うことをご存じだろうか︒戦時

﹁通天閣﹂が︑実は二代目だとい

大阪のシンボルの１つである

され︑さらには大阪空襲で新世

類焼︒これを機に通天閣は解体

する映画館の火災で通天閣は

半ば泣き付くように建設会社へ

まっていなかった︒商店主らは

肝心の建設資金は思うように集

資してくれるということで話は

相談すると︑足りない費用を出
終戦後︑大阪は復興に向けて

まとまった︒常にギリギリの状

界もまた焼け野原となった︒

されるも存亡の危機にさらされ

歩み出すが︑交通の要衝ではな

中に一度姿を消し︑その後再建
て蘇った⁝⁝︒今回は︑その誕

況だったが︑新世界の人々の執
設計したのは︑名古屋テレビ

い新世界は復興が遅れた︒にぎ

塔を手がけ︑のちに東京タワー

生と二度の復活を遂げた通天閣

うに荒れ果てた新世界では︑い

を世に送り出すことになる内藤

念で建設にこぎ着けた︒
つしかこんな声がささやかれた︒

多仲早稲田大学教授︒柱と柱の

やかだった戦前の風景が嘘のよ

﹁通天閣さえあれば︑きっと新

建物の設計が得意で﹁塔博士﹂

間に耐震壁を設ける地震に強い

世界は元気になる ︱︱﹂
︒

の歴史をひもとく︒

東洋一の展望塔は
凱旋門＋エッフェル塔

大阪きっての歓楽街である新
︶年のこと︒今でこそ串カ

世界が誕生したのは1912︵明
治

展望台からの景色見たさに︑大

せたような奇抜なデザインの塔

凱旋門の上にエッフェル塔を載

心部には遊園地があり︑パリの

のような街であったという︒中

な建物が建ち並ぶテーマパーク

目的で作られた︑異国情緒豊か

に外国の雰囲気を感じてもらう

一般的ではなかった当時︑人々

指の観光地だが︑海 外旅行が

だ︒初代通天閣があった場所に

通天閣だ︒高さ ｍは東洋一︒ びかけ︑用地の確保に動いたの

があったが︑これこそが初代の

はすでに民家が建ち︑塔を建て

が立ち上がり︑周囲に出資を呼

年に新世界町会連合会の役員ら

ニュースが日本全国を駆け巡る

ｍの名古屋テレビ塔が完成した

いた︒ところが︑高さ180

再建話は持ち上がっては消えて

界にも人が戻ったが︑通天閣の

解体から 年近くが経ち新世

予感はありました﹂

つてのにぎやかさが戻ってくる

て観光客も来るようになり︑か

とを覚えています︒しばらくし

﹁地元のみんなが喜んでいたこ

長の記憶は今も鮮明だ︒

火が点いた︒1954︵昭和 ︶ だった通天閣観光の西上雅章社

と︑新世界の商店主たちの魂に

二代目通天閣は予想を上回る

時︑建設現場近くで遊ぶ少年

ｍ︵＊︶
の展望塔が完成した︒当

はまるで異なるが高さ103

初代が姿を消してから 年後

大震災でも倒壊を免れている︒

の異名をもつ人物だ︒実際︑内

正時代には梅田や難波といった

るだけのスペースはない︒大阪

人気で︑開業当初は年間100

新世界商店会︑
執念の再建劇

繁華街にひけをとらないほどの

市にかけあい何度も陳情を重ね

ツを扱う店舗がひしめく大阪屈

人出があった︒ところが1943

た末︑公園と公道の上に塔を建

の1956 ︵昭和 ︶年︑姿形

13

藤が東京で設計した建物は関東

︵昭和 ︶年︑新世界はそのラン

31

てることが認められた︒ただ︑ 〜150 万人が訪れた︒復興

29

歴史的

!?

ドマークを失ってしまう︒隣接

75

10

45

わ

大阪のランドマークにして浪速の人々の魂
に
な

2
＊二代目通天閣が開業して60周年にあたる2016年、避雷針を5m伸ばし108mとなった

3

18

建 造 物 誕 生の
秘 密 を 探 る！

F i l e .40

通天閣は二度蘇る
text by Mikihiro Sunayama ／ photographs by Katsuaki Tanaka

砂山幹博 ＝ 取材・文 田中勝明 ＝ 撮影

楽しめる情報をお届けします。

ところ
かわれば

この地でしか味わえない、
その場所だから

2015年には、地上94.5mに開
放型の特別展望台「天望パラダ
イス」
が新設され話題に。 周囲
に眺望を遮る物がないため、四
季の風を感じながら大阪の景色
を楽しむことができる

大阪市南部編

味

あのな巻・あのね巻

1

佐兵衛すし 本店
06-6631-4541
ユニークな名前の巻物は元々別の名前だったが、
「あのな」
が口癖のお客さんがよく注文したので、いつしか「あのな巻」
に。エビ、イカ、うなぎなど
の海鮮に、厚焼き玉子にシイ
タケ、かんぴょうなどの具が
こぼれんばかりに海苔に包ま
れ、
「寿司飯がない分、具の味
がダイレクトに感じられる」
と評判だ。寿司をつまみにす
るとお腹いっぱいになるとい
う人も、これならいくつもつ
まめそう。あのな巻に数の子
が入ると「あのね巻」と名前
が 変 わる。
（あのな 巻450円、
あのね巻550円・各税込み）

買

くいだおれ太郎プリン

1

2

1.パリの凱旋門の上にエッフェル塔を載せたデザ
インだった初代通天閣 2.建設中の二代目通天
閣。テーマパークのような街の中に建設された初
代とは違い、二代目は公道の真上に建てられた

1903（明治36）年に開催された第5回内国勧業
博覧会の広大な跡地は、東半分が天王寺公園（写
真手前の緑地）に、残りの西半分が大娯楽地「新
世界」として生まれ変わった（あべのルシアスか
ら撮影／撮影協力：株式会社きんえい）

2

なく現実のものとなった︒

あれば﹂は︑決して夢物語では

前に誰かが言った﹁通天閣さえ

ジがついたこと︒そして日本経

世界に〝怖い町〟というイメー

こと︒近隣で暴動が発生し︑新

済を混乱させたオイルショック

だ︒電気の無駄使いを理由に通

天閣のネオンが消え︑魅力に乏

しくなった︒1975︵昭和 ︶

50

再び訪れた危機︑
﹁おもろい﹂に活路を求める

10

年経つ

年には年間来塔者が 万人に落

5 19

二代目開業から約

と︑通天閣への客足は徐々に遠

見た目は真っ直ぐそびえ立つ通

のいた︒理由はいくつかある︒ ち込み︑
累積赤字は 千万円に︒

テレビの普及により︑新世界に

はほぼ倒れかけていた︒

たくさんあった映画館が閉館︒ 天閣ではあったが︑財務内容で

その多くがパチンコ店に替わり

瀕死の状態だった通天閣に救

いの手を差し伸べたのは︑大阪

を代表する落語家や作家といっ

た文化人有志だった︒マスコミ

が取り上げやすいような﹁おも

ろい﹂アイデアをみんなで出し

合い地道に実行した︒その１つ

がビリケンだ︒戦前まで花柳界

で人気があったが︑アメリカの

神様ゆえに退けられていたビリ

ケンさんを通天閣の幸運の神様

に据え︑
観光の目玉としたのだ︒

こうした努力が功を奏し︑来塔

者は回復︒高さや眺望ではなく

﹁おもろい﹂を売るコンセプト

は今も継承されている︒

﹁大阪のコテコテのノリを活か

して︑通天閣を大阪の文化発信

基地にしたいと考えています︒

目指すは︑日本一﹃おもろい﹄

2010年︵ツー・テン︶に

タワーです﹂︵西上社長︶

は︑通天閣が130ｍのロボッ

トに変身するという設定の﹁通

天閣ロボ﹂を考案︒2012年

5

の100周年には︑豊臣秀吉の

金の茶室にならい 階展望台内

部をすべて金色に塗り替えるな

ど︑
大阪らしさを打ち出した
﹁お

もろい﹂話題を提供︒年々来塔

者数を伸ばしている︒

﹁地域住民の執念﹂で再建され︑

﹁発想の転換﹂でピンチを乗り

切った展望塔は︑大阪の人に

1915（大正4）年開園の歴
史ある動物園では、約11ha
の敷地で約200種1000点の
動物を飼育。キリンやライ
オンのいる「アフリカサバ
ンナゾーン」
、アジアゾウ
が暮らす「アジアの熱帯雨
林ゾーン」など、本来の生
息地の景観を再現した「生態的展示」
を取り入れ、動物の自
然な姿を観察できる。毎日開催されている「ごはん・おやつ
タイム」
では、
動物たちのユニークな行動を見られるかも。
（大
人500円、小中学生200円、未就学児無料）

とってはなくてはならないシン

06-6771-8401

1.2012年、 大 阪 にゆかりのあ
る豊臣秀吉の金の茶室をイメー
ジして展望台は黄金色に統一さ
れた 2.内装が金一色に塗装さ
れた展望台に鎮座するビリケン
さん。投げ出した足をなでると
ご利益があるという

1

ボルであることは間違いない︒

天王寺動物園

5

2

訪

天王寺動物園

街の雰囲気がガラリと変わった

大阪名物「くいだ
おれ太郎 」がプリン
になった。箱の中に
はなぜか帽子が3個。
中を覗くとプリンが
入っているという大
阪ならではの遊び心
がたっぷり。甘いカ
ラメルソースと、苦
味 のあるクラッシュ
シュガーのダブルソー
スをかけてほおばると、濃厚なクレーム
ブリュレ風の本格的な味わいが口いっぱい
に広がる。
（3個入1,150円・税込み）

1.橋脚の真上を飾る色鮮やかな
天井画は、戦前の初代通天閣に
あったものを復刻。2015年に
72年ぶりに蘇った 2.世界で
初めて「円形エレベーター」を
導入するなど、先端技術を駆使
したタワーであった。エレベー
ターは今も現役

歴史的

06-6449-4489

建 造 物 誕 生の

秘 密 を 探 る！

（株）
太郎フーズ

4

港湾荷役作業を
効率化するクレーンが
港機能の強化にも貢献
＝ 撮影

2016年の１年間で、港湾荷

役業も手がけている。同社では

か、石巻工業港における港湾荷

年に設立。現在は陸上輸送のほ

内作業を行う目的で1950

紙株式会社の石巻工場での構

南光運輸株式会社は、日本製

も手がける。
2011年の東日本大震災で

げ作業といった港湾荷役の仕事

業港の開港以来、船からの荷揚

巻では、1967 年の石巻工

創業の地である石

スを提供している。

た総合物流サービ

photographs by Shinichi Miura

三浦伸一

港湾向けラチスブームホイールクレーン
MK650
＝ 取材・文

役に特化したコベルコ製クレー
甚大な被害を受けた石巻工業港。

text by Takahiro Yamada

山田高弘

ンのMK650を 台立て続け
に導入。将来を見据えた投資で
耕一郎さんによると、震災から

しかし同社の代表取締役の内田
年が経った現在は復興事業の

成果もあり、仕事量は震災前の
レベルまで戻りつつあるという。
﹁港の発展は地域経済の隆盛と

県を中心に、福島、秋田、東京

南光運輸は、本社のある宮城
質ペレットや石炭などの荷が増

予定されており、燃料となる木

日本製紙による発電所の建設が

深く結びついています。今後は

にも拠点を構え、トラックから
えると思われます﹂︵内田社長︶

当社の成長にもつながる﹂と内

化が必要であり、
﹁その努力は

ためには、港としての競争力強

生じることも予測される。その

港間における貨物の奪い合いが

貨物量にも影響し、将来的には

少子高齢化による人口の減少は

入したMK650 では、オー

﹁その点、 年 月に初めて導

いう。

止めて休ませることもあったと

が上昇してしまい、一時稼働を

は、夏場になるとエンジン温度

使用していたトラッククレーン

フル稼働することになる。以前

しかし、その先は未知数だ。 えにクレーンは何時間も連続で

田社長は力説する。
バーヒートは皆無です。今年の

同業者から聞いていたので、コ

効率化につながるという評判は

﹁優れた操作性が荷揚げ業務の

杉山育男さんはこう語る。

ことだった。港運部長を務める

の導入で港の荷役能力を高める

た答えが、コベルコ製クレーン

ができない。そこで同社が出し

かけるなど、間接的にしか関与

﹁ウインチの巻き上げ速度に加

の迅速さに長けているという。

によれば、MK650 は操作

レータ歴約 年の杉山武克さん

する作業に従事していた。オペ

は合板用の木材を船から荷揚げ

を訪れたところ、MK650

港の南浜埠頭で稼働する現場

タにも話を伺おうと、石巻工業

実際に搭乗しているオペレー

りました﹂︵日野さん︶

が広がって、作業がしやすくな

仕様もありがたいですね。視界

チの底まで見えるリフトキャブ

るようにしています。船のハッ

地面に下ろす際の衝撃を和らげ

つる作業ではスピードを緩め、

整できるので、精密機械などを

﹁ウインチの巻き上げ速度が調

も評価する。

ベテランである日野貴光さん

ベルコ製クレーンが石巻工業港

え、旋回や倒れ込みといった

山部長︶

しかし、港は公共施設ゆえに、 くれると期待しています﹂︵杉

の競争力強化の一助になるはず

ブームの動きが、以前のトラッ

初導入から約 年が経過し、

は、操作性に加えて視界のよさ

だと考えました﹂

南光運輸としては県や国に働き

内田耕一郎さん

鉄道まであらゆる貨物に対応し

業務効率化を図るべく
積極的に設備投資

さらなる成長を目指している。

作業の効率化を推進し、事業の

3

8

るのが、港のさらなる整備だ。 夏も連続作業を難なくこなして

まず強化対策として考えられ

16

そして南光運輸では 年に入

ディだというのが第一印象でし

ククレーンよりも格段にスピー

が上がるクレーン﹂として絶賛

レータから一様に﹁仕事の能率

現場で活躍する計

オペレータも認める
MK650の高性能
船からの荷揚げ作業は、１日

人のオペ

りMK650を 台導入した。

た。私の感覚では１・５倍程度

1

10

その分だけ仕事も効率的になり

石巻工業港自体の競争力をも押

導入時の狙いどおりの活躍は、
また、オペレータ歴約 年の

し上げる源泉となるはずだ。

ました﹂︵杉山さん︶

は速いと感じています。当然、 されているというMK650。

16

2

／

6
7

16

1. MK650には、貨物を確
実につかむ高出力のグラブ
バケットをアタッチメント
として 装 着 2. 船 から 降
ろした荷は、一時保管後に
自社トラックで荷主の元へ
と運搬。港湾荷役から陸送
まで一気通貫できるサービ
スが、南光運輸の特色だ
4

杉山育男さん

南光運輸株式会社

で終了させるのが原則。それゆ

20

3
5

代表取締役社長

REPORT

所在地／宮城県石巻市双葉町10-29
0225-95-4161
創業／ 1950年
事業内容／日本製紙株式会社工場構内
作業、貨物運送取扱、鉄道貨物取扱、
港湾運送事業、通関業および船舶代理
店業、倉庫業、自動車整備業など
従業員数／約450名

3

1

3.南光運輸仕様のMK650には、メンテナンス時の利便性とオペレ
ータの安全性に配慮して足場を設置 4.オペレータの日野貴光さん
は、P＆H時代の機械も知る人物。
「コベルコは機械式のころからい
い機械を作っていましたね。MK650はエンジン音が静かで、乗っ
ていても疲れにくいのが魅力です」 5.運転席から降りずにアウトリ
ガの張り出しが行えるのも、高く評価されるポイントだ

6

コベルコ現場最前線
今回の訪問先は

石巻工業港の南浜埠頭で、港
湾荷役作業に従事するMK650。
取材当日は、1,440㎥におよぶ
木材を船から荷揚げしていた
港運部 港運部長

を
活性化
石巻の
り
港から盛 ！
ます
上げてい

本社に集うスタッフ
の方々。南光運輸で
は、 総 従 業 員 数 約
450名のマンパワー
を駆使し、総合物流
サービスを提供

コベルコ現場最前線
REPORT

速に駆けつけて対応をする販売

万一の際には山中の現場にも迅

優れたパワーで
作業の生産性を高め
林業の未来を切り拓く
＝ 撮影

SK225SR︵林業用カスタム機︶
三浦泰章

いました。しかし昨今では、取

代理店、宮崎ディーゼル商事の

高性能林業機械の活用で
人材不足の解消を
いまだに﹁キツイ﹂
﹁汚い﹂
﹁危
険﹂といった、
いわゆる＂3K＂
を連想されることが少なくない
という林業。そうしたイメージ
を払拭し、新しい林業の姿を体
現しているのがＳＡＳＡＫＩ

り、日本の林業は低迷が続いて

ｔ機では、年間約

を導入。林業専用アタッチメン

年にコベルコのＳＫ１３５ＳＲ

て、佐々木さんはこう語る。

く、 ｔ機を選んだ理由につい

ンとして一般的な ｔ機ではな

ています﹂︵長友さん︶

㎥まで生産可能になると想定し

ていましたが、 ｔ機なら 万

2
ｔクラスのコベルコ機で

20
は、持ち上げるパワーが ｔ機

プルを装着したＳＫ２２５ＳＲ

化が必須でした。実際、グラッ

﹁レンタルで他社メーカの重機

木さんは太鼓判を押す。

も、燃費性能は健在だと、佐々

きた。またこうした成果に加え、 業を行うためには、機械の大型

1

20
とめて運べるうえ、車体の安定

～ ㎝の木材なら倍の本数をま

とは比べものになりません。

ら半日は長く燃料を保てます﹂

同じ作業をしてもコベルコ機な

燃費はコベルコが圧勝ですね。

を使用することもありますが、

生産性の向上から低燃費によ

性が高いので、より太い木材も
しっかりとつかめます﹂

搬能力だけではなく、ハーベス

ワーは、グラップル装着時の運

﹁ＳＫ２２５ＳＲならではのパ

く林業の未来を、今後もその高

Ｉ ＦＯＲＥＳＴＲＹが切り拓

ているコベルコ機。ＳＡＳＡＫ

の課題に大きな成果をもたらし

いる﹂と評価。伐倒や枝払い、 い能力で支援していくだろう。

タによる切断作業でも実感して

オペレータの長友康さんも、 るコスト削減まで、現在の林業

40

＝ 取材・文

引先の大手製材所が輸出向けに

ディになったという。
﹁アームの長さにもメリットを
ｔ機よりも
長い分、より広範に伐採作業
装着した

感じています。

ＦＯＲＥＳＴＲＹではＳＫ
135 ＳＲより１クラス大き
導入した。林業用のベースマシ

トを駆使した作業で人材不足を

﹁少ない人数でより効率的に作

た。同社では、創業間もない

13

万5000㎥の木材を生産し

13

2

13

山田高弘

ＦＯＲＥＳＴＲＹだ。林業の会
社では珍しい欧文表記にした社
名には、
﹁これまでにない新た
なことに挑戦したい﹂という、
代表取締役の佐々木章仁さんの
強い想いが込められている。
﹁この仕事に従事する若者たち
が安心して生活できるよう、林
業を未来のある成長産業として
確立し、業界全体を盛り上げて
いきたいのです﹂︵佐々木さん︶
年育てる農業＂という考えのも
する再造林事業を積極的に推進。
さらに担い手の育成にも注力す
るなど、林業という仕事を次世
る。実際、従業員の半数は同社
させた 代の若者たちだ。

から林業のキャリアをスタート

機械によるパワーを活かした作

﹁これまでは輸入材の影響もあ

を 台同時導入するなど、大型
業スタイルで、業務の効率化を

生産規模を拡大したり、バイオ

存在もあり、コベルコ機への信

推進している。

マス発電が盛んになるなど、宮

頼は厚くなっていったという。

佐々木章仁さん
玉切りなどの作業がよりスピー

代表取締役

重要。そこで佐々木さんが出し

月、 Ｓ Ａ Ｓ Ａ Ｋ Ｉ

20

が可能。今までハーベスタを

年

重機の大型化を通じて
さらなる効率化を実現

崎県産の木材の需要が大幅な増
加傾向にあり、明るい兆しも見
えています﹂︵佐々木さん︶
しかしここで問題となるのが、

そのために同社では、
＂山は

じめとする素材生産を手がけて

代へとつなげる努力を続けてい

4

月には ｔクラスベースマシン

17

なＳＫ２２５ＳＲを 台同時に

働き手の不足だ。少ない人数で

と、伐採後の山に木の苗を植林

いるのが株式会社SASAKI
FORESTRYだ。同社では、
2013年の創業時から重機の
重要性を認識し、法人化を機に
SK135SRを導入。 年

を誇る宮崎県。そこでスギをは

年連続でスギの生産量日本一

今回の訪問先は

た答えが、重機の有効活用だっ

4

photographs by Yasuaki Miura

SASAKI FORESTRY

20

20

text by Takahiro Yamada

株式会社
林業の
未来、
担いま
す！

26
2

17

補いつつ、生産性も向上させて

14

山の仕事を行うには、効率性が

50

所在地／宮崎県児湯郡
木城町大字椎木4739-6
0983-32-2817
創業／ 2013年
事業内容／林業
（素材生産）
従業員数／ 11名

13

2
1

2台同時導入したSK225SRの1
台には、フィンランドのKETO
社製ハーベスタを装着。伐倒や
枝払い、玉切り作業をパワフル
にこなす
5.ともに20代の若手オペレータ、藤原健祐さん（左）と神
田智信さん（右）
。SK225SRについて、藤原さんは多数
の木材をつかめるパワーを、神田さんは旋回や走行時のス
ピード感を、それぞれ高く評価する 6.仲睦まじい社長ご
夫婦。奥様の美穂さんは、創業時より事務を一手に担い、
社長を強力にサポート

1.2.現場のリーダーを務め
るオペレータの長友康さん
は、SK225SRが搭載する
コベルコ独自の冷却システ
ム『iNDr』を評価。
「2日に1
回フィルタを掃除するだけ
なので、メンテナンスの負
担が減りました」
4

50

／

3.同時導入したもう1台
のSK225SRにはグラッ
プルを装着。伐倒した木
材の運搬・集材に活躍
していた 4.左から西日
本コベルコ建機の見河、
佐々木さん、販売代理店
である宮崎ディーゼル商
事の𠮷田さん

8
9

5
6

SK225SRは取材時、宮崎県中北部の西都市三納／三
宅地区にて、市が管理する山林の伐採に従事。本現場
では8,000㎥の伐採を予定しているが、大型機導入に
よりすでにその8割の作業を終えていた
3

機械の状況を遠隔で見守り︑安定稼働を支援

トラブルの前兆を察知し︑
事前に故障の芽を摘む
予防保全を実現

援するとともに︑サービス活動

を導入︒ユーザの稼働管理を支

供する﹁ＭＥＲｉＴ﹂システム

めとする稼働情報をユーザに提

から位置情報・燃費情報をはじ

コベルコのショベルは︑早く

力装置の運転状態を︑常に把握

ベル稼働の最重要部位である動

なシステムを導入︒
これは︑
ショ

て︑
﹁Ｋスキャン﹂という新た

定稼働を支える見守り機能とし

開始した 型シリーズでは︑安

し︑さまざまな機能の組み合わ

のために機械の仕組みは複雑化

年々高まっています︒その対応

規制や燃費などの環境性能は︑

﹁ショベルに求められる排ガス

背景をこう語る︒

情報の共有化がもたらす︑
あらゆる可能性に挑戦

マシンとサーバ間のスムーズな情報流通を推進

いる︒すでにＳＫ２５０︑ＳＫ

を未然に防ぐことを狙いとして

で重大故障によるマシンダウン

る効率化も必要だった︒

には︑巡回活動や点検のさらな

により良いサービスを提供する

その一方で︑すべてのお客様

有され︑サービスマンが品質保

﹁Ｋスキャンの情報は社内で共

把握することが可能になった︒

勘や経験といった個人の力量が

﹁これまでは︑サービスマンの
的確な支援を受けられるように

がら相談することで︑迅速かつ

証の担当者と同じデータを見な

トもあるという︒

サービスの質に大きな影響を与
なりました﹂︵中川︶

ンは科学的なデータをもとに診

質なサービスを提供できます﹂

個人の力量に左右されない高品

で︑閾値︵トラブルの予兆の境

成される︒１つはエンジン︑油

Ｋスキャンは２つの機能で構

目となる数値︶設定の妥当性な

どを吟味しながら︑各現場に適
したマシンの設計改善といった

階で北海道から沖縄に至るさま

Ｋスキャンは︑開発途中の段

いきたいですね﹂︵松本︶

めることで︑さらに磨き続けて

定です︒現場と開発が交流を深

市場側からの提案もしていく予

ざまなお客様に︑合計 台のモ

データの蓄積と連動した
継続的な成長を目指す

ます﹂

理解も深まっていると感じてい

マシンを見守る眼差しで
迅速かつ最適に対応

えていました︒しかしＫスキャ

ソフトウェア開発を担った樽

さらに︑新たにこんなメリッ

３３０などの中・大型機やハイ
﹁これらの課題を解決するため︑ 海靖孝はこう付け加える︒

にサービス現場に提供するシス

に評価︒その結果をタイムリー

ＳＫ１２５ＳＲやＳＫ２００︑ 報を収集し︑健康状態を自動的
ＳＫ２２５ＳＲなどにも標準装
備される︒
テムを開発しました﹂︵中川︶

事前に対応内容を予測できる

のもとでのサービス対応を担当

ので︑点検の必要性

せすることもできる

ブレット端末でお見

キャンのデータをタ

説明をする際︑Ｋス

は︑訪問時に点検の

た︒ 型モデルから

いった効率化が図られてきまし

お客様の現場にも巡回できると

ス出動の際には近隣で稼働する

確認可能︒これにより︑サービ

ＧＰＳによりＷｅｂの地図上で

使うことで︑各マシンの所在は

﹁従来のＭＥＲｉＴシステムを

ざまなケースでのデータを織り

われ方や負荷の違いなど︑さま

粉塵などの環境︑業態ごとの使

ニタ評価を依頼︒
気候や温湿度︑

ローバルに展開していく︒

コベルコ独自の見守り機能をグ

ルへの搭載も準備中︒今後は︑

目下︑Ｋスキャンは海外モデ

込むことで︑システムとしての
精度をアップさせてきた︒
﹁今後もＫスキャンのデータと
サービス現場における活用情報

﹁ 蓄積データが拡大するなか

にもつながっているようだ︒

モチベーションやスキルアップ

た事例の共有が︑各スタッフの

る文化も浸透しつつある︒優れ

し︑サービスマン同士で議論す

日々のデータから傾向を把握

キャンの魅力です﹂︵中川︶

いく︒こうしたサイクルもＫス

データを通じて信頼を構築して

ビスと開発が︑ショベルの稼働

組んでいきます︒ユーザとサー

提供できるよう︑継続的に取り

値の高い情報をサービス現場に

きっちりと分析してより付加価

案性の向上も感じていると語る︒ がどんどん蓄積され︑それらを

する藤晃宏は︑効率化に加え提

ングでその情報を得られるので︑

これが﹁Ｋスキャン﹂であり︑ 断を行い︑誰もが適切なタイミ
と組み合わせて運用すること

既存の﹁ＭＥＲｉＴ﹂システム

Ｋスキャンの開発プロジェク
で︑点検を必要とする機械とそ

有事に至る予兆を察知し︑
機械の稼働を止めない

トに参画した中川智廣は︑開発

ちの拠点から専門のＷｅｂ画面

以下のように説明する︒

トローラから専用サーバに毎日
を見て把握できます︒毎朝サー

圧ポンプに搭載した各センサの

送信し︑日々の変化の傾向から
ビスマンがお客様訪問をする前

値をメカトロコントローラの中

健康状態を診断する﹃ 状態観

に︑データ分析による提案内容

働する各マシンの状況を︑私た

察﹄
︒
もう１つは︑巡回点検時に

をもとにメンテナンス方針を決

﹁Ｋスキャンでは︑広範囲で稼

サービスマンが行う検査運転を

定︒点検個所の目星をつけてか

で圧縮・加工︒それをＩＴコン

自動化し︑
常に同一条件で健康
西日本コベルコ建機の福岡工

ことは︑携行すべき装備・部品

状態を診断する﹃健康診断﹄だ︒ ら対応に向かっています﹂
場で︑Ｋスキャンを運用する松

等を絞り込めるなど︑業務の効

西日本コベルコ建機
九州支社 福岡営業所
福岡工場

率化にもつながっている︒お客様

本竜馬は︑実際の活用シーンを

藤 晃宏

の所在︑部位︑状態を効率的に

ブリッドショベルＳＫ２００Ｈ

とが難しくなってきました﹂

01年入社。本プロジェクト
には、全国のモニタによる評
価段階から参画。
「実際の現場
におけるショベルのさまざま
な使われ方のなかで得た“気
づき”を、システムのブラッ
シュアップにフィードバック
しました」

ショベルのすべてのセンサの情

企画本部 ICT推進部
ICTプロダクトグループ

には搭載済み︒ 年９月からは

サービスマンへ点検を促すこと

してトラブルの予兆を察知し︑ せにより装置の不調を捉えるこ

そして︑２０１６年に販売を

の効率化にも活用してきた︒

中川智廣

に対するお客様のご

Kスキャンの今後の成長
には、開発部門と運用現
場の連携が不可欠。相互
が密にコミュニケーショ
ンをとりながら、稼働を
止めない機械という、さ
らなるお客様メリットの
提供を目指していく

17

エリア全体でお客様サービスの最大化に努める

データに基づくサービス提案で信頼を深める

10

西日本コベルコ建機
九州支社 福岡営業所
福岡工場 工場長

16
text by Toshiyuki Ota ／ photographs by Shinichi Miura

太田利之 ＝ 取材・文 三浦伸一＝ 撮影
17

10

94年入社。
「Kスキャンにより、
広範なサービス担当エリアの
なかで迅速かつ正確なサービ
ス対応ができるようになりま
した。今後は、現場に伺うス
タッフのスキルアップなど、
サービスの質向上も目指して
います」

08年入社。Kスキャンのデー
タをもとにサービス提案を推
進。
「GPS情報の活用は訪問
の効率化につながりました。
また、視覚的に情報を伝えら
れるタブレット端末を用いた
説明で、お客様の理解や互い
の絆も深まっています」

Kスキャンによる『状態観察』
と『健康診断』
は、
数値やグラフで可視化。お客様への訪問前に、
サービス担当者と作業内容の確認やメンテナン
ス方針のすり合わせが容易になる

松本竜馬

50

開発ストーリー

現場で活躍するショベル各部
のデータを日々見守ることに
より、トラブルの発生を事前
に予測。問題が起こる前に最
善の対応を図ることで耐用性
をさらに高め、安定稼働をサ
ポートするコベルコ独自の
IoT（Internet of Things）を
駆使した予防保全システムだ

13年 入 社。ITコントロ ー ラ
のエキスパートとして、メカ
トロニクスの統合に尽力。
「K
スキャンの開発では、センサ
で収集した各部のデータをサ
ーバに送ったり、遠隔診断を
するための通信ソフトウェア
の開発を担当しました」

Kスキャン
Kスキャン

GEC要素開発部
制御システム系開発グループ

TOPICS

今回のストーリーは

樽海靖孝

KOBELCO

﹁出勤せずに自宅で仕事OK﹂
働き方が変わる深い理由

離職者も少なくない︒

ある程度の区切りがある出産

や育児に対して︑介護には﹁い

化︑
多様化している﹄
︒キユーピー

﹁
﹃消費者のニーズは急速に変

世代が︑家庭の事情で職場を離

ない︒企業の中核を担うはずの

つまで﹂という明確な区切りが
導入や拡充が相次いでいる︒

の三宅峰三郎社 長︵現・相談役︶ れてしまう︒そうならないため

食品業界で新たな勤務制度の
﹁キッコーマンは 月から︑全
社員を対象に在宅勤務制度を

こう表現する﹂
︵同︶
︒熾烈な商

は︑現在の国内市場について︑ の〝新たな働き方〟を各企業が

様かつ優秀な人材の確保が必要

員の働きやすい環境を整え︑多

2017年 月 日付記事より︶
︒ 品開発競争に勝ち残るには︑社

ば︑あり得ない話だろう︒けれ

第一の土木・建設業界からすれ

在宅勤務にテレワーク︒現場

真剣に模索しているのだ︒

導入する﹂︵日本経済新聞電子版

4

﹁時間単位の年休制度は昨年

ともに変わりつつあるからだ︒

なぜなら︑離職の理由が時代と

時代の流れとともに変わってい

者一人ひとりの事情や価値観は

以前は離職といえば﹁結婚﹂ く︒その現実に目を向け︑でき

ることから対応を考えるのは決

という理由も浮上︒厚生労働省

あるのだから︒

が大きな効果につながることも

かった︒だが近年は︑
﹁ 介護 ﹂ して無為ではない︒小さな変革
キッコーマンと同じく︑キ

が 年 月に発表した雇用動向
調査結果によ

年

勤務制度を導入︒さらにカル

年の

れ ば︑
で︑週 日までと定めている上

ビーでは︑
﹁オフィス以外で働

8

離職者数は約
7 1 3 万 人︒

ユーピーも

月から在宅

のこと︒

用できるようにした﹂︵同︶と ﹁出産﹂
﹁育児﹂という事情が多

従来の制度に比べ︑柔軟に利

月から導入︒半日単位だった

11

まで在宅勤務を認める内容だ︒ だ︒だがそれは容易ではない︒ ども事務方から現場まで︑働く

本体と関連会社などの社員約
1300 人が対象で︑月４回

4

7

針だ﹂︵同︶
︒テレワーク制度と

4

界が抱える切実な問題がある︒

こうした動きの背景には︑業

画を打ち出しているという︒

の素も同様の制度を導入する計

自宅以外でも働ける仕組み︒味

・ ％で︑約

IT︵情報技術︶機器を使い︑ 者 は 全 体 の
は︑

を理由とする

限日数を 月以降に撤廃する方 ﹁ 介 護・ 看 護 ﹂

2

15

万3000
人 に の ぼ る︒
歳代の

そのなかでは
〜

50

その報道の背景にある
「時代性」
を探るコーナーです。

まずはクイズに挑戦！ 答えは解説文中にあります。
楽しみながら 現代を知るヒント を探してみませんか？

東京外国語大学卒業後、日本経済
新聞社に入社。日経ホーム出版社
（現在の日経BP社）月刊誌「日
経マネー」の編集を経て、退社。
独立後は、経済・金融の各種専
門誌などに寄稿するなど、経済
ジャーナリストとして活躍中

d. 月12回
c. 月8回
b. 月4回
a. 月1回

近頃気になる日経媒体の記事をピックアップ。

この 記 事 に
注目!

和上陽子

2

16

くことができるテレワーク制度

16

9 1
3

40

クイズを解けば
いまが分かる
経済ジャーナリスト

Q1.

キッコーマンが導入した在宅勤務制度。
月何回まで在宅勤務が許される？

日本経済新聞電子版 2017年2月4日付
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Q2.

不動産大手の大京グループが現場の指示支援に
導入した
「スマートグラス」
とは、
どんな端末？
a. メガネ型 b. ボールペン型 c. ネクタイピン型 d. ペットボトル型

型の端末にカメラやマイク︑Ｇ

予定︒
﹁ ＩＣＴを活用す

確認や修理が必要な

ベテランは映像から

要︒その結果︑作業効率が ％

役割も果たすため伝票記入も不

スマートグラスがスキャナ的な

簡易にしたシステムなので︑経

ナビ﹂は操作方法をできる限り

さらに注目すべきは︑
﹁ホル

同グループは約
200万円かけて若

きるというわけだ︒

提供する３Ｄマシンガイダン

色々とある︒コベルコ建機が

にも現場を支援するＩＣＴは

さて︑スマートグラスのほか

ついているのだ︒

成という目的にもしっかり結び

扱えるという点︒つまり人材育

ピッチ＆ロールなどの各種セン ﹁ＩＣＴ﹂からいっそう目が離

油圧ショベルにアーム角度や

日本経済新聞電子版 2017年4月22日付

若手とベテランが端末でやり取り︱︱︒
人材育成に広がるＩＣＴ活用
技術者の高齢化により人手不

ることで専門技術を伝え︑

このスマートグラスは

ＰＳ︵全地球測位システム︶など

近年幅広い分野で導入が

足が進む業界で︑効率よく若手

大京グループでスマートグラ

進んでいる︒例えばドイ

サービス品質の向上を図

スを導入するのは︑ビル管理な

のセンサを搭載したもので︑イ

どを手がけるオリックス・ファ

ツの国際物流会社ＤＨＬ

に技術を伝えるためにＩＣＴ

シリティーズ︒作業の流れはこ

では︑倉庫内でのピッキ

る﹂︵同︶のだという︒

型のウエアラブル端末﹃スマー

﹁大京グループは 日︑メガネ

うである︒ビル管理の現場で若

ング︵商品仕分け︶に導入︒

に把握し︑施工情報や設計デー

ンターネットにも接続できる︒

トグラス﹄を若手育成などに活

手の点検者がスマートグラスを

作業員がスマートグラスに映し

タを入力したコントロールパネ

︵情報通信技術︶を活用する試み

用すると発表した﹂︵日本経済新

かけると︑離れた場所にいるベ

出された荷物の位置情報や作業

が盛んだ︒

聞電子版２０１７年４月 日付記

テラン技術者のパソコン画面

ルと連携させる︒これによって

事より︶

スマートグラス︒直訳すれば

手順などを見ながら仕分け作業

箇所を見極め︑若手

向上したというデータが公表さ

施工ができるという︒

に音声や文字︑画像

れている︒

台︑検
し︑通常の点検業務

承は急務︒そのキーワードたる
でも異常の見落とし

せない︒

サを取り付けて現場の状況を常

3 4

防止などに活用する

人手不足の建設業界にあっ
手育成用に

ス﹁ホルナビ﹂も好例の１つだ︒ て︑効率的かつ適切な技術の継

25
査業務用に 台導入

験の浅いオペレータにも容易に

で指示することがで

のまま映し出される︒ にあたる︒両手が自由に使え︑ 最少人数で手際よく精度の高い

に︑若手が見ている光景がそ

Illustration by Takayuki Hirato

〝賢いメガネ〟だ︒これはメガネ

平戸孝之＝イラスト
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Wind of Kobelco

1 from
タイ

3 from
福岡

Wind

Wind

Thailand

Fukuoka

ブースに展示されたSK50P

小倉工場で展示会を開催
2017年5月20・21日に、西日本コベルコ建機の小
倉工場で、
「新時代の幕開け！
！ 春の大展示会2017〜

［コベルコの 風 ］

コベルコタウンへようこそ〜」が開催されました。

日本全国、
そして世界各国での

16年11月に竣工した小倉工場など、北九州地区の

コベルコの活動をリポート！

コベルコ建機グループが集結する総合拠点のお披露目
も兼ねたこのイベント。新型機やホルナビ搭載機を筆
頭に、業界最先端技術をアピールする新型ハイブリッ
ド機、
「eマグ」搭載機などを展示しました。また、ホ

注目を集めました。

2日間で1,300名以上が来場したイベントは、大盛
況のうちに幕を閉じました。

2

5 from
新潟

4 from
福島

Wind

Fukushima

リニューアル記念！
福島営業所で展示会を開催
月3・4日の2日間、新社屋リニューアル記念感謝祭と
しての展示会が行われました。
当展示会では、ホルナビ 3D マシンガイダンスを
搭 載 し た SK200 や SK200H-10 、
「 e マ グ」搭 載 の

SK260DLCをはじめとした新機種を多数展示。
さらに、
WOODY社製ハーベスタを搭載したSK170-10林業仕
様機のデモンストレーションも実施。木材を速やかに
造材する作業で来場者の目をくぎ付けにしていました。
イベントには両日で400名以上のお客様がご来場。
大成功の催しとなりました。

できる仮想現場「ホルナビ・ジョブサイト新潟」を新

ホルナビ・ジョブサイトとは、実際と同等のICT施
工を体験・実感できるとともに、3次元測量や3次元

業所までお問い合わせください。
21

2017年6月8〜10日の3日間、タイ・バンコクで、
東南アジアの現地法人である KCMSA（ Kobelco
出展機に関心を
示すお客様

Construction Machinery Southeast Asia Co.,
Ltd.）が主催する「 INTERMAT ASEAN 2017」が開
催されました。

今回、
東南アジア地域で初開催された「INTERMAT」

現在、
東南アジアではミニ・ミディクラスの油圧ショ

に参加したことは、同地域におけるコベルコ建機のプ

ベルのニーズが高まりつつあります。そこでコベルコ

レゼンスアップを図る貴重な機会に。これをきっかけ

建機は、同クラスのラインアップからSK50Pを展示

として、東南アジアでの市場拡大を今まで以上に進め

しました。

てまいります。

2 from
愛知

Wind

［開催概要］
日時：2017年9月9日
（土）
、
10日（日）
会場：西日本コベルコ建機（株）
中部支社
愛知県東海市南柴田町
ハの割138-18
052-603-1201

今年も西日本コベルコ建機の中部支社で、秋

設計データの作成など、ICT施工に関係する作業の習

ご利用をご希望する方は、最寄りのコベルコ建機営

3

中部支社で
秋の大展示会が開催決定！
！

トしました。

た高松に続き、2カ所目の設置となりました。

タイで行われた
「INTERMAT ASEAN 2017」に出展

Aichi

潟県新潟市に開設。2017年6月19日より運営をスター

得も可能なICT建機体験施設。同年4月にオープンし

Aichi

Thailand

東日本コベルコ建機の福島営業所にて、2017年6

コベルコ建機は、ICT建機のメリットを体験・実感

Fukuoka

Wind

Niigata

ホルナビ・ジョブサイト新潟にて稼働する、ホルナビ3Dマシンガ
イダンス搭載のSK200-9

Fukushima

1.ホルナビ3Dマシンガイ
ダンスを使用したデモンス
トレーションを実施 2.お
客様の注目を集めたNEXT
アタッチメントの脱着実演
の様子

脱着といったデモンストレーションも実施。来場者の

「ホルナビ・ジョブサイト新潟」
を開設！

Nigata

1

ルナビ搭載機やSK550D-10NEXTアタッチメントの

の大展示会が開催されることになりました。新
商品をはじめとした多数の実機展示や、見ごた

1

1.ホルナビ搭載機を展示したブース
2.機械と先端アタッチメントの大型
化というお客様ニーズに対応し、注
目を集めたSK170-10林業仕様機

えのあるデモンストレーションなど、楽しい企
画を多数ご用意しております。
皆様のご来場を、
2

スタッフ一同心よりお待ちしております。

昨年行われたイベントの様子

20

