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建機を訪ねて

現場の困難に風穴を開ける
オンリーワンの杭打ちメソッド。01

L E G E N D

雪国・北海道には欠かせない機械

天野工業の設立は1971年（昭和

46年）。1970年（昭和45年）に

設立した日立建機と並走するよう

に歴史を重ね、まもなく50周年を

迎えようとしている。「ウチの親父

（会長）は重機が大好きでね。自分

でも乗って“ここの部分、こう（改造）

したいな”っていつも考えている

人。設計ができるわけではないから、親父が発案したものを日立建機

に形にしてもらっていたのよ」。そう語るのは、代表取締役社長・天野

久信氏。設計士として建築業界でキャリアを積んだ後、創業者で

ある現会長から経営を受け継いだ。

同社が得意とするのが、狭小地や上空制限のある施工現場で、低空頭

機械などを駆使し行う杭打ち工事。メインクライアントである鉄道会社

の工事は、線路脇の細い道路や高架下など様 な々制限が入り組んだ

現場が多く、三点支持式杭打機を導入できない場合が多い。その制限

をクリアするために、同社が導入したのが日立建機の油圧式リーダレス

型基礎機械（RX2000、RX2300、RX3300）だ。そこへ自社の高い

技術力を応用したことで、現場制限をクリアできただけでなく、機械の

運搬効率や人員効率も飛躍的に向上したという。「世の中になかったもの

を作るわけだから大変だっただろうけど、日立建機のみなさんが親身に

なって対応してくれたおかげで、うまく噛み合ったんだろうね」（天野社長）。

そんな同社の機材センターで、30年以上にわたり大切に使われている

のがホイールローダLX70である。もともと、鉄道会社の工事現場

などで土砂の運搬やガラの搬出に使われていた同機だが、現在の主

な役割は北海道ならではの除雪作業だ。広大なヤードを擁する同社

妥協のない技術創意と対応力で、数々の困難な土木基礎

工事を成功へと導いてきた天野工業株式会社。日立建機

の開発力に自社の高い技術力を融合させて創り上げた独自

の油圧式リーダレス型基礎機械を武器に、今日も地元・

北海道で「天野工業にしかできない工事」に挑み続ける。

代表取締役社長 天野久信氏

の機材センターは、冬に

なると人力だけでは処理

できないほどの雪が降り

積もる。大きな機材が行き

来するヤードを空けるため

に、同機が長年にわたり大量の雪をかき出し続けている。その功績も

評価されてか、天野工業では同機の後継機・LX70-7も導入された。

同機の進化について、常務取締役・川村稔氏はこう語る。「トルクが

上がってる分、粘りがぜんぜん違う。やっぱりこれだけの敷地の雪を

集めるとなると押す力が必要だからね。頼もしさは1型より感じるね」。

とはいえ、7型に負けず今でも現役で躍動し続けるLX70。その扱い

やすさから、天野社長が車両系建設機械運転技能の資格を取得した

際の練習機としても使用されたという。「30年以上あると、そりゃ愛着

も湧くよね」（天野社長）。同機は定期的に塗装が施され、新車と見ま

ちがうほどキレイな状態で保たれている。

広大な機材センターは冬になると1m近くの雪が降り積もる天野工業株式会社

LX70
「30年以上あると愛着も湧くよね」
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建機を訪ねて
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天野工業株式会社
■事業内容：低空頭機械仕様杭工事、上空空頭制限杭工事、土留杭工事

（鋼矢板打設工事・H鋼杭打設工事）、基礎杭工事（PHC杭・H鋼
杭打設工事）、硬質地盤削孔杭工事、PHC杭・Ｈ鋼杭・木杭引抜
工事、その他各種工事、応用杭工事、作業構台架設・解体工事、
山留支保工架設・解体工事

■代表者：代表取締役社長 天野久信
■設立：1971年（昭和46年）2月1日
■所在地：北海道札幌市東区東苗穂7条3丁目4番7号
■ホームページ：https://amano-industry.com/

相談できるメーカであり続けてほしい

天野社長が「会長を超えるアイデアマン」とたたえる川村常務は、自身

でアタッチメントを設計し、新たな工法を開発してしまうほど、建設

機械に対し熱い情熱を持っている。同氏は40年以上になる日立建機

との付き合いをこう振り返った。「高度経済成長期、ショベルの主流が

機械式から油圧式へと移り変わり、各メーカが試行錯誤していく時代

の中で、一番ユーザの意見を汲み上げてくれたのが日立建機だった。

発展的な考え方ができて、鉄の材質も強いし、メカニックの技量も

良く、トータルでバランスが取れていた」。しかし、そのバランスも今では

少しいびつになってきたように感じるという。

「今の若い人には『職人さん』がいなくなった。昔は現場で機械が

壊れたときも、日立建機の担当者に電話で状況を伝えれば、頭の中

で想像し修理の手順を教えてくれた。今はそういう人も少なくなった

し、それに応えられるオペレータも減った」（川村常務）。

「俺は“このままだと無理だ”とは言うけど“できない”とは絶対言わない。

しっかり根拠を添えて、今こういう理由でできないから、ここまでは準備

してくれ、そうすれば、あとは責任もって仕事するよ、と相手に示すんだ」

（川村常務）。あの手、この手、その手まで提案しながら前進していく

のが天野工業の方針だという。

天野社長は、現場に対し常 「々技術者一人ひとりが営業マン」とい

う意識付けを徹底している。仕事をください、とお願いするのでは

なく、与えられた課題に全力で応え、目の前の仕事を完璧にこなす

こと。それが最大の営業活動であり、必ず評価につながると確信し

ている。実際、北海道での土木工事では、天野工業以外対応でき

ないという現場も数多く存在すると言われ、ライバルであるはずの

同業者からも仕事の紹介を受けることがあるという。

徹底されており、他なら断る無理

難題にも独自の発想で方策を

導き出す。「川村さんをはじめ、ウチ

のスタッフは“できない”とは言わ

ない。どうやったらできるかを

とことん考える。これは先代

（会長）の時代から続いている

ことだね」（天野社長）。

天野社長が全幅の信頼を寄せ、土木事業のほぼすべてを託している

川村常務は、機械式ショベルU106から日立建機の製品に乗り

続けてきた、この道40年以上のキャリアを持つ建設機械のスペシャ

リストだ。「俺の父親も重機のオペレータをやっていたけど“機械屋

（オペレータ）は絶対に現場を止めるな”と徹底的に教え込まれていた。

要は現場に対する信用問題。機械が壊れても徹夜で直す。そうやって

積み重ねて得られた信頼は絶大なものがある」（川村常務）。

そんな川村常務が、今までに一番難しかったと答えたのが、札幌市

中心部の地下通路工事だ。ガス管や水道管、光ケーブルが複雑に

入り組んだ札幌市の幹線に杭を打つ。少しでも管に触れてしまった

瞬間、都市機能が停止してしまう恐れもある。そんな状況で、スクリュー

と管の間がわずかしかない場所を、アースオーガでくりぬいたという。

天野工業の設立は1971年（昭和

46年）。1970年（昭和45年）に

設立した日立建機と並走するよう

に歴史を重ね、まもなく50周年を

迎えようとしている。「ウチの親父

（会長）は重機が大好きでね。自分

でも乗って“ここの部分、こう（改造）

したいな”っていつも考えている

人。設計ができるわけではないから、親父が発案したものを日立建機

に形にしてもらっていたのよ」。そう語るのは、代表取締役社長・天野

久信氏。設計士として建築業界でキャリアを積んだ後、創業者で

ある現会長から経営を受け継いだ。

同社が得意とするのが、狭小地や上空制限のある施工現場で、低空頭

機械などを駆使し行う杭打ち工事。メインクライアントである鉄道会社

の工事は、線路脇の細い道路や高架下など様 な々制限が入り組んだ

現場が多く、三点支持式杭打機を導入できない場合が多い。その制限

をクリアするために、同社が導入したのが日立建機の油圧式リーダレス

型基礎機械（RX2000、RX2300、RX3300）だ。そこへ自社の高い

技術力を応用したことで、現場制限をクリアできただけでなく、機械の

運搬効率や人員効率も飛躍的に向上したという。「世の中になかったもの

を作るわけだから大変だっただろうけど、日立建機のみなさんが親身に

なって対応してくれたおかげで、うまく噛み合ったんだろうね」（天野社長）。

そんな同社の機材センターで、30年以上にわたり大切に使われている

のがホイールローダLX70である。もともと、鉄道会社の工事現場

などで土砂の運搬やガラの搬出に使われていた同機だが、現在の主

な役割は北海道ならではの除雪作業だ。広大なヤードを擁する同社

の機材センターは、冬に

なると人力だけでは処理

できないほどの雪が降り

積もる。大きな機材が行き

来するヤードを空けるため

に、同機が長年にわたり大量の雪をかき出し続けている。その功績も

評価されてか、天野工業では同機の後継機・LX70-7も導入された。

同機の進化について、常務取締役・川村稔氏はこう語る。「トルクが

上がってる分、粘りがぜんぜん違う。やっぱりこれだけの敷地の雪を

集めるとなると押す力が必要だからね。頼もしさは1型より感じるね」。

とはいえ、7型に負けず今でも現役で躍動し続けるLX70。その扱い

やすさから、天野社長が車両系建設機械運転技能の資格を取得した

際の練習機としても使用されたという。「30年以上あると、そりゃ愛着

も湧くよね」（天野社長）。同機は定期的に塗装が施され、新車と見ま

ちがうほどキレイな状態で保たれている。

天野工業の信条は「他社ができないことをやる」。独自の杭打ち技術

という強みを生かし、他社と並走することなく別の活路を見出す。

「他社と違うことをやるのは結構チャレンジだけどね。チャレンジ精神

がないと道は切り開けないから」（天野社長）。その考えは現場にも

「できない」とは決して言わない

LX70

特徴

運転質量 6.85t

号機 443

納入年月 1989年（平成元年）12月

▲稼働開始から30年以上とは思えないほど、完璧に近い状態
で残るLX70。機械の状態は常に川村常務がチェックしている
という。

定格出力（PS/rpm）

バケット容量

80/2,200

1.2m3

今でも札幌営業所の担当者に同氏から電話が入ると、1時間を超える

技術論の応酬が繰り広げられるそうだ。会話は決して一本道では

終わらない。何度も枝分かれを繰り返し、その先でようやくひとつの

ゴールにたどり着く。「安易にオーダに応えると責任保証もあるから、

メーカ側が“できない”と言うのは理解できる。でも、なぜできないか、

その根拠を明確にすることが大切。できる方法を相談しながら納得

できる方向へ向かっていく。すべての課題をクリアしたときに、本当に

いいものができるんだから。そういう相談ができるメーカであり続けて

ほしいし、さらに発展した日立建機が見たい」（川村常務）。日立建機

なら絶対できる。そう思うからこそ、時に厳しいことも言うという川村

常務。着任当初はタジタジだったという担当者も、今では川村常務に

対してときに意見できるほど親交を深めている。「まあ、俺も突っ込ま

れっぱなしは悔しいから、最後には言い返すけどね（笑）」（川村常務）。

一言「できない」と言ってしまえば終わってしまうことも、妥協せず糸口

を探り続けることでたどり着けるゴールがきっとある。技術進歩の道

には、かけがえのないユーザの思いが常に寄り添っている。

同社では建築の設計・施工・リフォームも手掛けている

社内には思い出の現場写真が飾られている

常務取締役 川村稔氏

機材センターに並べられているLX70の1型と7型

次の現場に向けてスタンバイ中のRX2000

新たな基軸製品として新規に開発。簡単に思い
のまま運転できるホイールローダとして、国産機
ではクラス初のHST走行駆動方式を採用。
走行時の変速操作不要、掘削時けん引力の
自動調整機構、インチングペダルによる積込
作業時の容易な速度調整など、先進技術を
先駆けて搭載。

機材センター 事務所外観
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建機を訪ねて

日立建機の技術力だからこそできる
“進化”を超えた“革新”を。

関東から東北にかけて8社を抱え、砕石の専門メーカとして国内有数の生産量を誇る藤坂グループ。その創業者

自らが「金色に塗装して置いておきたいぐらい」と絶賛するビンテージマシーンUH50（ローディング仕様）は、本社

工場の高台で同社の発展を静かに見守り続けている。

誰もがかんたんに操作できる機械

02
かつて日本が高度経済成長期の

真っ只中だった頃、砕石業界は

“モノを作れば売れる”と言われて

いた。「当時、初めて導入した日立

建機の機械がUH50。とにかく

時間あたりの生産量が抜群で、

会社の売上に大きく貢献して

くれた」。そう語るのは、藤坂

グループの社主（創業者）・山野井祥二氏である。

特に山野井氏が絶賛するのが、その操作性だ。大型機械がワイヤ

式だった頃、操作は熟練オペレータの腕に委ねられるものだった。

それが油圧式へシフトしたことで、経験の浅いオペレータでも軽い

操作力でスムーズに操作できるようになった。「中でも日立建機の

油圧ショベルは、初めて油圧ショベルを操作する人でもかんたんに

運転できそうなぐらいバランスがいい。他の同じような大きさの機械も

導入してみたけど、正直大きな差があった。UH50を含め、日立建機の

油圧ショベルは建設機械の歴史を変えたと言ってもいいほど画期的

だった」（山野井氏）。

半面、山野井氏は今の建設機械に対し一抹の寂しさも感じている

そうだ。「ワイヤ式の建設機械は誰でも操れるというものでは

なかった。だから熟練オペレータは自分たちの腕に大きな誇りを持って

いた。新しい機械が導入されるたびに、みんなで一緒に写真を撮った

りしてね。今はそういう感激はなくなったかも」。贅沢な悩みのようにも

聞こえるかもしれないが、かつて自身も現場で大型機械を操作して

いた山野井氏の言葉には、当時の熟練オペレータと、進化していく建設

機械へのリスペクトが感じられた。

L E G E N D

藤坂グループ社主（創業者）
山野井祥二氏

藤坂本社工場（佐野市）

株式会社藤坂

UH50
「日立建機の油圧ショベルは建設機械の歴史を変えた」

（ローディング仕様）
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UH50（ローディング仕様）

時代の要望に応えるために

建機を訪ねて

02
L E G E N D

かつて藤坂で導入されていた超大型機EX5500

特徴

納入年 1980年（昭和55年）

号機 105

稼働時間 62,256Hr

株式会社藤坂
■事業内容：

良質な砕石資源を豊富に抱える栃木県は、過去数十年にわたり

砕石の産出量日本一※を維持し続けている。藤坂グループは、現在、

国内有数の生産量を誇る砕石企業として全国に製品を供給。常磐

自動車道をはじめ、関東の多くの高速道路の表層には藤坂の石が

使われている。さらに今後、砕石製品の生産設備を1工場に集約して

生産能力の向上を図り、あわせて採石工区を拡大。生産の効率化と

ともに輸送の効率化を図る。

90年代後半から取り組み始めた環境事業についても、環境配慮型

の大型中間処理設備を導入。環境製品設備も拡大する。藤坂

グループの1社の株式会社祥和コーポレーションでは、首都圏で大量

に発生している産業廃棄物を資源として有効活用していくために、

大型の受入施設と輸送体制を整えた。また、受け入れた産業廃棄物

を、100%リサイクルして再生製品として販売。道路路盤材や建築物の

コンクリート用・道路用砕石の製造・販売、建築用骨材（石粉）の
製造・販売、産業廃棄物中間処理業、産業廃棄物収集運搬業、
自然石販売、土木建設請負工事、運送事業

■代表者：代表取締役会長 深澤和彦　代表取締役社長 古川恒光
■設立：1973年（昭和48年）4月19日
■所在地：栃木県佐野市中町1532
■ホームページ：http://www.fujisaco.co.jp“進化”を超えた“革新”を

変えること 守り続けるもの

いる。その点、砕石業界はどこも同じような機械を使っている」

（山野井氏）。

山野井氏は、日立建機がかつて自社製造していた建設機械用エン

ジンや、国内向けの超大型ダンプトラックについても以前から高く

評価していた。「他にも、油圧ショベルにホイールローダ・・・いつも日立

建機の技術力には本当に驚かされた。それらを進化させ続ける

ことも大事だと思うけど、今後お願いしたいのは“進化”より“革新”」。

真面目さ、誠実さという社風はそのままに、冒険を恐れない探究心も

忘れないでほしい。

ほほえみながら、山野井氏は最後にこう締めくくった。「私が土の中に

入る前に、もう一度驚かせてほしい。日立建機を信じてよかったと思え

るものを」。そのバトンは、いま日立建機の一人ひとりに託されている。

「日立建機・日立建機日本は、社員も機械もとにかく真面目。あまり冒険

しない社風」。これが日立建機に対する山野井氏の素直な評価だ

そうだ。社員は誠実で決して強引な売り込みをせず、アフターフォロー

もしっかりしている。機械も使いやすく、堅実に動いてくれる。ただ、その

真面目ぶりが半面、保守的すぎるように見えることもあるという。

「産廃リサイクル事業に参入して感心したのが、どこの会社も研究

熱心だということ。自分たちのアイデアで面白い機械をたくさん作って

UH50の後継機 EX1200

基礎材、木質バイオマスボイラーの燃料などを新たに供給している。

砕石事業と環境事業に並ぶ3本柱として、森林事業も成長させていく

という。「これからの時代、循環型社会に対応していくのは当然のこと。

産廃リサイクルは業界内のルールも厳しく、社員も緊張感を持って

取り組んでくれる。もしかすると3～4年以内には弊社内のビジネス

廃棄リサイクル事業に活用されているSR2000G

※出典：経済産業省 砕石等統計年報

▲佐野にある本社工場の高台にひっそりと佇むUH50。アーム
には藤坂グループ団結のシンボル「和」の文字が刻まれている。

定格出力（PS/rpm）

バケット容量

400/1,800×2
8.4～12.0m3

社員の定着率は高くベテランから若手女性まで幅広い人材が活躍している

シェアも逆転するのではと思っている」（山野井氏）。昭和から平成、

そして令和へと時代は移れど、藤坂グループの攻勢はまだまだ止まり

そうにない。

時代の移ろいは、社内の人材採用に変化をもたらしている。これまで

地元中心で行っていた採用活動を、近年、日本全国からの新卒募集

にまで広げはじめたのだ。これには、ファミリー的な職場環境の中に、

新しい風とほどよい緊張感を入れていきたいという狙いがある。

それでもなお、これまで貢献してきた社員に対する思いは変わらない。

働き方改革の一環として、社員の労働時間を短縮。グループ全社で

完全週休2日制とし、勤怠管理システムを導入して残業を3割削減

した。「ウチの社員は、みんな真面目に一生懸命働いてくれる。中小

企業は真面目が一番。だから定年を過ぎても働きたい人は雇い

続ける」（山野井氏）。M&Aで規模を拡大してきた中でも、社員を

守り続けてきた藤坂グループ。近年は、これまで会社の資産として多大

な恵みを与えてくれた“山”にもその恩を返すべく、森林保護事業

に毎年多額の寄付を続けているという。

運転質量 157t

運転質量、バケット容量、エンジン出力ともに
発売当時、国産で最大のマイニング油圧ショ
ベル。UH12～UH30の大型油圧ショベルの
技術を集成。特に構造物と油圧機器の信頼性と
耐久性向上を重点に開発。ヘッドガード付大型
ハイキャブ、大容量の作動油クーラや、整備しや
すい機器配置を標準化。
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EX200
「EX200は完璧」

建機を訪ねて

03
L E G E N D

現場が求めるバランス感覚

苅部建設が初めて日立建機製品

を採用したのは1985年（昭和

60年）。日本がバブル景気を

迎える目前、道路掘削用として

UH025-7（側溝掘りフロント仕様）

が導入された。代表取締役社長・

苅部好美氏は当時をこう振り返る。

「あの頃、他社の油圧ショベルが

スイング式だったのに対し、正面を向いたままアームを左右に動かし塀

や壁などに沿った側溝掘り作業ができるUH025-7は画期的だった」。

UH025-7を皮切りに、苅部建設では立て続けに日立建機製品を

導入した。中でも苅部社長が絶賛するのがEX60URとEX200だ。

「正直、当時の日立建機の機械にはまだ当たり外れがあったけど、

EX60URとEX200は完璧。動かすにしても止めるにしても、スーッと

思うままに操れる。バランス感覚が素晴らしい」（苅部社長）。

道路掘削において重要になるのが、掘り出した土砂をいかに早く積み

込み、ダンプを効率よく回転させられるかである。1回5分の差が会社

の利益を左右する現場において、流れるように動かせる日立建機の

油圧ショベルが果たした役割は大きかったという。「特に交通量が

多いときは、作業効率を上げるためにバケットを0.7m3から0.9m3に

付け替えて使ってたけど、それでもバランスが良い。たまにレンタルで

他社機を使ってみると、操作した後の身体の疲れが違うんだよね。

バケットの操作にしても、ブームを上げるにしても、旋回するにしても、

油圧の微妙なバランスの違いで使いやすさが大きく変わってくる」

（苅部社長）。

日立建機製品の乗り心地について、同社の専務取締役・苅部直希氏

はこう表現する。「他社の油圧ショベルは乗っていてどことなくフワフワ

田園地帯が広がる茨城県下妻市に拠点を構える有限会社

苅部建設。土木事業を中心に、建設機械を駆使したスピー

ディかつ丁寧な仕事ぶりで、地元の大きな信頼を得ている。

その裏には、1台1台の建設機械に対する強いこだわりと、

深い愛情が隠されていた。

代表取締役社長 苅部好美氏

する感覚があるんだけど、日立

建機はずっしりと安定している感じ

ですね」。

EX200は、現在も同社の資材置場

において、最新の油圧ショベルにも

引けを取らない動きで現役稼働

している。「外にはしばらく出して

ないけど、まだまだ充分使える。

いざというときは現場に持っていく準備もできていますよ」（苅部社長）。

キレイな機械で、丁寧な仕事を。
建設機械に掲げる2つの看板。

有限会社苅部建設
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建機を訪ねて
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有限会社苅部建設
■事業内容：とび・土工工事業、土木工事業、舗装工事業、水道施設工事業、

鋼構造物工事業、石工事業、しゅんせつ工事業、造園工事業

■代表者：代表取締役社長 苅部好美
■設立：1975年（昭和50年）
■所在地：茨城県下妻市原836-1

「そうやって仕事を増やして利益が上がれば、社員にも賞与や給料で

還元してあげられる。ウチは小さい会社だけど、一生懸命働けば

しっかり結果がついてくるということを示してあげたい」（苅部社長）。

同社は、決して自ら売り込むわけではない営業スタイルながら、長年に

わたり堅実な経営を続けている。

苅部建設が初めて日立建機製品

を採用したのは1985年（昭和

60年）。日本がバブル景気を

迎える目前、道路掘削用として

UH025-7（側溝掘りフロント仕様）

が導入された。代表取締役社長・

苅部好美氏は当時をこう振り返る。

「あの頃、他社の油圧ショベルが

スイング式だったのに対し、正面を向いたままアームを左右に動かし塀

や壁などに沿った側溝掘り作業ができるUH025-7は画期的だった」。

UH025-7を皮切りに、苅部建設では立て続けに日立建機製品を

導入した。中でも苅部社長が絶賛するのがEX60URとEX200だ。

「正直、当時の日立建機の機械にはまだ当たり外れがあったけど、

EX60URとEX200は完璧。動かすにしても止めるにしても、スーッと

思うままに操れる。バランス感覚が素晴らしい」（苅部社長）。

道路掘削において重要になるのが、掘り出した土砂をいかに早く積み

込み、ダンプを効率よく回転させられるかである。1回5分の差が会社

の利益を左右する現場において、流れるように動かせる日立建機の

油圧ショベルが果たした役割は大きかったという。「特に交通量が

多いときは、作業効率を上げるためにバケットを0.7m3から0.9m3に

付け替えて使ってたけど、それでもバランスが良い。たまにレンタルで

他社機を使ってみると、操作した後の身体の疲れが違うんだよね。

バケットの操作にしても、ブームを上げるにしても、旋回するにしても、

油圧の微妙なバランスの違いで使いやすさが大きく変わってくる」

（苅部社長）。

日立建機製品の乗り心地について、同社の専務取締役・苅部直希氏

はこう表現する。「他社の油圧ショベルは乗っていてどことなくフワフワ

機械はもっとシンプルでいい

長年にわたり日立建機製品を使用する苅部社長に、あえてその不満を

尋ねてみた。「昔の機械と比べて、最近のものは確かに進化していると

思う。ただ、もう少しシンプルでもいいんじゃないかとも思う」。機能の進化

により、特にベテランスタッフにとっては余計に分かりにくい操作が

増えたという。実際、苅部専務が現場でぎこちない動きをしている

建設機械を見かけ、運転していたオペレータに事情を聞いてみると、

ボタンが多すぎて操作に戸惑っていた、ということもあったそうだ。

「熟練のオペレータになればなるほど、機能に頼らず自分の感覚で動か

せるし、不具合もすぐに発見できる。例えば、機能フル装備のタイプと

作業性能などは同等で機能を最低限に減らして価格を抑えたシン

プルなものが発売されると、意外と需要あるんじゃないかな。要は

選択肢が欲しいんですよ」（苅部社長）。

苅部社長が漏らす不満の背景には、機能の充実により若手オペレータ

の技量向上に支障を来すのでは、との不安もあるそうだ。機械が簡単

に動かせるようになっていく半面、それに頼りすぎるとオペレータの腕も

落ちてしまうのではないか。いざ、その機能が使えない現場に遭遇した

する感覚があるんだけど、日立

建機はずっしりと安定している感じ

ですね」。

EX200は、現在も同社の資材置場

において、最新の油圧ショベルにも

引けを取らない動きで現役稼働

している。「外にはしばらく出して

ないけど、まだまだ充分使える。

いざというときは現場に持っていく準備もできていますよ」（苅部社長）。

T O P I C

苅部建設が拠点を置く下妻市は、関東平野の中でも有数の

稲作地帯。同社は、今後の展望としてICT建機を活用した農業

土木も視野に入れているという。

農業経営者の減少や高齢化が進む中で、個人で土地を管理し

稲作などを行う「農地のオーナ制度」への関心が若い世代を

中心に高まりつつある。同社では、土木用のICT建機で区画を

整理し、さらにトラクタを使って整地まで請け負う、新たなビジネス

構想を描いている。「今後、公共工事は減ったとしても、農業がなく

なることは考えにくい。長い目で見て、ICT建機が新たなビジネス

を切り拓く手掛かりになればと思う」（苅部専務）。

ちなみに、同社はもともと土木・建設と農業の兼業からスタート

した経緯もあり、現在も農園を経営している。米を中心に、ホワイト

コーンやネギも栽培。近隣の道の駅や大型ショッピングモールで

販売されている。社長自身も直接手掛けるお米は、ポケットライス

として小サイズから販売。3つの品種を味わえる「食べ比べセット」

は、ギフトやイベントの景品としても好評を博している。

ICT建機で農業を変える

EX200

特徴

運転質量 18.5t

号機 49335

納入年 1990年（平成2年）

▲同社の資材置場で現在も稼働するEX200。大切に取り扱われ、
しっかりとメンテナンスが施されていることもあり、30年経った今でも
たくましく躍動している。

定格出力（PS/rpm）

バケット容量

125/2,000

0.7m3

ら、技量のないオペレータはどう対処するのか。メーカにもその責任の

一端があるとすれば、どう教育していけるのか。そのバランスは、今後の

建設機械業界のひとつの課題になっていくかもしれない。

「機能を充実させることもいいけど、シリンダ、油圧ホース、ピンなどの

ベーシックな部分を強化することにも力を入れてほしい。派手な部分

よりも、目に見えない小さな部分が大事。実際に使っているユーザは、

そこを一番気にしているからね」（苅部社長）。

同業他社には絶対に負けない

苅部社長は現場で働く社員に対し、常 「々自分の庭をやる気持ちで

挑め」と声を掛けている。もし、人に任せた自分の庭が適当な仕事で片

付けられていたとしたら、どう感じるか。苅部建設は常に高い意識で、

各現場に丁寧に取り組んでいる。

「建設業にもいろいろなスタイルがあるけど、同じように建設機械を使う

同業他社には絶対に負けたくない」（苅部専務）。その意識は、仕事の

丁寧さだけではなく、スピードにも表れる。現場に対する圧倒的な集中

力で、安全且つ迅速に熟す。

所有する建設機械1台1台に対する愛情が深い苅部社長。新車の

納車時には、必ず自ら乗り込み、その動きやバランスをチェックする。

そんな苅部建設の機械へのこだわりは、外装の手入れにも徹底されて

おり、少しでも汚れや傷を見つけたらすぐに直すという。「機械に汚れや

傷がついていると、オペレータの扱いも雑になる。そうなると仕事の

クオリティは下がるし、事故にもつながりやすい。常にキレイな機械

を使うことで、オペレータの気持ちも引き締まる」（苅部社長）。「だから、

もし私たちが傷をつけてしまった場合は、その日のうちに大急ぎで日立

建機に連絡する。社員に示しがつかないですから」（苅部専務）。

同社では、メンテナンスに加え、日立建機を通して定期的に機械の全

塗装も行っている。その費用は、決して安いものとはいえない。色を塗り

替えたからといって性能が上がるわけでもない。それでも全塗装を行う

理由について苅部専務はこう答えた。「同業者が道路工事をしている

と、自然と建設機械に目がいく。機械が手入れされている会社は、やっ

ぱり仕事も丁寧なんですよ。通行する人たちも意外と見ていると思う。

建設機械は会社の看板みたいなものですからね。苅部建設と日立

建機、2社分の」。「Hitachi」のロゴは、世界中のユーザによって今日

も支えられている。

道路の掘削工事を行うZX135US-5B

専務取締役 苅部直希氏

EX200のブームにも両社の名前が並んでいる

社内はアットホームな雰囲気に包まれている

ユーザが背負う2つの看板

本格的なグローバルモデルをめざしUHシリーズを
フルモデルチェンジ。外観は丸みを帯びたラウンド
デザイン採用。UH-7型の油圧システム（OHＳ）をさらに
進化させ、マイコン搭載のコントローラによりエンジン
とポンプを同時に制御するE-P制御システムを搭載
し、大幅な省エネを実現。油圧パイロット方式の操作
系を採用し、オペレータの疲労を軽減（E-P制御は
公益社団法人 発明協会の全国発明表彰で、発明
賞を受賞）。

こな
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EX400H
「東濃の地盤を掘れる機械ならどこでも通用する」

建機を訪ねて

地元のために、地球のために。
大切なのは、安心して長く使えるものづくり。

土木工事にはじまり、住宅・社寺・商業施設の設計・施工、工具製造販売、山林の育成…と、数え上げればキリがない

ほど多岐にわたる事業を展開する中島工務店。地元・岐阜県中津川市の加子母（かしも）を愛し、建物づくりを通じて

その魅力を全国に伝え続ける中島社長が、日立建機に託した思いとは。

建設機械はずっと日立建機

04
日立建機土浦工場の東館前に

展示されている日本初の純国産

技術で開発した油圧ショベル

UH03。この展示機は1960年代

に中島工務店が購入し、その後

日立建機へと寄贈されたもので

ある。同社で38年間オペレータを

務め、UH03も操作した河原清一

氏は当時の思い出について「UH03はチェーンがよく切れてね。毎回、

冷たい川に落ちたチェーンを素手で拾うのに苦労したよ」と振り返る。

UH03を皮切りに、同社ではこれ

まで100台を超える日立建機

製品を導入している。その理由に

ついて、同社の代表取締役社長・

中島
のりお

紀于氏に尋ねると「乗り心地

や性能は他社製品と比べても

そうは変わらん。ただ、日立建機は

代理店じゃなくて、直営店が売り

込んできたから買った。それ以来、油圧ショベルはずっと日立建機」と

語った。同社との取引を結んだ日立建機の営業担当者は、社長の

ご子息とキャッチボールをしながら、一緒に社長の帰りを待つほど

の間柄だったという。

中島工務店が本社を構える東濃エリアの地盤は、国内でも有数の

硬さである。実際、日立建機以外の建設機械メーカも、この地でデモン

ストレーションを行うことがあるという。「以前導入した油圧ショベル

なんかは、ガッと掘った瞬間にバケットの鉄板がベロベロにめくれてね。

だから新しい機械を入れる前に、ウチの人間が直接日立建機の土浦

工場に行って、マジック片手に“ここをこう”って打ち合わせして補強する

L E G E N D

同社のOBオペレータ 河原清一氏

代表取締役社長 中島紀于氏

んだよ。そしたら2、3年後にその通りの機械ができてくるの」（中島

社長）。同社と共同で、改良と補強を繰り返し、その後の日立建機製品

の標準となった仕様も数多くあるという。

現在も同社の砂利工場で稼働するEX400Hは、長年にわたり東濃

の硬い地盤を掘り続けてきた。「東濃の石を掘れる機械なら全国

どこでも通用するんじゃないかな。でも、最近の住宅・建築関係の機械

は基本5年で製造中止、7年でメンテナンス終了。メーカ側の都合も

あるんだろうけど、使う側は20年も30年も使うんだから困るんよ」

（中島社長）。同社では建設機械に限らず、あらゆるものを最後まで

大切に使い続けることを方針としている。

木も石も人もすべて地元産

創業当時、土木工事を主としてきた中島工務店が、建築を手掛ける

ようになったのは今から40年ほど前のこと。木材生産を地域産業と

する加子母村（当時）の村長が「加子母産の木材を全国にアピールし

てほしい」と相談してきたことから始まる。「家造りなんかやったこともな

い中、他所から人を集めて見様見真似で最初に造ったのが私の家。

今ではみんな上手になって、いい家を造るようになりましたよ」（中島

社長）。

同社が建築を請け負う上での条件、それが「加子母の木を建材に使う

こと」だ。加子母のヒノキ（通称：東濃ひのき）は香り高く色合いも鮮や

か、スギはやわらかくて加工しやすく、どちらも国内外で高い評価を得

ている。木材の他にも、塗り壁に使う土や石も、同じ中津川市に合併

した石材の名産地・蛭川の素材を使用する。「僕らはここで生まれ

育っとるんだから。大都会だろうが日本中どこでも、建材も大工も左官

工もここから連れていく。それ以外でということであれば他所に頼ん

でください、というのがウチのスタンス」（中島社長）。

自給自足できる共同体づくりをめざす同社は、建築以外でも、地元の

食材や工芸品を販売する産直市場の運営、町を挙げてのイベント開催

などに積極的に取り組み、加子母を支え続けている。その甲斐が

あってか、近年、同地への Iターンも増えているという。「いろんなメディア

にも取り上げてもらって、少しは名前も知られてきたかな」（中島社長）。

2027年には中津川市にリニア中央新幹線の駅も開設される予定だ。

現在、砂利工場で稼働しているZW180

中島工務店が本社を置く加子母地区全景

株式会社中島工務店
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株式会社中島工務店
■事業内容：注文住宅・住宅リフォーム・社寺建築・商業建築の設計・施工、文化

財・伝統建築の保存・修復、公共建築の施工、土木工事・舗装工事・
造園工事の設計・施工、砂利・生コン・コンクリートブロックの製造
販売、建設機械の製造・修理・販売、山林の育成、ダイヤモンド工具
製造販売、店舗経営、産業廃棄物の収集運搬、リサイクル製品の
製造販売、損害保険代理店業、宅地建物取引業、一般貨物運送業

■代表者：代表取締役社長 中島紀于
■創業：1956年（昭和31年）3月28日
■所在地：岐阜県中津川市加子母1005
■ホームページ：http://www.npsg.co.jp

加子母から全国、そして世界へ

素材へのこだわりと確かな腕は着実に全国でも知れ渡り、今では住宅

のみならず多治見市の永保寺など国宝級を含め、全国の社寺仏閣

から設計・施工・修復工事の依頼が相次いでいる。社寺仏閣の建築に

は太くて質の良い木材が求められるため、加子母の木材のPRにもうっ

てつけだ。その評判を聞きつけ、名だたる有名建築家や、オーストラリア

やブラジルなど海の彼方からも仕事の引き合いがあるという。

さらには、教育機関からの共同研究開発の依頼も数多く舞い込む。

実際に今も、海外からマイスター取得のために日本の大学へ留学して

きた学生を受け入れ、研究の手助けや指導を行っている最中だ。

学生や新入社員など若い人材について、中島社長の評価は「みんな

大学で勉強して出てくるけれど、実務とは違うことも多い。みんなゼロ

からのスタートだ」となかなか手厳しい。「だけどそれでいい。ウチに

来たら一人前に育てる。早い人で5年、長くて10年。みんな独立した

後も、立派にやってくれとるよ」（中島社長）。同社に対する高い

この国を背負う意志を

EX400H

特徴

運転質量 41t

納入年 1989年（平成元年）

号機 2350

稼働時間 13,927Hr

定格出力（PS/rpm）

バケット容量

280/2,000

1.6m3

▲ 同社の砂利工場で今もなお現役稼働するEX400H。東濃の
硬い地盤を掘るために、補強が施されている。

創業当時、土木工事を主としてきた中島工務店が、建築を手掛ける

ようになったのは今から40年ほど前のこと。木材生産を地域産業と

する加子母村（当時）の村長が「加子母産の木材を全国にアピールし

てほしい」と相談してきたことから始まる。「家造りなんかやったこともな

い中、他所から人を集めて見様見真似で最初に造ったのが私の家。

今ではみんな上手になって、いい家を造るようになりましたよ」（中島

社長）。

同社が建築を請け負う上での条件、それが「加子母の木を建材に使う

こと」だ。加子母のヒノキ（通称：東濃ひのき）は香り高く色合いも鮮や

か、スギはやわらかくて加工しやすく、どちらも国内外で高い評価を得

ている。木材の他にも、塗り壁に使う土や石も、同じ中津川市に合併

した石材の名産地・蛭川の素材を使用する。「僕らはここで生まれ

育っとるんだから。大都会だろうが日本中どこでも、建材も大工も左官

工もここから連れていく。それ以外でということであれば他所に頼ん

でください、というのがウチのスタンス」（中島社長）。

自給自足できる共同体づくりをめざす同社は、建築以外でも、地元の

食材や工芸品を販売する産直市場の運営、町を挙げてのイベント開催

などに積極的に取り組み、加子母を支え続けている。その甲斐が

あってか、近年、同地への Iターンも増えているという。「いろんなメディア

にも取り上げてもらって、少しは名前も知られてきたかな」（中島社長）。

2027年には中津川市にリニア中央新幹線の駅も開設される予定だ。

もらおうという考え方ではダメ。自分たちの儲けばかりではなく、地球

規模で考えなきゃ」。そう語る中島社長は、日立建機に寄せる期待も

地球規模だ。「日立建機はもっと研究して、世界中の工場でいいもの

を作って、他社が追随できないような建設機械を世界中に売って

いかなきゃ。大きな会社ほど社会に与える影響は大きい。特に油圧

ショベルでいえば、日立建機は世界的に高いシェアを持っているんだ

から、しっかり“日本の日立建機”という看板を背負って、この国を引っ

張っていくことよ」（中島社長）。

毎朝4時に起き、社員と同じ作業着姿で、元日の朝から大晦日の夜

まで365日働き続けるという中島社長。その名刺には24時間いつ

でも直接電話を受けられるようにと、手書きの携帯電話番号が記さ

れている。「生きとる限りは現役でやらないかん。100歳までまだ25

年もある」（中島社長）。建設機械級のパワフルさで、これからも加子

母の木材を世界中へ広め続けていくだろう。

中島工務店のホームページや会社案内のトップページには“地球に

生きる。自然に生きる。加子母に生きる。”というメッセージが書かれ

ている。「なんでもそうだけど、地球が長続きするために、どうすれば

いいかを考えることが大事。だから、私たちは長く使えるものを作り

続ける」（中島社長）。木の家をはじめ自然素材で作られたものは、

化学製品や金属に比べ経年劣化が緩やかと言われている。実際、

木造の社寺仏閣などには築数百年を超えるものが多数存在して

いる。災害にも強く、2018年（平成30年）に発生した大阪府北部

地震の際も、同社が建てた大阪府内の木造住宅は1棟も損壊しな

かったという。

「建設機械だってそう。長く使えるものを作らんと。早く買い替えて

同社が設計・施工した賜恩山退休寺本堂

素材の加工も自社で一貫して行っている

評価は、仕事の依頼だけに限らず、就職希望者が増えていること

にも表れている。

木曽川水系の河川改修工事を行うZX200

EX400は、構造物と油圧システムを大幅に変更
したUH16のフルモデルチェンジ機。大出力エン
ジンと高圧大容量のポンプを搭載、E-P制御
システムを採用することで、大作業量と低燃費を
実現。フロントとトラックガードを強化した、砕石
仕様機EX400Hを他社に先駆けて発売。

アイ
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UH025-7
「選ぶ理由は“ブランド”」

建機を訪ねて

仕事も機械も、信頼が一番。
職人魂が育んだプラスワン精神。05
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小さくても圧倒的に丈夫なエンジン

谷口組が創業した1953年（昭和

28年）は、和歌山県史上最悪の

気象災害 紀州大水害が発生した

年である。当時、大工だった先代

が、地域復興の一助にと土木工事

を請け負ったことから、その歴史が

スタートした。「親父（先代）は厳しい

人で、中学生の頃から仕事を手伝

わされてね。今でもスコップやノコの使い方は若い人にも負ける気が

しないよ」そう語るのは会長・谷口邦弘氏。弟の専務・谷口文英氏と

ともに学生当時から家業を手伝い、同社の発展を支えてきた。

大学で建築を学んだ谷口専務が入社した頃から、同社の主たる事業

は建築業へとシフトしていく。「今の新卒の人は信じられないだろうけど、

当時は大学を卒業したらすぐに人を使う立場になれと言われていた」

（谷口専務）。そんな折、メインの外注業者として仕事を委託していた

崎山組を介し日立建機と出会う。「それまでワイヤ式の機械を使って

いたけど、崎山組が使っていた日立建機の油圧ショベルを見て“おお、

これは良いな”と。それで1979年（昭和54年）にUH02を導入した。

実際乗ってみると本当に良くてね」（谷口会長）。

建築の現場で使用される建設機械は、稼働させる土地の制限もあり、

車体幅5cmの差が大きな差になる。同じスペックの機械でも、同社で

はより小さい方を採用するという。1986年（昭和61年）に導入された

UH025-7は、トラックで運べるコンパクトさと、狭い建設現場での使い

やすさが気に入られ重宝された。同社のオペレータ細田勝久さんは

同機についてこう語る。「サイズは小さくても、エンジンが圧倒的に

丈夫。長い期間乗っていなくても

パッと一瞬で掛かるイメージ。さす

がに足の動きは悪くなったけど、

まだまだ使えるでしょう」。建築の

基礎工事・整地用として長らく活

躍した同機は、現在も資材置場

の整地用として稼働中だ。

UH025-7をはじめ、日立建機の

製品についてその魅力を尋ねると、谷口専務は一言「ブランド」と

答えた。「電化製品も自動車もそうだけど、有名ブランドのものはやは

り品質がずば抜けている。名前だけで中身もだいたい想像がつくし

ね。ウチは物持ちが良い方だけど、故障についてもいらぬ気を使わなく

て済むのは大きい。要は信頼感。そういう意味で、建設機械の中では

日立建機が一番ということ」（谷口専務）。同社の建設機械は40年以

上にわたり、ほぼ日立建機製品のみで統一されている。

和歌山県中部に位置し、世界遺産「熊野古道」が通る

御坊市。谷口組は、1953年（昭和28年）の創業以来、一貫

してこの地に根差し事業を展開している。土木・建築事業

を通して地域活性化を担い続ける同社の社訓は“信頼は

宝なり”。その言葉は、日立建機との関係性にも重なっていた。

代表取締役会長 谷口邦弘氏

オペレータ 細田勝久氏

パワフルなエンジン音はいまだに健在

株式会社谷口組

※谷口組様の資材置き場にて撮影
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社員の約8割が技術者として活躍している

株式会社谷口組
■事業内容：総合建設業（土木・建築・管・造園・塗装 他）、設計・施工
■代表者：取締役会長 谷口邦弘　代表取締役 谷口光
　　　　　専務取締役 谷口文英
■設立：1973年（昭和48年）7月11日（1953年（昭和28年）8月1日創業）
■所在地：和歌山県御坊市湯川町財部698-6
■ホームページ：https://tan27.com/

地域のためにできることを

「この街もシャッターの下りた

店舗が増え、人も少なくなってき

た。会社としても、私自身としても、

少しでも地元に貢献したい」。そう

語る谷口社長は、毎年夏に御坊

市と日高郡の全域で行われる

『御博』の実行委員長を務めて

いる。『御博』は、体験交流型プロ

グラムを通して、御坊市と日高郡で暮らす人と、訪れた人の交流を生み

出す御坊日高の博覧会だ。プログラムに参加する人だけでなく、提供

する人も住む街の魅力を再発見し、地域全体の活性化につなげる

ことを目的としている。

人口減少に加え、御坊市はもうひとつ慢性的な課題を抱えている。地震

による津波への対策だ。太平洋に面し、南海トラフ地震発生時には

津波による甚大な被害も想定される和歌山県。谷口組が根差す御坊

市と日高郡は海抜が低く、過去の南海トラフ沿いで起こった巨大地震

では地区全域に津波による被害が記録されている。

そんな中、同社は2019年（令和元年）御坊市津波避難タワー整備

事業に携わった。ただ、現在御坊市に設置されている津波避難

タワーは、わずかに3基のみ。同じ南海トラフ地震の被害が想定される

静岡県などに比べると、県としての対策が圧倒的に遅れている。「近年

の台風被害に対応する災害復旧工事もそうだけど、私たちにできる

ことはまだまだある。この街にとって、谷口組が必要な会社だと思って

もらえるようにがんばります」（谷口社長）。

地域を支える企業を建設機械で支えていく。日立建機にできること

も、まだまだ残されているはずだ。

「職人の仕事は“ゆっくり慎重にやる＝良い”ではない。大工・左官

工・タイル工…いずれもゆっくり慎重にやる人とテキパキ丁寧にや

る人を比べると、後者のほうが仕上がりもキレイ。特に雨が多い国

で、ゆっくりやって良いことはひとつもない。どんな仕事でも言える

ことだけど、仕事が早い人は段取りが良いということ」。

これらのプラスワン精神が最も如実に表れるのが基礎工事だ。同社の

基礎工事の丁寧さや美しさは、地元の設計士の間でも評判で、実際

その声に引き寄せられる形で新しい仕事が舞い込むこともあるという。

「一般の人には見えないところだけど、私たちは信頼で仕事をとっている

のだから、目に見えない部分こそ大切にする」（谷口専務）。建設機械に

も徹底して信頼感を求める同社の思いが、その一言ににじみ出ていた。

谷口組の社訓は“信頼は宝なり”。社長の谷口光氏は「ウチは昔ながら

の職人気質。常にお客さまが要望している以上のことをやる“プラス

ワン精神”を心掛け、信頼を得ている」と語る。他の工務店が予算に

見合った仕事だけで収めるところを、その範囲を超えてでも丁寧に

仕上げるという。

特にこだわるのが工事のスピードだ。納期を守るのは当然として、プラス

ワンのスピードで応える。その理由について、谷口専務はこう語る。

見えない部分を大切に

「日立建機の人は相談しやすいし、

無理も聞いてくれるし、点検もしっ

かりやってくれる」（谷口会長）、「これ

までの担当者も人柄が良いし、あい

さつの声も大きい」（谷口専務）。

40年以上にわたる取引の中で、

谷口組と日立建機日本日高営業

所は、良好な関係を続けている。

「人も含めてのブランド」と語る専務は、こう続けた。「どの仕事も営業は

やっぱり顔を出すことが大事。回数を重ねたらそれだけ面識も増える

しね」。訪ねる理由は“近くに来たから”で構わない。“こんな機械出まし

たよ”とパンフレットを持ってきてくれるだけでいい。ともすればうるさく

感じてしまいそうな営業訪問も、同社は常に優しく迎えてくれる。

「私たちも人付き合いは大事だと思うから。極端な話、同業他社が人

付き合いで私たちの仕事を奪ったとしても納得できるし、私もお客さん

だったら同じように選んでいる」（谷口会長）。

専務取締役 谷口文英氏

T O P I C

谷口組が取り組む建築サービスは、企業社屋・店舗・工場・マン

ション・倉庫などの民間工事から、学校などの公共工事まで多岐

に及ぶ。2019年（令和元年）に竣工した和歌山県立南部高等

学校実習棟の建築工事も同社が請け負った。

地元の紀州材が全面に使われ、和歌山県下最大の木造建築

として注目を集めた同棟。延べ面積1,700m2を超える大型木造

建築ゆえに、原木からそのまま柱や梁を切り出すことができず、

木材積層など多くの工程を必要とした。資料も限られたため、

現場の苦労は絶えなかったという。「木造はかんたんなようで

難しい。素材が生きているからね。限られた工期で本当によく

がんばった」と谷口専務はスタッフを称えた。

現在、同棟には新鮮な農産物・パン・アイスクリーム等を提供する

販売実習室が設置され、地域の方 と々生徒たちとのコミュニケー

ションの場として広く開放されている。

県下最大の木造建築を竣工

UH025-7

特徴

定格出力（PS/rpm） 53/2,150

運転質量 6.5t

号機 6466

納入年 1986年（昭和61年）

▲現場の第一線を退いたUH025-7。現在もエンジンはしっかり
可動し、資材置場の整地などに活用されている。

バケット容量 0.25m3

代表取締役社長 谷口光氏

2013年（平成25年）に導入された後継機ZX75USBL-3

UH025-7は、3連ギアポンプを組み合わせた独創
的な3ポンプ・3バルブ方式のOHS（Optimum 
hydraulic system）システムにより、6トンクラス
の油圧ショベルで初めて走行時の複合操作で
直進走行できるようにした。都市土木での利便
性を高めるため、側構掘りフロントやブレードなど
のアタッチメントを豊富に揃えて1984年（昭和
59年）に発売。

※谷口組様の資材置き場にて撮影
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80,000時間近い稼働でも高い稼働率を維持し続ける日立建機のマイニングショベル。機械の性能だけでなく、サービスの

充実に努めた日立建機オーストラリアの長年の努力にも、お客さまの現場からの熱烈な支持があった。今回は2人のキーマン

に話を伺った。

建機を訪ねて

高稼働率で築いた信頼。さらなる
ソリューションでお客さまの期待に応える。06

L E G E N D Stanwell Corporation Limited

ミャンドゥ鉱山に初めて日立建機のマイニングショベルが導入された

のは1987年（昭和62年）で、UH801 バックホウフロント仕様（160

トンクラス）が納入された。

同機が選ばれた背景には、クイーンズランド州中部にあるカラー鉱山

に納入されていたローディングショベル仕様のUH801 3台が高い

稼働率を維持し、好評価を得ていたことにある。

当時、表土剥ぎは大きなドラグラインを使用して掘削・放土し、油圧

ショベルとダンプトラックの組み合わせで石炭の掘削・積み込みを

行っていたが、そこでUH801が真価を発揮した。

その後、ミャンドゥ鉱山ではUH801の実績から、新シリーズEX3500

の納入に繋がった。

スタンウェル社は、オーストラリア・クイーンズランド州政府の直営企業。

クイーンズランド州最大の電力会社であり、同州の発電事業資産を

所有し運営している。同社は高い効率を誇る2か所の最新の石炭

火力発電所（ロックハンプトンのスタンウェル発電所、サウスバー

ネットのタロン北発電所）を所有し、オーストラリア東海岸沿いの大

規模な商業・工業顧客に直接電力を販売している。

スタンウェル社のグループ会社であるスタンウェルエナジー社は、

グリーン電力（再生可能エネルギー）プロバイダとして認定されており、

CO2排出の少ない再生可能エネルギーも含めて、お客さまに電力を

供給している。

1978年（昭和53年）、クイーンズランド州政府はタロン発電所の

建設を決定し、ミャンドゥ鉱山での最初の作業が始まった。1984年

（昭和59年）、ミャンドゥ鉱山は発電所への定期的な石炭供給を開始

し、その後発電設備を増強するにつれて、徐 に々供給を増やしてきた。

2003年（平成15年）にタロン北発電所が建設されると、石炭供給

量はさらに増加した。

同鉱山には現在4つの採掘

場があり、スタンウェル社の

タロン発電所を長期にわたって

支える中心となっている。

の機械を導入しましたが、非常に厳しい条件だったのでうまく進まず、

EX5500-5を持ち込み掘削したことで、生産が遅れていたのを見事

に挽回することができました」。

また、ジェイコブ氏が特に気に入っているのが、そのパワーだ。「この

マイニングショベルは大きな掘削力のみならず、稼働時間が80,000

時間近くに達しましたが、今でも高い稼働率を維持しています。

オペレータは、常 “々最高のマイニングショベル”と話していますよ。これ

は大変素晴らしいことです。このような現場からの信頼が得られて

いなければ、とっくの昔に入れ替えられていたことでしょう。EX5500-5

を所有することは非常に喜ばしい経験です。私たちにとっては、いつまで

も信頼できる機械です」（ジェイコブ氏）。

さらに、ミャンドゥ鉱山ではEX8000-6とEH5000AC-3を導入する

ことによって、効率化を図ることができた。これまで1台のマイニング

ショベルに対し、ダンプトラック4台で運搬していたが、ダンプトラック

3台で効率よく運搬できるようになり、大幅なコスト削減を実現できた

という。

ジェイコブ氏は、ミャンドゥ鉱山と日立建機との関係を振り返り、その

協力関係を誇りに思うと語る。「ミャンドゥ鉱山と日立建機との良い

関係は、お互いにいつも意見を出し合い、有益な考えを導き出せること

だと思う。現場のニーズをそれぞれの視点で見て、一緒に素晴らしい

成果を上げることができました」（ジェイコブ氏）。

ミャンドゥ鉱山では、これまでもEX8000-6やオーストラリアに初上陸

したEH5000AC-3を購入したという歴史がある。ジェイコブ氏は、この

決断によりミャンドゥ鉱山の生産性が向上するとともに、機械は日立

建機によって十分にサポートされているという。「マシンはいつも期待

通りに働いてくれました。むしろ期待以上に働いてくれたと言えます。

稼働率に関しては常に目標を上回っており、日立建機のマイニング

ショベルは、さらに目標を上回る稼働率を達成していて、非常に満足

しています」。

そんなジェイコブ氏の側にはいつも

マイニングアセットマネージャ、

ジム・ヤング氏がいる。1978年

（昭和53年）からこの現場で働き、

日立建機と長年にわたる関係を

築き、EX5500-5のパフォーマンス

と日立建機の継続的なサポートに

大きな感銘を受けたという。「日立

建機から得たサービスとサポートは、ミャンドゥ鉱山の長期的な成功

の重要な鍵となっています」（ジム氏）。

購入したマイニングショベルやダンプトラックは、10年以上にわたって

確実に稼働させる必要があるため、継続的なサポートが不可欠だ。

「現場での日立建機のサービスとサポートは、実に素晴らしいものです。

一言で言えば、私にとっての“Hitachi”とはズバリ“信頼性”と同義

ですね」（ジム氏）。

生産量の拡大に伴い、その後納入されたEX5500-5は、現在

80,000時間近く稼働している。同機も非常に高い稼働率を維持し、

現場からの信頼も高く、ミャンドゥ鉱山で稼働するマイニングショベル

の中で最長を誇る。ミャンドゥのチームは、過酷な状況でも性能をフル

に発揮するEX5500-5に特別な愛着を持っているという。13年間に

わたり使用されているにもかかわらず、今もなお最も信頼性の高い

マシンのひとつなのだ。

現場マネージャ代理であるジェイ

コブ・オーベル氏は、2012年

（平成24年）にミャンドゥ鉱山に

入社し、以来EX5500-5とともに

働きつづけている。マイニングエン

ジニアとしてのバックグラウンドを

持ち、以前は穿孔･発破を行う

会社で働き、その後シェールオイル会社に勤務した経験を持って

いる。ミャンドゥ鉱山でテクニカルマネージャとして働き始めて以来、

環境マネージャ、そして現在の現場マネージャなど、さまざまな役割を

担当してきた。

「ここで働き始めて以来、2つのマイニングショベル（EX8000-6と

EX5500-5）、ダンプトラック（EH5000AC-3）、そして日立建機の

グループ会社であるウェンコ社が提供する運行管理システムを導入

するなど、多くの日立建機製品を取り扱ってきました。私は長年にわた

り、日立建機とともに実に多くの経験を積んでいます」（ジェイコブ氏）。

EX5500-5は、非常に厳しい採掘現場でも耐久性のあるマイニング

ショベルとして定評がある。硬い表土を掘削する際に、大きな掘削力

を発揮し、他の場所で計画通りに進まないときに、同機を使用する

ことで作業量を挽回できた。

ジェイコブ氏は、これまでEX5500-5と苦労したことの中で印象に残る

出来事について、こう回想した。「ドラグラインを使用している現場

で、生産が停滞する事態が発生し、鉱山計画全体の遅延につながる

問題に直面しました。現場のチームは当初、表土を除去するための別

ジェイコブ・オーベル氏

タロン発電所

EX5500-5
「日立建機」は「信頼性」と同義

クイーンズランド州最大の発電会社 はじまりはUH801

ミャンドゥ鉱山の歴史
EX5500-5と２人の男たち
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Stanwell Corporation Limited

■ホームページ：https://www.stanwell.com

建機を訪ねて
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の機械を導入しましたが、非常に厳しい条件だったのでうまく進まず、

EX5500-5を持ち込み掘削したことで、生産が遅れていたのを見事

に挽回することができました」。

また、ジェイコブ氏が特に気に入っているのが、そのパワーだ。「この

マイニングショベルは大きな掘削力のみならず、稼働時間が80,000

時間近くに達しましたが、今でも高い稼働率を維持しています。

オペレータは、常 “々最高のマイニングショベル”と話していますよ。これ

は大変素晴らしいことです。このような現場からの信頼が得られて

いなければ、とっくの昔に入れ替えられていたことでしょう。EX5500-5

を所有することは非常に喜ばしい経験です。私たちにとっては、いつまで

も信頼できる機械です」（ジェイコブ氏）。

さらに、ミャンドゥ鉱山ではEX8000-6とEH5000AC-3を導入する

ことによって、効率化を図ることができた。これまで1台のマイニング

ショベルに対し、ダンプトラック4台で運搬していたが、ダンプトラック

3台で効率よく運搬できるようになり、大幅なコスト削減を実現できた

という。

ジェイコブ氏は、ミャンドゥ鉱山と日立建機との関係を振り返り、その

協力関係を誇りに思うと語る。「ミャンドゥ鉱山と日立建機との良い

関係は、お互いにいつも意見を出し合い、有益な考えを導き出せること

だと思う。現場のニーズをそれぞれの視点で見て、一緒に素晴らしい

成果を上げることができました」（ジェイコブ氏）。

ミャンドゥ鉱山では、これまでもEX8000-6やオーストラリアに初上陸

したEH5000AC-3を購入したという歴史がある。ジェイコブ氏は、この

決断によりミャンドゥ鉱山の生産性が向上するとともに、機械は日立

建機によって十分にサポートされているという。「マシンはいつも期待

通りに働いてくれました。むしろ期待以上に働いてくれたと言えます。

稼働率に関しては常に目標を上回っており、日立建機のマイニング

ショベルは、さらに目標を上回る稼働率を達成していて、非常に満足

しています」。

そんなジェイコブ氏の側にはいつも

マイニングアセットマネージャ、

ジム・ヤング氏がいる。1978年

（昭和53年）からこの現場で働き、

日立建機と長年にわたる関係を

築き、EX5500-5のパフォーマンス

と日立建機の継続的なサポートに

大きな感銘を受けたという。「日立

建機から得たサービスとサポートは、ミャンドゥ鉱山の長期的な成功

の重要な鍵となっています」（ジム氏）。

購入したマイニングショベルやダンプトラックは、10年以上にわたって

確実に稼働させる必要があるため、継続的なサポートが不可欠だ。

「現場での日立建機のサービスとサポートは、実に素晴らしいものです。

一言で言えば、私にとっての“Hitachi”とはズバリ“信頼性”と同義

ですね」（ジム氏）。

生産量の拡大に伴い、その後納入されたEX5500-5は、現在

80,000時間近く稼働している。同機も非常に高い稼働率を維持し、

現場からの信頼も高く、ミャンドゥ鉱山で稼働するマイニングショベル

の中で最長を誇る。ミャンドゥのチームは、過酷な状況でも性能をフル

に発揮するEX5500-5に特別な愛着を持っているという。13年間に

わたり使用されているにもかかわらず、今もなお最も信頼性の高い

マシンのひとつなのだ。

現場マネージャ代理であるジェイ

コブ・オーベル氏は、2012年

（平成24年）にミャンドゥ鉱山に

入社し、以来EX5500-5とともに

働きつづけている。マイニングエン

ジニアとしてのバックグラウンドを

持ち、以前は穿孔･発破を行う

会社で働き、その後シェールオイル会社に勤務した経験を持って

いる。ミャンドゥ鉱山でテクニカルマネージャとして働き始めて以来、

環境マネージャ、そして現在の現場マネージャなど、さまざまな役割を

担当してきた。

「ここで働き始めて以来、2つのマイニングショベル（EX8000-6と

EX5500-5）、ダンプトラック（EH5000AC-3）、そして日立建機の

グループ会社であるウェンコ社が提供する運行管理システムを導入

するなど、多くの日立建機製品を取り扱ってきました。私は長年にわた

り、日立建機とともに実に多くの経験を積んでいます」（ジェイコブ氏）。

EX5500-5は、非常に厳しい採掘現場でも耐久性のあるマイニング

ショベルとして定評がある。硬い表土を掘削する際に、大きな掘削力

を発揮し、他の場所で計画通りに進まないときに、同機を使用する

ことで作業量を挽回できた。

ジェイコブ氏は、これまでEX5500-5と苦労したことの中で印象に残る

出来事について、こう回想した。「ドラグラインを使用している現場

で、生産が停滞する事態が発生し、鉱山計画全体の遅延につながる

問題に直面しました。現場のチームは当初、表土を除去するための別

厚い信頼関係で結ばれているジェイコブ氏、ジム氏、そしてEX5500-5

ミャンドゥ鉱山で稼働するEX5500-5は、生産性・耐久性・信頼性に

おいて高い実績を上げたマイニング機械の代表例である。

日立建機は、これまで培った信頼関係をベースに、現場の安全性や

業務の効率性をさらに向上させるために、お客さまと連携し、日立

建機が進める“Solution”を進化させていく必要がある。AHS開発

への協力は、その好例である。

EX5500-5

特徴

運転質量 518t

納入年 2006年（平成18年）

号機 541

稼働時間 76,896Hrs

定格出力（PS/rpm）

バケット容量

1,320/1,800×2

29m3

▲行き届いたメンテナンスで高い稼働率を維持するEX5500-5。

EX5500-5は米国環境保護局排ガス規制
適合エンジンをいち早く搭載したモデル。セン
シング機能を大幅に強化し、信頼性・整備性を
向上。液体封入防振マウント付き新型キャブの
搭載と監視カメラの設定により、居住性・耐久
性・安全性を向上。

EH5000AC-3に積み込むEX5500-5

ジム・ヤング氏

出番の時を待つEX5500-5 EH5000AC-3

日立建機のオーストラリアの代理店

1973年（昭和48年）

1979年（昭和54年）

1981年（昭和56年）

1988年（昭和63年）

1999年（平成11年）

1999年（平成11年）

アベイリングバーフォードオーストラリア

【日立建機オーストラリア事務所】

ドミノインダストリーズグループ

ブラックウッドホッジ（オーストラリア）

丸紅建設・鉱山機械

日立建機（オーストラリア）

ミャンドゥ鉱山のロケーションマップ

クイーンズランド州

オーストラリア

スタンウェル発電所

タロン発電所
ミャンドゥ鉱山

お互いのさらなる進化に向けて
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建機を訪ねて

過去の栄光を取り戻す長い旅。
憧れの名機に注がれた生涯の情熱。07

L E G E N D Dormer Construction Ltd

約10年前、マーチコンストラクション社がついにこのUH12-1を廃棄

しようとしていた時に、その当時すでに独立し会社を経営していた

ドーマー氏が救出に訪れた。「機械は破損していて、エンジンは動か

なくなっていました。私は、このUH12-1を修復しようという思いで引き

取りました」（ドーマー氏）。

これが長く、費用のかさむ作業のはじまりだった。ドーマー氏は2年の

歳月を費やし、UH12-1をかつての姿へと復活させた。最も難航した

問題のひとつが、日立建機製純正エンジンを復元するのに、その部品

を見つけることだったという。最終的にエーシーストビーエンジンリコン

ディショナーズ社のダーク氏と協力して、この困難な作業に対する解決

策を見い出した。「元の部品を可能な限り回収し、購入できないその

他多くの部品は自分たちで作りました」（ドーマー氏）。

UH12-1の錆びたキャビンは、新しいパネルと塗装で完全に修復され、

新品のようになった。「この作業にはたくさんの費用、プライド、そして

喜びが注がれています。日立建機が大きな関心を持って支援して

くれたので助かりました」（ドーマー氏）。

ドーマー氏は現在、UH12-1への愛情を2人の息子マックスとエドガー

に伝えている。息子たちはワクワクしながらキャビンに飛び乗り、父親

が油圧ショベルのエンジンをかけて動かすのを一緒に楽しんでいる。

彼らは、ドーマー氏が収集している日立建機のビンテージ帽子を

ニュージーランドのクライストチャーチ北部、交通量の多い国道沿い

を走るドライバーの多くは、緑の垣根の奥に一瞬見えるオレンジ色

の建設機械が、信じがたい歴史の一片であることを知らない。

排水設備と土木請負を手掛けるドーマーコンストラクション社の誇り

は、日立建機の油圧ショベルUH12-1だ。「日立建機製のエンジンは

短期間しか製造されていなかったので、これは非常に珍しい1台です」。

そう語るのは、ドーマーコンストラクション社を創業し、UH12-1の

所有者でもあるピート・ドーマー氏。同氏は、日立建機製の純正

エンジンを備えた同型のショベルでフル稼働できるのは、世界中で

この1台だけであると考えている。

ドーマー氏は日立建機の建設機械に対して、生涯にわたり情熱を

注いでいる。その歴史は、同氏が学生時代の休暇中にカンタベリーの

請負会社でアルバイトをしていた時代にまでさかのぼる。彼が運転

質量30トンのUH12-1を初めて見たのは、アルバイトをしていた会社の

ひとつであるマーチコンストラクション社。同機は、製造された翌年の

1976年（昭和51年）に開かれた国際的な日本製建設機械のエキ

スポで購入された油圧ショベルだった。「この建設機械はマーチ

コンストラクション社の車両の中で唯一私が運転することを許されて

いない1台でしたが、代わりにそのオペレータのアーサー・トッカー氏

が運転するのをいつも見ていました。彼はとても有能な油圧ショベル

のオペレータで、15,000時間もの操作経験があり“アート”と呼ばれて

いました。アートは、機械の保守にも非常に気を使い、毎朝燃料タンク

から水抜きをしていました。そして、グリースは時々大量に給脂するの

ではなく、少量を頻繁に給脂する方が良いことも、私に教えてくれま

した」（ドーマー氏）。

かぶって、この油圧ショベルから家を眺めているという。油圧ショベルに

は「Hitachi」のエンブレムがキラキラと輝き、オリジナルの空圧、油圧、

エンジン回転、そして電流の計測器が備わっている。

「この油圧ショベルの特徴は、フットペダルの操作を油圧制御では

なく、空圧で制御する点です」とドーマー氏は語る。主要道路から

見えるため、敷地に入って来てUH12-1を見せてほしいと言う人もいる

そうだ。ドーマー氏は最近、南に5時間ほど離れた場所で開催された

ワナカ建設展にこのショベルを展示した。「UH12-1は唯一の油圧

ショベルで、唯一のオレンジ色の機械でした。年配の方 は々懐かしく

思っていたようで、たくさんの素晴らしい意見を聞くことができました」

（ドーマー氏）。

また、廃棄機械の置き場から、さらに古い油圧ショベルを引き取った。

「UH06-1とUH03-DTも救出しました。これらもUH12-1と同様に

素晴らしいショベルです。古い油圧ショベルをよみがえらせることに、

大きなやりがいを感じています」。

UH12-1の操作レバーを握るピート・ドーマー氏

ピート・ドーマー氏がわずか17歳の時に立ち上げたドーマーコンストラクション社。ニュージーランド カンタベリー地域

のさまざまな土木建設プロジェクトに関わり、有力な土木建設プレーヤになっている。ドーマー氏の日立建機の油圧

ショベルへの愛情のおかげで、UH12-1は2年間にわたる精力的な復元により、かつてスクラップ寸前だった機械は、

過去の栄光を取り戻した。

UH12-1
「私には日立建機のオレンジが染みついている」

運命の1台との出会い 輝きを取り戻したUH12-1
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Dormer Construction Ltd
■事業内容：パイプライン、土地造成開発を専門とするニュージーランド全域の

土木工事

■代表者：ピート・ドーマー
■設立：1994年（平成6年）
■所在地：779 Main North Road, Woodend, Christchurch. NZ
■ホームページ：https://www.dormer.co.nz

建機を訪ねて

07
L E G E N D

約10年前、マーチコンストラクション社がついにこのUH12-1を廃棄

しようとしていた時に、その当時すでに独立し会社を経営していた

ドーマー氏が救出に訪れた。「機械は破損していて、エンジンは動か

なくなっていました。私は、このUH12-1を修復しようという思いで引き

取りました」（ドーマー氏）。

これが長く、費用のかさむ作業のはじまりだった。ドーマー氏は2年の

歳月を費やし、UH12-1をかつての姿へと復活させた。最も難航した

問題のひとつが、日立建機製純正エンジンを復元するのに、その部品

を見つけることだったという。最終的にエーシーストビーエンジンリコン

ディショナーズ社のダーク氏と協力して、この困難な作業に対する解決

策を見い出した。「元の部品を可能な限り回収し、購入できないその

他多くの部品は自分たちで作りました」（ドーマー氏）。

UH12-1の錆びたキャビンは、新しいパネルと塗装で完全に修復され、

新品のようになった。「この作業にはたくさんの費用、プライド、そして

喜びが注がれています。日立建機が大きな関心を持って支援して

くれたので助かりました」（ドーマー氏）。

ドーマー氏は現在、UH12-1への愛情を2人の息子マックスとエドガー

に伝えている。息子たちはワクワクしながらキャビンに飛び乗り、父親

が油圧ショベルのエンジンをかけて動かすのを一緒に楽しんでいる。

彼らは、ドーマー氏が収集している日立建機のビンテージ帽子を

T O P I C

ドーマーコンストラクション社は、職場の衛生と安全への取り

組みが認められ、2015年（平成27年）11月にカンタベリー土木

請負業者賞でTri Ex Health and Safety Awardを受賞した。

同社には、プロジェクトマネージャーとマネージングダイレクター

が管理するサイトセーフティ管理計画がある。全従業員が職場

の衛生と安全に関するトレーニングを受けており、職場内の安全

性の確保や危険の特定に努めているという。

衛生的で安全な職場をめざして
かぶって、この油圧ショベルから家を眺めているという。油圧ショベルに

は「Hitachi」のエンブレムがキラキラと輝き、オリジナルの空圧、油圧、

エンジン回転、そして電流の計測器が備わっている。

「この油圧ショベルの特徴は、フットペダルの操作を油圧制御では

なく、空圧で制御する点です」とドーマー氏は語る。主要道路から

見えるため、敷地に入って来てUH12-1を見せてほしいと言う人もいる

そうだ。ドーマー氏は最近、南に5時間ほど離れた場所で開催された

ワナカ建設展にこのショベルを展示した。「UH12-1は唯一の油圧

ショベルで、唯一のオレンジ色の機械でした。年配の方 は々懐かしく

思っていたようで、たくさんの素晴らしい意見を聞くことができました」

（ドーマー氏）。

また、廃棄機械の置き場から、さらに古い油圧ショベルを引き取った。

「UH06-1とUH03-DTも救出しました。これらもUH12-1と同様に

素晴らしいショベルです。古い油圧ショベルをよみがえらせることに、

大きなやりがいを感じています」。

の工事を請け負っており、近年ではクライストチャーチ大地震後の

市街地復興での緻密な施工運営で大きな貢献を果たしている。

これまでに、約60台の日立建機製油圧ショベルを所有してきたと

いう同社。「最初の5カ月は1台の油圧ショベルを借り、その後十分な

資金を貯めて日本へ行き、日立建機の油圧ショベルEX200-5を

初めて購入しました。信頼性と生産性では、この業界で日立建機が

リーダであると思っています」（ドーマー氏）。

現在、同社は25名の社員を抱え、20台を超える日立建機の

油圧ショベルを稼働させている。最新の油圧ショベルは

ZX225USLCK-5Bだ。「ニュージーランドの経済は堅調です。私たち

は、この国全土でパイプラインの敷設工事、大規模な土木工事、建設

プロジェクトを完成させ、着実に成長しています」（ドーマー氏）。

油圧ショベルと土木工事への憧れは幼少期にまでさかのぼる、と

ドーマー氏は語る。「5歳の頃から砂場が大好きでした。今は砂場と

おもちゃがずっと大きくなり、より高価になっただけですね」。学校を

卒業してすぐ、17歳でドーマーコンストラクション社を起業し、25年

が経過した。

事業開始から、会社は規模・事業領域ともに大きな成長を続けた。

同社は、治水関係を含む土木インフラ事業において、幅広い経験

を持っている。同社の土留め工事は、地下施設、ダム、ポンプ施設、

排水溝と多様なプロジェクトに対応。困難を極めるさまざまな土質

へ挑戦し続け、卓越した排水技術を手に入れた。自治体からも多く

ドーマー氏は自身に「日立建機のオレンジの血が流れている」ことを

誇りに思い、日立建機およびケーブルプライス社（ニュージーランドの

日立建機グループ会社）との固いパートナーシップに感謝していると

いう。「事業を始めて以来、ずっとケーブルプライス社と取引をしています

が、彼らはいつも素晴らしいセールスチームと製品で支援してくれます。

アンドリュー・マッコイ氏は優れたセールスマンで、彼の知識や我々

に対する敬意は、お互いにとって大きな財産となっています」。

UH12-1の修復は困難な作業で、予想以上に長くかかったものの、

UH12-1

特徴

運転質量 30t

製造年 1975年（昭和50年）

定格出力（PS/rpm）

バケット容量

200/2,000

0.8～1.4m3

▲長い年月を経て、現役当時の勇姿をよみがえらせたUH12-1。
日立建機製の純正エンジンを備えた同型のショベルで、今も
なおフル稼働できるのは、おそらく世界中でこの1台のみだ。

UH03、UH06に続く油圧ショベル第3弾で、
当社初の大型油圧ショベル。クラス最大級の
掘削の深さ（7.6m）で、砂利の深堀りに威力を
発揮。大出力の自社製エンジンK60ASを搭載。
油圧システムは可変容量の2ポンプ2バルブ
システム。操作しやすい2本レバーを初めて採用
し、操作力低減のために空圧アシストを用いた。

非常にやりがいのあるものだったと言うドーマー氏。「長期間にわたる

作業をやり遂げて、達成感を味わえることは有意義でした。さまざまな

展示会で、この油圧ショベルを実稼働する機械として紹介し、クラシック

な建設機械のファンにお見せする機会をつくりたいと考えています」。

同氏の究極の夢は、この日立建機の象徴的な機械を、すべてのはじまり

の地である日本で紹介することだという。

マーチコンストラクション社で稼働していた頃のUH12-1

ケーブルプライス社のアンドリュー・マッコイ氏（左）とドーマー氏（右）

日立建機のビンテージ帽子をかぶるドーマー氏とその息子たち

ドーマーコンストラクション社とケーブルプライス社のロケーション

ウェリントン

クライストチャーチ

土木・建設工事への情熱

いつか、はじまりの地へ
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Nasta AS

ナスタ社は、38年間にわたりノルウェーで日立建機の正規代理店

として建設機械の販売を行っている。創業は1929年（昭和4年）、

ソーレン・レード氏がラヴィクに小さなガソリンスタンドを開業したこと

から、その歴史が始まった。そこから91年、現在までにノルウェーの建設

機械業界のリーディングカンパニーのひとつへと成長を遂げている。

本社は、創業以来変わらずラヴィクに根ざし、ノルウェー全土に7つ

の支店を戦略的に配置。お客さまにサービス契約とファイナンス

ソリューションを推進することで、他社との差別化を図っている。さら

には、顧客ニーズに応え、再生と組立てができる専用の生産部門を

構えている。

創業90周年を超える老舗企業

同機は、ナスタ社の中古車を担当する営業のエスペン・アンデルセン

氏（右写真）によって発見された。ノルウェー国内には、他にも古い日立

建機の油圧ショベルが数台あるが、同機はその製造番号が非常に

若かったことで彼の目に留まった。発見後、エスペン氏はすぐに購入し、

自社のアフターセールス部門へ改修を依頼した。この信頼できる機械

は今でも稼働可能で、ナスタ社は内外装の全面改修を計画している。

同社は今、ラヴィク本社にこのUH081を誇らしげに展示している。

■代表者：トム・ヨハンセン
■代理店契約年：1982年（昭和57年）

■設立：1929年（昭和4年）
■所在地：Bommestadmoa 8 3270 Larvik, Norway
■ホームページ：https://www.nasta.no

ラヴィクのナスタ社前に集う経営陣

ナスタ社は2019年（令和元年）に90周年を祝うとともに、祝賀行事

のひとつとしてUH081を「こころのふるさと」に戻した。同時に、長年取引

のあるお客さまとその信頼できる機械にハイライトを当て、ナスタ

社のソーシャルメディアチャンネルで“クラシックマシン”を重点的に

紹介した。UH081は、ナスタ社が発売した最初の1台で、しかもその

号機（16225）から同機が初期の機械であることが判明した。

同機は、他の日立建機の油圧ショベルとともに1982年（昭和57年）

6月21日にノルウェーに到着。1983年（昭和58年）6月に納入

されたオイヴィンド・フルストル氏が、UH081の最初のオーナーだった。

お客さまの会社ロゴは、現在も同機の一番目立つ場所に貼られて

いる。

UH081が迎えた特別な記念日

UH081（国内モデル：UH07-3）

特徴

運転質量 18.5t

納入年 1982年（昭和57年）

号機 16225

定格出力（PS/rpm）

バケット容量

105/1,750

0.8m3

1977年（昭和52年）に発売したUH07-3の
輸出向けモデルで、現在の油圧ショベルの基本
構造を取り入れた最初のモデル。エンジンの大出
力化、ポンプ定格圧力UP等で大作業量を達成、
またキャブの大型化や操作系へのアシストバルブ
採用による操作力低減など居住性を向上。

エスペン・アンデルセン氏は、UH081がノルウェーに到着した1カ月後に誕生。
彼らは毎年同じ年齢を重ねている

ラヴィクにあるナスタ社本社。今後この場所にUH081の永久展示が予定されている

ナスタ社に展示されているUH081

O u r
D e a l e r s

ノルウェー
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Rotator OY

ロテーター社が設立されたのは1961年（昭和36年）。その歴史は、

1954年（昭和29年）に前身会社であるラッケンヌスコーネ社が創業

したことから始まる。家族経営の同社は、37年にわたり日立建機製品

の輸入販売とサービスを行ってきた。現在、全国8拠点に150名の

従業員を抱え、その多くはアフターセールス部門で働いている。

ロテーター社のレンタル事業はロタレント社、ならびに同社の子会社で

あるロテーター・エエスティ社で行われている。ロテーター・エエスティ

社は日立建機ヨーロッパ社のエストニアの正規代理店だ。

建設、砕石、鉱山分野において必要とされる日立建機製品に加え、

高所作業車、クレーン、テレハンドラー、フォークリフト、コンパクトな

破砕機と選別機、締固め機、路面清掃ロボットをフィンランド市場

に供給している。

1983年（昭和58年）以来、Hitachiブランドを取り扱う企業として長い

歴史を歩んできた同社は、フィンランド市場に輸入された最も古い

日立の機械をいくつか展示し、その歴史を示したいと強く望んでいた。

そこで、日立建機の代理店30周年を迎えるにあたり、自社が初めて

販売した機械を探し出すことを決断した。

創業65年を超える代理店

ロテーター社は、1983年（昭和58年）以降フィンランド国内において

日立建機を象徴する企業であり続けたこと、そして日立の油圧ショベル

が過去40年以上にわたってどのように発展してきたかを示したかった。

もし、同社がこのタイミングで動いていなければ、改修できる可能性が

あった油圧ショベルはすべて失われていたであろう。同じ時代の古びた

油圧ショベルは存在はしているが、このUH081はいまだに稼働する

ことができる。改修プロジェクトの完了以来、同機はさまざまな展示会

に出展されている。

■代表者：ヤリ・ヴァルタネン
■代理店契約年：1983年（昭和58年）

■設立：1961年（昭和36年）
■所在地：Tuottotie 4, PL 10, 33961 Pirkkala, Finland
■ホームページ：https://www.rotator.fi

ロテーター社の最高経営責任者 ヤリ・ヴァルタネン氏

日立の油圧ショベルの国内1台目を探す中で、2台目の輸入機を

発見。全面改修プロジェクトがスタートした。キャブにかなりの損傷が

あったが、その補修部品が手元に無かったため、技術チームは部品

を広範囲に探した。

そして、6台目の輸入機を見つけることができ、必要な部品すべてを

良好な状態で揃えることができた。すべての改修作業は、2012～

2013年（平成24年～25年）にかけてロテーター社の技術者により

完了。完成したUH081は2台のマシンを組み合わせて復元されたもの

で、ほぼ100％オリジナルの状態である。

2つのUH081を1つに

UH081（国内モデル：UH07-3）

特徴

運転質量 18.5t

製造年 1978年（昭和53年）

号機 18202

定格出力（PS/rpm）

バケット容量

105/1,750

0.8m3

1977年（昭和52年）に発売したUH07-3の
輸出向けモデルで、現在の油圧ショベルの基本
構造を取り入れた初のモデル。エンジンの大出力
化、ポンプ定格圧力UP等で大作業量を達成。
キャブの大型化や操作系へのアシストバルブ
採用による操作力低減等の居住性を向上。

UH081の改修チーム

ピルッカラのロテーター社本社前で行われた展示会の様子

フィンランド

O u r
D e a l e r s
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Kiesel GmbH

60年以上もの間、Kiesel（キーゼル）という名前は「最新技術」「トップ

レベルの品質」「建設機械とマテリアルハンドリング機のサービス」の

会社として知られてきた。現在、キーゼルグループはドイツ、オーストリア

とポーランドに販売とサービスネットワークを築いている。

キーゼル社は、一生懸命仕事に取り組み、競争力に優れたパートナー

を求めるお客さまと協働している。強固なサービス哲学は、キーゼル

社の企業文化の礎となっており、テクニカルサポート、部品、アタッチ

メントなどの各種業務に対する考え方と行動を方向付けている。

キーゼルグループは、現在40以上の拠点を構え、従業員は1,000人

を超える。日立建機の正規代理店であり、Zaxis油圧ショベル、

ZWホイールローダ、EHダンプトラックの販売、およびこれらの製品の

アタッチメントや特殊なアプリケーションも供給している。

2018年（平成30年）、日立建機はキーゼル社のグループ会社KTEG 

Technologie Entwicklung（KTEG）と電動化製品の開発に関する

合意書を締結した。これにより、日立建機の電動化技術とKTEG社の

技術ノウハウを結集。現在の製品コンポーネントを活用し、お客さまの

ニーズに応える電動式建設機械の開発を可能にした。

創業60年の実績ある企業

■代表者：トニー・キーゼル
■設立：1958年（昭和33年）

■代理店契約年：2004年（平成16年）

■所在地：Baindter Str. 29, 88255 Baienfurt, Germany
■ホームページ：https://www.kiesel.net/de

キーゼル社の最高経営責任者 トニー・キーゼル氏

2018年（平成30年）10月、キーゼル社は60周年を祝うとともに、

コリウム（建設機械の世界）の完成を祝った。ヨーロッパの中心に

位置するこのユニークな展示場で、お客さまは未来の建設機械や

マテリアルハンドリング機を見られるだけでなく体験することもできる。

キーゼル社は、これまで成し遂げてきたことに誇りを持っており、会社

の現在と未来が、過去の実績によって形づくられていると考えている。

だからこそ、過去の歴史的な機械のコレクションをコリウムに展示

することで、サクセスストーリがどのように始まったのかを示し、記憶に

残すことが重要だと考えている。

重ねた歴史を忘れないために

完全修復されたUH121

バイエンフルトにあるキーゼル社本社

ドイツ

コリウム（建設機械の世界）

キーゼル社のコレクション機械のひとつに、お客さまが以前所有して

いたUH121がある。この機械は、約8,000時間稼働した後にキーゼル

社が引き取った。年代物相応に傷んでいたが、ワークショップチームに

よって完全に修復された。

完全修復されたUH121

UH121（国内モデル：UH10-2）

特徴

製造年 1980年（昭和55年）

号機 377

定格出力（PS/rpm）

バケット容量

140/1,750

稼働時間 8,000Hr

運転質量 26t

1.2m3

UH121は、1981年（昭和56年）に国内で発売
されたUH10-2の輸出向けモデル。UH07と
UH14の中間機種として開発。大馬力エンジン
と日立建機で初めてアーム2ポンプ合流回路
を装備したことで、大作業量を実現した油圧
ショベルとして高く評価された。
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