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私たちは皆、清潔で安全で、十分に機能する
環境を必要とします;それが私たちの幸福の
基礎です。しかし、残念ながら、私たちはまだ
これを達成するにはほど遠い状況です。過
去数十年の間に、我々は世界中で前例のな
い経済成長を目撃してきましたが、 一方、 そ
のために環境は多額の対価を支払って来ま
した。希望はあり、我々は無力ではありませ
んが、すぐに行動すべきです。 私たちは、早
急に自分たちの考え方を改め、すべての行
動に持続可能性を優先させる必要がありま
す。私たちは、すべての人々の幸福のためだ
けでなく、環境のためにもより良い法律を作
る必要があります - この2つは最終的に同じ
ものです。 また、重要な水域や生態系の長
期的な保全を確保するために、これまで以上
に多くの修復プロジェクトを立ち上げる必要
があります。  

世界の資源は限られており、資金も限られて
います。利用可能な限られた資源の中で、で
きるだけ多くのことをするのが賢明です。可
動式多目的ソリューションを用いれば、より少
ない機械とより低コストで、よりクリーンで安
全で優れた機能を持つ水を得ることができる
と私たちは考えています。このことが私たちの
仕事を推し進めます。 

環境に対する同一の関心と、より少ない時間
でより多くのことをなすことで、修復の一助と
なる同一のビジョンを、多くの人が共有するの
を見るのは刺激的です。 世界70カ国以上の
お客様が、現地の環境修復作業にウォーター
マスターを導入しています。 1台のウォーター
マスターが多くの従来型機械の仕事を単独
で処理するので、より効率的で環境に優しく
プロジェクトを遂行することができます。 これ

が、私たちがより良い方向に技術を開発し続
ける源であり、又、私たちは30年以上にわたり
そうしてきました。

持続可能な世界を築くためには、賢明な選択
が必要です。自然システムの機能に関しての
最善の知識を常に活用する必要があります。
そうすれば、我々は問題を解決するに当たり、
自然と共働できます。

利用可能な最高の技術とソリューションを活
用することで、環境被害を逆転させ、人と自然
の両方の幸福を確保するためにより迅速に活
動することができます。

敬具

 ラウリ・カリオラ 、社長 

世 界はバランスが崩れており、その改善が急がれます。国連は、この状況に
直面しており、今後数年間にわたり重要な持続可能な開発目標(SDGs)

を設定しています。そのうちの一つ(SDG6)は、2030年までに誰一人取り残され
ることなく、地球上のすべての人々に、きれいな水の利用を確保するということで
す。清潔で安全な水にアクセスすることは、我々の人権です；私たちは、それなし
では生きていけません。進行中の気候変動、世界人口の増加、都市化の増加は、
目標の達成を困難にします。無駄にする時間はありません。今すぐに、私たちの
川、湖、その他の淡水源を復元し、保護するプロジェクトの計画と実践を始めなけ
ればなりません。

内容
2 私たちは健康的な環境を 
 必要としています 

3 ポジティブな影響をもたらす

6  チェンナイの水路の清掃 

私たちは健康的な環境を必要としています
目標は明確です： 

健康的な環境が健康的な人々を作ります  
世界の淡水源は悪い状態にあります。例えば、世界の河川の50%は深刻な劣

化の兆候を示しています。私たちはその責任を取らなければなりません。 
その改善を始めることはだれもの関心事です。
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現場を簡単に移転   - ウォーターマスターの完全
なユニットとして輸送、そこから単独でトレーラーか

ら降りて、水中まで歩行します。 
が、フィンランドの工場からも迅速に
部品をお届けします。

少ない時間とお金で、より多くのことを 
これらは、お客様が重視するウォーターマ
スターの主な特長と利点の一部です。これ
らがウオーターマスターが、より多くの現場
(浅い現場、狭い現場、植物やゴミが溜まっ
た現場、水上交通の多い現場)に到達し、よ
り少ないマシンを使用しながらより多くのソ
リューションを提供することを可能にしてい
ます。

河川と湖の復元 
過度の富栄養化と沈殿、水質汚染、侵略的な
水生植物の広がり  – - これらは多くの川や
湖が直面する問題の一部です。 ヴェシラケ

お                           客様と私たちを結びつけるものは、水環境を改善し、それを最も効
率的で環境に配慮した方法で行うという意志と決意です。多くの政

府機関、自治体、建設と水質改善の企業や異なる工業プラントにサービス
を提供する企業は、当社の技術を活用して、より少ない時間と費用でより多
くのことを実現しています。可動式ウォーターマスターは、環境保全のみな
らず、お金と時間を節約します。ウォーターマスターがヨーロッパのお客様
がそのローカルの環境にプラスの影響を及ぼすのに役立っているいくつ
かの例をご紹介します。

ンナス・オヤネン社 は、フィンランドの会社
で、20年近くウォーターマスターによってスカ
ンジナビア周辺の川、湖、工業池の清掃、修
復、維持を行ってきました。 彼らはしばしば
汚染された物質があり、限られた排出スペー
スしかないという困難な場所での作業を強
いられます。 ウォーターマスターと水切りチ
ューブは、これらに対処する優れた組み合わ
せです。ウォーターマスターは、すべての現
場に輸送、可動させることが容易であり、チュ
ーブへの浚渫は、迅速かつ多くのスペースを
必要とせずに(汚染された)堆積物から水を
分離するのに優れた方法です。  

よりクリーンで健康的な川や湖、より安全
な運河や工業用池、より楽しい都市部とよ

り機能的な水路
お客様がヨーロッパ全域、そして世界で 

プラスの影響を与えています

ポジティブな影響をもたらす
ヨーロッパのウォーターマスター 

スマートで実証済みのテクノロジー
ウォーターマスターは独特なスタビライザ
ー、強力な掘削機アーム、丈夫な船体と自歩
行システムを備えています。これらが一体と
なりウォーターマスターのクレーンの援助な
しでの入退水、浅水域での移動、より深い区
域にタグボートなしでの航行、単独で6メー
トルの水深での係留を可能にします。迅速
に交換可能な頑丈な付属品の幅広い選択
による作業は安全で、効率的です。
当社の設計原則は、キャタピラー製エンジン
やボッシュ・レックスロス製油圧などの有名
な最高品質のコンポーネントを使用するこ
とです。これらによりウォーターマスターが
簡単にサービスを提供し、世界中のどこで
もスムースに動作できるようにしています。
スペアパーツは現地で簡単に入手できます
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マリーナと小さな港の維
持― 

機敏なウォーターマスター
は非常に窮屈な場所でも
安全かつ効率的に作業す
ることができます。堆積物、
ゴミや植物を取り除き、杭
打ち込みによる桟橋や海
岸堤防の建設と維持に役

立ちます。
(フランスからの写真)

川、湖、運河、他の浅水域の清掃 
-ウオーターマスターはカッターポン

プで材料を水切りチューブや集積
池にまで吸引浚渫することにより(
汚染された)堆積物を除去します。

(ノルウェーからの写真) 

水路とマリーナの維持
船舶の安全な通行を確保し、環境を清潔に
保つためには、多くの水路、運河、マリーナ
の定期的な浚渫が不可欠です。フランスの
会社、 アイ・マリンソリューションズ社は、マ
リーナの仕事を専門としています。ウォータ
ーマスターは、その汎用性、サイト間の容易
な輸送性と水中の独立した移動性とによっ
て同社に完璧にフィットしています。機敏な
ウォーターマスターを使用すれば、水上交
通を遮断することなく、効率的にマリーナ
の狭い水路を浚渫することができます。従
来の浚渫船とは異なり、ウォーターマスター
は、作業用に別々のアンカーやワイヤケー
ブルやウィンチを必要としません。多目的ウ
ォーターマスターを使用すれば、マリーナ
で桟橋の建設や修理(杭打ち)、水中からゴ
ミ、破片、藻類を取り除く(レーキング)など
の他の作業を行うこともできます。 

都市水域の開発
ウォーターマスターは、さまざまな頑丈な作
業ツールを使用し、陸上用機器ではアクセ

スできないサイトに到達できます。この機械
は川および運河の土堤防を補強し、金属シ
ートや木製の杭の設置により桟橋を造り、
維持することができます。本機は水中パイプ
ライン及びケーブルの敷設をサポートでき
ます。ハンマーツールを使用し、ウォーター
マスターは、古いコンクリート構造物を解体
したり、簡単に除去するため大きな石を小
片に分割することができますポーランドの
会社、リバーブラザーズ社は、ヨーロッパの
ウォーターマスターを利用する建設業者の
一社で、 ヨーロッパの都市の水の安全、機
能性および清潔さの改善を行っています。

工業用池を安全かつ機能的に維持
多くの鉱山やその他の工業プラントの安全
かつ効率的な操業を確保するには、 そのプ
ロセス水池とテーリングダム(排水池)を適切
に維持しておく必要があります。 水陸両用ウ
ォーターマスターは、定期的な浚渫を必要と
するこれらの浅い池に最適です。
工業用池を良好な状態に保つことは、フィン
ランドの建設会社、 ロペン・マーヤ・フェジラ

ケンネ社の主な活動の一つです。同社は従
来、まとまった機械類を運用していましたが、
掘削機をベースとする問題解決は、水環境
で作業する際に一定の制限がありました。同
社は水陸両用多目的ウォーターマスターで
事業をさらに多様化し、拡大したいと考えま
した。ウォーターマスターは、掘削機と浚渫
機の能力を兼ね備えており、6メートルの深
さまでの浅瀬全体のあらゆる作業を安全に
カバーしています。同社は、ウォーターマスタ
ーにより、以前は複数の機械が必要であっ
た作業現場で、しばしばたった1台で作業を
しています。
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産業廃棄物とプロセス水池
の清掃と維持  

-ウォーターマスターは、材料
を次の工程に向けて池から

陸にポンピングします(ドイツ
からの写真) 

水路の安全性と機能性の
開発  

– ウォーターマスターは、 振動
パイルドライバーを備えるこ
とができます。これにより、金

属シートと木製杭の打ち込み
が可能となります。(ラトビアか

らの写真) 

沈殿除去作業 - 泥や堆積物は、時間の経過と共に川や運河の底に蓄積します。これらの堆
積物を破壊することで洪水リスクを低減し、水の流れを改善します(リトアニアからの写真)  

過剰な植物の除去  - レーキツールでもって、ウォーターマスターは、浮遊したり、根付いている
水生植物を除去します(フィンランドからの写真)

ヨーロッパのウォーターマスター
EUは、最も厳しい環境と安全についての規
制を設けています。十分にテストされ、証明さ
れたウォーターマスターはフィンランドで作ら
れ、1980年代からヨーロッパ中で正常に作動
しています。 世界の数百のウォーターマスタ
ーユニットのうち、100台以上がヨーロッパで
サービスを提供しています。それらの大半は、
前世代型のウォーターマスタークラシックで
すが、ある地域ではアクティブな最新モデル
の数も増加しています。ククラシックVは、旧
モデルとほぼ同じように見えますが、多くの
改善がなされています。例えば、その浚渫容
量は、第1世代からほぼ3倍に達し、世界で最
も強力な完全水陸両用多目的浚渫船(10イン
チ)となっています。連続的、系統的な開発並
びに近代的なシリアル生産設備がウォーター
マスター機械の安定的な高品質および信頼
できる性能を保障します。 
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背景
チェンナイは人口約500万人の巨大なメガ
ロポリスです。市の下水処理やその他の廃
棄物管理が急速に増加する人口に対応で
きなくなった事から地元の水域は大きなプ
レッシャーにさらされています。 市内の運
河の多くは完全に沈み、湿地帯のようにな
り、密集したホテイアオイと水中雑草で覆わ
れていました。  この状態は、地域に群がり、
地元の人々にとって本当の脅威と健康上の
リスクとなる病気を運ぶ蚊の拡散には最適
でした。 t運河が 窒息状態にあり、人々はま
た、 大雨の間に深刻な洪水を引き起こす雨
水の排出に苦労していました。

従来の方法
より良い設備がないため、グレーター・チェン
ナイ社は、復元と浚渫作業のためにバックホ
ーを使用し、フローティングバージに搭載しま

チェンナイには約500万人の住民が住
んでおり、インドの東海岸に位置して

います。

 
まとめ

• グレーター・チェンナイ社の
仕事は、チェンナイの水域を
きれいにすることです  

• 完全に水陸両用の多目的ウ
ォーターマスターは彼らがよ
り少ない機械とコストで作業
を行うのに役立っています。   

• ウォーターマスターは、イン
ド全土で積極的に使用され
ており、国の浅水域を清潔
で安全に保つのに貢献して
います。 

グ   レーター・チェンナイ社（GCC）はチェンナイの首都圏を流れる汚染水
域の清掃を行っています。未処理の下水、工業用排水、都市ゴミは、多

くの地元の水域をひどく汚染し、洪水を起こしやすいままなっていました。クー
ム川、アディヤー川、ノースバッキンガム運河、キャプテンコットン運河、リンク運
河は、緊急の手当を必要としている水路の一部です。グレーター・チェンナイ社
の夢は、地元の人々に健康的な水環境を提供することですが、これらのハード
Cのコンディションでは、それは簡単な仕事ではありません。

した。しかし、同社はすぐにそれが危険で非
効率的な作業方法であることを知りました。 
バックホーは陸上機械であり、その作業の安
定性と水中の安全性が良くないのです。いく
つかの事故の後、より良い解決策が必要と
理解しました。  

新しい方法 
インド全土で多くのウォーターマスターユニ
ットが浅水域を清掃し、維持しています。ウォ
ーターマスターズを利用する多くの地方州と
インド中央政府からの肯定的なフィードバッ
クの後押しもあり、GCCは新しいアプローチ
を試みることにしました。インドのウオーター
マスターの代理店であるダーサン・ドレッシ
ング&コンストラクションズ社は、必要に応じ
て機械の操作も担当します。グレーター・チェ
ンナイ社は、インドの他の多くの顧客の例に
習って、作業の実施に当たり、ダーサン・ドレ

タフな作業と、スマートなソリューション – 
チェンナイにおける窒息し汚染された水域は、早急な
修復を必要としています。グレーター・チェンナイ社は、
問題の改善のため、効率的なウォーターマスターの機
器を使用しています 

グレーター・チェンナイ社の大規模な任務: 

チェンナイの水路の清掃
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ッディング&コンストラクションズ社を起用し
ました。

GCCの以前の設備とは異なり、ウォーターマ
スターは浅瀬の作業において非常に安定し、
安全で効率的であることが判明しました。完
全に水陸両用の機械はチェンナイの狭く浅
い川および運河で、正確かつ効果的に独立
して動くことができます。それは橋の下とか、
従来の機械が行くことができない水域の困
難な場所にまで達することができます。さら
に、多目的ウォーターマスターを使用するこ
とで、 彼らはより多くのソリューションを手に
できました、即ち、領域に応じて、彼らは吸引
浚渫、掘削、レーキング、ハンマリング、杭打
ちの中で選択することができるのです。 - 常
にサイトに最良のアプローチを選択します。
ウォーターマスターはまた、専用のアタッチ
メントにより殺幼虫(蚊の制御用)を行いま
す。 

結果
グレーター・チェンナイ社は、クーム川、アディ
ヤール川、ノースバッキンガム運河、市内の
他の多くの水域を積極的に清掃しています。
彼らのプロセスは、ウオーターマスターによ
りまず最初に岸までゴミ、破片、シルト、ホテ

イアオイ、根付いた水生植物を掘り起こし、レ
ーキングすることです。次いで、トラックに堆
積物や植物を載せ、材料毎に、さらなる処理
や最終配置用にそれらを輸送します。

過去36ヶ月間に、彼らは市内の下水管、河
川、運河から約270万トンの汚染されたシル
ト、ホテイアオイ、ゴミを除去しました。同時
に、蚊の数は大幅に減少しています。彼らの
ウォーターマスターユニットは非常に信頼性
が高かったのですが、それは驚きではありま
せん - アクアメック社は、何百ものクライアン
トと何千もの異なる環境からのフィードバッ
クを利用して、30年以上にわたって技術を開
発してきました。ウォーターマスターは、信頼
が出来、サービスが容易で、最高のコンポー
ネントと実績のあるソリューションを駆使しま
す。これがウォーターマスターをタフな仕事
と条件のためのプロフェッショナルなツール
に仕立てます。 GCCのユニットは、 36ヶ月で
13,500時間の運用時間を達成しました。ウォ
ーターマスターの自動中央圧力グリースシス
テムは、日常のメンテナンスに必要な時間を
セーブすることで、生産的な作業時間を短縮
します。ダーサン・ドレッシング社の実践は、
マイナーな塗装やシステムチェックを含む包
括的な予防保全プログラムを年に一度アレ

侵襲的なホテイアオイと過剰なシルトは多くの問題を引き起こします ウオーターマスターが運河から泥や植物をかき集めます

ンジすることです。 地元のキャタピラー社の
ディーラーは、ウォーターマスターのキャタピ
ラーエンジンのサービスを提供しています。

将来
グレーター・チェンナイ社はすぐにウォータ
ーマスターが彼らの仕事のための適切なツ
ールであると確信しました。ウォーターマス
ターは、作業開始のわずか6ヶ月後には償却
できたのです。より少ないマシンを使用して
節約されたコストは、 GCCが今年もう一台
の完全水陸両用多目的ウォーターマスター
クラシックVユニットに投資することを可能
にしました。それは彼らの復旧努力をさらに
強化し、チェンナイの地元の人々にきれいな
水を提供するという彼らの夢の現実に向け
貢献することでしょう。

チェンナイの人々のための
清潔で安全な水 – 

これがグレーター・チェン
ナイ社の夢です。 ウォータ
ーマスターは、彼らがそれ
を達成する手助けをして
います。写真は清掃作業

後のキャプテンコットン運
河からのものです。 



ウォーターマスター |アクアメック株式会社
P.O.Box 260, FI-27801 セキラ, フィンランド

電話番号: +358 10 402 6400
ファックス: +358 10 402 6422
watermaster@watermaster.fi
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お問い合わせ: 

私たちのソーシャルメディアチャンネルから、より多くのウォーターマスター
のニュース、事例、写真やビデオが閲覧できます。

あなたは私たちのウェブサイト 、 を通じてチャネルにアクセスできます: 

WWW.WATERMASTER.FI


