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デジタルトランスフォーメーション

で建設機械はどう変わるのか？
変化の激しい現代において、デジタルトランスフォーメーション（DX）への取り組みは、
企業が存続するために必要不可欠なものとなっています。
日立建機グループでは、新たなDX推進体制のもと、
お客さまそして社会にとって本当に価値のあるDXの実現をめざしています。

日立建機株式会社
執行役 CDIO、 DX推進本部長

遠西 清明
CDIO: Chief Digital & Information Officer
（最高デジタル・情報責任者）

DX推進戦略の要となる新組織
「DX推進本部」が2020年4月より始動
DX 推進本部の前身となる IT 推進本部では、2016 年度か

といった顧客向け IoT 施工ソリューションをリリースして

ら「Value ＆ Vision 2020 プロジェクト」
と題して、国内生

います。DX 推進本部の役割は、このような顧客価値を生み出

産 5 工場の基幹システム刷新、および日立建機日本（株）、海

すソリューションの開発を容易に推進できるように、また、

デジタルトランスフォーメーションとは？

外販売会社・代理店への導入を進めてきましたが、2020 年

アジリティ向上が図れるような基盤戦略を策定し、実行して

元々は 2004 年にスウェーデン・ウメオ大学の

5 月に新しい基幹システムをリリースしたことを機に、DX の

いくことです。具体的には、開発手順を細かく分割して一つ

本格的な加速を打ち出すため、組織の刷新を行いました。新

ずつ確認しながら工程を進めていく「ウォーターフォール

組織である DX 推進本部は、従来の IT 専任メンバーに加えて、

型」の開発から、短い期間でテストを繰り返しながらスピー

各事業部からキーマンを選出、合計 37 名で組成しました。

ディーに開発していく「アジャイル型」に移行し、各事業部

めに、戦略的にデジタル技術を活用して、組織を

と DX 推進本部とが共創しながら開発できる体制を構築して

釈されることが多い。

当組織の目的は、顧客に対して、新たな価値の創出を迅速
に、そして容易に開発できる体制を築くことにあります。当

エリック・ストルターマン教授が提唱した概念で、
「進化した IT 技術を浸透させることで、人々の生
活をより良いものへと変革させる」という日常生
活全般を捉えた広い意味での社会変革を指す。
現在では、
「企業が競争力や持続性を高めるた
変革し、価値を創造すること」といった意味で解

いきます。

®
社では、顧客ソリューション本部から「Solution Linkage 」
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他社が模倣できない業務革新力を獲得し、
オペレーショナル・エクセレンスの確立をめざす

価値創造

DX という言葉は近年よく耳にしますが、単なる IT 化で終

きながら一緒に考え、小さな修正を繰り返しながら変革を進

社内業務の DX については、既存のプロセスを再設計した

めていきます。その繰り返しによってオペレーショナル・エ

上で RPA ※ 3 やローコード開発を駆使して改革を進めていき

企業の DX を成功させる鍵は「人」
「データ」
「組織風土」にあ

クセレンス※ 2 の企業風土を獲得していけると考えています。

ます。特に、RPA については、国内だけでなく海外拠点にも展

ると考えています。そのことを社長以下、経営幹部に理解し

※ 1 自 社の製品やサービスと顧客の状況やニーズを可視化するためのフレーム

開しています。他社では RPA を IT 部門が開発している企業

全体で取り組む重要性をしっかりと説明しました。これに

サステナビリティ

企業情報
データ集

IT リテラシーの底上げを進め、
コミュニケーションの壁を破る

わってしまう企業も多々あるのではないかと感じます。私は

てもらうために「DX とは何か？」という会話から始め、組織

事業別戦略
事業戦略

ワーク。
※2 業
 務改革が現場に定着し、業務オペレーションが磨きあげられ、競争上の
優位性にまでなっている状態のこと。

もあるようですが、当社では各事業部の業務担当者が開発を
行っています。既存プロセスを分析・再設計してから RPA を

よって、DX 推進本部が単体で動く IT 専任部隊ではなく、事業

導入すれば、かなりの効果が見込めます。そうして浮いた時

部門や業務部門と協業し、横断的に活動する体制を築くこと

間を本来やるべき業務に振り向けていくことが重要です。

RPA による既存プロセスの分析・再設計

また、DX 推進本部では各事業部が自らアプリケーション

ができました。

破し、組織風土改革につなげていきたいと考えています。

DX 推進本部のミッションは、
「すべての職場と現場にわた

開発をできるよう、IT リテラシーを高める教育を行っていま

IT リテラシーの観点では、情報セキュリティ対策も欠かせ

るデジタル活用能力の強化と人財育成を担うこと」
です。他社

す。コロナ禍で急きょ対応したハンコレス化やワークフロー

ません。コロナ禍に入ってから基幹システムへのランサムウ

が模倣できないレベルの業務改革力を獲得し、その上で顧客

化は、既に各事業部に展開しています。その結果、
「自分の事

エア攻撃が頻繁に起きており、非常に巧妙な手口で脆弱なと

価値創造とビジネスプロセスの改革を行い、企業文化そのも

業部でもやれるはず」という意識が浸透してきました。最近

ころを探して攻めてきます。EDR（エンドポイントディレク

のを変えていきたいと考えています。2021 年度のスローガ

では、初心者でも扱いやすい「ローコード開発」が可能ですか

ション＆レスポンス）の実装やグローバル拠点の IT メンバー

ンは「変えられないところを変えていく」
こと。これまでの業

ら、誰もが自由な発想でプロセス改革ができるような体制を

の教育など、日立の IT グループ各社にも支援してもらいなが
ら情報セキュリティの強化を進めています。

務改革では仕組みにまで落とし込むことができず、定着しな

つくることは十分に可能でしょう。入社したばかりの新入社

いというケースがありましたが、DX の要は仕組みをつくりな

員が既存業務の問題点に気づき、開発を自ら進めるといった

がら変革していくことにあります。また、事業部から開発の依

ことも可能になるかもしれません。こうした活動によって、

頼を受け、言われたものをつくるという従来のやり方でなく、

最終的には部門間のサイロ化されたコミュニケーションを打

お客さまの「バリュー・プロポジション・キャンバス※ 1」
を描

※ 3 R PA:Robotic Process Automation。ルールエンジンや AI などの 技 術を
備えたソフトウエアのロボットがデスクワークを代行・自動化する概念。

アジャイルチームによる開発の様子

収集したデータの利活用により、新たなお客さま価値を創造する

柔軟な思考を持った人財を育て、企業文化そのものを変革する
そこに部門の壁なく人が集まれる環境を用意してあげると、

2021 年度からは、人財本部と共同で新たな DX 人財教育

新組織の立ち上げから 1 年、見えてきた課題も多々ありま

けでなく、その他のデータも関連付けて提供できるようにな

計画の策定に着手しました。狙いは「ダイナミック・ケイパ

アジャイル型で気軽に開発が始まっていくことでしょう。こ

すが、最も大きなテーマは、「ConSite® 等から収集した情

ることが理想です。データサイエンティストを多数雇えばこ

ビリティ」と呼ばれる、環境に適応して柔軟に自己を変革さ

のように、先を見てトライすることが当たり前になってくる

報をいかに利活用してお客さま価値に換えていくか」という

れが実現できるかというと、そういう訳にはいきません。現

せる能力を持った人財の育成です。世の中で何が起きていて、

と、企業文化そのものが変わっていきます。そうした基盤を

ことです。データは上手く生かせば宝の山ですが、活用しな

場のお客さま課題を熟知したメンバーが必要なのです。

少し先の将来にはどうあるべきかを考えている人が身近にい

つくるためにも、必要なデータをきちんと取って分析し、活

ると、社員同士の会話が変わり、管理職も変わっていきます。

用まで落とし込むことができる、DX のスペシャリストの育

ければ無用の長物です。まず、データレイクに適切に保存し、
いつでも自在に取り出せること、そして建機からのデータだ

当社のお客さまを見た場合、製品を購入されるのは経営者
の方々で、使用されるのはオペレータの方々です。経営者は

成が不可欠です。それらについては（株）日立アカデミーとも

安全性、生産性、ライフサイクルコストを重視されますが、オ

連携して早急に取り組んでいきます。

ペレータは操作性や機能性、快適性なども求められるでしょ

令和に入ってから自然災害やパンデミックなど地球規模の

う。特に、建設業界は高齢化が進んでいますので、オペレータ

災害が頻発しています。日立建機グループは災害の復旧・復

の体調管理にも気配りのできるような発想も必要になってく

興の手足となる重機を供給していますから、社会的な使命を

ると思います。つまりユーザーエクスペリエンスには 2 通り

果たすためにも早急に DX を進めていく必要があります。そ

あって、両方につながっていることが重要です。そのために

して、DX 活動と並行してデジタルガバナンスの基盤づくり

は、当社にはない技術が必要になってきますので、異業種や

も進め、どのようにお客さまと社会に貢献していけるのかを

スタートアップ企業とのエコシステムの構築も加速していき

評価する経営戦略に合致した KPI も設けていく計画です。今

たいと考えています。

後、ステークホルダーへの情報開示をタイムリーに行いなが
ら、社会への還元を着実に行っていきたいと考えています。

国内外の IT マネージャーが集い、成果と課題を共有し合う
リレーションシップマネージャー会議
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