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株式会社小原建設

社員が笑顔で働ける会社を。
時代を超えて託す建機への思い。

TS09
UH03

「この2台のおかげで今の小原建設がある」

産業集積都市として近年発展が進む岩手県北上市。
この地で60年以上にわたり土木・建設業を営む株式会社小原
建設は、
会社と社員の“共存共栄”を社是に掲げている。
その思いは、50年以上前に導入したトラクタショベルと、近年
導入し続ける最新のICT建機にも託されていた。

国内にほぼ現存しない超レア機

（昭和50年）
に導入された純国産
技術で開発された日本初の油圧
ショベルで機械遺産に登録されて
いるUH03。
こちらも、
国内で現存が
確認できる初期のモデルは、
同機と
日立建機土浦工場に展示されて
いる2台とされている。
当時の小原
建設は圃場整備がメイン事業だっ

同社のOBオペレータ 齋藤純一氏

たため、
ぬかるみと相性が悪いチェーン式を採用していた日立建機製品
代表取締役 小原志朗氏

取締役会長 小原満雄氏

は導入を見送られていた。
しかし、
UH03がその定石を覆したという。石川

小原建設の社屋前には、同社の創成期を支えた2台のビンテージ

氏とともに、
オペレータとして活躍したOB・齋藤純一氏は
「ぬかるみも苦

マシーンがオーバーホールされた状態で展示されている。
代表取締

にせず入っていける。
乗用車感覚で思うままに運転できた」
とUH03の

役・小原志朗氏と取締役会長・小原満雄氏は当時を懐かしむ。
「昔は

機動性を称賛する。
他社メーカの製品で占められていた同社の建設

どのメーカもウチのような小さい会社には割賦販売してくれなくてね。

機械は、
UH03を皮切りに徐々に日立建機製品へと移り変わっていく。

そんな頃に思い切って新車を割賦販売してくれたのが日立建機

小原社長は日立建機製品について
「派手さはないけど、
シンプルで

だった」
（小原社長）
「日立建機の機械が稼いでく
。
れたから、
今の小原

使いやすい。人の手の代わりのように動く」
と評価した。
「今の建設

建設がある」
（小原会長）。

業界がここまで発展できたのは、
重機が進化してきたからこそ。
普段は

その最初の1台こそ、
トラクタショ

感謝も二の次になってしまうけど、本当に日立建機の功績は大きい

ベルTS09だ。
同機は、今や国内

と思うよ」
（小原社長）。

にほぼ現存しない超希少な日立
製エンジンを搭載している。
1967

ICTがオペレータの価値を高める

年
（昭和42年）
に岩手県建設業
近代化資金を用いて導入され、

岩手県内でいち早くICT建機を導入し、毎年全社員を対象にICT

八幡平有料道路工事、
久慈市

講習会を実施している小原建設。
その理由について、
同社の代表取締

宇部／野田間の三陸縦貫鉄道
工事、
千
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同社のOBオペレータ 石川清一氏

川水門工事などで活躍した。
かつて、
オペレータとして操作

役専務・小原学氏はこう語る。
「一番の目的は作業の安全化と省力化。
現場で働く社員が少しでも楽になるのであれば、
と思い導入しました」
。

レバーを握っていた同社のOB・石川清一氏はTS09のタフネスぶりを

その思いは、
かつて会長・社長がTS09やUH03を導入した経緯とも

称える。
「毎日のように過酷な現場で使っていたけど、
一度も大きな

重なる。
社員の負担を軽減できるのであれば、多少お金をかけてでも

故障をしなかった。
とにかく丈夫な機械」
（石川氏）
。

新しいものを導入する。
それが、創業当時から変わらない小原建設

もう1台のビンテージマシーンは、TS09の後を受け継ぎ1975年

の経営スタンスだ。

The Legends
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▲

当時のカタログなどを基に、色も忠実に復元されたTS09とUH03。
特に、TS09に搭載された日立製エンジンは、国内にはほぼ残っていない超レアな一品だ。

TS09
納入年

1967年（昭和42年）

納入年

1975年（昭和50年）

号機

1535

号機

3697

運転質量

14.3t

運転質量

9.4t

定格出力
（PS/rpm） 90/1,500

定格出力
（PS/rpm） 58/1,800

バケット容量

バケット容量

特徴

北上市内で行われたICT建機見学会の様子

UH03

1.5m3

日立TS09トラクタショベルは、
建設機械専用と 特徴
して製作した日立製ディーゼルエンジン“日立
B-40”を搭載。
強力な掘削力と優れた耐久性を
もつトラクタショベル。
その軽快な運転操作と高い
作業能率は、
日立の総合技術により生み出され、
あらゆる作業現場で日夜奮闘した。

日立UH03は、
国産技術で開発した初の油圧
ショベルで1965年
（昭和40年）
に発売。
当時主流
であった1ポンプ・1バルブシステムから、
2ポンプ・
2バルブとし、
ブーム合流回路を付加。
ダンプ積み
などの作業性能を大幅に向上させた。
また2本の
ブームシリンダと
「く」
の字ブームを採用し、
深掘り
性能を高めた。UH03の構造は世界の油圧ショ
ベルのデファクトスタンダードとなった。2018年
（平成30年）
に未来技術遺産として認定。

に人が住んでいたとは思えない風景」
（小原社長）
。

前の当時、
この仕事は世間に軽んじられているというか・
・
・正直、
私自身

で、
公務員や大手ゼネコンを志望する人も多い。
だからこそ、
私たちは

小原建設は地震発生時からいち早く現地に駆けつけ、
9年にわたり

もあまりカッコいい仕事だとは思っていませんでした」
。
その思いを一変

どこでも通用する“本物の技術者”を育てる。将来的にそれが彼ら

震災復興支援に取り組み続けている。
その中のひとつが、
津波によって

させたのが、
東日本大震災の復興事業だった。
「やっぱり自分たちの

の安定につながりますから」
と小原専務。
会社の規模拡大は決して

分断された太平洋沿岸の国道を復旧する三陸沿岸復興道路工事

仕事は世の中に必要なものなんだ、
とあらためて気付かされた」
（小原

求めず、
社員のことを第一に、
これからも地域を下支えする企業で

だ。岩手県の南端・陸前高田市から北端・洋野町まで高速道路を

専務）
。
以来、
業界全体のイメージや社員の働き方を改善するために、

ありたいという。

つないでいる。

様々な施策へと取り組んできた。先ほどのテレビCMもその一環だ。

北上市は大手企業の工場建設などにより、今新たな発展を遂げよう

工事には名古屋や京都など、遠方からも多くの建設会社が応援に

「働いている社員みんなに、
自分たちの仕事がいかに尊いか、
まずは

駆けつけた。
「ウチの社員もそうだけど、
この道造りに携わった経験は

私たち経営陣の言葉で伝えてあげたかった」
（ 小原専務）。
自身の

いつか必ず一人ひとりの誇りになる」
と小原社長。
道路が完成した

思いを“それは未来へ残すものづくり”というキャッチコピーに込めた。

あかつきには、
あらためて家族や恋人と一緒にこの景色を見に来て

「会社の経営に成功というものがあるとすれば、
それは社員一人ひとり

小原専務は、ICT建機の活用に

ほしい、
と携わった人たちに伝えているという。

がやがて人生を振り返るときに“この会社で働いてよかった”と思ってくれ

より熟練オペレータの価値がより

小原建設が制作した同社のテレビCMのナレーションには、
次のよう

ることだと思う。
“今の小原建設は俺が立派にしたようなものなんだぞ”

高まったと語る。
「 腕の良いオペ

な一節がある。
「完成した現場に一人立つとき、
あなたのひたむきな

と、
子どもや孫たちに自慢できるような会社にしてあげたい。
そのために、

レータは、
常に現場の仕上がりを

努力は一瞬にして報われる。
それは未来へ残すものづくり」
。2020

私たちは会社を残し続けなければならない」
（小原専務）
。

思い描きながら機械を動かして

年度に全線開通を予定している三陸沿岸復興道路。
その現場では

積極的に新卒採用も行っている小原建設は、
“本物の技術者を育てる”

いる。ICT建機がそのビジョンを

小原建設の社員が今日も汗を流している。

ことを人材育成のスローガンとしている。
「今の若い人たちは安定志向

としている。小原建設の未来へ残すものづくりに終わりはない。
同社の社屋前に展示された2台のビンテージマシーン

株式会社小原建設

描いてくれれば、
オペレータはさら
代表取締役専務 小原学氏

0.35m3

に高い完 成 度で現 場を仕 上げ

未来へ残すものづくり

られる。
機械が想像力をサポートすることで、
人のできることがもっと

産廃中間処理施設で稼働するZX200LC

■事業内容：特定建設業（土木、建築、大工、
とび・土工、舗装、造園）
■代表者：代表取締役 小原志朗
■設立：1957年（昭和32年）

もっと広がっていく。
それこそがICTを導入する意義」
（小原専務）
。

小原建設は、
業界の先陣を切るように以前から積極的に働き方改革

同社は、
2018年
（平成30年）
に日立建機と共同でICT建機見学会を

へ取り組んできた。
週休2日制の導入、
女性の現場活躍促進、
フリー

開催。ICT先進企業として、地域の建設業の発展を牽引している。

アドレスデスクによる共同作業の促進、
ファイル共有アプリを活用した

■所在地：岩手県北上市村崎野15-312-8
■ホームページ：http://www.obara-c.co.jp

社内情報の整理など、
建設機械に限らず社内でもICT技術を駆使

あの震災から今年で9年
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し、
業務の省力化・効率化を推進している。
そこには、業界全体の
イメージを少しでも向上させたいという、
小原専務の強い思いが込め

2011年3月11日に発生した東日本大震災。小原社長はあの日見

られている。

た景色を、
今でも鮮明に思い出すという。
「津波にのまれてどこが道路

同社へ入社する以前、
小原専務は国家公務員として霞が関で働いて

だかわからないし、
山裾は火事で燃え尽くされていた。
さっきまでそこ

いた。
当時をこう振り返る。
「会社を継ぐために戻ってきたけど、
二十数年
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株式会社鈴木工務店

ビジネスを超えて、地元に尽くす。
盟主を支えた丈夫な右腕。

埼玉県久喜市で、古くから地域の土木工事を担う株式会社鈴木工務店。地元の盟主として、
ビジネスを超えた使命
を果たす同社を、2代にわたり見守ってきたビンテージマシーン・EX100は、令和となった今でもパワフルにバック
ヤードを支え続けている。

オールマイティな“電機屋の機械”
純国産技術による日本初の油圧
ショベルとして、
未来技術遺産に
も登録された日立建機のUH03。
鈴木工務店と日立建機の取引も、
この1台からスタートした。
「他社の
油圧ショベルがまだ2本のレバー
だけで操作していた頃、UH03
取締役会長 鈴木道男氏

は足も使って操作できた。
レバー

も軽くて使いやすかったね」。そう語るのは、同社の取締役会長・
鈴木道男氏。地元・久喜市に根ざし、土木事業でその発展を支えて
きた。
同社が主に取り組んできたのが、河川整備・舗装工事・下水道工事
などの公共工事。
特に久喜市は下水道の整備が早かったこともあり、
当時は寝る間も惜しむほど仕事を抱えていたという。
そんな時代の
苦楽をともにしてきたのが、
ビンテージマシーン・EX100だ。
「当時は
仕事を取りすぎたせいか、
もう間に合わせるのに必死でね。
毎日夜中
まで動かしていたんだけど、
それでも全然壊れない。
とにかく丈夫
だった」
（鈴木会長）
。実際、
EX100の1型はメカニカルな制御が多い
機械ということもあり、
風雨や洪水にも強く、国内外の中古市場でも
人気を博している。
鈴木会長から同社の実質的な経営を引き継いだ代表取締役鈴木
宏侍氏は当時の思い出についてこう語る。
「昔は日立建機の建設機械
のことを“電機屋の機械なんて”とバカにする人もいた。
それでもオール
マイティで使いやすいし、
勾配もしっかり上ってくれる。
同時期に入れた

EX100

「毎日夜中まで動かしても壊れなかった」

他社の製品はとっくに使えなくなったけど、EX100はまだまだ使え
ますよ」。
同機は現場にこそ出なくなったものの、
今でも鈴木工務店の資材
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置場で積み降ろしの作業

「立場は違えども志は一緒。
日立建機にはいろんなノウハウがあるし、

などに活用されている。

世界を相手にしている分、
その辺の情勢についてもたくさん知っている

新車時代から鈴木会長

から、聞きたいことはたくさんある。
こちらから伝えられることもある

自らが隅々まで手入れを

だろうしね。
まあ、普段話していることは9割9分が機械以外の話だ

施していたこともあり、
その

けど。詳しい内容？ここでは言えないよ
（笑）（
」鈴木社長）。

動きはいまだに衰えを知

TOPIC

ひと目で分かるオリジナルカラー

EX100の運転席には
「毎日清掃」
の文字が

らない。
鈴木社長が「一生とっておく」
と語るほど愛されている同機
は、今後さらに全塗装を予定しているという。

鈴木社長が日立建機を選ぶ理由のひとつとして挙げたのが

ビジネスを超えた社会的責任

機械のカラーリングだ。
「やっぱり色にも好みがある。黄色じゃ
なくてオレンジってのがいいよね」
（鈴木社長）。鈴木工務店で
導入される機械には、
さらにそこへ同社のコーポレートカラーで

会社設立当時から、公共工事をメインに一貫して土木工事一筋で

あるメタリックブルーがプラスされる。
オレンジとブルーの鮮やか

取り組む鈴木工務店。
その苦労について鈴木社長に尋ねると、一言

パフォーマンスではない実質的な制度改革をすでに進めている。

「プロセス」
と答えた。
「みんなは出来上がったものを見て“キレイに

「公共工事は決してやりやすい仕事ではない。
ただ、
ウチは民間企業

長 年にわたり日立 建 機 製 品を

なったね”とか“大変だったね”と評価してくれるけど、
実はそこにたどり

だけど、国や県と同じ役割を果たしているというプライドはある」
と

使い続ける理由を鈴木社長に

着くまでの目に見えない小さな努力が圧倒的に大変」
（鈴木社長）
。

語る鈴木社長。特にその思いが強くにじむのが災害対策活動だ。

尋ねると
「今までの担当者さんの

公共工事は、
民間業者が委託する工事と異なり、
すべての評価基準が

災害発生時、
テレビや新聞で報道されるのは、主に自衛隊やボラン

を見ろ”って言われるでしょ。
あれと一緒。現場の印象も変わる

努 力の賜 物でしょうね」
と笑い

点数として表れる。
たとえばISOの取得、
働きやすい環境の整備、現場

ティアによる支援活動である。
しかし、
そこには映らない最前線には、

からね」
（鈴木社長）。

ながら答えた。
「歴代いろんな人が

での創意工夫…点数が満たせなければ次の入札にすら参加できない。

全国の土木会社や建設会社が多く携わっている。
中でも鈴木社長

立 場は違えども志は一 緒

来てくれたけど、
それぞれ個性的
で自分の色を活かしていた。
もう
話すことはないから来るな、
って

代表取締役 鈴木宏侍氏

「そういう目に見えない部分を整えていくのが社長の役割。他の会社

が思い出深いと語るのが、
東日本大震災で発生した久喜市栗橋地区

がやってからでは遅い。
意識的に先駆けていく（鈴木社長）
」
。
業界全体

の液状化現象を解消するための地盤改善工事だ。
あふれ出てくる水

のイメージを一新したいという鈴木社長は、
完全週休2日制をはじめ

を排出する管を通すために、1日5mしか進まない地道な工事を延々

言うぐらい毎日来ていた人もいたね。
みんな必要以上に売り込んだり

なツートンカラーは、
数ある工事車両の中でも異彩を放ち、
そこ
が同社の施工現場であることがひと目で認識できる。
1台1台が新車のような輝きを保つ同社の機械について、鈴木
社長は
「一応看板を入れた機械だからね」
と語る。
「道具を大切
にするのは大事。
よく営業マンの人が“会社を見るときはトイレ

と続ける。
2年を費やし、
ようやく1kmにわたる工事を完了させた。

はしなくても、
いつの間にか買うような気持ちにさせるんだよ」
（鈴木

EX100と、現在主力として活躍する3機種

大雨や台風がくれば河川のパトロール。
雪が降れば除雪作業。地震

社長）
。現在の担当者も、仕事だけではなくプライベートでも交流を

がくれば地盤のチェック。
近年は、
鳥インフルエンザやCSF発生時の

深めているという。

処理も、
鈴木工務店をはじめとした民間企業が行っている。
「もちろん

2013年（平成25年）
、
日立建機が久喜市に埼玉東営業所を構える

商売ですから利益を追求することも大事ですけど、
それだけじゃない

際には、
鈴木工務店が場内の舗装工事を担当した。逆に、鈴木工務

のかな、
と。
日立建機と同じように、
私たちもエンブレムを背負っている

店の資材置場に置かれた建設機械は、他社製品も含めすべて日立

わけですから」
（鈴木社長）
。

建機にそのメンテナンスを一任されている。
さらには、鈴木社長自ら

最後に今後の展望を尋ねると、鈴木社長は
「現状維持」
と答えた。

日立建機へ新規顧客を紹介することもあるという。

その真意は、
もちろん現状に満足しているという意味ではない。
変わり
ゆく土木業界、
災害大国・日本の中で、
いかに自分たちの役割を果たし、
▲

資材置場で現役さながらの動きをするEX100。
日立建機でも
定期的にメンテナンスを行っているが、
その費用総額は新車
1台分にも匹敵するほどだという。

求められる企業であり続けるか。
「現状維持が一番難しいんだよ」
と鈴木社長。鈴木工務店の“攻める現状維持”はこれからも続く。

株式会社鈴木工務店
■事業内容：土木工事業、
舗装工事業、
とび・土工工事業、
建築工事業、
管工事業
■代表者：取締役会長 鈴木道男 代表取締役 鈴木宏侍
■設立：1976年（昭和51年）

EX100

■所在地：埼玉県久喜市除堀1302

納入年

1990年（平成2年）

運転質量

10.7t

腕利きのベテラン社員とともに地元を支えている

定格出力
（PS/rpm） 76/2,300
バケット容量
特徴
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0.4m3

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。
U H - 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 発明協会主催の全国発明表彰で、発明
賞を受賞）
。

The Legends
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株式会社瀬古興業

建設機械はどこまで進化できるか。
ICTで支える土木と地域の未来。

豊かな水をたたえる木曽三川に囲まれた岐阜県

志津採取場

海津市。
株式会社瀬古興業は、
熟練の土木技術
と最新のICT建機を活かし、
この地の水防を担って
いる。
先駆的な発想で土木業界の未来を切り拓く
同社のチャレンジスピリットと、
あふれる地元愛に
迫った。

0.8m クラスは圧倒的に日立建機
3

河道掘削工事にも使用しているZX200だ。
「ZX200はアームが長く
作業範囲が広いので、
作業時の本体移動が少なく、
何に使っても扱い

瀬古興業と日立建機の取引は、

やすい。
アーム重量が大きくて土も締め固めやすいから、
法面がきれい

代理店マルアイ商事株式会社を

に仕上がる。
バケット容量0.8m3クラスは圧倒的に日立建機がいい」
（瀬古社長）
。

介して行われている。今から40年
ほど前、
マルアイ商事の現会長・

瀬古興業で建設機械を新たに導入する際は、
必ず瀬古社長自ら運転

棚橋新一郎氏が岐阜県内の優良

席でその感覚を確かめ、
オペレータと相談の上で選定するという。

ユーザを訪問していく中で、
瀬古

「実は以前、
ちょっと他社の機械に浮気したことがあったんですが、

興業の現会長・瀬古武美氏と出

結局“日立建機がいいね”という結論に至った。違う機械に乗って、

会い、
経営に対する姿勢で意気

代表取締役社長 瀬古聖士氏

投合。
以来、
瀬古興業はUHシリーズを皮切りに100台を超える日立
建機製品をマルアイ商事から購入している。

あらためてその使いやすさに気付かされた」
（瀬古社長）
。

EX60

「日立建機製品はドライバビリティが優れている」

現在保有している日立建機製品37台の内、最も古いのが油圧ショ
長良川の河道掘削工事を行うZX200

「日立建機製品はドライバビリティが優れている。
いい意味で動き
に遊びがあってスムーズ」。
そう語るのは、瀬古興業の代表取締役
社長・瀬古聖士氏。土木の設計、工事現場での監督などを経て、
2018年（平成30年）
に同社の経営を引き継いだ。
土構造物の専門業者である同社にとって、
油圧ショベルを選ぶ上で
重要なのは、
地盤の均しやすさである。
足回りの高さが低く、
地面に
目線を合わせやすい日立建機の製品は同社の施工にちょうどマッチ
するという。
中でも瀬古社長が名機と絶賛するのが、
現在長良川の
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▲

功 労機として同社の資材置場に保管されているEX60。
普段
は使われていないが、
ひとたびエンジンをかけると全盛期さな
がらの唸りを上げる。

EX60
納入年

1987年（昭和62年）

号機

10523

稼働時間

5,530Hr

運転質量

6.3t

定格出力
（PS/rpm） 55/2,200
バケット容量
特徴

0.25m3

6tクラスのUH025-7のフルモデルチェンジ
機で、
油圧ショベルEXシリーズの最小モデル。
丸みを帯びたデザインに変更。
狭隘地でも乗り
降りのしやすい中折れドアや、
深掘り時の視認性
を重視した前スタンドレバーを採用。
油圧システム
（OHS）
を進化。
マイコンコントローラを用いたE-P
制御等を搭載し、
6tクラス油圧ショベルの技術
的なリーダとなった。

定着させる。
そのためにいつでも緊急対応できるよう、
建設機械は

ことに真剣。純粋でやる気に満ちていて、
日本人が感心して涙を流す

レンタルではなく、
自社保有している。
機械と材料を自分たちで抱え、

こともあるようですよ」
（瀬古社長）。
ベトナム人の技能習得に対する

自分たちの土木技術で地域を支えていく」
。
同社では、
マニュアルだけ

情熱に、瀬古社長も大きな刺激を受けたという。

では対応が難しい災害現場での対応に備え、
平常時の工事でも技術

外国人技能実習制度を利用して外国人を受け入れることには、
言葉の

と土木勘を身に付けるようオペレータに意識付けしているという。

壁、
文化の違いなどさまざまなハードルがある。受け入れる企業側は、

マルアイ商事の代表取締役社長・棚橋剛大氏も、
その志を共有する。

住まいをはじめとした福利厚生の面や技能習得の実習プランなどを

「創業して約50年、
ずっとこの地域のお客さまにごひいきいただいて

組む必要がある。
それでも瀬古社長は前を向く「大切なのは、
。
お互い

いる。
お届けする日立建機製品を頼りにしていただけるお客さまが

に良い関係を築くこと。最初は初めてゆえに単純な作業から覚えて

いる限り続けていく。
それが私たちの社会的責任」
（棚橋社長）
。

もらい、
徐々に重機の免許も取ってもらって、
将来的にはひとつの現場

がむしゃらに利益を追求することだけが、企業の価値ではない。

を任せられるような人に育てたい。
そのためには、
資格取得も支援

ベルEX60。瀬古会長が海外のバイヤーから買取を持ちかけられた

両社が見つめる視線の先には、
いつまでも穏やかな地域の日常が

する」
（瀬古社長）。
同社では、2020年度に早速2名のベトナム人を

際も、
頑なに断ったという思い入れのある1台だ。
エンジンはまだ動く

広がっている。

受け入れる予定だ。
「めざすのは、社員全員が土木全般の技術を備えた技術者集団」
と

が、今はその役目を終え、功労機として同社の資材置場で静かな
余生を過ごしている。

言葉や文化を超えて育てる
瀬古興業では2019年（平成31年）
の改正出入国管理法施行に

どこよりも早くICT建機を活用

同社では今後も広く人材を受け入れ育成を進めていくという。
ICT
建機が、
その扉を開く重要なカギになることは間違いない。

伴い、
外国人技能実習生の受け入れに乗り出した。
「ちょうど先日、
ハノイへ行ってきましたが、
ベトナムの方はみんな技能を身に付ける

国土交通省が推進するi-Constructionとともに普及しつつあるICT
建機。瀬古興業ではその流れを見越すかのように、
10年以上前から

瀬古社長。
国を挙げてダイバーシティ経営の推進が行われていく中で、

長年にわたり両社の懸け橋となっているマルアイ商事・営業本部長 小林秀雄氏（左）

ICTと人、
それぞれの強みを活かし現場課題を解決している

ICT建機を導入してきた。
「当時はまだ、
今の3次元ではなく2次元が

志津採取場には常に複数の建機が備えられている

世に出てきた頃。
それまで私も手作業で丁張りを掛けていたんです

技術を身につけることも大事」。

が、
とにかくしんどくて。
もっと簡単にできないかと思っていたときに、
広告

技術的にも普及率的にも建設機械のICT化はまだ過渡期の段階。

でICT建機を知ったんです」
（瀬古社長）
。

ICT建機の進化には、
これからもお客さまの協力が欠かせない。

瀬古社長自らアプローチし、
とある測量メーカのガイダンスシステムを
日本で初めて導入した。
当時はまだ開発途上の技術だったゆえに精度
を高められず、
現場は四苦八苦の連続だったという。
「ただ、
その頃に
学んだキャリブレーション
（調整）技術が今に活かされている」
と瀬古

木曽三川
（木曽川・長良川・揖斐川）

社長。現在では同社が施工するほとんどの工事現場でガイダンス

に囲まれた海津市は、
ほぼ全域が

システムを搭載したICT建機がフル活用され、
大幅な生産性向上を

海抜0m地帯にあり、
常に洪水や

実現しているという。
「私自身がそれまで重機に乗っていなかった

高潮などによる水害リスクがつき

今では3次元設計データも
ため、
先入観なくすんなりと導入できた。

まとう。瀬古興業は、護岸工事な

すべて内製化しています」
（瀬古社長）
。
社長自らが中心となり、
社員

どの河川工事にもICT建機を活

みんなで新たな技術を習得する。小さな会社だからこそできること、

用し、
地域の水防を担っている。

と瀬古社長は謙虚に語った。

11

地域の会社が地域を守る

「この仕事はいたちごっこ。川が流

株式会社瀬古興業
2013年に導入された後継機ZX75USBL-3

■代表者：代表取締役会長 瀬古武美

代表取締役社長 瀬古聖士

■設立：1980年（昭和55年）
■所在地：岐阜県海津市海津町沼新田552
■ホームページ：https://seko-kogyo.jimdofree.com

マルアイ商事・代表取締役社長
棚橋剛大氏

ただ、
そんな瀬古社長も各メーカが掲げる
「ICTでなんでもできる」
と

れれば土砂は堆積し、
今後気温が上昇していくと堤防もさらに高く

いう触れ込みには警鐘を鳴らす。
「今はまだICT＋人でちょうどバラ

しなければならない」
と瀬古社長。続けて、
自身の理念をこう語った。

ンスが取れている状態。土木の現場はすべてオーダーメイドだし、

「地域の建設会社が、
地域を守るのが一番。
地元の材料（土・砕石・

人にしかできない領域もある。
オペレータ一人ひとりが土木知識や

砂）
を使って、地元の建設会社が地域を守ることを地場産業として

The Legends

■事業内容：土木工事業、
山土砂採取・砕石業

The Legends
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矢野産業株式会社

機械の困難は人間で補う。
情熱が作り上げた“矢野産業仕様機”。

UH35

日向砕石工場

矢野産業株式会社は、
宮崎に日向砕石工場・田野砕石工場・日南工場
の３拠点を構える県内最大手の砕石企業。
その隆盛を一番近くで見て
いたビンテージマシーンは、
矢野産業と日立建機それぞれの“人の力”で
支えられ、
進化した1台だった。

「愛情がなければ展示なんかしない」

（ローディング仕様）

なにより“ 人 ”が優れていた
地元宮崎に根付き、
道路用・コンクリート用砕石、道床バラストなど、
良質な砕石製品を供給する矢野産業。同社と日立建機の取引が
はじまったのは、
宮崎県内に日立建機の販売拠点がまだなく、
自動車
会社の販売店を間借りしていた時代にまで遡る。
「当時は川砂利や
陸砂利を採取していた時代。
油圧ショベルがまだ0.3㎥クラスが主流
であり故障も多かった中で、
日立建機の0.7㎥クラスはとても安定して
いた」
（代表取締役・矢野久也会長）
。
やがて、
高度経済成長期とともに、
同社の規模も右肩上がりで拡大し、
日向・田野に大型砕石工場を相次いで開設。
東九州縦貫自動車道
の工事が本格的に動き出した1987年
（昭和62年）
、
生産量拡大に
対応するべくUH35が日向砕石工場に導入された。
「少し調子が悪いだけでも、
担当者がすぐに飛んできて対応してくれる。
日立建機はなにより“人”が優れていた。歴代の宮崎営業所の担当
者の名前は全員分覚えているよ」
と語るのは代表取締役・矢野俊也
社長。
「作動油タンクの調子が悪いと伝えたら、
担当者がすぐに設計
者を連れてきて特別仕様のステンレス製タンクを作ってくれた。
要望
を聞いて製品に反映し“矢野産業仕様機”と言ってもいいくらいに仕
上げてくれる。
メーカならではの対応力だなと感心した」
。
UH35は、
現場のニーズに応えるだけでなく、
大型ショベルをもっと進化させよう
と、
お客様と情報共有しあい、
製品開発に取り組む日立建機との歴史
そのものだったという。
日向 砕 石 工 場の礎を築いたU H 3 5は、
E X12 0 0が導入された
2008年
（平成20年）
を機に、
21年間におよぶ現役稼働を終了。
功労
機として再塗装が施され、
日向砕石工場の正面玄関前に展示されて
いる。
「これを見れば、
当時の苦労やいろんな思い出が蘇ってくる。
愛情
がなければ展示なんかしないよ」
（矢野社長）
。
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▲

21年間の現役生活を退き、
日向砕石工場の正面玄関前に
展示されているUH35。

UH35（ローディング仕様）
納入年

1987年（昭和62年）

号機

131

運転質量

92t

定格出力
（PS/rpm） 540/1,800
バケット容量
特徴

5.1m3

UH30を35〜50t積みダンプトラックに適合
させるべくフルモデルチェンジしたマイニング油圧
省エネルギー技術としてリリーフカット
ショベル。
オフ制 御やオートアイドル制御に加え、
旋回
停止時の慣性エネルギーを回収することで燃費
低減が図れる旋回閉回路を日立建機として
初めて採用。

時代の風を取り入れ続ける
TOPIC
宮崎県内の砕石出荷量は、
ピークの1990年代と比べ減少傾向に
ある。
公共事業の工事量が大幅に減少している上に、
資源リサイクル

環境を整え、地域に還元

による循環型社会の要請が高まっていることも大きな一因だ。
そんな時代を見越し、
同社は1999年
（平成11年）
再生砕石の生産・
販売を行う宮崎再生資材株式会社を設立した。
また、
2013年（平成
25年）
には世界最大級の太陽光電池工場を持つ企業と共同で、
宮崎
県東諸県郡国富町に太陽光発電所を設置。
2015年（平成27年）
に設置した日向市の発電所とともに順調に稼働している。

かつての情熱をもう一度

事 業に 取り組む中で、

矢野会長は常々社員に対し
「仕事は楽しみながらやってね」
と

「日立建機には情熱のある人が

2019年
（令和元年）
新た

声をかけているという「
。どんな仕事でもやっぱり遊び心は大事」
。

少なくなったね」
。インタビュー

にはじめたのが、
なんと

そんな会長の思いを体現するかのように、
本社・工場の敷地内に

冒頭 、矢 野 会 長 は 寂しそうに

保育園事業である。
「子

公園（ファクトリーパーク）
を造り、
地域の住民にも広く開放して
いる。公園内には季節ごとに鮮やかな花を咲かせる木々が植栽

語っていた。かつて日向・田野の

2019年（令和元年）10月にオープンした
『みどりのおか保育園』

育て中の社員も安心して

され、東屋や藤棚など憩いのスペースも設置。
ソフトボール場や

両工場にあった建設機械は、
ほぼ

働ける会社を作ってあげたかった」
と、
会長自らが名付け、
設立した

ゲートボール場などスポーツができるスペースは、
毎日のように

オレンジの車体で占められていた

『みどりのおか保育園』
は、
社員の子ども、
地域の子どもがともに通える

という。
近年、
ローディングショベル

保育園として本社に併設されている。
立ち上げには保育の専門家を

での積み込み作 業をホイール

交じえイチから取り組んだ。
「保育室の外にいるスタッフでも子どもたちの

を超えた地域や社会とのつながりは、社員の士気向上にも

ローダで行うようになったことから、
同社の工場で稼働しているロー

様子がよくわかるように、
廊下やドアの窓を大きくしようと提案してくれ

つながっているという。

ディングショベルはEX1200が2台、
日立建機製品は合計で12台が

た。
さすがプロのアイデアは違うなと思ったよ」
（矢野社長）
。
まったく畑が

稼働している。
「日立建機の機械は確かに立派。
でも、
それ以上に素

違う異業種とのふれあいは、
本業にも大きな刺激になっているという。

晴らしかったのは担当者の情熱とフットワーク。
もし機械トラブルが発生

近年、
同社では一度辞めた社員が再び復帰することも増えてきたそう

したら、
会社全体でカバーしようとする心意気が感じられた」
（矢野会長）
。

だ。
「保育園もそうだけど、
会社経営も結局人づくり。
外を見てきてウチ

矢野社長も、
かつての担当者が会長宅のそばに家を借りてまで、
朝な

のよさに気づくこともあるだろうし、
大切に育てていた社員たちだから

代表取締役会長 矢野久也氏

夕なに足繁く通っていた姿が忘れられないという。
「ここまでされたら

日向砕石工場で稼働するZH200-6

日立建機から買わないわけにはいかない、
と会長も盛んに言っていた」
。

戻ってきてもよく働いてくれる。
日立建機も人づくりをがんばらなきゃ
いけんね」
と会長。東九州自動車道の4車線化も本格化し、本業も

そんな時代を知るだけに、
今の日立建機には少し寂しさを感じるそう

来たとしてもビジネスライクな話ばかり。
会社の体質が変わってしまった

ますます忙しくなる中、矢野産業が新たに撒いた種がどういう花を

だ。
「当時の人たちは、
機械を買った後もお土産
（業界の情報）
をたく

のかなと感じる」
（矢野会長）
。

咲かせるか、今後も目が離せない。

さん抱えて、
絶え間なく現場を見に

そんな中、
2013年（平成25年）
・2018年（平成30年）
に導入した

来てくれた。
そして、
自社の製品を

ZX350H・ZH200-6のコストパフォーマンスについては、
とても高く

売り込むときも美辞麗句を並べる

評価しているという。
同社では機械1台1台の減価償却費、
修繕費、

だけでなく、
想定されるトラブルや

燃料費に至るまでコスト計算を徹底し、1円1銭単位で細かく記録

弱点も包み隠さず伝えてくれた。

している。
「私たちもメーカにいい加減なことを言わないよう、厳しく

今の日立建機は製造と販売で

自己管理を徹底している。
ユーザはそこまでシビアな目で機械を見て

会社が分かれたせいか、
工場関係

いるということをわかってほしい」
と会長。
厳しい言葉の裏には、
購入

者が訪ねてくる回数が減ったし、
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代表取締役社長 矢野俊也氏

地域の子どもやご老人たちで賑わっている。
また日向砕石工場
は、その迫力ある壮大なロケーションを活かし、有名ドラマ
や大手企業の広告・CM撮影にも多く利用されている。
仕事

矢野産業株式会社
■事業内容：砕石製品の生産・販売（コンクリート用砕石、
アスファルト合材用
砕石、路盤材一式、道床用バラスト、土木用割栗石、
ジャカゴ石、
港湾用捨石、農業用ロックワン、
グランド用美砂（ミサゴ）
、砕砂
Fe石灰、
ソイルセメント
■代表者：代表取締役会長 矢野久也

代表取締役社長 矢野俊也

■設立：1962年（昭和37年）5月1日
■所在地：宮崎県東諸県郡国富町大字木脇3952-3
■ホームページ：http://yanosangyou.co.jp

本社には多くの女性スタッフが勤務している

する機械1台1台に注ぐ愛情の深さがにじんでいた。

The Legends
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Anric Developments PTY Ltd.

日立建機の信頼性を証明したい。
ビジネスを超えた固い絆。

アンリック社の設立

自らの直感を信じ、
周囲の反対を押し切ってまで導入した日立油圧ショベルで、
現場
にイノベーションをもたらしたアンリック社。
その信頼関係は、30年以上の時を経た
今もなお、
メーカと顧客の関係を超え、
強く結ばれ続けている。

反対を押して導入した油圧ショベル

アンリック社は、
一流の安全・品質・環境の持続可能性を追求する
土木・鉄道建設会社である。
機械のレンタル、
道路建設とメンテナンス、
土木工事、鉄道建設とメンテナンス、解体工事、修復作業を専門と
し、
シドニーの都市圏で特殊な機械を稼働させ、
機械のサービスも
行っている。
土木工事や解体工事はもちろん、
鉄道工事にも重点を置いており、
20年以上にわたりニューサウスウェールズ州の鉄道部門と緊密に協力
してきている。
アンリック社の歴史は1980年（昭和55年）
に遡る。
この年、
シドニーを拠点とするリカルド・スピノッツィ氏とラファエル･
スピノッツィ氏兄弟が土木事業を開始し、アガタ社を設立した。
スピノッツィ氏兄弟は、
やがてそれぞれの息子と一緒に事業を始める
予定だった。
リカルド氏は息子アンソニーとともにアンリック
社をはじめ、
ラファエル氏はエミリオとアダモの
2人の息子とともにテラ シビル社を始めた。両
社はそれぞれ独立経営を行っているが、
必要に
リカルド・スピノッツィ氏

応じて機械を貸したり、
借りたりするなどお互い

の事業をサポートしている。

スピノッツィ氏兄弟が事業を始めた当初は、
バックホウローダだけを
導入していた。
なぜなら、
このタイプの機械が土木工事に最も効率的
であると考えられていたからだ。
リカルド氏は当時を思い出して語る。
「クローラーローダ
（ドロット社製）
やバックホウローダがより一般的な
機械と考えられていて、
油圧ショベルはまだ新しい機械と認識されて
いました。
機械オペレータや工事発注者に油圧ショベルとその能力
を受け入れてもらえるよう説得することは非常に難しかった」
。
1984年（昭和59年）
、
スピノッツィ氏兄弟は初めて日立油圧ショベル
U H 0 6 3を購入することを決め、
当時の日立建機の代理店だった
ディッグ ドミノ社から新車で購入した。兄弟は、地元の公共工事、

建設機械に刻まれた
『ANRIC RAIL』
の文字
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道路交通局（ R TA ）
やシドニー水道局から、
多くのインフラ工事を

UH063

「この建機がビジネスを成功に導くと信じていた」

The Legends
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復元中のUH063

シドニーとその近郊で民間向けに多くの住宅開発も手掛けている
※作業の際は各国の安全基準での作業をお願いします。

請け負っていた。
そして、
UH063がこれらの大きな工事を成し遂げる

かからなかった。

外して下地を整え、
機械全体を再塗装したうえで、
オリジナルに合う

スピノッツィファミリーのスポーツ企業の後援もしている。一方で、

ことができると信じていた。

同機は、
長年にわたり道路建設、
土地造成、
下水道、
水路、
宅地造成、

ように特別に製作する新しいデカールを貼り直す予定だ。

アンリック社は日立建機オーストラリア社の展示会に機械を提供

兄弟は、
工事の初期段階で現場に出向いたとき、
雑草の生い茂る

解体工事に使用され、
数年後、
知り合いの配管工に売却された。

リカルド氏は、
UH063を復元することに熱い情熱を持っており、
古い

している。
日立建機オーストラリア社は、
ビジネスの枠を超えてサポート

表土を剥ぎとるよう指示された。
しかし、
当時は油圧ショベルがまだ

ただ、
ほどなくして再び彼らの手に戻ることとなった。

機械を元の姿に戻す作業に喜びを感じている。
アンリック社は事業の

しあえる互いの関係性を誇りに思っているという。

ために新しいモデルを購入してはいるものの、
ずっと古いUH063を

知られておらず、
誰もがその能力に懐疑的だったため、
現場監督からは
「この作業を行うためには別のメーカの機械が必要だ」
と言われた。
さらに、現場監督は日立建機の油圧ショベルを採用することに反対

持ち続け、
可能な限りオリジナルに近い状態に保っている。

UH063 復元への想い

またリカルド氏は、
やがて開催されるシドニーでの展示会で、
日立

し、
油圧ショベルであれば他社の製品を採用するよう要求してきた

2005年（平成17年）
、
アンリック社は以前売却した配管工から

建機のブースに
「今もなお健在なビンテージコレクターの作品」
として

という。
しかし、
UH063が作業に最適な機械であり、
迅速かつ効率

UH063を買い戻した。
同機は今でも使用可能だが、
当時の状態に

展示されるのを楽しみにしている。
その理由は、
自分が誇りをもって

的に仕事を完了できることを、現場監督に納得させるのに時間は

復元中である。
リカルド氏は壊れた窓を取り換え、
窓のガードを取り

所有している日立建機の油圧ショベルが、
いかに信頼性が高く、長

バックヤードには多数の日立建機製品が待機している

持ちする機械であるかを示せるからだという。

▲

現場にイノベーションをもたらした油圧ショベルUH063。
今も
オリジナルに近い勇姿を保つ。

互いを称え合う絆
1 9 8 0 年（昭 和 5 5 年）
に土 木 事 業を始めて以 来 、スピノッツィ

UH063（国内モデル：UH045-7）
納入年

1984年（昭和59年）

号機

10038

運転質量

11.9t

定格出力
（PS/rpm） 85/2,200
バケット容量
特徴

19

The Legends

0.45m3

OHS（Optimum hydraulic system）
を搭載
し、
複合操作での作業性を大幅に改善。固定
容量のギアポンプから、
高定格圧力の可変容量
ポンプを採用することで、
エンジンの小型化・シス
テム圧力損失の低減、高い省エネ性能を実現
した。
当社油圧ショベルとして初めてグッドデザ
イン賞を受賞。

ファミリーの会社は、
自社の工事用の機械も、
レンタル用の機械も、
日立建機製品を導入し使用し続けている。現在、
1.7tから26tまで
の油圧ショベルを、
両社合わせて50台以上所有しているという。
兄弟は、
日立建機オーストラリア社のキーアカウントマネージャの
バリー・ケイヒル氏との緊 密な提 携 関 係と、
地 元シドニー支 店の

Anric Developments PTY Ltd.
■事業内容：土木工事、鉄道建設･メンテナンス、解体工事、機械のレンタル

アフターサービスサポートを高く評価している。

■代表者：リカルド・スピノッツィ

日立建機オーストラリア社は、
メーカと顧客の関係を超え、
プロフェッ

■所在地：PO Box 193 Horsley Park, NSW 2175, Australia

ショナルシリーズ『プロスラマー ドラッグカーレーシング』
において、

■設立：1980年（昭和55年）
■ホームページ：http://anricdevelopments.com

The Legends
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PT Kaltim Prima Coal（KPC）

志をともにし、
さらなる高みへ。
お客さまとともに高めた安定稼働と信頼性。

インドネシアでトップクラスの石炭生産量を誇る鉱山会社PT Kaltim Prima Coal
（KPC）
。その生産力を支えているのが
日立建機の超大型油圧ショベル・EX3500だ。
しかし、
船出は決して順調ではなかった。
高稼働率を維持するために、
KPC
社と相互にサポート体制を強化。
それはやがて、互いの信頼関係を強固にする礎となっていく。

KP C 社の創 業とサスティナビリティ

EX3500
「私たちは同じ志を共有している」

KP C 社とのビジネスのはじまり

PT Kaltim Prima Coal（KPC）は、

KPC社は商業運転開始に向けて、
1989年
（平成元年）
に日立建機製

膨大な量の石炭が埋蔵されている

品の導入を検討しはじめた。
マイニングサポート部門の責任者で

インドネシア・カリマンタン島東海岸

あるウントゥン・プリハルディヤント氏は、

沿いのサンガッタに位置している。

当時の状況をこう振り返る。
「当時は超

KPC社の設立は1982年
（昭和57年）

大型油圧ショベルを提供できるメーカ

だが、
同年、
PTブキット・アサム
（PTBA）

が限られており、
機械の性能はもとより、

を通じてインドネシア政府と石炭労働

サポート体制が重要でした。
しかし、
どの

契約（CCoW）
を締結。1989年（平成元年）
までKPC社は詳細に

メーカもオンサイトサービス
（稼働現場

わたるフィジビリティスタディを経て、
現場および付帯設備の建設を

でのサービス）
を行っておらず、
安定的な

行い、1991年（平成3年）
に商業運転を開始した。

稼働を維持することが課題でした」。

現在、
KPC社の石炭生産量は商業運転開始時と比べ約9倍に拡大。

日立建機には、前例のない50,000時間にわたるフルメンテナンス

その生産量は世界第8位の規模となり、
インドネシア国内では最大

契約（FMC）
が条件として提示された。
これに対し、
日立建機は北米

の生産量を誇る鉱山会社となった。

でのUH801の実績に基づく稼働率、
経済性、
アフターサービス体制

KPC社が市場で高い評価を獲得できたのは、
最上級の石炭品質と

などを提示。生産量あたりのコストの優位性などが認められ、
同年の

組織的な市場戦略によるところが大きい。最高財務責任者である

クリスマスにEX1800とEX3500、合計12台を受注するに至った。

アショック
・ミトラ氏によると、
同社はトレーダではなくエンドユーザへの

1990年（平成2年）8月、
日立建機土浦工場から出荷が開始され、

製品供給を大切にしているそうだ。
「お客さまにお会いするたびに、

翌年1月に1号機が稼働を開始した。
納入当初、
管理事務所もない

高品質な石炭をご購入いただいていることを実感します。私たちの

現場は、
熱帯雨林の気候、
スコール、40度の蒸し暑さという厳しい

大きな目標は、確かな品質を担保したうえで、
お客さまに優れた製品

環境に囲まれていた。
道路も整備されていなかったため、
最大14tの

を供給していくことです（
」ミトラ氏）
。

部品を含む各部品は分解された状態で納入され、
海外のサービス員

KPC社の成功を牽引してきたもうひとつの方針は、
サスティナビリ

および土浦工場の担当者によって組み立てられた。

アショック・ミトラ氏

ウントゥン・プリハルディヤント氏

ティだ。
何十年もの間、
KPC社は石炭採掘後の森林再生とリハビリ
テーションを含む高度な環境保全を実施してきた。
良好なコーポ
レートガバナンスの実施とともに、
このサスティナビリティへのコミット

高 稼 働 率の維 持に向けて

メントは、
インドネシアで最もサスティナブルな鉱業会社としての評価

日立建機は、
稼働開始2年目以降から機械メンテナンスの難しさを

につながっている。

痛感することとなった。
受注時の条件であった稼働率を保証するため
には、
3交代制で24時間機械を稼働させる必要があった。
1回あたり
30分の休車時間内で給油・給脂・点検を終えなければならず、
加えて
突発的な事故や定期部品交換などの工程が発生するため、熟練
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メンテナンスを受けるEX3500

を確立。
KPC社のサポートもあって、
1993年（平成5年）
と1999年

初期導入されたこれらの超大型油圧ショベルの稼働実績とサービス

（平成11年）
には目標を上回る稼働率を達成し、
サービス契約は

力は、
後に超大型油圧ショベルの追加受注やマイニングダンプトラック

100,000時間に向けて更新された。
「今日、
私たちは同じ志を共有

の大口一括受注へとつながっていく。

しています。
良好な関係のもと、
現場で発生するすべての問題を協力
して解決することができる。私たちはお互いを理解し、
素晴らしい
コミュニケーションを維持しています（プリ
」 ハルディヤント氏）
。

プリハルディヤント氏は、
日立建機に対し次のような期待を寄せている。
「オペレーション全体の最適化をサポートするためには、
日立建機も
デジタル技術の進化に取り組む必要があります。具体的には、運行
管理システムをベースとしたソリューションの領域を拡大し、KPC社

サスティナブルな社会を築く

の16の異なる現場で稼働している機械の稼働状況をネットワーク
からリアルタイムでモニタリングできるようにしてほしいです。加えて、

KPC社は次のような事業理念を掲げている。
「サスティナビリティと石炭

主要機器の故障予兆診断を行い、
壊れる前に交換することで、
ライフ

採掘はどこか矛盾のある組み合わせかもしれない。
しかし、
KPC社

サイクルコストの低減を図れればと考えています。将来的には、新車・

では責任を持って運営することをコミットしており、
当社の製品である

部品の提供のみならず、
顧客の事業環境の変化に応じて経営・オペ

石炭は再生可能エネルギーの繁栄と社会を持続的に発展させる

レーションの課題を全面的に解決するために、
デジタル技術を活用

した日本人サービス員にとっても非常に高い目標稼働率だった。
また、

道を開くことができる」
。責任を持って石炭採掘を行うことで、
すべて

し、
すべてがネットワークで接続された統合システムを開発してもらい

インドネシア人サービス員を対象に研修を実施し、
現地スタッフによる

のステークホルダーに利益をもたらし、
日々生活するために必要な

たいです」
。

作業をスタートさせたが、
毎日の検査は予定時間を超え、点検にも

電力発電にも大きく寄与できるという理念だ。

ミトラ氏は
「日立建機との今の関係を続け、
さらに進化させていきたい」

漏れがあり、
さらには機械に予想しない不具合も発生し、
稼働率が

地球温暖化やCO2排出量などの環境問題を背景に、
石炭を燃料と

と語る。
日立建機が提供するソリューション
「Solution Linkage」
への

低下。
ついにはKPC社が日立建機を呼び出す事態となった。

する発電所の転換が世界的に求められている。
そのような状況に

顧客の期待は高い。

「稼働率が低いが、
今のサービス体制でいいのか？改善できるのか？」

ついて、
プリハルディヤント氏はこう語る。
「今後は、
石炭を発電所向け

KPC社からの問いに、
日立建機側は「期待に応えるにはノウハウが

の燃料として提供するのではなく、
ガスに加工して提供したり、
ガスから

不足しています」
と正直に答えるしかなかった。
すると、
同社は
「オース

プラスチックに加工したり、
さまざまな用途に使用できるようにし、
環境

トラリア人の経験者を連れてくるので、
アドバイスを受けてください」
と

対応を図っていく必要があると考えています。
これは我々のビジネス

サポートしたという。
加えて、
メンテナンスコストも計画通りにいかな

の前進でもあるのです」
。

いことをすでに知っていたのか、
KPC社は通常では考えられないFMC

一方、採掘そのものでは生活環境と社会環境の両方を維持しなけ

条件の再交渉に応じ、
生産量を確保するためにEX3500の導入台

ればならない。KPC社では、採掘後の現場の再利用方法として、

数を増やした。
その後、
アフターサービスに関して現地スタッフと相談

バッファゾーン、
森林再生ゾーン、経済利用ゾーン、
文化ゾーンなどの

し、
教育カリキュラムを見直し、
3交代制に見合う人員・サービス体制

ゾーニングシステムを構築している。
採掘後も適切な区画制度により、

インドネシアのサスティナブルな企業に贈られる
「ISDA 2019 Awards」
を受賞

養殖・畜産・養鶏など、
それぞれのゾーンに適した経済活動に使用
▲

1990年
（平成2年）
に導入されたEX3500の内の1台。約30
年にわたり使い続けられ、
アワメータは100,000時間を遥かに
超えた。

EX3500

できるのだ。重要なのは、採掘を終えて、
ただ植林するだけではなく
「KPC社が最高のコーポレートガバナンスを維持し、
これを達成する
ために、
100%のサスティナビリティを達成するという目標を持つこと」

納入年

1990年（平成2年）

号機

330

運転質量

328t

だとミトラ氏は語る。KPC社は、
鉱業部門で最高のサスティナビリティ
企業として認められ、数々の賞を受賞している。

PT Kaltim Prima Coal（KPC）
■ホームページ：http://www.kpc.co.id/?locale=en
サンガッタのロケーション

定格出力
（PS/rpm） 842/1800 2
バケット容量
特徴

23

The Legends

Sangatta

18m3

鉱山で多用されている110〜150t積みダンプ
トラックに適合するバケット容量18㎥、
運転質量
328tのマイニングショベル。鉱山で何より求めら
れる大作業量を実現するため、
大出力2エンジン
式とし、
高圧大容量の油圧機器を新規に開発。
旋回輪には、
長寿命の3列ローラ式旋回輪を採用
している。
足回りはショベル足であり、
寿命延長の
ために高周波焼入れを施した鋳鋼シューを採用。
整備時間短縮のために自動給脂システムと集中
給油システムを装備している。

日立 建 機に寄せる期 待
デジタルテクノロジーが飛躍的に進化するなかで、
KPC社はオペレー
ション全体の最適化に取り組んでおり、
日立建機の技術も顧客の

Sumatra
Island

Kalimantan Island
Java Island

ビジネスプロセスに貢献するものでなければならないと考えている。

The Legends
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日立建機英国社
Our
Dealers

イギリス

日立建機英国社の社名の変遷
HM PLANT LIMITED

1993年（平成5年）9月8日〜2014年（平成26年）5月6日

■代理店契約年：1972年（昭和47年）

B. M. PLANT LIMITED

1988年（昭和63年）8月3日〜1993年（平成5年）9月8日

■代表者：デビッド・ロバーツ

PLANT SALES（BM）LIMITED

1987年（昭和62年）11月20日〜1988年（昭和63年）8月3日

■設立：1972年（昭和47年）

C.H. BEAZER（PLANT SALES）LIMITED

1980年（昭和55年）12月31日
〜1987年（昭和62年）11月20日

C. ITOH PLANT SALES（UK）LIMITED

1972年（昭和47年）11月21日〜
1980年（昭和55年）12月31日

■所在地：Monkton Business Park North, Hebburn, Tyne & Wear, NE31 2JZ, United Kingdom
■ホームページ：http://www.hitachicm.co.uk

ニューカッスルの本社前に展示されたUH063

歴史を象徴するUH063

UH063をはじめとするUHシリーズは操作性に優れ、
当時の英国市場
におけるのブランド確立に大きく貢献した。今もなお、
この伝説的な

日立建機英国社の前CEO兼会長であるジョーンズ氏は、
8,000時間

油圧ショベルはイギリスのローカルショーで幾度となく展示され、
80

以上稼働したUH063を英国南部のブリッジウォータ社から購入した。

年代前半に魅せたその驚くべきパフォーマンスと信頼性を人々に思い

この油圧ショベルは、
彼が販売した最初の日立建機製品の1台だった。

起こさせている。

購入の理由について、
ジョーンズ氏はこう語る。
「UHシリーズは、
2つの

UH063は歴史の一片である。
ニューカッスルの本社前に誇り高く

ポンプと2つのバルブを備えた革 新 的な油 圧ショベルでした。

展示されたその姿は、
約50年にわたって、
日立建機英国社がどのよう

1986年（昭和61年）
にシリーズが終了するまで、
開発が続けられま

に発展してきたかを象徴している。

した。
そのUHシリーズの最終バージョン、
特にUH063の機能は非常
に素晴らしいものです。特許を取得した最適油圧システム
（OHS：
Optimum Hydraulic System）
と呼ばれる新しい油圧システムを
採用していました。
これにより、
インチング性能に優れたショックの
ないスイング操作と、効果的な複合操作が可能となりました。
また、

Demo Expo 2013の様子

現役当時のUH063

右側のコントロールバルブに予備スプールを設けてアタッチメントを
追加し、
油圧回路には安全バルブが組み込まれていました。
もうひとつ
の特徴は、
オペレータがフロントや旋回などの操作をしながら、直進
走行できることです。
この機能により、UH063は建設施工会社や
日立建機英国社のトップマネジメント
（左から）
：アンドリュー・シェイルド氏
（CFO）
、
デビッド・ロバーツ氏
（CEO）
、
山澤誠氏
（日立建機ヨーロッパ社長）
、
青山浩二氏
（日立建機ヨーロッパ財務・経理部長）

レンタル会社にとって、
絶対的な競争力をもった油圧ショベルでした。
ニューカッスルにある日立建機英国社本社

だから私は、
この伝説的な機械を購入したのです」。

50年にわたり日立建設機械を扱う

キャブ内に残る歴史の一片

日立建機英国社（Hitachi Construction Machinery（UK）Ltd.）

本社に展示しているUH063は、
キャブ内に
「ビーザプラントセールス社

は2007年
（平成19年）
に日立建機の完全子会社になった。
同社は、

」
のステッカーが残っている。
ビーザ社は、
当時
（Beazer Plant Sales）

Zaxis油圧ショベル、
ZWホイールローダ、
EHリジッドダンプトラックなど

の日立建機の代理店。英国政府の執行機関および取引基金である

の販売、
および部品の供給とサービスを英国およびアイルランドの

「Company House」
によると、
「C.H. BEAZER（PLANT SALES）

お客さまに提供している。
日立建機英国社の前身会社であるC. ITOH

LIMITED」
は、
1980年（昭和55年）12月から1987年
（昭和62年）

PLANT SALES
（UK）社は1972年（昭和47年）
に設立された。
日立建機英国社は、
建設機械市場におけるリーディングネームであり、
「英国一の油圧ショベルサプライヤー」
の称号を与えられた。現在、
英国を中心に10カ所の拠点があり、北アイルランドとアイルランド
共和国もカバーしている。
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11月までに登録された日立建機英国社のかつての会社名である。

UH063（国内モデル：UH045-7）
製造年

1985年（昭和60年）

号機

9828

稼働時間

8,315Hr

運転質量

11.9t

定格出力
（PS/rpm） 85/2,200
バケット容量
特徴

0.45m3

OHS（Optimum hydraulic system）
を搭載し、複合操作で
の作業性を大幅に改善。
固定容量のギアポンプから、
高定格圧力
の可変容量ポンプを採用することで、
エンジンの小型化・システム
圧力損失の低減、高い省エネ性能を実現した。
また、
プレス構造の
キャブや、
ショートレバーを採用。
当社油圧ショベルとして初めて
グッドデザイン賞を受賞。

The Legends
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CablePrice（NZ）Limited
ニュージーランド

Our
Dealers

農場で作業するUH03DT

■代表者：奥住 景亮
■設立：1951年（昭和26年）
■所在地：41-51 Bell Road South, Graceﬁeld, P.O.Box 38-040, Wellington mail Centre, New Zealand
■ホームページ：https://www.cableprice.co.nz

ケーブルプライス社 本社外観

世界最南端にある日立建機代理店
ケーブルプライス社は、
1951年（昭和36年）
にA＆G PriceとWilliam
Cable Ltdの2社が合併し誕生した。
その後1964年
（昭和39年）
、
ケーブルプライス社がニュージーランドの日立
建機と販売代理店契約を締結し、
翌年初めて日立建機製油圧ショベル
を販売。
1996年
（平成8年）
、
日立建機の100%子会社となった。
現在、
同社の従業員は380人を超え、
ニュージーランドに15の支店を持っている。
日立建機は1965年（昭和40年）7月に土浦工場で日本初の純国
産技術による油圧ショベルUH03を開発し、新境地を切り開いた。

思い出の地で、
かつての姿に

改修されたUH03DTは本社に輸送され、
2012年（平成24年）
の新

今日の油圧ショベルの出発点とも言える。現在、
ニュージーランドの

世界最南端の日立建機の代理店、
ケーブルプライス社インバーカー

堂々と展示されている。ニュージーランドの多くの人たちは、
この

ウェリントンにあるケーブルプライス社本社の受付には、
南島での長い

ギル支店に戻ったUH03DTは、
ウェリントンにあるケーブルプライス社

UH03DTが同国で働いていた姿を覚えているだろう。現在は第一線

本社に展示するために、改修の指示を受けるまで何年もの間保管

ではないものの、
いまだに何台ものUH03が同国内で稼働している。

同機は油圧方式や2本のブームシリンダなどの特徴を備えており、

役目を終えたUH03DTが1台輝かしく展示されている。

ケーブルプライス社本社受付に展示されているUH03DT

本社グランドオープンの主役となった。
以来、
現在に至るまで8年間

された。
マーヴィンニュートン社へ販売された当時のUH03DT

数多のオーナーに愛された名機

インバーカーギル支店のチームは6カ月にわたりUH03DTを全面
改修。
ボディパネルを修理し、
オリジナルカラーの全塗装が施された。

このUH03DTは、
1974年（昭和49年）3月にケーブルプライス社に

エンジンは全開まで吹き上がり、
燃料やオイルの漏れも修復した。

よってニュージーランド南島の奥深くにある小さな町・マタウラのマー

また、足回りにもオーバーホールが施され、
キャブ内の機能も完全に

ヴィンニュートン社へ販売された。同社は地元の食肉加工会社で、

作動することが確認された。

土木排水工事や臨時の作業を行う施工業者でもあった。
その後同社
は、UH03DTを当時18歳だったキース・ミュアー氏に売却。6年間
農園のメンテナンスに使用され、稼働時間は10,000時間を超えた。
その後、数人のオーナーを経て、
1988年
（昭和63年）
、稼働時間

UH03DT

13,000時間を過ぎた後、
南島の小さな町・モスバーン近くのウェスト
ドームで畜産業を営むシドニー・テイラー氏によって購入された。
テイラー
氏はUH03DTを2,600エーカーの農場のメンテナンスに使用、
また

9.4t

特徴

果たした後、
テイラー氏は同機をケーブルプライス社へ下取りに出し、
日立建機の新しいモデルに入れ替えた。
テイラー氏は、
現在もUH083
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運転質量
バケット容量

機械で、
バランスが良く安定していた」
と語る。20年にわたる役目を

27

1965年（昭和40年）

号機

定格出力
（PS/rpm） 58/1,800

あるときは林業にも使用し、
同機について
「非常に優れた信頼性の高い

とZX240LC-5Bを所有する熱心な日立建機ファンだという。

納入年

ウェストドームでは林業の現場でも活躍した

0.35m3

UH03は、純国産技術で開発した初の油圧
ショベルで1965年（昭和40年）
に発売。
当時
主流であった1ポンプ・1バルブシステムから、
2
ポンプ・2バルブとしブーム合流回路を付加。
ダンプ積みなどの作業性能を大幅に向上。
また、
2本のブームシリンダと
「く」
の字ブームを採用し、
深掘り性能を高めた。
UH03の構造は世界の
油圧ショベルのデファクトスタンダードとなった。
2018年
（平成30年）
に未来遺産として認定。

The Legends
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〒110-0015

東京都台東区東上野2-16-1

www.hitachicm.com/global/jp

日立建設機械
70周年記念事業プロジェクト
（03）5826-8111

日立建設機械
7 0 周 年 記 念 サ イト
詳しくはこちら▶

