していくフィールドがあると思います。

泉：私はお客様に近いところでモノづくりができることが、自身の

成長につながっていると感じています。建設機械が使われる現

場は、それぞれ条件が異なります。つまり、お客様が100人いれ

ば100通りの困りごとがあるんです。そうした全国のユーザーの

方 と々出会い、「身近で頼りになるパートナー」としてお役に立ち

ながら一緒に成長できる、そんな職場だと思っています。

平野：人財育成で大事なことは「会社で働く一人ひとり」に応え

ることだと思います。一つの枠に当てはめるのではなく、従業員そ

れぞれが色々な選択肢の中から必要なものを選んで成長できる

環境や仕組みをつくることが重要ですし、それがSDGsへの貢献

にもつながると思います。

陳 偉玲

陳：ジェンダーによる視点の違いや感性の違いを取り込むこと

は、変化に強い会社を作るために欠かせません。当社も、管理

から開発、生産に至る全部門で女性の活躍に期待をしていま

す。また、多様な海外人財を積極的に受け入れていくことで、組

織のパフォーマンス向上をめざしたいと考えています。そのほか、

障がい者の活躍支援、LGBTへの対応といったことも必要と考

えています。

泉：開発の立場から言うと、男女の隔てなくコミュニケーションの

取りやすい職場が実現できていると思っています。ただ、新型コ

ロナウイルスの影響で、今後はソーシャルディスタンスを保った形

でのコミュニケーションが求められる新しい社会に変わっていくと

思います。今までの方法ではうまくいかない部分も出てくると思い

ますが、人と人とのつながりを大切にしていることが日立建機の

魅力の一つだと思うので、その点は変わらずいられたらいいなと思

います。

平野：当社グループには「Kenkijinスピリット」という共通した

価値基準を持つ従業員=Kenkijinがいます。そして、共通の志

を持ちながらも、一人ひとりの個性をしっかりと伸ばしていく企業

風土がある。そこが最大の強みだと思っています。現代はSDGs

への貢献を抜きにして経営を語ることはできません。そうした時代

にあって、Kenkijinの皆さんは会社の持続的発展を支える最も

大きな財産だと思っています。個々の捉え方・考え方と事業戦

略とを融合していくことで、2030年、そして2050年まで続く、よ

り強い日立建機を作っていくことができると確信することができま

した。今日は皆さんどうもありがとう。

地球上のどこでも
Kenkijinスピリットで
「身近で頼りになる
パートナー」

2020VISION
地球上のどこでも Kenkijinスピリットで
「身近で頼りになるパートナー」

Go Together 
2013

GROW 
TOGETHER 2016

CONNECT 
TOGETHER 2019

成長の種まき 成長の促進と次なる種まき 変化に強い体質の実現

2020
VISION

建設機械のライフサイクル全体に広がるバリューチェーンにおいて、お客様の期待

を上回るソリューション「Reliable solutions」を提供するとともに、バリューチェー

ンの推進・体制再構築により、収益性・効率性を引き上げる。
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