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自律運転、遠隔操縦、脱炭素化…
オーストラリアのマイニング現場は近未来

スタートアップ企業と協業し、
自律運転の開発スピードを加速

　日立建機グループはこれまで、現場の人材不足や安全性向
上など鉱山採掘現場の課題解決に貢献する、鉱山運行管理シ
ステムFMS（Fleet Management System）や高度車体安
定化制御技術などを次々と開発・提供してきました。また、
2016年にはアメリカで機械・設備サービスソリューション
を提供するH-E Parts社を、2017年にはオーストラリアの鋳
造部品大手Bradken社をグループ化するなど、ソリューショ
ンビジネスの体制強化を図ってきました。さらに、2021年か
ら本格的に提供を開始する「ConSite®Mine」は、AIと応力
解析技術を用いてブームやアームの亀裂が発生する前に予
兆検知する機能「Load Index」を搭載しており、オペレータ
の運転操作を可視化することで安全性と生産性の向上、ライ
フサイクルコスト低減に貢献する仕組みです。オーストラリ
ア、ザンビア、インドネシア各地での実証実験を経てユーザー
ニーズを細かく分析し、UX/UI※1の改善に反映しています。
　世界の多くの鉱業は依然としてエネルギー集約型であり、
CO₂を多く排出しているという課題があります。日立建機
は、鉱山機械からのCO₂排出量実質ゼロに貢献する「ネット・
ゼロ・エミッション・マイニング」の実現に向けて、鉱山機
械の電動化、自動化、デジタル技術を持つスイスの重電大手
ABB社との提携に合意しました。今後は両社のソリューショ
ンを組み合わせることで鉱山現場の効率性と拡張性を高め、
持続可能な社会の実現に貢献することをめざします。

オーストラリア・ピルバラ地区のロイヒル鉄鉱山は、世界最大規模の鉄鉱石採掘量を誇って
います。私たちの現場では日立建機のリジッドダンプトラック「EH5000AC-3」が24台稼
働していますが、それらは当社の超大型油圧ショベル「EX8000-6」との組み合わせはもちろ
ん、私たちの事業スケールにおいても理想的に適合しており、さまざまなメリットをもたら
してくれます。日立建機のダンプトラックは過酷な環境で走行していますが、日本の厳しい
性能テストをクリアしているという事実は私たちに信頼を与えてくれています。

日立建機の今 事業別戦略価値創造 サステナビリティ 企業情報事業別戦略

鉱山採掘現場の課題を解決する
技術とソリューションの開発体制を拡充

■マイニング売上収益

Focus on Australiaマイニング事業

Stakeholder’s Voice

鉱山の過酷な現場でも信頼できる品質を備えています

日立建機は1979 年、当時世界最大級の鉱山用超大型油圧ショベル「UH50（海外向け型式 UH801）」を北米に投入し、
本格的にマイニング市場に参入しました。以来、当社の油圧ショベルやダンプトラックは、不必要なダウンタイムを生まない
優れた耐久性やメンテナンス性の良さでお客さまから高い評価を獲得し、世界各国の鉱山採掘現場で選ばれ続けています。

「ConSite®Mine」ダッシュボード（管理画面）のイメージ。Web ブラウザやタブレット端
末でショベルの詳細情報を確認できる。

オーストラリアで稼働する無人リジッドダンプトラック
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　オーストラリアは鉱物資源に恵まれた世界最大の石炭輸出
国であり、石炭と天然ガスは輸出総額の約４分の１を占める
重要産業となっています。鉄鉱石、銅、ニッケルなどのハード
ロック（金属鉱物）も豊富で、鉱業各社は現場の生産性と安全
性を向上させるため、技術導入や自動化を積極的に推進して
います。
　日立建機では、2009年から鉱山用ダンプトラック自律走
行システムAHS（Autonomous Haulage System）に関す
る研究を始めており、2020年度には石炭大手ホワイトヘイ
ブン社のモールスクリーク鉱山に無人リジッドダンプトラッ
ク6台を納入、24時間体制での自律走行を開始しました。大
規模な鉱山現場では、多種多様の有人・無人の車両が混在す
るため、無線通信を安定的に制御して運行管理をする必要が
あります。日立建機のAHSはFMS上で稼働し、最大100台
規模の車両を管制可能な拡張性を持っています。

　さらに、2021年度からは超大型油圧ショベル自律運転の
実証実験を開始します。まず、オペレータの労働環境の改善、
安全を確保するため、超大型油圧ショベルの遠隔操作システ
ムを開発し、実機にオペレータが搭乗した時と同等の作業性
を確保するため、他の鉱山機械との衝突を回避するなど運転
支援システムを組み込みます。続いて、掘削・積込などの作
業の一部を自動化し、遠隔オペレータ1人が複数のショベル
を運用できるシステムを開発。これらを段階的に進め、自律
運転機能を有する超大型油圧ショベルの開発をめざします。
最終的には、現場で稼働する超大型油圧ショベル、ダンプト
ラック、他の機器が情報のやり取りをすることで、高い安全
性と生産性を両立していきます。
　このような鉱山向けソリューションの技術を強化するため、
日立建機では高度な自動運転に必須の技術であるLiDAR※2を
提供するオーストラリアのスタートアップ企業であるバラハ
社に出資を行いました。これにより、AHSの高度化や超大型
油圧ショベルの自律化に向けた開発スピードを一層加速させ
ていく予定です。
※ 2　 LiDAR：Light Detection And Ranging の略。レーザー光を対象物に照射し、そ

の反射光をセンサーで捉え、物体の形状や対象物までの距離を検知する技術。

※ 1  UX/UI：ユーザーエクスペリエンス（ユーザー体験）、ユーザーインターフェース（ユーザー
接点）の略。

Head of Mining, Roy Hill（ロイヒル社）
Ian Wallace 氏
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中国の建設市場において
高い品質でプレゼンス獲得をめざす

電動化建機など、お客さまの
ニーズに合った製品開発を加速

　2020年度は新型コロナウイルスの影響に伴う市況悪化の
影響を受け、新車販売の減少がありました。一方で、レンタ
ル建機はコロナ禍においても需要が伸びており、日立建機グ
ループでは北米、欧州、中国、オーストラリアに続き、インド
とロシアでもレンタル建機の展開を始めました。「ConSite®」
などの活用により、良質なレンタル機を提供できる強みを
最大限に生かし、市場での差別化を図っていきます。また、
新興国を中心とした中古車需要の伸びを受け、自社で品質
を管理できるレンタル機を保証付中古車の統一ブランド

「PREMIUM USED」として流通・拡販する体制を整備しま
した。中長期的には地域のニーズに合った中古車とサービス
を世界のお客さまに提供していく、高品質な中古車事業の確
立をめざします。
　さらに、欧州などでニーズが高まる自律運転や遠隔操作
機能等を備えたICT建機、リモートでの保守業務が可能にな
るサービスメニューなど、先進市場の現場課題に応える技術
革新を加速するとともに、燃料電池や水素エンジンといった
カーボンニュートラルへの貢献に向けた次世代の建機開発に
も、オープンイノベーションで取り組んでいきます。

日立建機とは以前から取引があり、2017年と2018年に「ZX130-5ABP」を購入
していました。2019年と2020年は他メーカーを使用していましたが、2021年
3月に「ZX120-5A」をデモンストレーションで試したところ、操作性が非常に良
く、特に複合動作のスピードが速いと感じました。さらに燃費も良く、総合的に高
く評価できたので購入を決めました。重慶西南地区の現場では破砕作業が多いた
め、納入時に配管の座の取り付けをしてもらい、現場で便利に使っています。

日立建機の今 事業戦略価値創造 サステナビリティ データ集事業別戦略

バリューチェーン+デジタルソリューションを
グローバルに展開

■レンタル事業売上収益の推移

■中古車オークションの出展台数

Focus on Chinaコンストラクション事業

Stakeholder’s Voice

「ZX120-5A」を総合的に高く評価しています

日立建機は 1990 年代以降、それまで輸出中心であった海外事業を現地生産・販売・サービス体制に切り替え、世界
各地で業容を拡大してきました。2020 年度のグループの海外売上比率は 75％であり、世界のお客さまに新車以外
にも多様な選択肢を提供するため、主要先進国でのレンタル事業参入のほか、認定中古車の世界展開などに取り組ん
でいます。

独自の点検や整備基準を満たした上で、パワーライン保証を付けて販売される保証付中古車

中国市場向け土木専用機「ZX60C-5A」

保証付中古車の統一ブランド「PREMIUM USED」
重庆市北碚区跃宗建筑设备租赁有限公司 様（写真右）
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　中国では2019年後半から新型コロナウイルス感染拡大の
影響により経済の混乱が生じましたが、政府の徹底的な隔離
政策が功を奏し、2020年３月頃から景気は急速に回復に向か
いました。インフラ工事の増加に伴い建設機械需要も回復し、

「2021年GDP6%成長をめざす」との全国人民代表大会の発
表もあったことから、さらに活気が増す状況となりました。
　この活発な需要を取り込もうと、日立建機では2020年秋
に中国市場向け土木専用機3機種「ZX60C-5A」「ZX120-
5A」「ZX195-5A」を発売しました。中国市場では複数の現地
メーカーが参入し、価格競争を繰り広げており、外資メーカー
である当社製品は価格面では不利ですが、操作性・耐久性な
どの面で高い評価を獲得しています。

　近年の中国は、都市開発や農地整備などインフラの整備需
要から、時間単位で工事を請け負う個人チャーター業者が増
加する傾向にあります。この土木専用機3機種は、日立建機が
2019年4月に設立したマーケティング本部の新製品戦略に
基づき開発されたもので、刻々と変化するお客さまニーズや
経営環境に速やかに対応した成果と言えます。特に「ZX60C-
5A」は前身機の「ZX55」の本体形状を変更し、価格も抑えてい
るため高く評価されています。「ZX120-5A」「ZX195-5A」に
ついても当初の目標台数を上回る販売数を記録しています。
　中国では、政府が2035年を目処にすべての自動車を環境
対応車にする方針を示しており、バッテリー交換式EVの開
発や充電ステーションの増設が加速しています。そうした中、
建設機械にも環境対応が求められており、中国現地メーカー
は自動車やバスの電動化技術を流用した油圧ショベル、ホ
イールローダの開発を進め、市場へのテスト導入を始めてい
ます。外資メーカーも電動の小型機、中型機の実用化に開発
の舵を切っており、数年後には室内作業やトンネル工事、港
湾作業など、環境を重視する現場では電動化建機の需要が伸
びていくと予想されます。
　日立建機グループでは、電動化建機の開発の加速などに
よって、グローバル市場での存在感の獲得をめざしていき
ます。

日立建機の今 事業別戦略価値創造 サステナビリティ 企業情報
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建機の経験と技術を生かし、20トンクラスのハイブリッド油
圧ショベル「ZH200」を発売しました。さらに、電動化建機の
需要を牽引する欧州市場を視野に2018年、ドイツのKTEG
社と協働で電動化製品の開発拠点となる新会社EAC社を設
立しました。ここを核に、環境意識の高いお客さまの現場近
くで迅速に開発を進め、日本で他機種に広げていく開発を
行っています。
　電動化建機は、現状で電動コンポーネントがまだまだ高価
であり、お客さまの望む価格に近づくには高いハードルがあ
る一方で、市場の急速な立ち上がりに備えたラインアップの
拡充も求められています。今後、自動車やトラックの電動化
に伴ってコスト競争力の高い電動コンポーネントの技術が
実現すれば、ミニから超大型までの油圧ショベルやホイール
ローダなど幅広いレンジで電動化製品の提供が可能になり、
当社グループの強みも存分に発揮できると考えられます。

　日立建機ヨーロッパは2019年、ドイツ・ミュンヘンで開催
された国際建設機械見本市「bauma2019」に、バッテリー駆
動式ショベル「ZE85」（8トンクラス・KTEGブランド）を参
考出展しました。「ZE85」はEAC社と連携して開発したもの
で、リチウムイオン電池を搭載し、フル充電で3 ～ 4時間稼働、
1時間以内で充電することができます。
　2020年度、この「ZE85」はノルウェー政府が行う首都オス
ロにおけるゼロエミッション建設サイトパイロット事業に採
用されました。これは、オスロ市役所前の市街地で電動化建
機のみを使って建設工事を行うという試みで、エンジン機と
同等のパワーと長い稼働時間を実現した「ZE85」の性能が評
価され、ゼロエミッションの現場に投入されたものです。日立
建機では今後、こうした機会を捉え、環境規制が厳しい欧州の
ニーズに応えていきます。

欧州各国が電動化建機普及に向け、
投資促進政策を展開

電動化建機のみで行うパイロット事業に
電動ショベル「ZE85」が採用

　日立建機グループは2030年度までに製品から排出され
るCO₂の33％削減（2010年度比）という目標を掲げ、カー
ボンニュートラルの達成に向けて取り組んでいます。その大
きな要となるのが建設機械の電動化です。世界でもカーボン
ニュートラルを掲げる国や自治体が増え、自動車の完全電動
化をめざす動きなどが進んでいますが、その流れは建設機械
にも及んでいます。特に世界の都市部では狭所・密閉空間や
夜間工事が増加しており、コンパクトな機体で排気がなく騒
音も低い電動ミニショベルは、作業性能・環境性能の両面で
需要が高まっています。日立建機では2006年にバッテリー
駆動式の「ZX50UB-2」「ZX70B」を、2010年に「ZX35B」
を開発し、市場に投入。2011年には、長年培ってきた電動化

PA Entreprenør ASは、約30年にわたりオスロと周辺地区の工事を請け負ってきた会社
で、高い環境志向を持っており、保有する建設機械の半数以上がエミッションフリーです。
オスロ市のプロジェクトではエミッションフリーの機械のみで上下水道の更新工事を完遂し
ました。「ZE85」は従来の「ZX85」同等の操作性、生産性、安全性を持ちながら、周囲の作業
者と会話ができるほど音が静かです。こうしたメリットはオスロ市街でも優位性を発揮しま
した。現在2機を保有しており、今年中にさらに数台を購入する予定です。今後、「ZE85」を
もっと大量に生産して低価格化を実現していただきたいです。

KTEG社は、欧州市場の電動化の規制動向や商品化のためのノウハウを豊富に持っていま
す。電動化の経験が豊富なSUNCAR社と提携し市場参入したことにより、現場の実際の
プロセスを熟知しており、欧州において高い信頼性と顧客満足を得ています。日立建機と
KTEG社が技術的なノウハウを持ち寄ることで、お客さまのニーズにより近い電動化建機を
早期に提供していきます。そして、このような協業はゼロエミッションに限らず、解体用製品
やデジタルサービスの分野でも大きなメリットをもたらすと考えています。

事業別戦略

お客さまのニーズに合致したラインアップ
カーボンニュートラルをめざす

Focus on Norway電動化事業

Stakeholder’s VoiceStakeholder’s Voice

「ZE85」はオスロ市街でも優位性を発揮しました両社の技術を持ち寄ることで、電動化の開発を加速させます

世界で最も EV 化が進んでいると言われるノルウェーでは、現場からの電動化ニーズも強い。

国際建設機械見本市で出展された「ZE85」のデモンストレーション

PA Entreprenør AS
Department Manager (CEO)
Lars Fredrik Moe-Helgesen 氏

KTEG GmbH / EAC European 
Application Center GmbH
Managing Director
Harald Thum 氏

　2050年のカーボンニュートラルをめざすパリ協定の枠組
みのもと、EUおよび欧州各国では脱炭素に関する投資促進
政策が推進されています。例えば、ノルウェーでは電動化建
機導入に際してエンジンモデルとの差額の40%が補助され
るなどの優遇制度が充実しており、電動化建機の需要が他国
に先行して急増しています。また、ドイツでは低炭素化に対
する投資促進を目的とした資金援助制度が始まり、オランダ
でも電動化建機購入の補助金制度が検討されています。その
ほか、欧州主要都市ではローエミッション、ゼロエミッショ
ンゾーンが増えてきており、ガソリンエンジン車は徐々に減
少しつつあります。これらも背景となり、欧州各国のお客さ
まの電動化建機への関心はますます高まっています。

日立建機は電動化建機の開発・製造にいち早く取り組んできました。1971 年に電動式油圧ショベルを初めて開発。
工場建屋内の作業などで使用される中小型機をベースとした有線電動式ショベルは 1990 年代の発売以降、多くの納
入実績があります。2006 年にはリチウムイオンバッテリーを搭載したバッテリー式油圧ショベルを開発するなど、こ
の分野で培った経験はグループの大きな競争力となっています。
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　日立建機ザンビアでは、拠点立ち上げ当初から現地人財の
採用を積極的に行っており、技術力強化とともに雇用も拡大
し、従業員171名のうち159名がザンビア人、うち29名が女
性となっています（2021年4月現在）。工場、事務、管理部門
など、職種・階層別の教育プログラムの拡充を進めており、最
近ではザンビア高等教育省のプログラムを導入し、早期の技
術習得・成長支援などに力を入れています。
　工場部門では、ザンビアカイゼン協会と連携し“カイゼン”
の考え方を幅広く社員に伝えるとともに、品質・作業効率に対
する課題解決の活動を強化しています。2020年12月に開催
された「第45回QCサークル国際会議」では、日立建機ザンビ
アの部品再生工場から出場したEXCAVATORチームの、部品
の棚出しに関する作業動線のカイゼン「Parts Centralization

（部品の集中化）」が、最高位のプラチナ賞を受賞しました。作
業時間の短縮だけではなく、安全性の確保、作業員の疲労軽減
も実現しました。

2016 2017 2018 2019 2020 （年度）

109 119
147 148 159

2016 2017 2018 2019 2020 （年度）

103 106 125 143 151

部品消耗が激しい南部アフリカ鉱山で
お客さまに安心のサービスを

現地に根ざした経営をめざし、現地人財向けに
質の高い育成プログラムを整備

　日立建機では20トンの油圧ショベルなど主力製品の主要
部品コンポーネントを自社製造しており、約70年にわたっ
て技術が蓄積されています。そのため、油圧ポンプや油圧シ
リンダー、走行装置などを新品同等の性能を持った部品とし
て自社で再生することができ、現在では国内3カ所、海外8カ
所の生産拠点を設け、世界170を超える国や地域のお客さま
に再生部品を提供しています。例えば、アフリカ、オーストラ
リア、インドネシアなどの大規模鉱山では当社のマイニング
機械がほぼ24時間稼働し続けていますが、鉱山の多くは都
市部から離れているため、不具合が発生してから部品を取り
寄せするのでは大きなダウンタイムが発生します。しかし、
当社の場合は鉱山に最も近い工場から再生部品を供給するこ
とができ、早期の機械復旧を可能にしています。
　社会のニーズが「所有から利用へ」と変化している今、その
潮流にマッチした部品再生事業には各メーカーが参入し、競
争が激化しています。そうした中、日立建機では再生部品ブ
ランド「REMANUFACTURED」を立ち上げ、品質保証付き部
品を提供しているほか、「ConSite®」の活用によってお客さ
まの機械を見守り、故障を予知して部品供給を行うなどの質
の高いサービスを提供し、優位性の向上を図っています。ま
た、サービスパーツエンジニアの専門性とスキル育成にも努
め、サポート力と顧客提案力の継続的な強化を行っています。

機械のダウンタイムを最小限に抑える上で、再生部品という選択肢は私たちにとって
費用対効果の高いソリューションです。しかも、日立建機ザンビアは、再生部品を現場
近くに在庫しているため、必要な際はすぐに入手できるようにしてくれています。当
社の機械は1日24時間、週7日鉱山で稼働しているので、このようなサポートは非常
に重要です。再生センタが近くにあり、高いレベルのサポートが受けられることは、私
たちが日立建機製品の購入を決定する上で重要な要因でした。

事業別戦略

資源の価値を最大限に生かす部品再生で
世界各国のお客さまに高い価値を提供

■再生部品生産量の推移（2015年度を100とした指数）

■再生部品売上高の推移（2015年度を100とした指数）

■部品再生の流れ

Focus on Zambia部品再生事業

Stakeholder’s Voice

24時間稼働する鉱山機械を高いレベルでサポートしてくれます

ザンビアの部品再生工場

受賞したチームメンバー
と日立建機ザンビア服部 
英紀 取締役社長（左から
2 番目）

Avantech Ltd. Avantech Plant
General Manager
Joseph Kapira 氏

　日立建機ザンビアの部品再生工場は、日本の建機メーカー
としては初のアフリカにおける部品改修拠点で、2012年か
ら操業を開始しました。2016年には生産ラインを約2倍に
拡張して鉱山機械のキーコンポーネントをカバーし、アフリ
カ全地域への供給拡大をめざして生産能力の増強を図ってい
ます。
　アフリカ南部地域で稼働する鉱山機械は、過酷な現場のた
め部品の消耗が激しく、お客さまにとってランニングコスト
をいかに低減するかが大きな課題となっています。日立建機
ザンビアでは、そうした現場へ迅速かつ確実な部品の供給を
実現するため、再生した部品は厳密な性能テストを行い、合
格したものだけをお届けしています。さらにメーカー保証を
付け、万が一不具合が発生しても迅速に交換するなど、お客
さま本位のサポートを提供しています。

部品再生事業は 1998 年に循環型社会に向けた取り組みの一環としてスタートしました。以来、独自の再生技術の蓄
積により、高品質の再生部品を低価格で迅速に提供することで、世界各地のお客さまから信頼を集め、同時に環境負
荷の低減にも貢献しています。

部品再生事業ブランド「REMANUFACTURED」

コア品を回収

出荷

部品再生工場にて洗浄

再利用可否を判定

加修・組み立て

検査・性能テスト

塗装
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ICT デモサイトの活用  
日立建機では、ICT 施工を体感し、導入に踏み出していただく
ことを目的とした施設「ICT デモサイト」を日本および欧州に
展開しています。ICT デモサイトでは、3D マシンコントロー
ル機能を搭載した ICT 油圧ショベル「ZX200X-6」によるデモ
ンストレーションや試乗会などを実施しています。

開設中の拠点
・ひたちなか ICT デモサイト（茨城県ひたちなか市、2016 年）
・香川 ICT デモサイト（香川県善通寺市、2018 年）
・欧州 ICT デモサイト（オ

ランダ王国アムステルダ
ム、2018 年）

　2021年2月、日立建機は（株）加藤組（広島県）、西尾レント
オール（株）（大阪府）と共同で、5Gを活用して3種類の建設
機械を遠隔操縦する実証実験※2を実施しました。現場は広島
市西区の太田川放水路河川敷で、1人のオペレータが工程ごと
に異なる建機を遠隔操縦席で操作。同年1月に実施した無線
LAN使用による遠隔施工と、今回の5Gを使用した場合とで
映像の見やすさ、操作性、安全性、生産性等を比較・検証しま
した。その結果、あらゆる点で実用レベルに達するとの評価が
得られました。

土木・建設業界が抱える課題に対して、
ICT建機の遠隔操縦に期待が集まる

5G、ARを活用した
遠隔操縦の実証実験に成功

　ICT施工を実現するソリューションは多岐にわたり、無人
航空機（UAV）やレーザーによる３次元測量、点群化・３次
元設計データの作成、ICT建機による自律運転や遠隔操縦、
ICT機器による出来高管理と検査など、各工程にエキスパー
ト技術や優れたソリューションが必要とされます。これに対
して日立建機は「Solution Linkage® 」を価値提供のプラット
フォームに据え、オープンイノベーションによって先進技術
を活用しながら、現場のあらゆる課題に対応する質の高いソ
リューションを提供しています。
　一方で、ICT施工をめぐるニーズは国や地域によって大き
く異なります。例えば、北欧諸国ではICT建機の導入が8 ～
9割と進んでいますが、日本では国土交通省発注工事などで
ようやく施工例が増えつつあるといった状況です。しかしな
がら、自然災害の多発による復旧工事の増加、少子高齢化に
よる人手不足など社会課題の深刻化を鑑みると、少ない人手
で高い安全性や生産性を可能にするICT施工ソリューショ
ンの導入は、今後日本でも加速していくと予測されます。ま
た、5G通信網が普及すれば、これまで通信環境が整ってい
なかった山間部などの大規模工事にも導入が可能になりま
す。日立建機では大容量通信時代の新たなソリューション開
発を急いでおり、2020年度は「Solution Linkage® Survey」

「Solution Linkage® Work Viewer」「ConSite®Navi」の提供
を開始。2021年7月からは「Solution Linkage® Point Cloud」
の提供を開始しています。

新規入職者が少ない現状では複数のオペレータを集めることは困難なため、遠隔操縦技術によって
この課題を解決したいと考えました。また、今回の実証実験では災害場面も想定して可搬性も考慮に
入れました。結果として多くの技術的な課題がクリアでき、実用レベルに達することができたと考え
ています。技術を一から開発するのはハードルが高いですが、市場にある技術を上手く活用すれば普
及もしやすいでしょう。得られた成果は他社にも惜しまず提供し、社会全体の価値としていきたいと
思います。

事業別戦略

幅広く、質の高いICTソリューションの提供で
現場によって異なる多様な課題に応える

Focus on JapanICT施工事業

Stakeholder’s Voice

遠隔操作の実現でさまざまな課題の解決をめざします

オペレータ 1 人が 3 機を遠隔操縦

香川 ICT デモサイト

※ 1　出典：国土交通省「建設技能労働者を取り巻く状況について」
※ 2　内閣府「官民研究開発投資拡大プログラム」（PRISM）、国土交通省の「建設現場

の生産性を飛躍的に向上するための革新的技術の導入・活用に関するプロジェクト」
に選定された取り組みの一環として実施。

スマートフォンで撮影するだけの短時間で、おおよその土量が計測できる「Solution Linkage® 
Survey」

　少子高齢化による労働力不足を背景に、日本の建設業就労
者は2030年までに約44%（2005年比）※1減少する見通し
だと言われており、土木・建設業界では専門技能の伝承と、
新規就労者の確保が深刻な課題となっています。これらの解
決に向けて、国土交通省はIoTやAIなど革新的な技術の導
入によって生産性向上を図り、魅力ある建設現場をめざす

「i-Construction」の取り組みを推進しており、ICT施工の普
及に大きな期待がかけられています。また、近年多発する自
然災害の現場でも、建設機械のオペレータの安全確保のため
に、ICT建機の遠隔操縦が期待されています。
　遠隔操縦を実現するためには、現場を映し出す高精細な映
像や工事に必要な施工管理情報などの大容量データを高速で
伝送する通信網が不可欠であり、第5世代移動通信システム

「5G」の活用が求められています。

日立建機は、2000 年に世界初の衛星通信機能を搭載した油圧ショベル「ZAXIS シリーズ」を発売して以来、お
客さまの ICT 施工を支援する開発を進めてきました。2017 年には ICT 施工ソリューションの中核を担う「Solution 
Linkage® Cloud」の提供を開始し、起工測量から納品までの工程を一貫してサポートする新たなソリューションを次々
と提供しています。

■ 3 台の建設機械（油圧ショベル、ブルドーザ、土工用振動ローラ）に
前方映像用カメラ、車内用カメラ、全方位カメラを各 1 台ずつ設置。
それぞれの建設機械のカメラ映像と遠隔操縦の信号データは 5G を
活用して現場と遠隔操縦席の間で伝送。

■オペレータの操作性向上のため、操作補助の画像データも同時に伝
送。AR（拡張現実）技術により、地盤面とバケットの爪先位置をグリッ
ドとしてカメラ映像に重ねて表示し、カメラ映像から捕捉できない奥
行情報をオペレータに提供。3 次元設計データの AR 映像を遠隔操
縦モニターに表示。

■ 2021 年 3 月末に報告書を国土交通省に提出。省人化では、従来施
工の 40% という目標に対して 33% を実現。工数削減では、従来施
工の 80% 削減という目標に対して 61% 削減を実現できた。

  実験概要

株式会社加藤組
取締役土木部長
原田 英司 氏
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