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ウォーターマスターは環境保全に適応する
浚渫船です 

 非常に効率的かつ正確に機能します。水域
の濁りを最小限に抑えつつ、非常に正確に堆

積物の層を取り除くことができます。  世界中の多くの水域は、生命と喜びと言
うよりは、むしろ病気や害の源と言えま
す。そのような状況を修正する力がある
のにも関わらず、なぜこれを受け入れな
ければならないのでしょうか 。 

私たちは廃水、ゴミによる汚染、その他
の汚染物質の自然水への排出を止めるこ
とにより、水界生態系と生物多様性の損
失と悪化を防ぐことができます。すべて
の汚れた水域をきれいにして生物の生息
地を回復させ、すべての生物に透き通っ
た水へのアクセスを提供することができ
ます。これによって、人や動物の病気の
蔓延を防ぐことが可能になります 。

私たちは、 水系の生存能力を確保する
ために、過度の富栄養化およびホテイア

オイのような有害な侵略的水生種の蔓延
を防ぐことができます。破壊的な洪水を緩
和および防止して、人と財産を安全に守る
手段を持っています。工業用のため池を
完全に機能させ、自然に優しい状態を保
つことができ、そして貴重な資源をそこか
ら回収することができます。都市の水域を
改善して、より多くの安全、機会、そして喜
びをもたらすこともできるでしょう。

楽 観 性 と 熱 意 をもって、こ れらの 課
題 に 立 ち向 かいましょう。自 然 や 環
境についてさらに学び、より良い政 策
を作り、 修復プロジェクトとよりスマ
ートで効果 的な技 術に今まで以 上に
投 資 することによって、このような問
題を解決することができるでしょう。   
私たちは様々なことが相互に関連し合う

水池から貴重な資源を守り、吸引浚渫に
よって工業用プロセスのため池を良好な
状態に保ちます。これにより、貴重なミ
ネラルの無駄が最小限に抑えられ、産業
プラントの運用上および環境上の安全性
が最大化されます。

元々、水陸両用多目的浚渫船であったウォ
ーターマスターは、これらのすべてを実現
できます。毎日、 世界の約80カ国で 、何
百ものウォーターマスターがその地域の水
域の状態を改善しています。ウォーターマス
ターは、より多くの作業現場にアクセスで
き、従来の機械よりも多くのソリューション
を提供にします。 １つの機械として容易に
運ぶことができ、クレーンなしで素早く移動
することができます。ウォーターマスターは
自走式であり、4つのスパッドでしっかり
と固定され、強力なアタッチメントの使用

世界世界に住んでいます。私たちの幸福
は、他の人のすべての幸福に依存します。
今まで以上に、過去、現在、将来の汚
染、誤用、悪化から環境を守らなければ
なりません。人々が住んでいる環境や、
触れ合う動物が健康でない場合、私たち
自身を健康に保つことはできません。水
域を保護し、回復し、発展させるための
行動を取ることによって、すべての人々
の生活を改善することができます。

すべての水域は貴重です。 本当に、ほと
んどの水域が不可欠なものです。協力し
て、しっかりとケアして行きましょう。

敬具 
ウォーターマスターチーム

人 類は、気候危機、生物多様性の危機、コロナパンデミック、世界的な経済危
機、健康危機にも直面しています。汚染された環境、酷使された環境や不均

衡な環境は、遅かれ早かれ私たちの生活に悪い影響を与えるでしょう。そのため、国
連は2030年までに人類が持続可能な世界に到達するための目標を設定しています。こ
れらの目標は、「水」とも密接に関係しており、清潔で安全、そしてアクセスが容易
な水があることは、すべての生命と発展にとって不可欠となります。水域の状態を改
善することは、環境、経済、そして私たち全員の幸福に多くの利益をもたらすことに
も繋がります。人類に欠かせない水の重要性を理解し、その汚染を防ぐためのソリュ
ーションを実装することが重要です。私たちの未来は、私たちに掛かっているのです。

汚                          染した、または放置されたすべての水域のより良いケアを行うことは、環
境、健康、安全、文化、産業、経済的利益の多くをもたらすことになりま

す。できるだけ早く、処理が不十分な水域の状態を改善し始めることが賢明な選択
であると言えるでしょう。最先端の水陸両用ウォーターマスター浚渫船は、敏感な
浅瀬の環境プロジェクトのために設計されています。ウォーターマスターは、乾燥
した地面から6メートルの水深まで、実質的に全ての修復と開発作業を効果的かつ安
全に行うことができます。重要な水域をウォーターマスターで守り、通常は過酷な
作業をスマートなソリューションで容易にしましょう。

により効率的に作動します。ウォーターマ
スターを使用すると、より少ない労力でよ
り多くのことを行うことができます。ウォ
ーターマスターの信頼性は、30年以上にわ
たる継続的な開発、 近代的な生産施設、
世界クラスのコンポーネント、完全なトレ
ーニングとバックアップの結果であると言
えます。
 
貴重な自然資本を無駄にしないようにしま
しょう。ウォーターマスターは、水域の改
善し、すべての人に多くの利点を提供しま
す。当社は人々にこのようなやりがいのあ
る作業のためのスマートなソリューション
を提供します。
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世界中で水域を保護、回復、そして発展させる必要があります

水域のケアによる様々な利点
すべての水域は貴重です。

浚渫やレーキでのかき集めによって、
川、湖、湿地から汚染土壌、ゴミ、侵略
的な植生を除去します。これは、生息地
と生物多様性を維持し、清潔な飲料水、
および潅がい用水の可用性を確保するの
に役立ちます。 

瓦礫、過剰な植生、沈泥を浚渫し、掻き
集めることによって、都市運河やその他
の都市の水域地帯を維持して、良好な水
の流れを確保し、洪水のリスクを軽減し
ましょう。浚渫やレーキでのかき集めに
よって、水路やマリーナから堆積物の蓄
積を取り除き、そこでの作業をより安全
にします。

杭打ちによって、海岸を強化し、発展さ
せ、都市の推移域における機能性と安全
性を高めます。そして、産業廃棄物や排

低いコストと簡単な操作で、効果を発揮 
当社のスマートで移動式のウォーターマスター多目的
浚渫船は、より少ない操作とコストで、より綺麗で安

全な機能水を提供します。

2020年は自然の「スーパーイヤー」 
であり、自然再生の取り組みを強化する10年間の初め
の年です (UN)。 
今が、私たちの重要な水域、およびその他の自然資本
を守るために努力をより一層強化する時です。
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すべての生物のためのきれ
いな水 

より楽しく安全な都市生活

より安全な水路

より多くのビジネス活動と雇
用機会

より効率的で安全な工業用池

より健全な生息地と生態系

低いコストと簡単な操作で、効果を発揮

保護、再生、開発。

幸せで誇り高い人々と国

洪水の減少
気候変動により、天候はますます予測不可能に
なっています。世界の一部の地域は、極端な降雨
に見舞われており、干ばつに悩まされている地域
もあります。洪水は毎年世界的に莫大な被害と
経済的損失を引き起こしています。都市の運河
や河川のゴミ、がれき、過剰な沈泥、植生は、水
を移動させる水系の能力を低下させ、大雨時の
洪水のリスクを高めます。ウォーターマスターは、
水路からこのような障害物を取り除き、洪水を緩
和・防止して、人と財産を安全に保つために世界
中で広く使用されています。

環境

健康

安全

経済

文化

産業

コロンビアの湖の再生

スイスのマリーナを維持

フィリピンのマニラ湾の清掃

チリの工業用池からの資源回収

フィンランドの汚染された湖の清掃

ガーナの川の清掃と洪水防止作業

フランスにおける都市水域の整備

コロンビアの貯水池の再生

水域の  
ケアが 
利益を 

 もたらす

世界の生態系のバランスが崩れてきています。
人口の増加、都市化、気候変動は、いずれも世
界中の生物生息地や生物多様性の損失の原因と
なっています。環境の悪化を改善させ、バラン
スを取り戻すために、重要な水域を保護し、被
害を受けている地域を再生させる必要がありま
す。移動式で多目的なウォーターマスターを使
用すると、困難な場所にアクセスし、水域の状
態を改善するために多くの異なる種類の作業を
行うことが可能になります。

ドック、運河、桟橋、洪水防御壁の構築やその
他の土木工学プロジェクトの実施により、安全
性、機能性、都市部におけるレクリエーションの
可能性が生まれます。多目的ウォーターマスター
は、アタッチメント（パイルドライバーを含む）を
簡単に変更でき、非常に浅い場所や水辺から作
業できるため、無数の水辺における建設プロジ
ェクトでも利用できます。

汚染された水は、人、動物、植物、土壌など、すべ
ての人に害を与えます。また、そのような水は農
業やその他の産業の使用にも適していません。積
極的に水域の汚染を改善することにより、すべて
の生物により透き通った水を提供できるようにな
ります。清潔で安全かつ簡単にアクセスできる水
は、人と自然の両方の幸福のための基礎となりま
す。多目的ウォーターマスターは、ゴミの浚渫や植
生のレーキかき集めによって堆積物を取り除くこ
とができます。貯水池の堆積物を除去し、過剰な
富栄養化や侵略的なホテイアオイに苦しむ地域
を再生して、貯水能力を向上させ、水不足を阻止
することができます。

人々は清潔で美的に楽しい環境に惹かれるもの
です。美しい川や湖、その他の水域は、地元の人
々や観光客を引き寄せます。このような水域を清
潔に保ち、ゴミや汚染をなくすことは、より多くの
訪問者および地元企業に多くの可能性をもたら
しますことになります。幅広い用途があるウォー
ターマスターは、このような場所の清掃、メンテナ
ンス、開発を容易にして、今まで以上の持続可能
性、安全性、機会、および喜びをもたらすことがで
きます。

多くの水域は、その地域の文化と密接に結びつい
ています。それらは古代神話の発祥の地であり、
その国家のアイデンティティとそこに住む市民の
日常生活となっています。ガンジス川、ナイル川、
ビクトリア湖などの壮大な文化的意義を十分に把
握することは不可能です。グローバリゼーション、
都市化、人口増加の圧力により、これらの水域の
多くが汚染され、バランスを崩しています。その汚
染を改善するために行動を起こすことは、文化的
誇りと国家全体の士気を高めることになります。
ウォーターマスターは、このような世界中の大切
な海を再生する手助けをします。

水路にはメンテナンスが必要です。航路における
堆積物の蓄積は、人や船舶の安全を危険にさらす
ことになります。自己推進式で独自で係留できる
ウォーターマスターは、ボートの安全な水路を確
保するために、過度の堆積物を迅速かつ効率的
に除去することができます。また、非常に狭く、浅
い水路やマリーナで使用でき、正確に蓄積された
堆積物の層を除去することができます。他の水路
を遮ることなく、動作します。

多くの産業は、そのプロセスにおいて廃液池や
処理水池を必要とします。そのような池をしっか
りと整備することにより、環境に対する取り組
みがより効率的かつ安全になります。ウォータ
ーマスターは、世界中の様々な種類の工業用池
を良好な状態に保つ際にも効果を発揮します。
また、鉱滓池から貴重な鉱物を回収することが
できます。完全水陸両用のウォーターマスター
は、このような浅く困難な環境でも簡単にアク
セスして操作できます。
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パイロットプロジェクト
彼らはパイロットプロジェクトとしてピー
チ ブロッサムプールパークを選びました。
チャンヘ川の下流にある人気のリバーサ
イド景観公園で、40ヘクタールの水辺を
含む101ヘクタールの面積があります。公
園内の小さな湖はひどく汚染されており、
住民の多くは不満を抱いていました。

チャンヘ川からの高水流量と上流の下水
処理場からの下水流が、湖の堆積物沈静
化、水域汚染、水界環境悪化といった多
くの問題を引き起こしていました。汚染さ
れた汚泥は浚渫によって除去されること
になりました。目標は、川の流量を速め、
生態学的条件を改善し、水界環境を再生
することでした。

西安は 中国北中部の関中の中心に位置
しています。

中   国北西部の歴史的な首都である西安は、水資源が豊富な都市であり、その
地域の発展は優れた水環境と密接に関連しています。都市の規模が拡大す

る一方で、人口は急増し、工業化が進み、河川や湖の流量は大幅に減少しており、
その水域における水生環境汚染は悪化しています。水資源の不足、水界環境の悪
化、水界生態系の脆弱性は、大都市ではよくある問題です。西安市政府は、地元の
人々と環境のためによりその問題を改善することを望んでいました。2018年、彼ら
は積極的に都市の重要な水域の再生への取り組みを始めました。

最高のテクノロジーの選択
人口密度の高い大都市の中心部にあるピ
ーチブロッサムプールパークで、浚渫作業
を行うのは容易ではありませんでした。ま
ず、大きい機械を現場に移動させ、浚渫
された汚泥を都市の外に運ぶことが問題
でした。第二に、労働条件とエンジニアリ
ング構造が複雑でした。水面は水生植物
で覆われており、水深は一般的に50cm
未満で、一部の地域では水がなく、通常
の浚渫船はそこで作業をすることはでき
ませんでした。第三に、実行基準が高く、
浚渫作業は周囲の環境や近隣住民に影
響を与えずに実施しなければいけません
でした。そして最後に、短い期間で行なわ
なければいけませんでした。総浚渫量は
約 15,000 立方メートルでしたが、 それ
を 25 日以内に完了することが期待され
ていました。 

プロジェクトパートナーの一員である陝西
成海水工学株式会社は、幸いにもフィンラ
ンドからプロジェクトに最適な技術を購入
しました。彼らは、その最先端の性能と信
頼性を元に 、水陸両用環境浚渫船ウォー
ターマスターを選びました。AQUAMEC Ltd 

.は、30 年以上にわたりウォーターマスタ
ー環境浚渫船を開発・製造してきました。
小さく軽量で、輸送が容易であるため、 
浅瀬または水がない場所での作業に適し
ています。また、ほぼすべてのサイトにア
クセスすることができます。作業中の補助
機器は不要で、 ウォーターマスター1つで
完全な浚渫船の作業を行うことができま
す。正確で環境に優しい操作と高い効率
性により、 従来の浚渫方法よりもはるか
に効果を発揮します。

困難な状況
ウォーターマスターは水陸両用設計が施
されています。新しい作業場所に到着
すると同時に作業を開始することができ
ます。ウォーターマスターは、最初に
擁壁を改装し、川の水路を広げ、掘削す
ることによって湖の底から建設廃棄物
を取り除き始めました。次に、ウォー
ターマスターはレーキを使って水面近く
の瓦礫と植生を掃除しました。 4 日半
で、40,000 平方メートルも清掃するこ
とができました。そして、ウォーターマ
スターはカッター吸引浚渫によって汚泥
を除去し始めました。

このプロジェクトの難しい点の一つは、
浚渫汚泥の輸送と処理でした。:ウォー
ターマスターによるカッター吸引浚渫+
パイプラインによる輸送+ジオテキスタ
イルチューブによる淡水化の計画が合意

されました。この組み合わせにより、環
境浚渫の厳しい要件を満たすことが可能
となり、高い排水効率を確保することが
できました。脱水汚泥はすべて景観再建
に使われました。プロジェクト全体は予
定より5日早く終わりました。

ポジティブな結果とフィードバック
結果は非常にポジティブなものでした。
ピーチブロッサムプールパークの東湖の
全体的な水の流量が大幅に増加し、水質
と水面の視覚効果が向上し、周辺の住宅
地の空気の質が向上しました。その地域
住民は、今までなかった感謝の気持ちを
示していました。

本プロジェクトの終了以来、請負業者は
プロジェクトオーナーから認知され、地
元の人々から賞賛を受けています。西安

ウォーターマスターは過酷なな条件において能力を発揮します 

再生前
汚染、過剰植生、沈着、水環境の悪化、洪水の危

険性が高い

ジオテキスタイルチューブによる排水

レイキングによる植生や残骸の除去

と北西地域全体で浚渫を先導するモデル
となっています。

このプロジェクトのストーリーとビデ
オについては、以下にお問い合わせく
ださい。
watermaster@watermaster.fi

吸引浚渫による汚泥除去掘削による廃棄物と沈泥の除去

再生後
より綺麗で健康的な環境と生態系の回復、地元の人々や観光

客にとってより楽しい都市部、洪水のリスクの低下s

中国西安における環境
浚渫プロジェクト    

都市環境における再生工事
ピーチブロッサムプールパークの水域の清掃と再生

は、地元の人々と環境に多くのメリットをもたらしま
した。

1つで様々なことが行える浚渫船 
万能なウォーターマスターが現場ですべての作業を行いまし
た。まず、川からゴミ、余分な植生、沈泥をかき集めて掘削す

ることから始まりました。その後、蓄積した汚泥をジオテキスタ
イルチューブに浚渫して排水し続けました。その現場の水深は
50cm未満で、水陸両用ウォーターマスターにとっては問題で

はありませんでした。



WATERMASTER | AQUAMEC LTD. 
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、

WWW.WATERMASTER.FI

を通じてチャネルにアクセスすることができます:


