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■ 価値創造に向けたアプローチ

　日立建機グループの環境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 と々と

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

■ 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。

中長期戦略

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。
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● 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

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、製品ライフサイクルで

85%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。

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。

CSVテーマ1

グローバル環境課題の解決

CSV2030 長期目標 基準年
2030 年
低減率

2019 年度
進捗率

製
品

製品による CO2 抑制 2010 年 33% 64%

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% 84%

廃棄物原単位改善率 2005 年 40% 103%

水原単位改善率 2005 年 50% 112%

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

2019年度はサステナビリティ推進本部の新体制のもと、CSV2030長期目標の達成に向けて、製造
プロセスの環境負荷低減、製品使用段階のCO2削減などに取り組んできました。2020年度からは、
新たに導入した「インターナルカーボンプライシング制度」を活用し、工場やオフィスにおける省エネル
ギー化、再生可能エネルギーの導入などをさらに加速していきます。

今後の取り組み

2019年度の主な活動進捗

国内主要開発・生産拠点の大幅再編
インターナルカーボンプライシング
制度の導入 電動化建機の開発を推進

ミニホイールローダの生産を龍ケ崎工場

から日立建機ティエラ滋賀工場へ移管

し、2020年4月から生産を開始しました。

7拠点の再編を進めることで、環境的にも

良い合理化の取り組みを進めています。

炭素排出量に独自の価格付けをし、経

営の意識決定に反映することで組織活

動の低炭素化を促進させる仕組みを導

入。省エネ設備投資を加速させるべく、

取り組みを開始しています。

バッテリー駆動式ミニショベル（5tクラ

ス）の試作機を開発。市場調査へ活用

することで、世界の市場ニーズに合致し

た電動化建機の開発を進めています。
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TOPICSTOPICS

日立建機ティエラでは2015年から生産改革を進めており、

工場レイアウトの変更や生産自動化を進めています。工場レ

イアウトは2つの組み立てラインを1本化し、製缶・塗装ライン

との物流動線を最適化することで時短・効率化を図っていま

す。このラインに生産ロボットや無人搬送車などを本格導入

し、現在では溶接の6割弱、塗装の8割が自動化されていま

す。また、外国人作業者も現場作業を円滑に行えるように、外

国語対応のタブレット端末も導入しています。こうした取り組

みの結果、2013年度比で作業工程数を30%削減し、生産能

力を50%増強しました。

2020年4月からはミニホイール

ローダの生産も開始し、0 .8 t～

8.5tまでのミニショベル、油圧ショ

ベルと合わせて日立建機のコンパク

ト事業の最先端の生産工場となっ

ています。

■ 環境マネジメント

■ 環境配慮製品、低炭素機械の提供

■ 製造プロセスの環境負荷低減

■ 災害復旧・減災への取り組み

日立建機グループの環境マネジメントは、グループ会社の

CSR・環境活動を統括するサステナビリティ推進本部が管理・

推進しています。サステナビリティ推進本部では、日立建機およ

びグループ会社を国内・海外の製造系と販売・サービス系の4

つに分けて、グループ全体で達成すべき3年間の環境行動計画

を策定し、各社の環境目標値の管理を行っています。環境行動

計画の進捗と実績はサステナビリティ推進本部が毎月または四

半期ごとに管理し、PDCAを回すための支援を行っています。さ

らに、CSR & Financial ReportやWebサイトを通して当社

およびグループ会社の活動の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により、気候変動への対応など経営に関

製品ライフサイクルの中で製品から排出されるCO2は85％を

占めることから、地球温暖化を緩和するためには製品稼働時の

CO2を抑制することが最も効果が大きいと言えます。日立建機

グループでは、製品からのCO2（Scope3）の削減計画をSBT

に登録するとともに、2030年に2010年度比で33％の削減目

標を掲げています。この目標を達成するため、開発・設計時に

IEC62430に準拠した環境配慮設計アセスメントを実施し、こ

れにより燃費も評価基準の一つとして製品の開発を行っていま

す。2019年度は、新製品開発時のアセスメント実施率の目標

98.0％に対して98.2％の実績となり、目標を達成しました。

また、お客様の使用環境や脱炭素化の社会要求に応じて、

よりCO2が少ないハイブリッド建機やACダンプトラック、現場で

のCO2ゼロをめざした電動ショベル、バッテリショベルなどの開発

を行ってきましたが、近年では施工時の機械の効率化により省

エネを図ることも進めています。例えば、国土交通省が推進する

i-Constructionによると、ICTを活用した施工を実現すること

で20～ 30％の省エネが図られると言われています。日立建機グ

ループでは機械単体の省エネだけでなく、施工の効率向上によ

るCO2削減も積極的に推進していきます。

日立建機グループは2019年5月にSBT（Science Based 

Target）に沿ったCO2削減計画を登録しました。SBTは世界的

な研究機関、NGO、評価機関などがイニシアティブをとり地球温

暖化防止に寄与する目標値を認定するもので、日立建機グルー

プは事業所および工場からのCO2排出量（Scope1、Scope2）

を2050年に80％低減、2030年度45％低減することを目標に

掲げています（2010年比）。製造工場では太陽光発電の導入、

省エネ設備への投資、工場の統廃合などの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（ICP）制度を導入しました。

ICPとは、組織が独自に炭素排出量に価格付けし、それを経

営の意思決定に反映することで、組織活動を低炭素化の方向

へ促進させる仕組みです。ICP制度の導入によって、工場やオ

フィスにおける生産の高効率化や省エネルギー化、再生可能エ

ネルギーの導入などを加速していく予定です。

近年の異常気象は100年に一度の大雨や、最大級と言われ

る暴風雨の被害が全世界で頻発しています。2019年、日本国

内では台風19号により記録的な被害を受けました。日立建機で

は、自治体や団体と災害応急や復旧に対して優先的に機械や

資材を供給する協定を結んでいます。この協定を中心に、今後

も災害時の支援を行っていく予定です。

また、気候変動に伴う災害・被害を最小限に抑えるために、

世界では適応ビジネスが動き始めています。これは事前にインフ

ラの強靭性を上げて防災・減災に努めるもので、日立建機では

インフラ工事や災害発生現場に対応できる製品開発を行ってき

ました。例えば、四脚クローラ方式双腕型コンセプトマシンは、災

害後の足場の悪い現場でも作業することができます。また遠隔

操作は、危険地域でオペ

レータの安全を確保するこ

とができ、迅速な対応が可

能となります。今後も気候

変動に起因する災害への

適応に貢献する製品とソ

リューションの開発に挑ん

でいきます。

執行役社長兼 CEO

事務局：
サステナビリティ推進本部

CSR 推進責任者会議環境推進責任者会議
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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、主要グループ会社社長

■ サステナビリティ推進体制

TOPICSTOPICS

日立建機グループの内部監査を実施

サステナビリティ推進本部は、2019年に全主要製造会社

の内部監査を実施しました。2018年までは工場を持つ日立建

機およびグループ会社の環境監査を、4年に一度の割合で

行ってきました。しかし、環境リスクの低減、コンプライアンスの

徹底を図るためには、より短期間でPDCAを回すことが必要と

なります。そこで2019年度からは全主要製造会社の環境監

査を実施することに決め、国内5社10工場、海外5社10工場

で行いました。また、販売・サービスを行うグループ会社もサー

ビス工場など環境負荷の大きな施設を持っているため、支社・

支店・営業所等の環境巡視も開始し、2019年度は国内の販

売・サービス会社の営業所2カ所で実施しました。2020年か

らはWebを用いた遠隔での対応も活用して、国内外の販売・

サービス会社の環境巡視に取り組んでいく予定です。

TOPICSTOPICS

バッテリー駆動式ミニショベルの
試作機を開発

稼働時にCO2などの排出ガスを出さない電動化建機は、

欧州市場を中心に過密な都市部の工事で使われるミニ

ショベルにおいて特に期待が高まっています。そこで日立

建機は、電動化建機の技術を確立するために、バッテリー

駆動式ミニショベル（5tクラス）の試作機を開発しました。

本試作機は、ミニショベル・ミニホイールローダなどの開

発・製造・販売を行う日立建機ティエラがドイツのEAC社と

連携して開発したもので、狭小地でも作業効率の高いミニ

ショベルの特長を最大限に生かせるよう、バッテリー・システ

ムの小型化と長時間稼働の両立を追求しました。本試作

機は市場調査に活用する予定で、欧州市場の環境規制を

もとに世界の市場

ニーズに合致した

電動化建機の開

発を、日本と欧州で

連携して進めてい

きます。
バッテリー駆動式ミニショベルの試作機

TOPICSTOPICS

日立建機ティエラの生産合理化

超大型油圧ショベルの自律運転・遠隔操作 
システム実証実験計画を発表

2020年7月、日立建機はマイニング現場における超大

型油圧ショベルの自律運転・遠隔操作に向けた実証実験

計画を公表しました。これは、遠隔操作システムと運転支

援システムを組み合わせることで安全性・生産性の向上を

めざすもので、鉱山全体が最適化されることで生産量当た

りのCO2削減にも貢献できます。さらに、オペレータの作業

環境も改善されることから、異常気象などによる万が一の

災害から人命を守ることにもつながります。

実証実験は2021年度よりオーストラリアの鉱山で開始

し、2022年度の商用化をめざす予定です。

メインの組立ライン
実証実験で使用する予定の超大型油圧ショベル「EX3600-7」（右）

四脚クローラ方式双腕型
コンセプトマシン

わる重要事項の審議・承認を行っています。

日立建機グループでは工場から発生する環境負荷が全体の

95％以上を占めており、主要製造会社を環境経営の中心に位

置付けています。製造会社では ISO14001または同等の環境マ

ネジメントシステムの導入を進めています。2019年度はグループ

会社の増減があり、製造会社では簡易版環境マネジメントシステ

ムも合わせ、92％の取得率となっています。

中長期戦略

建設機械をつくる

建設機械をつかう

建設機械で挑む

Hitachi Construction Machinery CSR & Financial Report 2020 40



Hitachi Construction Machinery CSR & Financial Report 202041

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。

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。社会課題から自社の役割を認識するアウトサイドイン

の視点で人と機械の最適な関係を追求し、お客様の事業価値を

最大化する独創的な製品やソリューションの提供につなげていき

ます。

建設・土木業界で労働力不足が加速する中、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）を活用して作業の効率化を

図ることが不可欠です。

日立建機グループでは、2016年に「顧客ソリューション本部」

を立ち上げ、ICTを活用した工事現場業務支援サービスの開発

に着手して以来、さまざまな現場で ICT施工の実現を支援してき

ました。現在は、ICT施工に対応したソリューション「Solution 

Linkage®」のサービス拡充を中心に、さまざまな視点からICT

施工の普及に取り組んでおり、建設現場のデジタルトランス

フォーメーションの実現をめざしています。

■ 研究開発体制の強化

■ ICT施工の推進

中長期戦略

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

TOPICSTOPICS

建設・測量生産性向上展
「CSPI-EXPO2019」に出展

2019年5月、千葉県の幕張メッセで開催された「第2回建

設・測量生産性向上展『CSPI-EXPO2019』」に出展しま

した。これは、国土交通省が推進するi-Constructionの

取り組みを支援することを目的にした展示会で、日立建機は

「TEAM-Construction 現場の声から、ICT 施工は動き

出す」をテーマに、Solution Linkage®で提供するサービス

の各内容、マシンコントロール機能を搭載したICT建機などを

展示。さらに、日立建機グループが描くAIを活用した建設機

械など、機械と人が協調して働く未来の現場ソリューションを

紹介しました。

日立建機ブースの様子

■ 研究開発体制

■ Solution Linkage®の新たな展開

日立建機グループが提供するICT・IoTソリューション

「Solution Linkage®」では、これまでクラウドベースのプラッ

トフォームである「Solution Linkage® Cloud」、モバイル端

末でダンプトラックや建機、作業員の位置をはじめとする施工現

場の見える化を実現する「Solution Linkage® Mobile」、

モバイル通信環境を改善・拡張するソリューション「Solution 

Linkage® Wi-Fi」などの革新的なサービス・アプリケーション

を拡充してきました。

2019年4月からは、新たなラインアップとして「Solution 

Linkage® Survey」の提供を開始しました。今後も、さまざまな

お客様との協創活動を通じ、お客様の課題解決につながる機能

の追加や使いやすさの向上を図っていきます。

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。

CSVテーマ2

社会基盤を支える
現場力の強化

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

2019年度は、ICT・IoTソリューションの新たな展開のほか、AIや分析・解析技術を取り入れることにより、
遠隔での故障予兆検知率を71％まで高めることができました（2020年3月末時点）。2020年度以降の目標
として、故障予兆検知率は約90%に高めることをめざします。また、ICT・IoTを活用した製品やソリューショ
ンの提供を拡大していきます。

今後の取り組み

2019年度の主な活動進捗

Solution Linkage®のサービス拡充 ConSite®の機能拡充 Aerial Angle®の機能拡充

スマートフォンの動画撮影機能を活用し、

手軽な土量計測が可能になる「Solution 

Linkage® Survey」の提供を開始。自治

体と連携した災害査定ツールとしても利用

が広がり始めています。

稼働音・測定データから建設機械の状

態を診断するアプリ「ConSite® Health 

Check」をインドネシアや中東、アフリカ地

域にある販売代理店のサービス員向けに

提供を開始しました。

機体と障害物の接触事故低減に寄与す

る周囲環境視認装置「Aerial Angle®」

の機能を拡充。2020年6月にはSTEP

Ⅲとなる「物体検知+動作制限システム」

を発売しました。
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中長期戦略

■ 安全性向上に向けた技術開発

■ サービスソリューション「ConSite®」の機能拡充
■ 鉱山現場を支える日立建機のマイニング事業

日立建機は、土木施工サイトや鉱山サイトの「協調安全」を実

現するための研究開発に取り組んでいます。「協調安全」とは、

人・モノ・環境が情報を共有することで安全性を構築する新た

な安全の概念です。例えば、土木施工サイトでは、カメラやセン

サ等のサイト内の設備、建設機械、機械のオペレータ、周囲の

作業者、監督者などとの間の情報交換・情報共有を通してサイ

ト全体のリスクを最小化します。

建設機械単独でできるリスク低減策には限りがあるため、建

設機械本体に実装する安全技術だけではなく、作業員やプロセ

スの管理などと組み合わせ、サイト全体のリスク低減を図るサイト

セーフティソリューションの提供をめざしています。今後、建設機

械の自動化・無人化が進む中、建設現場の安全を確保するた

めに「協調安全」の概念に基づき、新たな技術開発、製品・ソ

リューション開発に取り組んでいきます。

建設機械の稼働状況を遠隔で監視し、故障の予兆を検知し

てデータレポートを配信するサービスソリューション「ConSite®」

は、2013年の提供開始からお客様の機械の安定稼働に貢

献してきました。契約台数は当初の計画を上回る142,973台

（2020年3月末時点）に達しており高い支持を得ています。

2017年には、日立グループから横断的に ICTやAI活用によ

る情報データ分析の知見に富んだ技術者を集め、専任組織であ

るConSite開発部を設立。長年の建設機械の保守・点検業

務による知見と、日立グループの最先端の情報データ分析技術

を活用したConSite®は、日立グループの「Lumada®※」にも

登録されています。

2020年3月には業界で初めて、稼働音・測定データから建

設機械の状態を診断するアプリ「ConSite® Health Check」

の提供をインドネシアや中東、アフリカ地域にある販売代理店の

サービス員向けに開始しました。

高い生産性が求められる鉱山では、建設機械の故障により生

産が長時間ストップすることは許されません。また、鉱物を運搬す

る道路は舗装されていない上、さまざまな車両が行き交うため、安

全性、耐久性など高度な技術が要求されます。日立建機では、

超大型油圧ショベルやダンプトラックなどマイニング製品の開発・

生産をすべて日本に集中し、日立グループ各社の技術を結集す

ることで、この要求に応えています。

例えば、ダンプトラックに搭載されている「高度車体安定化制御

技術」は、日立製作所が持つ自動車の技術を応用して開発されたも

のです。また、ダンプトラックの「自律走行システム（AHS）」にも鉄

道運行管理をはじめとする技術が駆使されています。

一方で、バリューチェーンを軸としたソリューションビジネスにも

力を入れています。2016年に機械・設備のサービスソリューショ

ンを提供するH-E Parts社（アメリカ）、2017年に鉱山機械

向け鋳造部品大手Bradken社（オーストラリア）をグループ化。

両社がグループに加わったことで包括的なサービスの提供が可

能になりました。今後も時代のトレンドを捉え、お客様のニーズに

幅広く応えていきます。

TOPICSTOPICS

　Solution Linkage® Surveyは、スマートフォンの動画撮

影機能を活用し、土木工事の作業によって発生する盛土の体

積（土量）を、簡単かつ定量的に把握することができるクラウド

サービスです。建設現場では日々の土量を把握する必要があり

ますが、これまでは現場管理者の目視によって管理されてきま

した。Solution Linkage® Surveyでは、スマートフォンで動

画を撮影するだけで3次元モデルを生成し、おおよその土量を

計測。進捗管理の手間やコストを抑えることができます。また、

当サービスは自治体と連携した災害査定ツールとして、2018

年に発生した西日本豪雨の災害査定において実証実験を行

いました。

なお2020年6月には、お客様からの声を反映して、土量計測

に特化したスタンダード版と、進捗管理に活用できるアドバンス

版の2つのラインアップに拡充しています。

専門的な知識や経験が無くても土量の計測が可能になる

自律走行ダンプトラックの実用化試験の様子

TOPICSTOPICS

周辺環境視認装置
「Aerial Angle®」の機能拡充

2020年6月、油圧ショベルの動き始めにおける接触事故

の発生を低減するため、機体周辺で検知した物体の位置

や機体の動作状況に応じて動作を抑止する機能を追加した

「Aerial Angle®（エアリアルアングル） STEPⅢ 『物体検知

＋動作制限システム』」を日本国内向けに発売開始しました。

操作開始前に周辺の物体（人や障害物）を検知した場合

は、レバーを操作しても走行・旋回動作が行われず、接触事

故を回避します。また、走行・旋回動作中に物体を検知した

場合は、エンジン回転数の低減やモニター上の警告とブザー

音によりオペレータに注意喚起し、操作の停止を促します。 

さらに、機体の状態や機体周辺の物体検知情報を外部ブ

ザーや回転灯で周囲の作業者にも注意喚起し、接触事故の

低減に寄与します。

TOPICS

TOPICS

TOPICS

TOPICS

稼働音・測定データから
建設機械の状態を診断する
「ConSite® Health Check」

「CIMコンベンション2019」で
マイニング分野の将来構想を発表

　ConSite® Health Checkは、スマートフォンのマイク

機能を用いてエンジンの稼働音を収録し、AIによって微小

な異常音を検出することで、燃料インジェクタの状態を約

3分という短時間で診断することができます。また、スマート

フォンと建設機械を通信デバイスで接続して油圧ポンプが

送り出す作動油の圧力を測定、経年劣化による摩耗がど

の程度進行しているかなどの診断を行うことができます。こ

れにより、大きな故障が起こる前に必要なメンテナンスを

施すことができ、ダウンタイムコストやメンテナンスコストの

低減につながります。

　2019年4月28日～5月1日、カナダのケベック州モントリ

オールにて開催された鉱山企業向けの見本市「CIMコンベン

ション2019」にて、日立建機の連結子会社であるウエンコ社

がマイニング分野の将来構想について発表を行いました。

　ウエンコ社は、世界約150の現場に鉱山運行管理システ

ム（FMS）を導入している世界有数の企業で、FMSは鉱山用

ダンプトラックの自律走行システム（AHS）のベースとなってい

るシステムです。

　会場では、鉱山のインフラや機械、ICTシステムが連携して

鉱山全体が自律化するという将来構想とともに、今後の実用

化に向けての技術的課題や、IoT のビジョン、ケーススタディと

して「オーストラリアの石炭事業におけるデータ分析による事

業決定と鉱山業績の向上」などを発表し、聴衆の関心を集め

ました。

ConSite® Health Checkの表示画面

※  Lumada®：日立の先進的なデジタル技術を活用したソリューション／サービ
ス／テクノロジーの総称。

CIMコンベンション 2019での発表の様子

手軽な土量計測が可能になる
「Solution Linkage® Survey」

Web

https://www.hitachicm.com/global/jp/solution-linkage/consite/

ConSite®
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日立建機グループでは、社会貢献を積極的に進めるために

「日立建機グループ社会貢献方針」を策定しています。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。2019年度は社会

貢献関連費用として253百万円を支出しました。

また、社会貢献活動の詳細についてWebサイトを中心に公

開することで、社会とのコミュニケーションを一段と深め、継続的

な活動へとつなげています。

TOPICSTOPICS

GEJが現地の自立活動に
必要な機械などを寄贈

2020年3月、カンボジアのバッタンバン州での支援活動

が一定の成果をあげたことで、GEJは13年間にわたる取

り組みに終止符を打つこととなりました。3月11日にはその

締め括りとして、バッタンバン州地方開発局向けの道路補

修機械2台と、自立活動の継続に必要となる寄贈品の引

渡式が執り行われました。新型コロナウイルス感染拡大の

影響により、日本からの関係者は出席できませんでしたが、

式典には長年現地で活動してきたGEJのソンバー副所

長、バッタンバン州農林水産局、カンボジア地雷対策セン

ター、そして多くの村々の関係者が参加しました。

これまでの活動で積み上げてきたものは、村を豊かにする

大きな基盤となるはずです。今後は現地の人々自身が主体と

なって地域の活性化を図っていくものと期待されます。

道路補修機械の
引き渡し式

日立建機（上海）との連携

中長期戦略

■ 社会貢献に関する方針

　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

規模の課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・社会問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、内戦終結後も地雷事故による負傷・死亡事

故が起こっていました。そこで、日立建機グループでは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

備の支援を行ってきました。また、地雷除去後の土地において

は、農業指導やインフラ設備の維持指導、学校建設などの支援

も続けてきました。これらの活動は、カンボジアの人々が自らの力

で生活が営んでいけることを目的としています。

　カンボジアでは、現地の自立に向けた一定の成果をあげること

ができました。その他、グローバルでは、中国のホルチン砂漠の

緑化活動、インドの土地の開墾プロジェクトなど、各地域に根差

した支援活動を展開しています。このように、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重要だと考

えています。今後も、世界のさまざまな地域で社会課題の解決に

貢献していきます。

■ 地域コミュニティ支援の取り組み

日立建機では、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う地域

社会への支援のため、2020年3月10日、中国現地法人である

日立建機（上海）有限公司を通じて、上海市民生局が管轄する

非営利団体「上海市慈善基金会」に、新型コロナウイルス対策

指定寄付金として100万元（約1,500万円）を寄付しました。ま

た、2020年4月には日立グループの一員として、厚生労働省に

医療用マスク約9,600枚を提供しました。

今後も、各地域の指針に沿って業務を推進するとともに、地

域社会やお客様の要請にできる限り応え、感染拡大の防止のた

めに全力を挙げて取り組んでいきます。

■ 新型コロナウイルス感染症への対策支援

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

業活動を通じて社会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推進します。地域社会の

皆様のご理解のもと、日立建機グループの特長を生かし、

「グローバル環境課題の解決」「社会基盤を支える現場

力の強化」「コミュニティの発展への貢献」の３つに重点を

置いて取り組みます。

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。

CSVテーマ3

コミュニティの
発展への貢献

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

2019年度は、レンタル事業や中古車による価値創出のほか、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」や、ザンビアの部品再生工場におけるインターンプログラムでの人
材育成など、地域と事業がともに発展することを目標に活動してきました。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

2019年度の主な活動進捗

レンタル事業のグローバル展開 中古車製品の価値向上 災害時における連携協定を締結

お客様へ直接レンタルを行うSynergy 

Hire社を英国に設立。また、代理店へ建

設機械のレンタルを行う卸レンタル事業を

日立建機（上海）、日立建機ローダーズア

メリカで開始しました。

日立建機が認定する当社製保証付中

古車を「PREMIUM USED」、当社製

整備済み中古車を「REFURBISHED 

USED」として体系化し、提供を始めま 

した。

大規模災害発生時に地域のお役に立て

るよう、支援体制の構築に取り組んでい

ます。日立建機日本では、各自治体から

の要請に応え、災害時における連携協定

を27件締結しています。
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中長期戦略

■ レンタル事業のグローバル展開と、良質な中古車の提供

■ 災害時における連携協定を締結

「所有から共有へ」と社会環境が変化してきていますが、建設

機械の世界でもレンタルやシェアリングへの価値観が高まってき

ています。日立建機グループでは、お客様のニーズを捉え、レンタ

ル事業のグローバル展開を進めています。

2018年にアメリカの建設機械レンタル会社ACME Lift 

Companyへ資本参加することで、レンタル商品に当社製品が

加わりました。2019年には英国に、お客様へ直接レンタルを行う

Synergy Hire社を設立しています。これらの動きと並行して、

代理店へ建設機械のレンタルを行う卸レンタル事業の展開も進

めてきました。2018年から日立建機（ヨーロッパ）で、2019年か

らは日立建機（上海）、ならびにホイールローダの製造・販売を

手掛ける日立建機ローダーズアメリカでも同製品の卸レンタル事

業を開始しました。

このようなレンタル事業の拡大による当社製品のプレゼンス

向上に加え、レンタルアップした機械でも新たな価値の創出をめ

ざしています。2019年には、日立建機が認定する当社製保証

付中古車を「PREMIUM USED」、当社製整備済み中古車を

「REFURBISHED USED」として体系化し、提供を始めまし

た。良質な中古車を提供し続けることで、中古車市場における

当社製品の価値を高める効果が期待できます。こうした差別化

戦略を通じて、バリューチェーン事業を強化していきます。

近年、地震や台風、豪雨といった自然災害が相次ぎ、国民の

生活や地域経済に深刻な影響を及ぼしています。企業も行政

も、いざという時の被害を最小限に食い止め、速やかに復旧する

ための備えに力を注いでいますが、中でも建設機械は、さまざまな

被災現場の復旧作業に大きな役割を果たします。

建設機械のレンタル・セールス・サービスを担う日立建機日本

では、大規模災害の発生時に速やかに現地に建設機械を供給

できるよう、全社で連携を図っています。まず、「災害対策マニュ

アル」に従い、社長直轄の災害支援本部を本社に、災害対策

本部を各支社に設置します。現地被害状況の確認を行った上

で、各本部が連携して初動対応を行い、必要に応じた機器、人

員の供給、現地への輸送手段などを検討し、具体的な支援を進

めます。

ここ数年の災害多発を踏まえ、災害発生時に自治体が優先

的に物資や機材の供給を受けられるよう、自治体から企業へ支

援に関する事前協定を要請されるケースが増えてきています。日

立建機日本では、こうした各自治体からの要請に応えて、災害時

における連携協定を27件締結しています（うち2019年度の

締結は1件）。今後も大規模災害発生時に少しでも地域のお役

に立てるよう、平時から支援体制の構築に取り組んでいきます。

世界の建設現場で活躍する当社製保証付中古車

被災現場で発生した土砂などの分別処理に、自走式スクリーンが活用できる

活動名 実施主体 期間 内容

「KoCoro の Mori」で
森づくり活動

日立建機 
（播州工場）

2019年 4月 6日
兵庫県三木市の県立三木山森林公園内に開設された「KoCoro の
Mori」にて 3 回目となる森づくり活動を実施。従業員や関係者約 40
名が参加しました。

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）

2019年 9月 10日
2004 年から継続している取り組みで、サプライヤー、ボランティアメ
ンバーと共にバケツリレーでの水やりなど砂漠緑化活動を実施しまし
た。

土地の開墾
プロジェクト

タタ日立社
2018年～
2019年 9月

2018 年からインド・マハーラーシュトラ州・ナシク地区にて土地の開墾
を支援。岩の多い荒れた地区が 1年かけて肥沃な農地に変わりました。

学校や村への寄付活動 日立建機ザンビア
2018年 7月～
2019年 10月

社会的に恵まれない人たちの自立支援を目的とした地域団体「ンサン
サ村開発ミッション」との協働で、さまざまな地域貢献活動を実施し
ました。

「日立理科教室」を
開催

日立建機（上海） 2019年 9月 24日
日立ハイテクノロジーズ（上海）国際貿易と協働で開催。上海華二初
級中学校の 252 名の 1年生を対象に、油圧ショベルの作業原理やハ
イブリッド動力技術を紹介しました。

ユニバーサルデザイン・
ワークショップを開催

日立建機（マレー
シア）

2019年 10月 22日
日立のボランティアメンバーが 2 つの高校で、誰もが使いやすいデザ
インや設計（ユニバーサルデザイン）について講義しました。

小児医療への
コミュニティ支援

日立建機（オースト
ラリア）

2019年 11月～
12月

クイーンズランド州のマッカイ基地病院、西シドニーのネピアン病院、ビ
クトリア州のサンシャイン病院へ合計 21,620ドル相当の寄贈をしました。

マングローブの
保護地区で植林活動

ヘキシンド社 2019年 11月 28日
社会貢献活動プログラム「31SA Menjaga」の一環として、インドネ
シア・西ジャワ州チルボンにあるムンドゥービーチにて、2,811株のマ
ングローブの苗木を植えました。

「環境美化の日」
清掃活動

日立建機ティエラ 2019年 11月 28日
会員として加入している湖南・甲賀環境協会の会員団体とともに清掃
活動を実施。可燃ごみ 90㎏、不燃ごみ 30㎏を回収しました。

■ 2019年の主な社会貢献活動実績

TOPICSTOPICS

ザンビアの地域社会の生活向上に向けた活動

日立建機ザンビア（HCMZ）では、2018年7月から2019年10月にかけて、地域

団体「ンサンサ村開発ミッション」との協働で、32名の元ストリートチルドレンのため

にブロック宿舎を造り、ベッドを寄付しました。ンサンサ村への支援では、物ごとの考

え方や生活習慣を変えていけるよう子どもたちへのカウンセリングや、さまざまなスキ

ルトレーニングに力を入れています。

2019年6月には、HCMZの社長とルサカ支社の従業員87名が、地域の教育

と健康を支援するため、カマンガ・ベーシックスクールの壁の塗装と、壊れたドアの

交換を行いました。7月には、ルムワナ支社、カンサンシ支社の従業員32名が、セン

トチャールズスペシャルスクールを訪問し、学習机30台と実験室の流し台7つを寄

付しました。生徒たちは喜び、民族ダンスで感謝を表してくれました。

HCMZは今後も、ザンビアの地域社会に貢献する活動を行っていきます。

外壁の塗装をする従業員

流し台を設置する従業員
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TOPICSTOPICS

JCMGマークが貼付された製品

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体制の構築に努め

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マザー工場である土浦工場の品質保証

本部が、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。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4月からは、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統括することで、品質

保証に対するガバナンスの強化につなげています。

中長期戦略

■ 品質管理の基本方針

日立建機グループでは、世界同一品質「Made by Hitachi」の

実現をめざして、品質向上のための独創的な施策をグローバルで展

開しています。

例えば、熟練技能者が国内外の生産拠点を年1回訪問して、技

能や職場管理について診断する「グローバルモノづくり診断」、グ

ループ各社の技術者を日立建機の生産拠点で受け入れ、モノづく

り文化の浸透を図る「グローバルモノづくり人財育成プログラム」、

国内外グループ各社の技能者が集い、溶接、塗装、計測、組立、

運搬、機械加工、ロボット溶接、設備保全の8競技で競う「国際技

能競技会」※などを実施しています。このような取り組みのもと、世界

のどこの国のお客様にも安心して使用いただける製品づくりを追求

しています。

■ モノづくり技術者の育成

2019年 10月にインドで開催した国際技能競技会（溶接部門）での集合写真

※  2019年度は、日本で予定していた 7競技（溶接を除く）が、台風 19号の
影響で中止となりました。

日本の技術と品質の証
「JCMG」マークを制定

　2020年は日立建機グループにとって創立50周年、純

国産技術で建設機械の開発・量産を始めてから70周年と

いう節目の年に当たります。これを機に、これまで培ってきた

技術や品質の証として「JCMG」（Japan Construction 

Machinery Global）マークを制定しました。

　日立建機グループの製品は、グローバルの生産拠点にお

いて高い品質を確保しており、日本で生産した製品だけではな

く、世界各地の工場で生産したものが「JCMG」マークの対象

となります。2020年1月から順次、世界各地の生産拠点で生

み出される日立建機ブランドの製品に貼付し、お客様に高い

品質を約束します。

製品・サービスに関する情報を速やかに提供することは、お客

様との信頼性向上のために欠かせません。日立建機グループは

Webサイトを中心に、さまざまな媒体を通じた情報発信を行うとと

もに、リコールに関する情報の周知も徹底しています。

例えば、公道を走行するお客様の車両系製品の品質・安全

を確保するために、販売後の不具合情報の収集・調査・分析

を行い、保安基準に不適合あるいは不適合の恐れがあると判断

した場合、ただちに国土交通省にリコールを届け出て無償にて

修理を行うなど、道路運送車両法で定められたリコール制度を遵

守する体制を運用しています。

また、製品の故障を未然に防ぐ予防保全やアフターケアの情

報なども随時、正確に提供していきます。

■ 製品に関する正確な情報提供

Web

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

https://www.hitachicm.com/global/jp/news-jpn/important-notice-jp/ 

事業・製品

重要なお知らせ

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。

基盤テーマ1

安全・効率・高度な製品と
現場の追求

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

海外グループ会社の品質管理体制をサポートするため2018年度から運用を開始した「品質情報ナビゲー
ション」を、2020年度からは土浦工場の情報だけでなく、日立グループ会社の情報も収集し公開できるよう
にする予定です。「Made by Hitachi」を実現させるため、従業員教育を強化し、品質コンプライアンス遵
守のさらなる徹底を図ることで、グループ全体の品質レベルの標準化・向上を推進していきます。

今後の取り組み

2019年度の主な活動進捗

品質保証の組織体制を強化 「JCMG」マークを制定 世界同一品質をめざした人財育成

2019年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

が品質保証部門を統括することで、品

質保証に対するガバナンスの強化につ

なげています。

日立建機がこれまで培ってきた技術や品

質の証として「JCMG」マークを制定しま

した。2020年1月から順次、日立建機

ブランドの製品に貼付しています。

各生産拠点での自主的な取り組みに加

え、「グローバルモノづくり人財育成プロ

グラム」「グローバルモノづくり診断」「国

際技能競技会」などを実施し、グループ全

体の品質向上に取り組んでいます。
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全産業
国内グループ会社

※ 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)

建設機械・鉱山機械製造業 機械修理業 日立建機単独

休業災害発生頻度(度数率※)の推移

日立建機グループでは、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

画の策定など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、

相互巡視など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2019年度の労働災害発生件数は24件で、前年

度比で5件の減少となりました。国内グループ会社では全体で45

件の労働災害が発生し、うち製造部門が23件、販売サービス部門

が22件という結果でした。休業災害発生頻度は、日立建機単独、

国内グループ会社ともに改善となりました。

2019年4月より働き方改革関連法が順次施行され、日立建

機グループにおいても関係法令などを遵守するとともに、過重労

働の抑制などに努めています。しかしながら、従業員の健康を確

保しつつ、効率的に働ける環境をいかに整備するかという「生産

性の向上」にこそ働き方改革の本質があると考えます。この考え

方のもと、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、生き生きと働くこと

ができる職場環境づくりに取り組んでいます。

中長期戦略

■ 労働安全衛生の基本方針と2019年度実績

■ 働き方改革の取り組み

2019年度は、定型業務を自動化するロボティック・プロセス・

オートメーションや、AI画像認識技術を活用して作業姿勢を自動

判別するシステムなどを導入したほか、会議体の見直し、ファシリ

テーション教育の徹底などを実行しました。また、年度末からの新

型コロナウイルス感染拡大を受けて、かねてより推進してきた在宅

勤務・テレワークの整備を行いました。今後も従業員の健康とそ

の家族の健康を守ることを第一に、職場環境の充実に努めます。

TOPICSTOPICS

新型コロナウイルス感染症への対応

　2020年4月7日、日本では新型コロナウイルス感染拡大による

緊急事態宣言が発令されました。海外各国でも政府による外出

禁止令などの規制強化が行われています。これを受けて日立建機

グループは、従業員とその家族、そしてお客様をはじめとするステー

クホルダーの皆様の安全を確保するために、各国・地域の規制に

応じて事業活動を一部制限することとしました。また、新型コロナウ

イルス対策本部を設置し、「感染確認・感染対策対応計画」に基

づき、感染拡大防止のため積極的に協力しています。

基本的な対応方針は右記の通りです。

■ 休業災害発生頻度（度数率※）の推移

Web

https://www.hitachicm.com/global/jp/environment-csr/csr/society/
health/

2020年度の方針および重点実施項目

※ 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）

Web https://www.hitachicm.com/global/jp/news-jpn/covid19/その他、最新情報についてはWebサイトをご確認ください。

【従業員への対応】
● 各国政府の指導に沿って安全を第一とした勤務体制をとる。
●  これまで以上に在宅勤務・テレワークを徹底し、感染拡大の防止に
協力する。

●  日本においては緊急事態宣言全面解除後も、間接部門では引き続き、
在宅勤務・テレワークを積極的に活用する。

●  従業員の感染が確認された場合は、保健所や行政機関の指導に従って
適切な対策を講じる。

【お客様への対応】
●  お客様や取引先をはじめ、すべてのステークホルダーの安全の確保と感
染拡大防止を最優先に取り組む。

【各国・地域の生産体制】
●  国内の主要工場である土浦工場をはじめとした各工場は、生産調整を行
いつつ操業を継続する。

（2020年5月29日時点の情報です）

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、生き生

き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。

基盤テーマ2

従業員の労働安全、
働き方改革

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

2019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。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

2019年度の主な活動進捗

ISO45001への対応 AIによる作業プロセスの改善 テレワーク推進による安全の確保

国内・海外すべてのグループ会社におい

て、労働安全衛生マネジメントシステムを構

築し、ISO45001認証取得をめざす活動

を推進・支援しています。

AI画像認識技術を活用した作業姿勢を

自動判別するシステムを、2020年1月

から土浦工場に導入。新技術の導入や

ITツールの活用などを通じて、働き方の

見直しを推進しています。

新型コロナウイルス感染症拡大を受け

て、各国政府の指導に沿って安全を第一

とした勤務体制をとり、従業員とその家族

の安全を確保しています。
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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。人財育成プログラムのうち、グループ全体で運用してい

るものとしては、「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て後継者の育成を中長期で計画・実行し、

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。

具体的な後継者育成の施策としては、海外グループ会社の人

財を日本国内の各部門で受け入れて育てる仕組みがあります。

2016年からは管理職としての受け入れも開始しており、2019年

度までの累計で約290名、2020年6月時点では34名が在籍し

ています。

今後も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。

中長期戦略

■ 人財育成の基本方針

真のグローバル企業として世界で認められ、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つに対する取り組みを

実施してきました。2016年度からは人事部が取り組みを継承し、

活動の計画や進捗を「人財委員会」にて確認しています。

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。

■ ダイバーシティの基本方針

日立建機グループでは、成長したい従業員をサポートする制度

や、専門性を高めて成長できる各種の教育プログラムを整えてい

ます。階層別教育では、新入社員から管理職まで各階層の社員

に求められる能力やマインドを身に付けるための研修を行ってい

ます。職能教育では、開発・生産・営業・サービスの職務別に

求められる能力を習得するための研修を行っています。

また、これらの集合教育で必要となる知識の習得や、研修受

講後の復習を可能にするため、eラーニングを積極的に導入し

ています。日立グループのLMS（Learning Management 

System）を活用したプログラムを日立建機では2015年度か

ら、国内グループ会社では2018年度から開始し、海外グルー

プ会社へも順次展開しています。

■ 教育プログラムの拡充

研修が行われる霞ヶ浦総合研修所（茨城県）

TOPICSTOPICS

次世代への技能伝承のため、
溶接作業を定量的なデータで見える化

　日立建機グループでは、溶接作業における熟練技能者の

技能を、若手技能者に効果的に伝承するため、複雑な作業を

定量的なデータで「見える化」する計測技術を開発しました。

現在、技能教育の場面では、熟練技能者の模範作業を真似

ることからはじまり、訓練を積み重ねて溶接技能を習得してい

ます。しかし、溶接作業には複雑で繊細な動作も多く、経験や

感覚に左右されることも多いため、個人差が生じやすくなりま

す。そこで、日立製作所・研究開発グループの協力のもと計測

技術の開発に着手。溶接作業中の視線、溶接トーチを動か

す速度、溶接部の状態などを複数のカメラやモーションキャプ

チャを用いて測定し、定量的なデータで表すことができるように

なりました。

　2020年4月よりこの計測技術を活用して、訓練システム

開発に向けた実証実験を開始しています。将来的には、海外

を含む各生産拠点での技能訓練カリキュラムに取り入れ、人

財育成のさらなる充実を図る予定です。

若手技能者の溶接作業を計測している様子

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。

グローバル・ローカルでの
人財開発

基盤テーマ3

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

2019年度の主な活動進捗

次世代への技術伝承 女性活躍のための活動 ダイバーシティの推進

溶接作業における複雑な作業を定量的な

データで「見える化」する計測技術を開発

しました。この計測技術を活用して、訓練

システム開発に向けた実証実験を開始し

ています。

女性の活躍推進に向けた行動計画のも

と、目標管理面談の質の向上、休暇など

の各種制度紹介および取得奨励、管理

職向けマネジメント教育の強化などの取り

組みを行っています。

人権研修や管理職研修を通じて、従業員

がLGBTについて正しく理解することによ

り、一人ひとりを尊重し、個々の人権を傷

付けることのない職場環境の実現に努め

ています。

目標 重点取り組み

・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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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、「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。

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。

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。2019年度は、外部業者による取引

先審査ツールを新たに導入し、日立建機および国内グループ会社

において取引前の贈賄防止・反社会的取引防止の審査を強化す

るとともに、審査記録が残るよう手続きを見直しました。

こうした取り組みにより、2019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。

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、2019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。

中長期戦略

■ 調達の基本方針

■ 贈収賄防止の取り組み ■ 競争法違反防止の取り組み

TOPICSTOPICS

販売代理店向けの購買システム
「ConSite® Parts Web Shop」の
提供を開始

　日立建機グループでは、部品・サービス事業の強化の一環

として、販売代理店がインターネットを経由し、いつでもどこでも

日立建機製品の純正部品を購入できるシステム「ConSite® 

Parts Web Shop」を開発し、2019年9月から日本市場で先

行して展開を始めました。

　これまで販売代理店では、お客様の現場で必要な部品を

確認した後、純正部品の在庫状況や価格などを日立建機

グループへ問い合わせしていましたが、「ConSite® Parts 

Web Shop」を利用することで迅速に情報を把握することが

できます。また、モバイル端末を用いて、その場でお客様に提

案することができるため、部品販売における業務効率の向上

につながります。今後は、東南アジア、欧州、ロシア・CIS、中

東、アフリカ地域などに対象地域を広げていく予定です。

「ConSite® Parts Web Shop」の画面イメージ

※ 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。

Web

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

https://www.hitachicm.com/global/jp/corporate/procurement/

https://www.hitachicm.com/global/jp/corporate/procurement/guideline/

日立グループ サプライチェーンCSR調達ガイドライン

資材調達基本方針

購買取引行動指針

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。

基盤テーマ4

よりよい取引と
バリューチェーンの発展

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

2019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

2019年度の主な活動進捗

サプライヤー CSR調査の実施 紛争鉱物への対応 反社会的取引防止の強化

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

結果に応じて改善を要請するなど、継続

的な活動を行っています。

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

争鉱物の不使用に努めています。

外部業者による取引先審査ツールを新た

に導入し、取引前の贈賄防止・反社会

的取引防止の審査を強化するとともに、

審査記録が残るよう手続きを見直しまし

た。
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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4名：

男性2名、女性2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。

当社の取締役10名のうち1名は、2020年7月20日現在に

おいて日立製作所の社会ビジネスユニットのCOO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、

上記1名の他の取締役は、日立製作所の役員その他の役職を兼

任しておらず、さらに、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4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。

中長期戦略

■ 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

■ コーポレート・ガバナンス体制（2020年7月20日現在）

部
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事
各

門
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締
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役
10
名

締
取
外
社
ち
う
（

役
4

）
名

監査委員会
取締役6名

（うち社外取締役4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

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

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

法務統括部
（役員会事務局）

（コンプライアンス担当部署）

補佐

執行役会 
執行役18名

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。

基盤テーマ5

ガバナンス

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

2019年度は、コンプライアンスの意識を高めていくために、一般職従業員に対する「コンプライアン
ス研修」に加え、「日立建機グループ行動規範」「日立グループ コンプライアンスプログラム」のeラー
ニングも実施しました。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

2019年度の主な活動進捗

コンプライアンス教育・研修 人権研修の実施
事業継続マネジメント（BCM）の
強化

2019年度は、日立建機と国内グループ

会社の一般職従業員（派遣従業員、契

約社員含む）約10,000名を対象に「意

識調査結果報告」と調査結果に基づく

「コンプライアンス研修」を実施し、意識

の向上を図りました。

従業員一人ひとりの人権意識向上を目

的として、人権に関する教育を継続的に

実施しています。2019年度は、日立建

機と国内グループ会社あわせて1,119

名が受講しました。

日本国内において、災害や事件・事故、

インフラ障害等の情報を一元管理する

「危機情報管理システム」を導入。従業

員の安全確保ならびに事業への影響低

減に努めています。
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奥原 一成 社外取締役

平野 耕太郎 取締役

平川 純子 社外取締役

南 邦明 取締役豊島 聖史 取締役田淵 道文 取締役

■ 取締役（2020年7月20日現在）

マネジメント体制

1.  方針の決定の方法 

当社は、指名委員会等設置会社に関する会社法の規定によ

り、報酬委員会が取締役および執行役の個人別の報酬 等の

額の決定に関する方針を定めています。

2. 方針の概要

　（1） 取締役および執行役に共通する事項 

他社の支給水準を勘案の上、当社の業容規模・範囲、当

社役員に求められる能力および責任・リスク等を踏まえた

報酬の水準を設定します。

　（2） 取締役 

取締役の報酬は、月俸および期末手当からなります｡
●  月俸は、職務が監督機能であることに鑑み、固定金額と

して定めることとし、その支給水準については、常勤・非

常勤の別、基本手当、所属する委員会の委員手当およ

び職務の内容に応じて決定します。
●  期末手当は、原則として基本手当に一定の係数を乗じ

た額を基準として支払うものとします。ただし、当社の業

績により減額することがあります。なお、執行役を兼務す

る取締役には、取締役としての報酬は支給しません。

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。

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、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

務統括部コンプライアンス推進部と連携をとりながら活動を推進し

ています。

従業員の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。2019年度の連絡・通報は合わせて60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4割、その他業務上の

法令や規則違反に関するものが約2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。

企業活動を営んでいると、自然災害や事故災害、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、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。2019年度は、日本国内において災害、

事件・事故、インフラ障害等の情報を一元管理する「危機情報管

理システム」を導入し、従業員の安全確保ならびに事業への影響

低減に努めました。新型コロナウイルスへの対応については、感染

が急速に広がる中、世界各地の需要に応えるため、日本国内の工

場は段階的な生産調整を行いながら感染リスクを最小限に留め工

場の稼働を継続しました。2020年8月時点で終息の目途は立って

いませんが、地域社会やお客様からの要請にできるだけ応えるとと

もに、事業への影響を最小限に抑えるべく情報の収集に努め、迅

速な対応を行ってまいります。

企業が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、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については、階層別研修の

中で人権啓発教育を継続的に実施しています。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。

　（3） 執行役 

執行役の報酬は、月俸および業績連動報酬からなります。
●  当社の業容規模・範囲、当社役員に問われる能力、負

うべき責任・リスク等を踏まえて、世間水準を基準に標

準年収を定めます。
●  月俸は、役位ごとに基準額を設けます。
●  業績連動報酬の基準額は、会長・社長は標準年収の

概ね40％、その他執行役は標準年収の概ね30％とし、

標準業績目標達成度合いおよび担当業務における成

果に応じて、一定の範囲内で決定します。
●  外国人執行役の報酬水準は、人財確保の観点から各

国・地域の報酬水準をベンチマークし、報酬の市場競

争力も勘案して決定します。

桂山 哲夫 取締役

外山 晴之 社外取締役菊地 麻緒子 社外取締役髙橋 秀明 取締役会長

Web

https://www.hitachicm.com/global/jp/environment-csr/csr/company-2/
governance/guidelines/

コーポレート・ガバナンスガイドライン

（注）役職ごとに五十音順にて表記しています。

代表執行役 執行役社長 平野 耕太郎

代表執行役 執行役副社長 田淵 道文

執行役副社長 落合 泰志

執行役専務 石井 壮之介

執行役専務 山田 尚義

執行役常務 池田 孝美

■ 執行役（2020年7月20日現在）

■ 取締役および執行役の報酬等の額の決定に関する方針

執行役 中村 和則

執行役 廣瀬 雅章

執行役 松井 英彦

執行役 山野辺 聡

執行役 David Harvey

執行役 Sandeep Singh

執行役常務 豊島 聖史

執行役常務 福本 英士

執行役 梶田 勇輔

執行役 角谷 守朗

執行役 塩嶋 慶一郎

執行役 先崎 正文

■ コンプライアンス・リスク管理体制

日立建機本社

各事業所・
グループ 
各社

事務局：
コンプライアンス推進部
総務部総務グループ
広報・IR 部
DX 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

■ コンプライアンスの基本方針

■ リスクマネジメントの基本体制 ■ 人権尊重の基本方針

Web

https://www.hitachicm.com/global/jp/corporate/conduct/

https://www.hitachicm.com/global/wp-content/uploads/2016/08/
jinkenhoushin.pdf

日立建機グループ行動規範

日立建機グループ人権方針

※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7社の合計です。

■ 2019年度人権研修の実績

2019年受講実績 課長以上の受講数 一般社員受講数

日立建機※1 158名 95名 63名

グループ会社※2 1,157名 101名 1,056名

総計 1,315名 196名 1,119名

中長期戦略
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