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EDITORIAL

エピロックグループ
― 当社の詳細

「お客様の利益、それが
私たちの最優先事項」

お

客様各位：私たちはあなたのパート
ナーです。お客様の利益が私たちの
最優先事項という考えをエピロック社
員が共有しています。お客様の生産性
を高め、お客様の安全性を強化し、
お客様の排ガスを削減したいと考え
ているのです。さらには、お客様の運営費総額を
減らしながら、これらすべてを行いたいと考えて
います。野心的？ はい。可能？ もちろんで
す。私たちはこの旅を、お客様と一緒に歩んでま
いります。
2018年6月18日は、私たちにとって節目とな
りました。その日、エピロック社はナスダックの
ストックホルム証券取引所に上場し、完全に独立
した会社になったのです。アトラスコプコとして
145年の歴史がありますが、新しく生まれ変わり
ました。
私はつい最近、2018年初めにエピロックの一員
となりました。これまでに私が力を入れてきたこ
とは、世界中を回って私たちの仲間やお客様を訪

問すること。鉱山の深部へ降りたり、大規模な露
天掘りやインフラ現場を見たりすることは有意義
なものでした。この訪問のおかげで今後が楽しみ
になりました。
私が会う仲間は、研究開発・生産・保守等の事業
部門で働いていますが、全員、良いものをさらに
良くすることに専念しています。この革新的な精
神の一例として、現在進められているバッテリー
式機械への移行などがあります。これはディーゼ
ルに取って代わるもので、特に地下用の機械で進
められています。私たちには既にバッテリー式機
械のポートフォリオがありますが、今後その数・
規模は拡大されます。これは環境に優しいだけで
なく、私たちのお客様にも、計り知れない利益をも
たらすものです。それは未来であり、進むべき正しい
方向です。素晴らしい電動化トレンドを取り上げた今
回の号で、詳しいレポートを是非お読みください。
私たちの生産性を高めるパートナーシップが続
くことを楽しみにしています。

当社の革新
1873年に始まる

営 費の削 減、生 産 性の向

エピロック社は、

境負荷の軽減、安全衛生状

鉱業と建設業の

オートメーション

オートメーションや相互運用性を
実現する私たちのソリューション
に大きな関心を持っていただけ
れば幸いです。
納入実績

需要の高まりを受けて、生産を
増強しています。約束通りに納
入しているか注意深く監視して
います。

態の改善の必要性等、お客
様の重要問題を解決するこ
とを目指しています。

■

鉱業・天然資源産業
地下採掘、地上採掘、
探鉱、地質工学的用
途、抗井掘削、石油・

受け継いでおり、

ガス。

確かな専門性、品質、

■

インフラ産業
地下土木工事、地上土

パフォーマンスに

木工事、都市開発、採
石、解体、
リサイクル。

基づいています。

数字で表す
グループ

バッテリー式機械

この分野は非常に素晴らしい製
品が発売されています。

上、設備利用率の増加、環

分野の事業を

注目しているもの

エピロック社に
ついて

全世界の岩盤掘削ツール
に特化

ラ産業・天然資源産業の生
産性を高める世界有数のパ
最先端の技術を駆使して革

新的な掘削リグや岩盤掘削
機械、建設機械を開発、製

造し、最高レベルの保守と
消耗品を提供します。当社

はスウェーデン・ストックホ
ルムで設立され、意欲に満

Enjoy!

ちた社員がサポートし協力

エピロック社 社長兼CEO

の国に存在します。

する顧客は、150ヶ国以 上

13 000
■13,000人を超える従業員

■150ヶ国を超える国に顧客
■145年の経験
■2017年の売上：
314億スウェーデン・クローナ

パー・リンドバーグ
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部門内容とセグメント報告
機械・保守／ツール・アタッチメント

岩盤掘削ツール

エピロックは鉱業・インフ

ートナーです。エピロックは

鉱業界からの品目別受注状況（2017）

当社のソリューションは運

歴史を持つ
アトラスコプコの

貢献分野

油圧アタッチメント
ツール

運搬設備用の油圧アタッチ
メントツールに特化

ロックテック

72%

28%
ツール・アタッチメント

機械・保守

お客様の生産性の最大化を図る
部品・サービスに特化

地上・探鉱掘削

セグメント別
収益

（ドリフタ部門）

技術ソリューションに特化
し、エピロック各部門のオー
トメーションと相互運用性
の拡大を促進

採掘・岩盤掘削の保守

岩盤掘削、探鉱掘削の機械に特化

地下岩盤掘削

さまざまなトンネル掘削機械、
採掘機械に特化

掘削ソリューション
さまざまな回転式掘削機械に特化

3

目次

来年のカナダ探鉱者開発者協会（PDAC）会議は、3月3日から6日にかけてカナダのトロントで
開催されます。年1回のこのイベントは、鉱物探査に携わる人々、会社、組織が集まる主要会議
です。1,000を超える出展企業のほか、3,500人の投資家や25,600人の来場者が135ヶ国から参加
します。
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ウラカーン・エクブロム

バッテリーによる
電動化

08

「とても簡単で時間を
大幅に節約できます」

44
4

従来のスロットレイズ穿孔法は時間と費用がかかります。ブラジルの巨大鉱
業会社フェロバサ社は、エピロック社と緊密に協力してEaserを選び、後悔し
ていません。

INNER WORKINGS

サンプリングの改善

South32社はセロ・マトソ鉱山でのコアサンプル採取で、湿式リバースサーキュ
レーションの代替手段を試しました。エピロック社の圧縮空気を用いたリグExplorac 100で、生産性も品質も大幅に向上しました。

OUR CHALLENGE

ミッドライフ・リビルド・オーバーホール

インペリアル・メタルズ社のPit Viper 351が、45,000時間の掘削を経て不調になっ
てきました。
ミッドライフ・リビルド・オーバーホールとコントロールシステムのア
ップグレードが行われたリグは、新品同様の掘削を実現しています。
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パートナーシップの成果
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ユスフェリダムを建設中のリマク・ホールディングは、ダム本体を
海抜715メートルから440メートルまで低くする作業を行っていま
す。SmartROC T40が困難な事業を可能にしています。

42
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自動車産業は大規模電動化に向けて大きな進歩を遂げ、
他の分野でも電動化が進められています。鉱業においても、
バッテリー式機械に大きなメリットを見出せます。

FACE TO FACE

32

バッテリー式機械でコスト削減−環境保護
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表紙

バッテリーによる電動化は鉱業

界を大きく変えます。バッテリー

式機械は、鉱山で最もエネルギ
ー費がかかる冷却・通気の必要
性がほぼなくなるため、閉鎖され
た地下空間での使用により適し

『Mining & Construction』はエピロッ
ク社の刊行物です。
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商標および記事の複製
エピロック社製品のすべての名前（Pit
Viper、Boomer、Symmetrix、Smar t
ROC、COP、Secoroc等）はエピロックに
属する企業の登録商標です。この冊子
内の記事、写真またはアートワークの無
料複製に関する質問は、編集者または
出版社にお問い合わせください。
日本語版制作
エピロックジャパン㈱
Email：sales.japan@epiroc.com

安全第一

エピロック社は、身体の安全に関する国際的、地域的な規則や規制

をすべて遵守し、あるいはそれを上回るよう取り組みます。
しかし、
こ
の冊子に掲載されている写真は、当社の管理し得ない状況を写して
いることがあります。エピロック社の機械を使用する皆様におかれま

しては、安全を第一に考え、必ず耳や目、頭等を適切に保護し、人身
被害のリスクを最小限にするようお願いします。

5

エピロック社の
の概要

製品ニュースおよび革新ストーリー

（国を選択してメディアをクリック）: epiroc.com

エピロックの会社プレスリリース

（メディアをクリック）: epirocgroup.com

数字

テムで、持続可能な産業を求める将来の要求

6 752 009

に対応することが必要です。この目標を達成
するには、パートナーのデジタルシステムと業

務が結び付いたデジタルエコシステムという、

新たなタイプのコラボレーションが必要となり
ます。

「スウェーデンの鉱業および鉱物産業の業界

は、世界で最も持続可能な産業を目指して競

争しています。持続可能であるために必要な
物と技術の開発が現在急ピッチで進められて

マルクス・ピーターソン

おり、スウェーデンの各企業は、将来私たちが
安全かつ持続可能な形で採掘できるよう、手

を携える必要があります。スウェーデンのよう
な鉱業国にとっては良い前兆です」と企業・イ

エピロックは、持続可能な地下鉱業の試掘鉱床で協力するパートナーの1社です。
スウェーデンのオレブロに最近開設されたコン
トロールタワーは、
このデジタル化ベンチャーで大きな財産となるでしょう。

エピロック社は持続可能な鉱業の
パートナーシップに参加します。

二

ノベーション大臣ミカエル・ダンベリ氏は述べ
ています。

二酸化炭素フリーであり、考えられる範囲

で最高水準の安全をもたらす効率的、自律的

な生産システムを構築する最善の手段が、試

掘鉱床の枠組みで研究されます。将来、自律
的でデジタル化された鉱山、人々そして機械

持続可能な地下鉱業（SUM）の試掘鉱床は、

ック社も参加する新たに構成され

下鉱山に整備される予定で、バーチャル鉱山

た自律的な鉱山。それが、エピロ
たパートナーシップの目標です。地

下深部での持続可能な鉱業のための世界

施するには、国家規模の非常に多額な投資が

標準を新たに設定するため、私たちはLK-

AB、ABB、Combitechおよびボルボ社と提
携し、スウェーデン北部の鉱石採掘地帯に
ある固有の試掘鉱床に着手しました。

るコンペで、エピロック社の10-5/8マトリッ

エピロック社が
自動掘削を
次のレベルへ

クスボディPDC（多結晶ダイアモンドコンパ

2015年以降、エピロック社はオーストラリ

ニューメキシコ、グランツ近くの炭鉱に関す

ビットが競い合いました。この2つのビット
は同鉱山の同様な地盤状態で、ブラストホ
ールリグPit Viper 275に装着して使用され
ました。結果はエピロック社の圧倒的勝利
で、PDCビットは平均貫通速度で28パーセン
トのアドバンテージ、耐用年数で140パーセ
ントのアドバンテージを実現しました。

ジャネット・D・アダヌサ
ガーナ、人事・管理マネージャー

ア、メキシコ、南アフリカにある27機のブ
ラストホール掘削機を自動操作に変えまし
た。BHP、ゴールドコープ、バリック、アング
ロ・アメリカン等、世界最大の鉱 業会社の
一部で、この機械の導入が進められていま
す。2018年8月までに合計6,752,009メート
ルの距離を、現場から離れた場所でコント

「直属の上司のサポートがあること、仕事をする上で自律性が
あることが、私に高いモチベーションを与えてくれます。私は自
主独立型のチームで働くことが楽しく、仕事に影響する重要判
断に関し、判断材料を提供する機会を与えられていることに感
謝します。また、他の社員を指導する機会を与えられていること
は嬉しいですし、刺激的なプロセスだと思います」

ロールしながら完全自動で掘削しました

プロジェクトニュース

ブラッド・メジャー
カナダ、技術サービスマネージャー

プライヤー、スウェーデン国家、研究機関や大

LKABのキルナおよびマルムベリエトにある地

学とのコラボレーションを模索しています。

にもなります。ここでは、スウェーデンの鉱業

「世界で最も近代的な採掘作業法を開発す

域的に、そして全国的にも仕事を生み出し成長

を誇りに思います。これは、鉱山での生産性と

採掘環境で開発・試験されます。このために

の製品とソリューションを重視する私たちに

新たな採掘設備、複雑かつ効率的な管理シス

ー・リンドバーグは述べています。

界が競争力を維持し、ノールボッテン県で地

メートル

マイニングPDCビットの
エピロック社が
トリコーンビットの
競合他社に大差で勝利

クト）ビットと、競合他社の10-5/8トリコーン

仕事であなたをやる気に
させるものは何ですか？

が連携して仕事をするでしょう。この事業を実

必要となるため、各パートナーはより多くのサ

酸化炭素フリーでデジタル化され

すべてのお客様にできる限りのサービスを
提供するため、エピロックは従業員の意欲の
維持に取り組みます。

COPRODシステムが
ガーナで大ヒット

るための協力的な取り組みに参加できること

することができるよう、新たな技術が実際の

安全性を向上させる自律的で、バッテリー式

は、新たなコントロールシステム、改良された

最適です」と、エピロック社の社長兼CEOパ

「お客様や同僚の役に立っているという事実が私をやる気にさ
せます。個人的成長、そして世界中の同僚と築いた大きな友情
も感じています。決まり文句のような答えなのは分かっています
が、それが事実です」

アフリカ最大の民間請負鉱業会社BCMインターナショナルグ
ループが、効率の向上と燃料コストの削減を図るため、31機の
SmartROC C50および2機のSmartROC CLを購入しました。
ゴー
ルドフィールズ社がガーナで手掛ける現場のうちの2つ（タルク
ワおよびダマング）のほか、ガーナのンゼマにあるBCMの鉱山

マクシム・マクラコフ

で使用される予定です。
どちらのモデルもCOPRODテクノロジー
が備わっています。

RigScanの検査を通じた
ヨルダンでのサクセスストーリー

エピロックのコントロールタワー
− デジタル鉱山、作動中

ヨルダンの鉱業部門は隆盛を極め

回転式ブラストホール掘削リグに対し検

エピロック社がデジタル化の旅を

客 様 やパートナーとともに開 発 する 場

にあたり中古機械を購入しています。エピ

経つ機械をサポートすることで、中古機械

最近設立されたコントロールタワー（スウ

このエリアで 実 際 の 仕事も行 います」

ており、大手建設業者が鉱山建設

ロック・ミドル・イーストは、RigScanを活

用してお客様が機械の寿命を延ばすのを

査を行っております。生産終了後10～15年
に対するエピロックの姿勢が表れます。

お手伝いするという、高度検査サービスを
提供しています。2018年2月以降、7機の

詳細
6

rigscan-audit.com
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歩むお客様に貢献する可能性が、

ェーデン、オレブロのエピロック施設にあ
ります）により高まりました。コントロー

ルタワーは、協力してオートメーションや

独自のシステム

として、コントロールタワーを建 設し、

「私たちは将来の採 掘業務の機能をお

エピロック社独自の岩盤掘削シス

「エピロック社の世界中のすべての事務所に共通する事務所内

テムCOPRODは、トップハンマー

のフレンドリーな雰囲気に、大きな刺激を受けています。経験豊

装置の速い貫通速度および低い

富で熟練したお客様からは多くのことを学ぶことができ、感謝し

ディーゼル消費により、DTH掘削

ています。お客様がありがとうを言うために戻って来られると、自

による孔の直 線性および孔の質

分の仕事の成果を見ることができ、嬉しく思います」

を向上させます。

と、ROCTEC部門の責任者、ジョナス・アル
バートソン氏は説明します。

情報管理ソリューションの探究・開発を行
う革新の場となるよう意図されています。

中央アジア
ビジネスラインマネージャー
掘削ソリューション

詳細

bit.do/smartrocc50facts

miningandconstruction.com

詳しく
読むには

miningandconstruction.com
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グスタフ・ホークおよびドゥイグ・エブランカヤ



リマク・ホールディングおよびヴォルカン・オクヤイ

[取材地]
トルコ

川は深く

山は高く
リマク・ホールディングが
過酷な環境で
革新を起こし成功へ

高さ275メートルのユスフェリダムは、壮大なスケールの
建設事業です。人里離れた場所の大型事業であるため、
請負業者リマク・ホールディングに難題が突き付けられます。
同社がそうした難題に効率的に対応するために、
エピロック社のリグが役立てられています。

8
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ユスフェリダムとなる部分のダム本体が
275メートル低くされているところ。
リグSmartROC T40が成功の鍵。

革新は困難な事業において
重要なものです。
機械を所定の場所へ運ぶために
空中ケーブルが建設されました。

きな危険となるため、すべてのものを所定の位置に保
つことが極めて重要です。垂直掘削より行うのが難しい
水平掘削も、SmartROC T40 の柔軟性で実現可能にな
ることが、リマク・ホールディングにとって大きなメリッ
トです。フォールディングブームがこのリグの届く範囲
を他のリグよりも広げ、カバーする領域を拡大できると
いうことが、その主な理由です。
「要するに、穴をもう1 列あけることができるので、
掘削は増え、トラミングは減ります。また、非常に質の
高い穴を簡単に開けられます。堅い部分がある岩盤の
場合、シフト中の 1 時間に 35 ～ 45 メートルの掘削作
業を行います」

ロ
谷

を車で走り抜けて離れたところから見る
と、それは少し現実離れした感じがしま
す。ゆっくりと山腹から離れて行く空中
に浮かんだ小さな点。よく見ると実にお
もしろいものです。大きな点は掘削リグ
で、小さな点はプラットフォームやその他
の機械。すべての物が谷の片側に接続さ
れた空中ケーブルで下方へと運ばれてい

ます。
「私たちは厳しい地形条件で働いているので、滞りの
ない業務を実現する代替的な方法を探さざるを得ない
のです」と、ユスフェリダム建設を行うリマク社の機械
供給責任者アティラ・コスクン氏は言います。
谷の底は、通常であれば、
「トルコの屋根」と呼ば
れる東アナトリア地方の山から黒海へ流れるチョルフ川
の水で満たされます。しかし、この地は 2013 年以降、
巨大な建設現場になっています。暫定的には 2020 年
に予定される稼働が開始されれば、ユスフェリダムでは、
22 億立方メートル相当の水を貯えることができ、地下
発電所では、約 20 億キロワット時の電力が発電され
10
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ます。
リマク、チェンギス、そしてコリンから成る合弁企業
が、ダム建設の契約を受注しました。リマク・コンスト
ラクション・カンパニーがダム建設と発電所建設の両方
を担当していますが、これまでに多くの課題に直面して
います。大きな難題は、
ダムの壁を完璧に保つことです。
オペレータのムスタファ・ドガン氏は、すり鉢状の壁
の底にある掘削リグ SmartROC T40 に座ります。壁の
一部は、格子状に置かれたコンクリート製ボックスで覆
われています。彼は壁に穴をあけ、リグを横に移動さ
せます。
ドガン氏は、
「次のステップは別の機械を使い、穴に
ロックボルトを埋め込む作業です。その後、その周りに
ドリーデバイスを置いて、岩盤の圧力が広い範囲へ分
散されるようにします」と説明します。
彼は壁の格子模様を指さします。
「あれがコンクリー
トで覆われたボックスです」
アンカー掘削は、現場の岩盤の不安定な状態に対処
する手段です。ダム建設中に壁からの落石があれば大

アティラ・コスクン
リマク・ホールディング、
機械供給チーフ

ムスタファ・ドガン
リマク・ホールディング、
オペレータ

ックボルトに合わせ、リマク・ホールディ
ングの壮大な仕事を示す数字は、ほかに
もいろいろあります。例えば、
（トンネル
を含む）86km 相当の道路が建設される
予定で、3,000 人を超える人々がこの事
業に取り組んでいます。自然の谷は非常
に深いですが、リマク・ホールディングが
ダムを建設するには、ダム本体の形を作
る際に出る大量の岩石を撤去する必要があります。レ
ベルを 275 メートル低くする必要があります。
「私たちが作業しているこの地点は、海抜約 500 メー
トルです。ダム本体を海抜 715 メートルから 440 メー
トルまで下げる計画です」
コスクン氏はさらに言います。
「岩盤の質（堅く亀裂が入った地層）と気候は、作業
に支障を与えます。ここユスフェリで私たちが直面する
であろう課題を承知していたからこそ、設備を選ぶ際は
かなり慎重になりました。例えば、これほど大型で長期
に渡る事業では、燃料の節約は不可欠です」
リマク社は、過去にエピロック社のリグを何度も使
用しています。アルバニアのデヴォル水力発電所で最初
のコラボレーションを実現したリマク社とエピロックは、
トルコの多くのダム建設事業でタッグを組んでいます。
ユスフェリ事業でリマク社は、購入前の段階で様々なブ
ランドを比較した後、主要掘削リグとして SmartROC
T40 の話を進める決断をしました。現場では最 新の
SmartROC T40 が合わせて 9 機使用されているほか、
前の世代の SmartROC が 2 機、Boomer 282 が 5 機、
リグ Boomer L2 D も 3 機使用されています。
「エピロック社は、SmartROC T40 は燃料を最大 40
パーセント節約すると約束してくれました。一見したと
ころ、それは非現実的に思われましたが、この機械は
約束に応えてくれています。故障率が低いということも、
特にここが人里離れた場所であるため、大きな強みと
なっています。2015 年 6 月から現場で活躍している
SmartROC T40 は、稼働時間がほぼ 10,000 時間に達
しましたが、今でも私たちの期待に十分応えてくれてい

miningandconstruction.com

ます」と、コスクン氏は言います。
すり鉢の底に立って見上げると、この事業がいかに壮
大か実感します。ダムの壁のプラットフォームに設置さ
れたリグは、おもちゃのように小さく見えます。この底
では、リグ SmartROC T40 が 3 機、発破用に垂直の
穴を掘削していています。
リグの 1 つから出てきた SmartROC T40 のオペレー
タ、ミカイル・セリック氏が、掘削サイクルを終えてこう
言います。
「特にこれくらい大規模な事業では、常に効率が重要
です。質に妥協することなく掘削を素早く行いたいと思
うはずです。このリグがあれば、ロッドハンドリング・
システムを使って掘削サイクルのプログラムを作ること
ができ、その後、岩盤のタイプにかかわりなく、寸分
違わず目的の穿孔長まで機械が掘削します。私は監視
するだけです。とても簡単で時間を大幅に節約できま
す。穴の質も素晴らしいです」
セリック氏はさらにこう述べます。
「私はこの仕事を 2002 年から行っています。いろい

リマク・
ホールディング
■ リマク・コンストラクション
は1976年に設立され、あ

らゆる種類のインフラや上

部構造事業を専門にして

います。

■ 10ヶ国で営業
■ 約66,000人の従業員
■ ENR（『エンジニアリング・ニ
ューズ・レコード』）に掲載

される国際建設会社の上
位250社リストで85位
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「エピロックの機械、
そして特にSmartROC T40は、
他のブランドとは一線を画す
品質があると思います」
ミカイル・セリック
リマク・ホールディング、
オペレータ

ろなブランドで仕事をしましたが、エピロック社の機械、
そして特に SmartROC T40 は、他のブランドとは一線
を画す品質があると思います。最大の効率をもたらす
設計でありながら、作業中のパフォーマンスに妥協して
いません。例えば、油圧系統とコントロール方法の複
合的効果により、機械の動作をかなり迅速にすること
が可能です」

谷

ミカイル・セリック
リマク・ホールディング、
オペレータ

で掘り出された岩石の一部は、現場で必
要なコンクリートの一部を生成するため
に使用されます。事業が終盤に差し掛か
ると、大量のコンクリートが必要となりま
す。ユスフェリは二重湾曲アーチダムで、
ダム本体の建設中に注入される高強度コ
ンクリートの総量は 400 万立法メートル
です。山を貫通するトンネルでは、エピ
ロック社の Boomer ジャンボが 8 機、トンネル掘削作
業で使用されます。
最後に、ユスフェリダムの事業が困難であっても、リ
マク・ホールディングにとっては、とにかくやりがいのあ
る事業です。
アティラ・コスクン氏はこう言います。
「ユスフェリダ
ムは世界で 6 番目に高いアーチダムで、トルコにとって
は非常に重要なものとなります。私たちはこの事業にエ
ピロック社の機械と参加できることを非常に誇らしく思
います」

エピロックとリマク・ホールディング
リマク・ホールディングとエピロックのコラボレーションは多数
の事業で行われていますが、始まりはアルバニアのデヴォル水
力発電所でした。それ以来、両社はパートナーとしていくつかの

ダム事業や、トルコにおける2つの主要空港、イスタンブール・サ

ビハ・ギョクチェン国際空港およびイスタンブール新空港の事

業にも取り組みました。現在行われているその他の事業として、
アンカラ-シバス高速鉄道、北マルマラ高速道路、TANAP（アナ
トリア横断天然ガスパイプライン）などがあります。

12
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イスタンブール新空港

成功のための5つの鍵
ユスフェリダム
■ チョルフ川流域で行われるユスフェリダ
ムと水力発電所の事業で、高さ275メー
トルのトルコ最大のダムが建設されます

■ 合計貯水量は約22億立方メートルです

■ 発電所では年間1兆8880億キロワット時
の電力が発電されます

u

v

w





ダム本体を形作る

燃料の効率化

高い作業生産性

保守サービスの強み

ブランドの信用

この事業で使用される1機

SmartROC T40の優れた

リマク・ホールディングは

2015年6月に納入されま

により、リマク・ホールデ

なり精通しており、ブラン

エピロック社のSmartROC

掘削リグSmartROC T40

T40は「不可欠 」で、この

で良好な穴を開けること

目のSmartROC T40は

重要な機械です。これはダ

パーセント節約できます。

したが、その 稼 働 時 間 は

事 業においては絶 対的に

ムの本体 を 形 作る際、重
要な役割を果たします。

miningandconstruction.com

ができ、燃料も最大で40

10,000時間を超えました。

性能とその使い易い設計
ィングは、軽微な保守やメ
ンテナンス業務を社内の
保守 チ ームで行うことが
できます。

エピロック社の機械にか
ドの性能と質を信頼して

いるため、エピロックが自
然に選ばれました。
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 アドリアナ・ポッツ

[取材地]
スペイン
Boomer S2が活躍する
エル・バリ・ボイナス鉱山では、
1サイクルの掘削を
最大で40分の短縮を
実現した。

FOLLOW-UP

 マルケル・レドンド

すべての要求を
満たす

オロバリ・ミネラルズ社が新型の表面掘削リグBoomer S2の試用を開始したとき、

オ

多くの難題がありました。1年後に話を聞くと、期待を上回るものでした。

ロバリ・ミネラルズ社は2009年以

ム上のフィードをオペレータプラットフォームの後方へ回

イナス鉱山で主に金や銅の採掘を

る必要がありません。オペレータはそのプロセスの間、岩

グレード含有量の向上を目指す同

これが私たちにとって大きな改善点です」

かの大きな課題に直面しています。

生産性はどうですか？

降、スペイン北部のエル・バリ・ボ
行っています。現在、生産性と鉱物

社は、複雑な地質をはじめ、いくつ
この鉱山では既に掘削リグBoomer

282が何機か使用されていますが、これに代わる新モデル
Boomer S2が重要な役割を果たしています。

2017年春以降、オロバリではBoomer S2を試用してい

ます。掘削監督者アレハンドロ・バレーラ氏がエピロック

14

ブラストホール掘削を行う場合、具体的に言えば、深さ4

リグコントロールシステム
（RCS）の感想は？

れました。S2はより快適になりました。振動が少なくな

役立つ機能の1つと正直に言えます。人間の目は完璧でな

フロントの視界も改善されたので、自分の行っている作

があれば間違えることがありません。
どこを掘削すべきか

アレハンドロ・バレーラ氏は安全面を強調してこう述べ

ます。
「リグの乗り心地もですが、特に1つの切羽から別の

Mining & Construction | No. 02 | 2018

パーセント短縮されたため、掘削費が大幅に減りました。

なく、1つだけのコントロールパネルで2つのブームを操

業がよく見えます」

■主な特徴：
ROPS/FOPS認定キャビン
（オプション）、
ブーム機能、地 上からメン
テナンスポイントへアクセ
スが可能

い岩盤でブラストホール掘削を行う際、素晴らしい結果

をもたらせます。貫通速度が速まり、穴の掘削時間が25

ブーマーより30分早く、時には40分も早く掘削できます」

り、騒音も低減されています。リグの操縦は簡単になり、

リグコントロールシス
テム（RCS）は、掘削速
度と掘削ツールの寿命
を最適化する

ロッドMagnum SR35と組み合わせることにより、特に堅

掘削オペレータ、ダニエル・アルバレス・フェルナンデス

作することに慣れるのが1番難しかったですが、すぐに慣

er S2を使用すると、Boomer 282やこの鉱山にある他の

「掘削計画等に対応したRCSは、掘削全体において最も

いため、熟練の掘削作業員でも必ず誤差が生じます。RCS

正確に教えてくれるため、以前より簡単かつ迅速になりま

した」

切羽へと移動する際、とても安全です。機械のシャーシは

改善を望むところは？

ている感じがします。曲がり角での安全性が高まります」

ーに少し気になる点がありました。エピロック社はそのほと

コンパクトながら強度があり、バランスが非常に良く安定し

安全面に関して他に何かありますか？

「はい。Boomer S2で天井のボルティングを行う際、
ブー
詳細

アレハンドロ・バレーラ
オロバリ・ミネラルズ社、
掘削監督者

「Boomer S2のハンマーCOP MD20をエピロック社の

メートルの穴を1サイクルで55個掘削する場合、Boom-

氏はこう述べています。「282ジャンボのように2つでは

■用途：
採掘および
トンネル掘削用
コンパクトリグ

盤で支えられた安全なエリアの下に留まることができます。

社によって研修対象者として選ばれ、研修後は他の作業
員に研修を行っています。そうした作業員の1人、若手の

Boomer S2

転させることができるため、誰もジャンボの前面に歩み出

「特に岩盤ドリルの深さを測定する際、RCSの測定センサ

んどを変更済みです。すべてが上手くいけば、RCSは完璧
に正確でまさに精密、見て驚くものになります」

bit.do/boomerS2facts

miningandconstruction.com

15

FACE TO FACE



アンドレ・ルイス・マルケス



ハイロ・エンリケ

Shutterstock

パウロ・ヒベイロ

ヴァンデルレイ・リンス

エピロック・ブラジルの機械技術者、
ビジネスラインマネージャー。
拠点はブラジル、サンパウロ。

CIA Ferro Ligas da Bahia ―
フェロバサ社イプエイラ鉱山の
採掘技術者、採掘責任者。
拠点はブラジル、
バイア州メドラド。

長く続く
関係を

ブラジルの最優良鉱山の1つと
エピロック社の間で30年続くパートナーシップが
レイズボーリング工法で画期的なソリューションを
実現。新製品Easerの進歩に注目します。

フ

ェロバサ社はブラジルで最も積極的な鉱業
会社の1つで、多くの先端技術を使用するパ
イオニアと認識されています。フェロバサ社
とエピロック社との取引は30年以上続いて
いますが、その関係には今でも変わらぬ革
新的な勢いがあります。最近の例として、ス
ロットレイズの穿孔に用いられる新ソリュー
ションの開発などがあります。相乗効果のある取り組みが
よく表れている例としては、レイズボーリング用の自走式
リグEaserで両社が協力し、テストを行っていることなど
があります。この機械には機動性、安全性、生産性、柔軟
性など、多くの優れた特性が統合されています。ヴァンデ
ルレイ・リンス氏（フェロバサ社）とパウロ・ヒベイロ氏（
エピロック社ブラジル）が会談し、パートナーシップにつ
いて語りました。

フェロバサ社とエピロック社が共同業務を始めた
のはいつですか？

[取材地]
ブラジル
16
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  ヴァンデルレイ・リンス
（WL）「パートナーシップの始まりは30
年前で、それ以来エピロック社の様々なソリューション、例
えば、Boomer 282、Simba 1254、Scooptram ST 6C、Diamec U6を使用してきました。画期的な出来事もいろいろ

miningandconstruction.com
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4

エピロック社とフェロバサ社は、
これまでに具体的な困難に直面しましたか？

  WL:  「掘削ツールに対応させ、
業務上のニーズとの調和を図るため、い
くつかの再調整が必要でした。機械周辺のドリフトは、操縦スペースを
十分に確保できるよう拡大されました」
  PR:  「掘屑を孔から上手く回収し、
業務手順を円滑化するため、
システ
ムを若干変更しました。
こうした改良はすべて、当社工場と十分連携し
て行われ、それに応じて報告を行いました。
これは、当社の設計者がフ
ェロバサ社との経験を活かし、新しい機械に必要な改良を行う際、支え
となるでしょう」
リグEaserの機動性は、フェロバサ社にとって
大きなメリットです。オペレータの
マリストニオ・アキノ・ダ・シウバ氏ら作業員が
行うスロットレイズ穿孔が、かなり安全に
行えるようになりました。

ありました。例えば、
フェロバサ社はブラジルの鉱山として
初めて、
スロットレイズの掘削にITH Simbaを使用し、その
スリットハンマーも使用しました」
  パウロ・ヒベイロ（PR）    
「いろいろな挑戦や成果があった、長
年の関係です。
これまでにエピロック社とフェロバサ社は
協力して業績を改善し、新たなソリューションを生み出し
ています」

フェロバサ社がEaserの選択を決断した理由は？

  WL:  「フェロバサ社は常に、
市場で利用可能な最新技術
に合わせることを目指していますが、エピロック社はこの
Easerの新モデルで、非常に素晴らしい新コンセプトを開
発していたため、いくつかのアイディアについて議論を始
めました」
  PR:  「従来のスロットレイズ穿孔工法は、
時間と費用がか
かり、質の面で劣り、人々を危険に晒します。
フェロバサ社
がEaserを試験的に使用するのは非常に納得がいくことだ
と思いました」

その主要な機能のうち、最も魅力的なものは
何でしたか？

  PR:  「EaserはSimbaのシャーシと小型のレイズボーリング

機を組み合わせたものです。
このリグは自走式で、高いレ
ベルの操縦性があり、セットアップもすぐにできる点が大
きな違いです」
  WL: 「自由表面穿孔、
つまりブラインドホールのスロットレ
イズ作業や通気孔、インフラホールで、
この新技術の利用
が大いに期待できました」

この事業はどのようにして始まりましたか？

  WL: 「2年前に話合いを開始し、
試用期間中にこの機械を

導入することに合意しました。その性能を確認し、問題点
を明確にするのが目的だったのです。最初、機械の大きさ
に不安がありましたが、試運転中も稼働中も、その実用性
18
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人的な課題は何ですか？
オペレータはどのよう取り組みましたか？

  WL:  「業務の安全性が高められ、
ストレスが大幅に軽減される様子に、

が確認できました。Easerが使用された場所は、ブラジル
北東部のバイア州アンドリーニャ市のイプエイラにある地
下のクロム鉱床でした」

Easerは安全性を高め、爆発物の使用を減らす上で
役立ちましたか？

  WL:  「孔を準備するのに必要な工程数を、
12工程からわ

ずか4工程に減らすことができました。
ブラスティング作業
もケーブルボルティング作業も、
もはや不要です」
  PR:  「現在スロットレイズ穿孔は、
かなり迅速で安全にな
っています。長い孔用の掘削リグは、生産のためにのみ使
用し、工程を最適化することができます。ブラスティング
工程におけるレイズの完璧な穿孔も、Easerが保証してく
れます」

フォーカス
CIA Ferro Ligas da Bahia ― フェロバサ社
現在ブラジルの大企業500社の1つである

■ 1961年設立

分野で業務を営んでいます。高品質の製

■ 主な輸出先：米国、EU、日本

フェロバサ社は、鉱業、冶金、森林資源の

品を社会環境的に優れたパフォーマンス
と結び付けることを使命としています。合
金鉄の生産をリードし、南北アメリカで唯

一、一貫フェロクロム生産を行うフェロバ
サ社は、バイア州の10大企業に入ります。

詳細

■ 年商：5億米ドル超
■ 2018年第1四半期は17.5パーセントの売上
増加（国内市場）

オペレータは大喜びでした。
もちろん、エアコン付きのキャビンや全体
的なエルゴノミクスも、オペレータに大歓迎されました」
  PR:   「当社の優秀な技術者の1人が、
この機械に関し全責任を負って
いました。
また、エピロック社はスウェーデンやメキシコ出身の専門家
を派遣し、新たな工法や機械の特徴に関し研修を実施しましたが、
こ
れはわずか30日で終わりました。
まず、非常に有能な2人のオペレータ
に研修を行い、その知識を他の作業者と共有させることで、知識をどん
どん広めたからです」

すべての課題が解決されたところで、他にどのような成果が
ありましたか？

  WL:   「当社の事業に対し、
実際にプラスの効果がありました。運営費は
削減され、今でも減り続けています。それ以外にも、業務に必要な人員
の減少、生産性の向上、柔軟性の強化、そして何よりも安全面での改善
が注目すべき点です」
  PR:   「フェロバサ社の計算によると、
直接労働の要素だけを見ても、最
大60パーセントの節約となることが示されています。
スロットレイズの
穿孔に必要な勤務シフトで、48パーセントの削減を証明することもで
きました」

それでは、このパートナーシップが今後も続くと期待できます
か？
ひょっとしたら今後30年･･･？

  WL:  「Easerのテストは2017年12月に開始され、
カスタマイズと研修
をすべて終えた後、1月に掘削を開始しました。
フェロバサ社とエピロッ
ク社の関係は、
この機械で新しい時代に突入すると思います」
  PR:   「テスト期間は2018年6月に終了しました。
エピロック社は5月に、
フェロバサ社でお客様デーを開催し、Easerのほか、
フリートを統合し
たエピロック社のソリューションを披露しました。
ブラジル各地や他の
南米諸国から技術者が当社を訪問されましたが、最大の目玉はEaser
でした。要するに、Easerは新たなマイルストーンになると確信していま
す。私たちのパートナーシップが少なくとももう30年は続けばいいと思
います」

パートナーシップ
成功の鍵
高いパフォーマンスの鉱山と意欲的な

プロバイダの組み合わせが、大きな可能性
を生み出します。
この可能性を具体的な
KPIへ変えるための4つの重要な要素は
次の通りです。

信頼関係

フェロバサ社は、試作品の展望に基づき自
信を持って工法を変え、エピロック社は、ソ
リューションに投資する同社を信用しました。問題
もたくさんありましたが、30年に渡る成功したパー
トナーシップに基づき、信頼が発揮される場面も多
々ありました。

革新的な精神

エピロック社の革新的な提案にフェロバサ
社が投資したのは、これが最初ではありま
せん。同社は新しい物事を試すことを恐れません。
そして、このアプローチが功を奏することは、歴史
が証明しています。

協力的な取り組み

エピロック社とフェロバサ社のチーム間の
約束、積極性、仲間意識、透明性が、すべて
の取り組みの可能性を広げました。導入完了は記
録的な速さでした。

ハイレベルのテクノロジー

新型Easerの動作は驚きです。革新的なエン
ジニアリングプロジェクトだけが、この成果
を達成できます。

詳細

ferbasa.com.br
miningandconstruction.com

bit.do/easerLfacts
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AROUND THE WORLD
IN BRIEF
SHUTTERSTOCK

鉱業と建設業の事業で何が起きているか知りたいですか？
業界ニュースやその他の記事へのリンクは、
miningandconstruction.comにアクセスしてください。

コバルトは、鉱業会社と
コンゴ民主共和国の間で紛争を
生じさせています。

x

w

フランシスコ・コボ

ヨーロッパ解体協会（EDA）
理事長

解体業界が
直面している
課題は？
EDAが果たす役割は何ですか？
「1978年以降、
ヨーロッパの解体業界が集合する場と
なっています。私たちは国や会社を越えて経験や知識を

コンゴ民主共和国の首相が、コバルトやその他の

共有し、サプライヤーとの関係の改善に取り組みます。重

鉱物を「戦略鉱物」に指定し、そのロイヤルティを引き

要な仕事は、建設業と解体業の違いを当局に教えること

上げる命令に署名しました。この変更は、免税を撤廃

です」

しロイヤルティと収益税を引き上げる2018年6月発効
の新鉱業法に伴うものです。
将来の経済・社会・産業に重要と考え、ロイヤルティを
3.5パーセントから10パーセントにします。鉱業会社は
この増税や、既存事業に認められた変更後10年の免
税措置の撤回は、政府との従前合意に反すると述べて
おり、今後の投資を抑制する見込みです。

どう違うのですか？
「建設会社は白紙の状態、建設場所から始めます。解
体会社はかなり複雑な状況、未知の問題がたくさんある

注：コンゴ民主共和国は、世界有数のコバルト産出国

中で始めます。解体会社は建物の構造条件を調べ、使用

です。コバルトは、電気自動車のバッテリーや携帯電

されている潜在的に危険な材料は何か特定し、鉛やPCB

話の製造により需要が急増している鉱物です。鉱業で

といった汚染源、汚染物質を探し、解体を行う最善の手

のバッテリー使用に関する詳細は、この号の特集セク

法を選択する必要があり、
こうした事業で考慮すべき環

ションに記載されています。

境、安全衛生の問題は多数あります」
今後の主な課題は何ですか？
SHUTTERSTOCK

回復した採石場のヒースに
珍しい野鳥の姿

「リサイクルと循環経済が重視されています。瓦礫は廃

トンネル掘削技術に関し、メルボルンにある研修センター
（この種のセンターとしてはオーストラリア初）が、何千人も
の現地労働者に対し指導を開始する予定です。センターには
フルハイト型入口のトンネルのレプリカが置かれ、多目的エ
ンジニアリング作業室が3室設置されるほか、トンネルシャフ
トとコンクリートライニング用スプレーのシミュレータがあ
り、バーチャルリアリティの体験ができる研修施設も整備さ
れます。トンネルの掘削に多額の投資を行い、10年を超える
期間に及ぶ大型事業のパイプライン役を担っているビクトリ
ア州の労働党政府は、オーストラリア国家を世界最高レベル
のトンネルハブにしようと計画しています。

02

エチオピア・エリトリア国境の再開後、
セメント取引が急増
エチオピア、
アディグラト

 エチオピアとエリトリアの国交が正常化され、2018年9月
11日に国境が再開されてからは、両国間でのセメント取引が
活況を呈しています。両国では、1998年5月から2000年6月
まで続いた戦争の後、20年にわたり謬着状態が続いていま
した。
ビジネス活動は目覚ましい回復を遂げ、セメントはエリトリ
アへ輸入される主要品目となっています。毎日少なくとも20
台のセメント運搬トラックが、アディスアベバの約900キロ北
のアディグラトを出発し、エリトリアの国境近くの街セナフェ
やアディ・ケイ、デケムハレに向かいます。

03

メキシコで期待される
新たな銀鉱床
メキシコ、
ドゥランゴ

 カナダ企業サザン・シルバー・エクスプロレーション社は、
メキシコのドゥランゴで行う旗艦事業セロ・ラス・ミニタス
（CLM）による資源入手の可能性に注力しています。初期段
階の試掘から、金・銀・銅の鉱化に関する大きな可能性が明
らかになりました。関係者の話では、同社は試掘に説得力を
もたせる約3億オンスの銀を探鉱目標に掲げて取り組んでい
ます。
同社は2010年から今日までに、50,000メートルを超える
探鉱掘削を完了しています。暫定的な経済予測が、2019年上
半期に発表される見通しです。

た安全手順を開発し続ける必要があります」

04

い夜行性の鳥）のつがいが巣作りをしているところが目撃されまし
た。ヨタカがこのエリアで目撃されたのは1973年以降初めてです。建
設資材会社ラファージ・ターマック社が、自然慈善団体RSPBととも
に、サンディーヒース採石場の採石が終了した部分で、ヒースランドと
酸性の草原を創ろうと取り組んでいます。
ロッジ自然保護区の上級現場マネージャー、ピーター・ブラッドリー
氏はこう言います。
「私たちは大変喜んでいます。これはロッジにとっ
て、そしてこの15年間ここでヒースランドの再生に取り組んでいる全員

Mining & Construction | No. 02 | 2018

01

新しいトンネル掘削研修センターが
何千もの仕事を創出
オーストラリア、
メルボルン

す。危険物に関して毎年新たな発見があり、
それに対応し

英国ベッドフォードシャーに位置するサンディーヒース採石場のロ

20

ピンポイント

棄物でなく、再利用すべき価値ある材料と考えるべきで

ッジ自然保護区では、回復したヒースランドのエリアで、ヨタカ（珍し

にとって、大きな成功です」

u

OSISKI

コンゴ民主共和国がコバルトを「戦略鉱物」と
宣言しロイヤルティを引き上げ

政府は「戦略鉱物」に指定した鉱物を同国における

v

詳細

europeandemolition.org

ロボットが
深い海底の鉱物を探査
ノルウェー海

 ノルウェーとグリーンランドの間の海底を
探査する5ヶ年事業で、ノルウェー・ベルゲン
大学の科学者が、自律型ロボットと有人潜水
艦を、最深2,500メートルの深度で使用して
います。その目的は亜鉛、金、銅、希土類鉱
物といった物質が豊富に含まれているエリア
と、ほとんど含まれていないエリアがある理
由を詳しく解明すること、そして埋蔵量の規
模と鉱物の採掘が環境に及ぼすダメージを
miningandconstruction.com

評価することです。
科学者ティボー・バレール氏はロイター通
信社の取材に対し、
「地球上の海底のほとん
どは、未知のままです。自分たちの住む惑星
について知っていることより、月や火星の表
面について知っていることの方が多いと言う
のがまさに正しいでしょう」と説明します。
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ヒラリー・オテロ

 デビッド・サンチェス

ビヨルン・ニルソン／エピロックCMTEC

詳しく知る// RC掘削

良質サンプルを得る
最速の方法
リバースサーキュレーション（RC）掘削は、採掘業務、
採石業務の効率的計画に必要となる良質な鉱物グレードの
サンプルを回収するための迅速かつ経済的な方法です。

掘屑が過剰圧縮空気と
ともにスイベルを通って
サイクロンまで運ばれます。

[取材地]
コロンビア

スプリッターボックスを
通じて代表サンプルが回
収されます。

工程の最適化
South32社のコロンビア、セロ・マトソ鉱山で
サンプリング部門が行う掘削を通じ、
その掘削工程を改善する可能性が特定されました。
同社はリグExplorac 100を導入し、その結果には
熟練作業者も大満足でした。

距離に関する能力的な制約があ

りました。代替手段を検討した後

に同社が選んだのは、エピロック
社の掘削リグExplorac 100でし

た。DTH（ダウンザホール）ハン
オトニエル・ベルガラ
South32社、
掘削監督者

マーを用いて、圧縮空気で行うこ

空気（赤色で表示）が
内管と外管の間を通って
ハンマーに到達します。
掘屑（青色で表示）が
内管を通って回収されます。

のリグのRC工法は、信頼できるサ

ンプルを確保し続けながら必要

な距離を達成するための最善の方法でした。その他の優
ロンビア北部にあるセロ・マトソ鉱山は、気

温が摂氏35度まで上がることもあります。

岩盤斜面の色合いは灰色から濃い茶色へ
変化しており、
これはニッケルが含有され

れた点としては傾斜掘削、
メンテナンス設備、
コスト削減、

ます。

「私たちはExplorac 100で1時間に16メートル掘削してお

管理します」
と、掘削監督者オトニエル・ベルガラ氏は言い

業務安全の向上、狭いエリアへのアクセスなどがあります。

採掘計画に従って必要な数のサンプルエリアを保証する

り、生産ピーク時には1時間当たり最高20メートルに達し

「2017年度の掘削業績が悪かったため、新しい掘削技

さらに彼が注目する点は、穴から回収したサンプルの量

よう、掘削工程を最適化する必要があります。

ます」と、ベルガラ氏は言います。

術を含め、代替手段を探そうという気になりました」
と、ベル

で、かつては86パーセントの回収率だったのが、最高で95

この鉱山ではかつて、
トリコーンビットと水を使用した湿

しかし、セロ・マトソの全員にとって、最も重要な要素は安

業の安全、サンプルの質、工程の生産性、そして作業コスト

のための掘削を行っていましたが、
ピットエリアでの速度

は、オペレータが離れた場所から機械を操作し、掘削ツー

「そのため、私たちは1時間に掘削される長さと抽出サン

より湿潤サンプルを得ることはできましたが、実現可能な

これはExplorac 100のオペレータ、
フェルナン・デ・ラ・バレ

ている証拠です。グローバル資源会社

South32社が運営する、世界最大のフェ

ロニッケル鉱山の1つが、36年を超える歴

史を有するセロ・マトソです。冶金プロセスを通じフェロニ

ッケルを生成する製造工場もあり、製品は主にアジアへ輸
出されています。

サンプリングのために掘削を行う際に重要なことは、作

を保証することです。

22

プルの質を、正確なQA/QCプログラムで測定して生産性を
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ガラ氏は言います。

式リバースサーキュレーション（RC）工法で、サンプリング

は、1時間当たり約8メートルでした。South32社はこれに

パーセントの回収率に達しています。

掘削ビットは圧縮空気を
動力源とします。
過剰空気が内管を通って
掘屑を上方へと
押し上げます。

全です。Explorac 100のリモコンユニットとテクノロジー

ルとの物理的な接触を最小限にすることを可能にします。

miningandconstruction.com

詳細

bit.do/rcfacts
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3.

4.

リモコンで安全確保

3つのスプリッターから選択

2つのリモコンユニットで、最大40

リフル、コーンまたはロータリースプリッターが選択

メートル離れた場所からの正確な

できます。サイクロンは油圧折り畳み式の取り付け

リグ操作を実現し、オペレータとヘ

支柱に装着されます。

ルパーを危険な場所から遠ざけて
います。

v

2.

柔軟な掘削



45度から90度の掘削角度



EXPLORAC 100

迅速かつ
正確

Explorac 100は圧縮空気でDTH（ダウンザホール）
サンプリング掘削を行い、サンプルの信頼性を高め、
掘削距離を長くします。このリグを使用する
South32社はセロ・マトソ鉱山で、1時間当たり
16メートルを掘削しています。
従来のリグや方法では8メートルでした。

1.

ハンズフリーの
ロッドハンドリング
ロッドハンドリング・システムによ
り、ドリルロッドの装着や脱着、積
み重ねが安全にハンズフリーで行

Explorac 100はクローラー搭載型コンパクトリグで、
特に最深250メートルの深部で行われるリバース
サーキュレーション掘削用に設計されています。
リモコンで操作されるため安全性が高まります。

えます。

ラ氏が最も評価する点です。

「このリグは操作が簡単です。1つのリモコンを使ってす

べての機能を操作できます。
ロッドはリモコンで動く自動ア

ームを通じて装着され、パイプに近づく必要はありません」

フェルナン・デ・ラ・バレラ
outh32社、
Explorac 100オペレータ

と、
デ・ラ・バレラ氏は言います。

オペレータにとって、機械の小型化と斜面での掘削能力

は大きなメリットです。
これは主に地形の特徴が理由です。
年度末の2018年6月30日、Explorac 100が活躍するセロ・

South32社

セロ・マトソの業務

結果として、2機目のExplorac 100の納入が既に進められ

SOUTH32社はグローバルに多様化した鉱業と金属類

セロ・マトソはフェロニッケルに含まれるニ

の会社で、オーストラリア、アフリカ南部、南米にある同

ッケルを採掘し、エネルギー集約型の高温冶

用性と効率の高いリグに変えたいと考えています。

社の事業所ではボーキサイト、アルミナ、アルミニウム、

金法で別の物質に変えることを専門としてい

「セロ・マトソのSouth32社にとって、Explorac 100は

エネルギー用石炭、冶金用石炭、マンガン、ニッケル、

ます。

大きな新発見でした。
この機械は小さい外見ながら効率は

銀、鉛、亜鉛を生産しています。

高いため、私たちの日常業務で切っても切り離せない存在

South32社は北米で高グレードの亜鉛、鉛、銀の開

ニッケルの探査、採掘、生産、販売を36年以

となっています」
と、
オトニエル・ベルガラ氏は言います。

発選択権も所有し、卑金属に特化した小規模探鉱企業

上行っており、そのニッケルはステンレス鋼

とパートナーシップを築いています。

の生産に役立てられています。2018年度にセ

マトソで、サンプリングの掘削計画が達成されました。その
ており、セロ・マトソはサンプリング用の掘削フリートを、汎

セロ・マトソは、フェロニッケルに含まれる

ロ・マトソが生産したニッケルは、43,700メー
トルトンです。

詳細
24
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x2

826 h

South32社のグレードコントロール

Explorac 100は最大45度の

Explorac 100はこれまでに

掘削速度が、Explorac 100での掘削に

傾斜角での傾斜掘削を

セロ・マトソで826時間を超える

より8m/hから16m/hへ速まりました。

south32.net

45 °

円滑化します。

作業を終えていますが、重大な
不具合はありません。

miningandconstruction.com
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[特集]

バッテリーによる
電動化
バッテリーソリューションは、再生可能エネルギーの利用を増やす
可能性、そしてコストを削減する方法として、特に鉱業において大きな
潜在的価値があります。大規模な電動化がまもなく始まりますが、
実現するために何が必要でしょうか？

目次
ORIENTATION

過渡期に重要な要素
優れたバッテリー、原材料の入手手段、

28

専用供給網があれば、さらなる再生可能
エネルギー活用への道が開かれます。

38

40

41

PERSPECTIVE
快晴の未来

SURVEY
「気候変動対応型シス
テムが可能になります」

SEVEN THINGS
ボルタから
グラフェンまで

サモアでは、毎年何百万
リットルの石油を輸入す
るより、太陽エネルギー

ON SITE
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を使用する方が理にかな

変わりゆく景色

っています。この島国で

エピロック社が地下で使用される次世代

ッテリーソリューション「

バッテリー式機械を発売。舞台裏の人々を

パワーパック」が注目さ

取材しました。

は不安定な供給網に対
処しようと、
テスラ社のバ

成 功し続けるための 最

1800年に発明されたガ

大の強みおよび主要な

ルバーニ電池から今日の

条件。3人の専門家がバ

「驚きの素材」まで、バッ

ッテリー革命の現状と未

テリーは長い道のりを歩

来像について意見を述

んできました。詳しく見る

べます。

と、充電式バッテリー分
野に革命がもたらされた
様子が分かります。

れています。
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グスタフ・ホーク

ビヨルン・エーベリ

 Shutterstock

[特集] バッテリーによる電動化



地球の気候変動は大きな変革を必要とする重要課題です。
長期的に持続可能な社会を築くには、
再生可能エネルギーの割合を高める必要がありますが、
そのためにバッテリーが重要な役割を果たしています。

温

室効果ガス排出量が増加すれば、平均2度の地

ーセルのパワー強化や安 全性向上が

最大の要因は化石エネルギー、つまりそれを抽

能性を持たせることも必要となります。

を大きく下回る水準に抑え、1.5度に抑える努力

にすることなく容量をどれくらい思い切

刻な影響を及ぼす、
と科学者らは述べています。 必要で、長持ちするようにしたり予測可
出、加工、使用する方法です。気温の上昇は2度

を追求するという目標がパリ協定で設定されまし

たが、世界がこの目標を達成するには、相当な努力が必要です。
このための鍵は、再生可能エネルギーの割合を高めることで

す。再生可能エネルギーの発電は、化石資源や原子力と同じよう

し、エネルギー量を増やせば増やすほ
「これまでよりはるかにパワフルなバ

ッテリーの入れられる機械がバッテリ

マートグリッド・蓄電担当テーマリーダー、ボ・ノルマーク氏は
言います。

「エネルギーシステムに取り入れる再生可能エネルギーを増

ボ・ノルマーク
イノエナジー社、
スマートグリッド・
蓄電担当テーマリーダー

ど、安全の重要性が高まります。

逆です。地球全体で考えると、太陽エネルギーや風力エネルギ
可能なエネルギーをもたらす革新エンジン、イノエナジー社のス

すことは既に可能ですが、その前に、バ
ーで壊されないよう、好ましくない反応

を避ける必要があります」と、クリステ
ィーナ・エドストローム氏は言います。

「そうなると、大きなパワーと大きな

エネルギーの組み合わせの問題になり

クリスティーナ・
エドストローム
スウェーデン・
ウプサラ大学
無機化学教授

やすことができれば、大きな利益を得られます。
このエネルギー

ます。バッテリーは現在、パワー最適化

がその理由です。
これは無敵の組み合わせです」

とと急速充電を行うことを両立させたいと考えることがあります」

がクリーンということ、化石燃料と比べかなり効率的だということ
彼は続けてこう言います。

「蓄電に関しては、最初は変圧伝送線で接続される大型デポが

大

必要でしたが、今では短期的な蓄電の必要が高まっており、バッ

テリーへの関心が高まります」

規模な電動化への移行は、自動車産業で最も
進んでおり、ほぼすべての自動車メーカーが意

欲的にプロジェクトを進めています。オートメー
ションやロボット工学、医療技術の分野でも、
電動化が進められています。

「バッテリーが改良されるにつれ、その利用が

広がっています。今では大型車両もバッテリーで

動かせます」
と、スウェーデン・ウプサラ大学オングストローム先

進バッテリーセンター長にして無機化学教授であるクリスティー

ナ・エドストローム氏は言います。

Mining & Construction | No. 02 | 2018

って使用できるか把握することを意味

ッテリーを作ってエネルギー量を増や

ーは、そのほとんどが手付かずです」と、ヨーロッパ全域に持続

28

この最後の要素は、バッテリーを駄目

に管理できないため、エネルギー貯蔵の必要性が高まります。

「再生可能エネルギーに不足が生じないどころか、まったく

少しの無駄も
許されない

この開発を継続するには、バッテリ

球温暖化のリスクが生じ、
さまざまなレベルで深

miningandconstruction.com

かエネルギー最適化のいずれかですが、機械を長時間動かすこ

バッテリーの使用を増やす上で必要なことがいろいろあります。
例えば、電動化へのシフトを促す適切な条件を政策として定め
ることや、完全なエコシステム（原材料の採掘からバッテリー

の再利用まで）を上手く機能させ、それを長期的に持続可能に
することが必要です。最新のタイプのバッテリーは、大量に入手

できない特殊な金属または金属化合物に依存しています。例え
ば、14億メートルトンの鉄が毎年採掘されているのに対し、1年

間に採掘されるニッケルは約100万メートルトンです。3つの主な
「バッテリー金属」、すなわちニッケル、コバルト、リチウムの需
要は急増しています。

「自動車業界がその資源を確保したがっていることが主な理由

です」
とは、原材料部門で世界最大のコンソーシアム、EITローマ

テリアルズ・ノースのジェネラルマネージャー、パー・ストーム氏。
「コバルトは中期的に大きな問題をはらんでいます。それほど多

29
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リサイクルされた原材料の使用が
ますます重要になると確信しています。
パー・ストーム
EITローマテリアルズ・ノース、
ジェネラルマネージャー

くの場所で採掘されておらず、
しかも他

に目を向けて、考え得る最もクリーンな電力を使用しなければい

大部分はコンゴで採掘されていますが、

「大手鉱業会社の多くが、主として年金基金等の大型国際基金

けません。

の金属の副産物としての生産です。その

によって所有されているという事実も、持続可能な行動を後押し

コンゴは社会的にも環境的にも不安要

します。
リサイクルされた原材料の使用がますます重要になると

素があります」。

彼はこう続けます。

「ニッケルに関しては、中国が急速に

工業化していた1990年代と比べ、生産
能力が増強されており、生産拡大の可

パー・ストーム
EITローマテリアルズ・
ノース、ジェネラル
マネージャー

能性が最も高いものです。
リチウムはこの3つの金属の中で一番

使用が少ない金属で、特にチリやボリビアで生産を増やす可能

化

確信しています。バッテリー製造業者からの要求もあるでしょう」

と、パー・ストーム氏は言います。

最後に：私たちは過渡期の始まりに立っています。大きな課題は

ありますが、それを上回る可能性もあります。鉱業にとって、バッ
テリーによってもたらされる発展は、地下発電の採算性に関する

性があります。
リチウムの需要は大幅に高まると考えられますが、 ものだけではありません。材料に関して鉱業が有力な立場に置
市場は需要の高まりに対応できると思います」

石燃料と比べた場合のバッテリーの大きな強み

は、再利用できるという点です。ただし、天然資

源への負荷を減らす目的で、
また環境意識の高

まりを受けて持続可能性が重要な要素になって

かれ、
ローカル発電された電力の使用が可能になり、人里離れた
場所では、それが大きな強みになります。

「供給網が最大負荷に備えて設計されるのであれば、バッテリ

ー容量は供給網よりもさらに高い設定を行うことができます」
と、

ボ・ノルマーク氏は言います。

彼はさらにこう続けます。
「オーストラリアでは、ローカル太陽

いるという理由もあり、制度の拡充が必要です。 光発電とバッテリーの組み合わせが非常に魅力的になってい
採掘や処理をどのように行うかも、均衡を保つた

めに必要な要素であり、全体的な気候への影響

ます。バッテリーを使用する電力には、たくさんのメリットがあり
ます」

今度は何？

バッテリー：
次の世代
バッテリー開発が技術面でも素材面でも関心

ば完全に新しい可能性が広がります。

よりパワフルかつ安全で、寿命の長いバッテ

保護を強化し、その表面積を広げることです。

ッケル、コバルトおよびリチウムが3つの主要

クノロジーといった手法を用いて、真剣な取り

を引くものになってきました。開発の狙いは、
リーの製造を実現することです。今のところニ
金属ですが、これらの供給は限定的と言って

いいものです。安定性が高まるよう技術開発

もう1つの課題は、バッテリーの電極表面の

層の積み重ねを可能とする薄膜技術やナノテ
組みが進められています。

が行われれば鉄の使用も考えられ、そうなれ

miningandconstruction.com
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クリスチャン・タラス・エリクソン

 ウラ・カーリン・エクブロム & Shutterstock
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「バッテリー電源は単にディーゼルに
取って代わるだけでなく、
私たちとお客様の両方にとって
有益なビジネスになり得ると、
私はすぐに気付きました」
エリク・スヴェードルンド氏
エピロック社、車両電動化担当
マーケティングマネージャー

018年6月。秋に次世代のバッテリー式採掘

機械がまとめて発売される予定のため、
オ
レブロのエピロック社では忙しい日々が

過ぎていきます。その中心で重要な役割

を果たしているのが、車両電動化担当

マーケティングマネージャーの肩書を持

つエリク・スヴェードルンド氏です。彼はバ

ッテリー電源で実現される排出量ゼロの鉱業

環境というエピロック社のビジョンについて、概

要を 説明する仕事に関わっています。

– 電動化の未来–

「電気はディーゼルに取って代わるで

しょう」
と、スヴェードルンド氏は言いま

パズルのすべてのピースが突然はまりました。バッテリー革命が進行中です。

エピロック社は、鉱業のエネルギー状況を変える取り組みを今年秋から強化します。

に興味を持ち始め、その可能性について調べ始めました。
「当時私は製品部門長でしたが、バッテリー電源は単に

ディーゼルに取って代わるだけでなく、私たちとお客様の
両方にとって有益なビジネスになり得る、
と私はすぐに気

付きました。私はそのソリューションの開発を始めるため、
社内でロビー活動を開始しましたが、
これは2013年まで

はかなりゆっくりとした進み具合でした。
しかし、2013年

に私たちのもとに、カナダのあるお客様から依頼が届き、

その後はScooptram

ST7バッテリーの試作品から発売

まで1年もかかりませんでした。機械の性能は予想を上回

れ以上の性能を発揮しますが、稼働時間

Scooptram ST7バッテリーは、エピロック社が打ち出し

すでに、ディーゼル式の機械と同じかそ

だけはかないません。今の速度でバッテリ

ーが進化すれば、
ディーゼル式の機械に追いつくのにさほ
電動採掘機械の市場が活気づいていますが、その理由

は技術、主にバッテリー技術が成熟したからです。
これま

でに行われた試験では、ケーブルやレールで送られる電

力が使用され、固定されていて扱いにくいソリューション
が対象でした。鉱山環境では柔軟性が必要であるため、決

miningandconstruction.com

エリク・スヴェードルンド氏は2010年にバッテリー式機械

す。
「私たちがここで開発している機械は

ど時間はかからないでしょう」

[取材地]
スウェーデン

断するときはいつも、ディーゼル式の機械に軍配が上がり

ました。少なくともこれまでは。

るものでした」

た第1世代のバッテリー式機械に含まれます。2018年下
半期に発売予定の機械は第2世代の機械で、ローダーだ
けでなく、鉱山トラックや掘削リグも含まれます。

「ローダーや鉱山トラックは、鉱山での燃料消費の約8

割を占めます。
この種の機械は重要であるため、
これを考

え出さなければ、私たちは何も解決できないでしょう」
と、
エリク・スヴェードルンド氏は話します。
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エピロック社の第2世代の
バッテリー式機械は

バッテリー設計が変更され、

[特集] バッテリーによる電動化

10分未満でバッテリーを

交換できるようになりました。

ゴラン・シェーベルイ氏は、

この事業に関わった技術者の

「エピロック社のあらゆる種類の機械で
モジュールを使用できるようにする
モジュラーバッテリーシステムの
開発を始めました」

1人です。

アンデルス・リンドクヴィスト氏
エピロック社、プロジェクトマネージャー

オレブロ郊外のクヴァントープにあるエピロック社のテス

ト鉱山で、Scooptram

ST7バッテリーが、そのバケットに

砂利を満載しています。目を閉じれば、それが動き出すま

エリク・スヴェードルンド
エピロック社、車両電動化
担当マーケティング
マネージャー

械は最初からバッテリー駆動用として設計されており、例

えば鉱山トラックは、各車軸にモーターが付いています。
と

で、ローダーが動いていることを示すものは何もありませ

ころが、そのバッテリー自体が大きな変革の源となってい

が砂利を踏む音だけです。エンジン音もありません。ロー

「エピロック社のあらゆる種類の機械でモジュールを使

ん。そして、聞こえてくるのはギアと車軸の音、そしてタイヤ

ダーから砂利が降ろされると、普段は静かな現場にじゃら

ます。

用できるようにするモジュラーバッテリーシステムの開発

じゃらという音が鳴り響きます。

を、
ごく早い段階で始めました」

ンジンと燃料タンクを排除し、その代わりに電気モーター

テリーを速やかに交換できる点が挙げられます。完全に充

ネージャー、アンデルス・リンドクヴィスト氏。彼はこう続け

で、エネルギー集約型業務でも、わずかの中断で作業を

「第1世代では、基本的に既存のローダーを利用して、エ

とバッテリーを入れました」
と、技術開発のプロジェクトマ
アンデルス・リンドク
ヴィスト
エピロック社、
プロジェクトマネージャー

代への取り組みを通じて多くを学びました。第2世代の機

ます。

「それが上手くいきました。機械がバッテリーでどのぐら

新しいバッテリー設計の優れた特徴の1つとして、バッ

電されたバッテリーを用意するのに10分もかからないの
継続することができます。

いの時間動くか事務所で賭けをしましたが、
どの予想も1

6月、エピロック社の経営陣が第2世代の機械の開発を許

とが証明されたのです」
と、彼は笑います。

ト氏とそのチームの取り組みは、許可が出されてから本格

時間から3時間の間でした。
ところが、5時間動き続けるこ
アンデルス・リンドクヴィスト氏とそのチームは、第1世

フォーカス：
排ガスゼロ・
イニシアチブ

可してから1年半が過ぎました。
アンデルス・リンドクヴィス

エピロック社の目標は地下採掘、トンネ

化しています。

ル掘削のためのすべての機械で、排ガス

ゼロの選択肢を提供することです。この
種の製品はかなり複雑で要求事項も多

いため、エピロック社は社内の専門知
識を生かすだけでなく、バッテリーセル

Q&A

レスモバイル規格5G、位置付けを改良した保守、

A 「私たちはいわゆるイノベーションアクションに

重点を置いています。つまり研究事業から始め、

機能的な製品を作り、理論が実際に役立つこと

を実証します。EUは具体的な成果を強く期待し

ています。私たちの予算の7割、1,300万ユーロ
が、欧州委員会の拠出によるものであるため、私

詳細
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■ 技術ソリューションは機械の種類に

赤外線画像、支援ドライビングシステムに取り組

応じて大きく異なりますが、すべてが

んでいます。バーチャルリアリティにも取り組んで

SIMS（持続可能インテリジェント掘削システム）は、鉱業界の未来の製品を実証する
3ヶ年事業で、EUから資金が拠出されます。モルガン・ロディ氏による事業管理に従い、エピロック社は
製造業者、鉱業会社、大学を含む13のパートナーの間で、協力関係を調整しています。
すか？

門知識も取り入れています。

使用しない機械との関連でドローン、次のワイヤ

モルガン・ロディ
エピロック社スウェーデン、
SIMS担当シニアプロジェクトマネージャー

Q EUはSIMSに何を実現してほしいと期待していま

や電気で駆動する列車の製造業者の専

事業は他にもたくさんあり、例えば、ディーゼルを

たちには成果が必要です」
Q どのような種類の事業に取り組んでいますか？

A 「バッテリーソリューションは重要ですが、この分

野では多くのことが行われています。例えば、私
たちはディーゼルとバッテリーの違いがどの程度

大きいかを比較しました。ディーゼル駆動でどの
程度の微粒子が出るか？ 私たちが手掛けている

バッテリー電気の動力伝達経路を軸

おり、再び盛り上がっています。見本市等のイベ

に展開します。

ントでソリューションを説明できるよう、バーチャ

ルリアリティで鉱山を構築することを目指してい

■ 安全・衛生・品質・環境面における

ます。事業の多くは安全に関係するもので、私た

要求の増加に加え、お客様とのコミ

ちはそれを誇りに思います。一人一人が危険な環

ュニケーションはエピロック社の開

境から抜け出すことができることが利益です」

発業務で常に重要な要素です。

Q SIMSでのコラボレーションは良好ですか？

A 「とてもうまくいっています！ うまく噛み合えば何

■ エピロック社は排ガスゼロの製品ポ

は皆、今自分たちがしていることが鉱業界を変え

善を進めています。世界有数のOEM

かと役に立つものがあります。そしてパートナー

ートフォリオを用意し、安全衛生の改

ていくと意識しています」

であるエピロック社は、鉱業界のカ
ーボンフットプリントを考え、業界リ
ーダーとしてその責任を担います。

simsmining.eu
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 トマス・ウェスターマーク

[特集] バッテリーによる電動化

ON SITE

「これは興味深く素晴らしい新たな取り組み方です。今私

たちは、私たちがソリューションを必要とする速度と同じ
速度で新たなソリューションを考え出すサプライヤーが必
要です」

ジョナス・ランガルド

アンデルス・リンドクヴィスト氏は、
しばらく考えてこう続

ボリデン鉱山
エネルギープログラム担当

けます。

「こんなに多くの新しいものを、
こんなに短期間に導入

マネージャー

できるというのは、非常に楽しいことです。
しかも、同時に3
つの機械に導入されるのです」

ソフィア・ブラット氏も同じ考えです。彼女はプロジェクト

あなたの
電動化の未来は
どんなものですか？

オフィス担当で、第2世代の開発作業の調整にあたってい

ます。

「グループ内でも、サプライヤーと非常に緊密なコラボ

レーションが行われています。非常にやりがいがあって、
関係者全員が成長しており、
こういった種類の事業は今後

ますます一般的になると思います」

ソフィア・ブラット氏は新天地を切り開くことに成功し続

けてきたプロセスについてこう述べます。

ボリデン社が車両の電動化に取り組む理由は？

「私たちはバッテリーセル化学、動力伝達系路、
コントロ

「車両をディーゼルでなく電気で動かすメリットはたく

ールシステム等の分野に注目しており、私たちの用途に最

さんあります。通気やメンテナンス費用を削減できます

適なものの評価を実践しています。驚くほど多くの人が関

し、作業環境も改善されます。例えば、EUでは2023年以
降、採掘環境で排出される窒素酸化物の限界値を引き

わっており、十分な対話とコミュニケーションが必要となり

下げます。電気がこの要件に対処する最善の方法である

ます。時間がかかり、関係する全員のリソースが必要です

ことは間違いありませんが、そうした移行には時間がか

が、非常に効果的でもあります」

かるものです。
このため、技術テストを今から始める必要
があります」

エピロック社でのワークショップで、今年秋の発売を控え

進み具合はどうですか？

た新型機械のテストが静かに、そして着実に進められてい

「まだスタート台に立ったばかりです。8月に私たちは1

ます。
ますます多くのお客様がバッテリー式機械を必要と

年半に及ぶ事業を開始していますが、
この事業ではアイ

有害な排ガス、騒音、廃熱、高いメンテナンス費用、保守の

ター付き鉱山トラックのテストを行います。大部分のディ

し始めています。ディーゼル式機械も役に立ちましたが、

ティクにある露天掘り銅山で、架空線と4台の電流コレク

に対しあまり適性がないというのが事実です。排ガスと排

際の予定外の停止、燃料費の上昇、インフラの複雑化とい

熱に対処するため、冷却と通気がかなり必要で、
これが鉱

った多くの問題ももたらしました。

山で最大のエネルギー費を占めます」
と、エリク・スヴェー

バッテリー式機械はメンテナンスの必要性が著しく減

ドルンド氏は言います。

っていますが、その主な理由は、ディーゼルエンジンで使
用される可動部品のほんの一部しか電気モーターに使用

されないことです。バッテリー式では最低限の廃熱しか放

出されず、言うまでもなく排ガスはありません。バッテリー

が再生可能な電気で充電されれば、気候への影響もあり

ソフィア・ブラット
プロジェクトオフィス
およびシステムエンジニア
リング担当マネージャー

可能開発目標の1つ、
「すべての人に手ごろで信頼でき、持

続可能かつ近代的なエネルギーへのアクセスの確保」の
達成に、バッテリー式機械が貢献できます。

「ディーゼル式の機械は、閉ざされた地下空間での使用

Mining & Construction | No. 02 | 2018

スモデルを考案し、できるだけお客様が電気駆動へ移行

です。投資が少なく、運営費も予測可能というのがメリット

化した規則ではありません。
こうしたものでなく、地下作業

よび保守に対し全責任を引き受けます。お客様が必要と

経済性への願望が推進力となっているのです。節約の余

ます。

アフターマーケットの要素を監視しているのは、保守電動

あり、そのためには大勢の人が長い期間、相当な努力をす

に関して言えば、安全な作業環境、そして純粋かつ単純な

フレデリク・マーティンソン
エピロック社、
保守電動化担当
マーケティングマネージャー

フレデリク・マーティンソン氏の仕事は、新しいビジネ

つまり、電気自動車への移行とは異なり、鉱業界での移

経済性を保ちながら、
もっと深化することができます」

のようにすれば貢献できるか、お客様が環境に与える影響
持続可能性という視点を通して見えてきます。国連の持続

ます。

しやすいようにすることです。お客様が機械を購入し、定

行を促す主な要因は、排出量に関する法的な規定や厳格

を、私たちがどのようにすれば軽減できるかも、安全性と

のつながりを強化することが主な仕事です」
と彼は話し

ものになります。通気のコストが大幅に削減され、優れた

ません。安全性と持続可能性は、エピロック社の戦略に不

可欠であり、お客様の持続可能な仕事に対し、私たちがど

36

「ディーゼルエンジンを排除すれば、状況は全く異なる

「財務モデルのソリューションを考え、同時にお客様と

地は相当残されています。

化担当マーケティングマネージャー、
フレデリク・マーティ

ンソン氏です。

期的にバッテリーを入手するというのが、基本的な考え方

技術開発部門技術者

フレデリク・イングマン氏と

同プロジェクトマネージャーの

アンデルス・リンドクヴィス氏が、
Scooptram ST14バッテリーに

駆動系コンポーネントを

どのように置くのが最適かを

話し合っています。

ーゼルを地上で使用するため、露天掘りの採掘から始め
ることに決めました。事業が終了すれば、私たちは期待通
りに節約できるか、車両の利用可能性がどれほど優れて
いたか、
どのような問題に直面したかを評価します」
次のステップは何ですか？
「自動掘削に移行すれば、生産速度や穴の正確性、
フ
ラグメンテーションを改善することができ、
それを川下工
程の改善や私たちの安全性の向上につなげることがで
きます」

で、エピロック社がバッテリー関連の研修、
メンテナンスお

する電気に増減があれば、定期購入を調整することができ

「私たちは電動化導入のハードルを劇的に下げたいと

考えています。簡単にしたいのです。
これが大きな変化で

る必要があります。
しかし、サプライヤーやお客様、環境、
そして私たち自身も、皆が勝者になるでしょう」

miningandconstruction.com

詳細
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PERSPECTIVE

他の組織や他の産業からでも

テスラ社

学べることが必ずあります。

[特集] バッテリーによる電動化

これは別の企業がこの号の

テーマに取り組んだ様子です。



クリスチャン・タラス・エリクソン
 テスラ社

バッテリーで
動く島
サモアは100パーセント
再生可能を目指します

フォーカス
テスラ社パワーパック
テスラ・エナジー社の太陽光とバッテリー

業に多額の投資を行っていて、主要ファー

の電気自動車事業ほど注目されていなか

で進められており、企画段階のバーチャ

の設備に関連する事業は、これまで同社
ったかもしれませんが、ここ数年で急速に

成長しています。その事例として、災害時
の救助、停電が起こりやすい地域やエネ
ルギー費用が高くなりがちな場所での供
給網の安定化が挙げられます。

オーストラリアは大規模エネルギー事

詳細
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tesla.com/powerpack

ム「パワーパック」の建設がビクトリア州
ルパワープラント「パワーウォール」が、南
オーストラリア州の住宅5万軒に提供され
ます。

他にもプエルトリコやアメリカ領サモア

のタウ島、ハワイのカウアイ島で事業が進
められています。

島国サモアは、2025年までに化石燃料エネルギー生
産から完全に脱却することを計画しており、最終的
にはサモアのエネルギーのすべてを再生可能エネル
ギーでまかなえるようにする計画です。今日までにサ
モアは、その半分程度を達成しており、2018年6月ま
での1年間に、その電力の48パーセントが水力、太陽
光、風力ファームで発電されました。
サモアは毎年何百万リットルもの石油を輸入しま
すが、2012年に、サイクロン「エヴァン」が猛威を振
るい、同国の複数の水力発電所に被害が出たことな
どを受けて、エネルギー供給網を支えるディーゼル
9,500万リットルの輸入を終了しました。
サモアのような離れた場所、そしてついでに言えば、
エネルギー供給網から遠く離れて孤立した鉱山現場
では、高価かつ複雑で環境にもダメージを与える化
石燃料を動力源とした発電機ではなく、再生可能エ
ネルギー源を使用することで多くのものを得ます。
しかし、太陽光や風力ファームの問題点は、ある時
点でどれ位の発電量があるかを正確に予測できない
ことです。そのため供給網が不安定となり、過剰発電
による損失が生じますが、サモアでは最悪の場合、そ
miningandconstruction.com

れが停電を引き起こしていて、最高の状態でも、ディ
ーゼルによる電力への大きな依存を意味しました。
これに対処するため、サモアはテスラ社の2つのパ
ワーパック設備、すなわちバッテリー蓄電システムに
投資しました。2つの容量を合わせると13.6メガワッ
ト時になります。同国は供給網コントローラー・ソフ
トウェア・システムを用いて、供給網の安定性・信頼
性・安全性をリアルタイムで管理しています。
新聞グループ、サモア・オブザーバーに対する声明で、
サモアのトゥイラエパ・サイレレ・マリエレガオイ首相
は、同国による供給網安定化の取り組みにこのシステ
ムが貢献していると述べました。
夏の初めにバッテリーが設置されてからは、もはや
この島で停電が起きることはなく、安定的な電力供給
が行われています。ディーゼルを用いた発電機の使用
を減らすことができた地元の電力会社は現在、システ
ムの微調整を進め、ディーゼルの使用をさらに削減し
ようと取り組んでいます。電力会社が今後も新しい再
生可能資源を導入していけば、ディーゼルの使用量は
さらに削減されるでしょう。
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SURVEY

バッテリー電源の未来

クリスチャン・タラス・エリクソン

SEVEN THINGS

 Shutterstock & Wikimedia



グスタフ・ホーク

[特集] バッテリーによる電動化

このテーマについてもっと知りたいですか？
異なる分野の3人が見解を述べて
概要を説明します。

バッテリーの歴史

静電気は、乾燥と摩擦という2つの条件がそろった時に起きる現象です。

冬場に猫を撫でようとした時にバチッ！と静電気を感じられた方も多いのではないでしょうか？

01
02

この電気をどうしたら有効利用できるのでしょうか？

バッテリー革命で
もたらされる最大の利益は？

01

ボルタ電池

この開発を継続する上で
必要なものは？

1800年にイタリアの科学者アレッサンドロ・ボルタが、
塩水で湿らせた布で隔てられた亜鉛と銀の円板を
交互に積み重ね、水銀の瓶に金属コネクターを
接続しました。世界初の電池の誕生です。

07

02

グラフェンバッテリー

鉛蓄電池

「驚きの素材」グラフェンを使用した
バッテリー設計で、近い将来、エネルギー
密度の向上、軽量化、充電時間の大幅短縮、
3D印刷の可能性、動作温度範囲の拡大が
見込まれます

パー・アール

スウェーデン、Svemin（スウェーデン鉱山・
鉱物・金属生産者協会）CEO

01

「バッテリー革命で最も重要なこと
は、化石燃料フリー資源に基づく気

候変動対応型エネルギーシステム
が可能になることです。バッテリー革

命とは簡単に言えば、私たちが炭素排出量を

は、エネルギーシステムから化石燃

料を徐々に排除していくことができ
ます。炭化水素は燃焼されますが、

バッテリーの金属はリサイクル可能な要素で

欧州委員会エネルギー連合担当委員

01

「EUに関して言えば、私たちは戦略
的でなければならず、バッテリー革
命やその製造に関し中立性を保つ
ことが必要です。
この部門では年間

2,500億ユーロの価値が2025年以降に見込

削減して気候変動に対処しようとする際に必

あるため、環境面での利益は非常に大きいも

要なものです。鉱業では、地下での通気コスト

のです。
リサイクルに関しては、最も積極的に

があります。私たちは、EU市場に出されるバッ

が非常に高くなるため、バッテリー技術が特

取り組んでいるのは廃棄物処理業界で、鉱業

テリーがライフサイクルを通じて持続可能で

に重要になります。電気式の機械ならば多くの

界は知識の宝庫に腰かけている状態です。私

あることを保証することになっています。
これ

エネルギーを節約でき、
コストもかなり節約で

はその知識をバッテリー業界と共有できれば

は私たちの気候行動の取り組みや競争力に

きます」

いいと思います。そうすればリサイクルされた

不可欠です」

02

「新たな鉱床の発見やリサイクル技

術の効率化を通じ、鉱物の入手手段

を確保する必要があります。私たち
はこの技術の開発を加速させる必

要があります。次に、私は持続可能性を固く信

金属をもっと上手く活用できるはずです」

02

「原材料の入手手段が鍵であり、私
はここでもリサイクルを強調したい

と思います。多くの人々が古い携帯

まれ、最大500万の仕事が創出される可能性

02

乾電池

 デンマークの発明家にして

州委員会や各国政府、欧州投資銀行

ます。提案された計画中の投資は1,000億ユ

ッテリーの金属がどこで採掘されるか、
どの位

では巨額の価値が失われていますが、
これと

ーロに相当します。欧州委員会や加盟国は、製

の材料がリサイクルされるかを知りたいと考え

同じことがあってはなりません。
もう1つ重要な

造関連の新興事業を初期段階でサポートし、

るようになりました。例えば、一連のイベントで

のは、電気の使用傾向に変化があっても業界

ヨーロッパで一次原料や二次原料の新たな

金属を追跡可能にするブロックチェーン技術

が困らないよう充電インフラを整備し、
ピーク

産地を切り開こうとしており、
また研究開発や

を利用したトレーサビリティも必要です。

時の電力負荷に対応できるようにすべきとい

積極的な地域のスマート・スペシャリゼーショ

う点です」

ンへの投資も進めています」
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03

業界で革新を進める260の参加者

引き出しにしまったままにしたため、通信業界

bit.do/batteryalliancefacts

 次世代のバッテリーでは固体電極のほか、
セラミックやガラスといった固体電解質が
使用されます。優れた点として、エネルギー
密度と温度許容度が向上し、充電時間が
短くなることが挙げられます。

によるネットワークが構築され、欧

（EIB）
とも緊密なコラボレーションが見られ

詳細

06

固体バッテリー

「欧州バッテリー同盟が発展し、産

電話をリサイクルにまわさず、机の

じています。
ますます多くの企業、消費者が、バ

40
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「バッテリー 技 術を 通じて 私 たち

1859年に鉛板を希硫酸に浸して最初の
充電式電池を作りました。
鉛蓄電池は非常に大きな電流を
実現でき、今でも使用
されています。

マロシュ・
シェフチョビッチ

エマ・ネーレンハイム
スウェーデン、ノースボルト社、
環境・持続可能性担当責任者

 フランスの物理学者ガストン・プランテは、

05 04

リチウムイオンバッテリー

 リチウムバッテリーは充電式バッテリー分野に

大変革をもたらし、携帯可能な電子機器、電気自動車、
軍事・航空宇宙の用途で使用されています。
エネルギー密度が高く、メモリー効果の悪影響が
無く、自己放電も少ないのが特徴です。

次号
[特集]

産業資本家であるウィルヘルム・
ヘレセンが、1887年に最初の乾電池を
設計しました。ペースト状の電解液が
使われ、どっちに向けてもこぼれずに
機能することが可能となったため、
携帯機器に非常に適していました。

NiMHバッテリー

 ニッケル水素すなわちNiMHバッテリーは、
カドミウムや他の危険要素を使用していない
充電式セルとして、またたく間に人気が出ました。
NiMHバッテリーはリチウムイオンが登場するまで、
ハイブリッド車両で長く使用されてきました。

鉱業や建設業の分野の事業に関係する安全の重要性を探ってみたいですか？
次号の特集をお見逃しなく。

miningandconstruction.com
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MY WORK:

コミュニケーション担当マネージャー

エピロック社の最大の財産は従業員です。
考え得る最高の価値をお客さまに提供
するため、従業員に対し創造力を活かす
手段を与えていることが私の誇りです。

 グスタフ・ホーク
 ジョー・ヴィグダール

「英断は良質の
情報に基づいて
行われます」
設備や服のブランド変更からお客さまやメディア、従業員との

コミュニケーションまでこなすスー・ゴック氏には、同じ日は1日たりともありません。
彼女にとって、エピロックオーストラリアのコミュニケーションおよびブランド
戦略担当マネージャーであるという創造性と自由が魅力です。

「

2

ンド戦略にかなり力を入れているのは明らか
017年からエピロックオースト
です。オーストラリアにはメンテナンス施設
ラリアで、コミュニケーション
を除き17の施設がありますが、看板から作業
およびブランド戦略担当マネ
着、書類まで、細かいものを一つ一つ変更す
ージャーを務めています。社
内と社外でのコミュニケーショ
る必要がありました。さらに、社内外の関係
者全員に対し独立の経緯を連絡するのも私
ンが含まれるため、仕事の範
の仕事です。
囲はとても広いです。私たちに
は歴史がありますが、新しい
仕事で 最もやりがいがあると感じるの
ブランドです。私はまだアトラスコプコだった
スー・ゴック
2000年に入社しましたが、それ以来、会社も
は、例えばFacebookに記事やストー
仕事：エピロックオーストラリア、
リーを上手く投稿し、それを読ん
大きく成長しました。当時会社にはスタッフ
コミュニケーションおよびブランド戦略
だ人々に当社ブランドと関わっ
が100人もいませんでしたが、エピロックオー 担当マネージャー（拠点：シドニー）
てもらうときです。入念に作
ストラリアには現在500人を超えるスタッフ 入社：2000年
がいます。オーストラリアは大きな国であり、 仕事で一番好きなところ：創造性と自由、 成されたメッセージを発
いつも違うことが起きること
信し、人々がそれにリア
ここではスタッフがたくさん移動を求められ
ルタイムで反応するこ
るため、社員の所在地を突き止めるのが大変
です。そして時差もあります。私の拠点はシドニーですが、大部 とが、大きな成果につながります。ジャ
分のステークホルダーは西オーストラリア州です。確かに困難は ーナリズムで働いた経 験があるため
物を書く仕事は好きで、グラフィッ
ありますが、私は自分の仕事がとても気に入っています。
クデザインや写真、まとめて言え
エピロック社への変更は非常に実りの多い経験でした。アトラ ば印象を創り出すことも楽しん
スコプコは巨大で多様化していたため、情報伝達が必ずしも常 でいます。これまでに学んでき
に明確ではありませんでしたが、エピロック社では非常に正確 た中で重要なことは、良い聞き
に行われています。顧客グループの類似性が高いため、対象業 手になること、そして人々が製品
界も絞られています。エピロック社は、パートナーシップを受け やブランドをどう思っているか尋
入れる姿勢が強いので、コミュニケーションがますます重要な ねることを恐れないことです。英
分野になったように思います。生き生きして活気があり、すがす 断は良質の情報に基づいて行わ
がしい印象です。この移行でブランド戦略、正確に言えば再ブラ れます」
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オーストラリアの
コミュニケーションおよび
ブランド戦略担当マネージャー、
スー・ゴック氏は、社内外の
コミュニケーションに取り組みます。
エピロックへの移行で彼女の
仕事は一層おもしろくなり、
重要性も増しています。

miningandconstruction.com
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OUR CHALLENGE



クリスチャン・タラス・エリクソン

 ジョセフ・ブラッドフィールド

1

挑戦

カ

ナダの鉱業会社インペリ
す。Pit Viperは主要な生産ドリ
アル・メタルズ社が、2014
ルで、遅 れを最 小 限 にとどめる
年に、ブリティッシュコ
必要がありました。
ロンビア州北部でレッド
「もう1つ、Pit Viperのオペレ
クリス銅・金鉱山を開いたとき、
ーティングシステム（OS）の問題
最新の高生産掘削リグが必要で デイヴ・ロビンソン
がありました。最初のOSはサポ
した。この鉱業会社では2005年 ブリティッシュ
ートが 終了したので、そろそろ
コロンビア州および
以降 、主な生 産 掘削リグとして アルバータ州担当
一 部 の 機 械で電 子 部 品 に問 題
PV351が同社の他の現場の1つ エピロック顧客マネージャー が出始める恐れがあります」
と、
で使用されていましたが、このユ
ブリティッシュコロンビア州 お
ニットには大規模なオーバーホールまたは買 よびアルバータ州担当エピロック顧客マネ
換えが必要でした。まだ役に立っていました ージャー、デイヴ・ロビンソン氏は話します。
が、45,000時間の掘削時間を経て、不調にな
り始めていたからです。
最初のOSでは、Pit Viper 351で最新のコン
トロールシステムと同じ精度とオートメーシ
「ミッドライフ・リビルド・オーバーホール」 ョン機能を実現できなかったため、可能な
が、この頼りになる働き者に最善の選択肢 らば、オーバーホールと同時に電子 部品と
であるように思 わ れました。しかし、リグを ソフトウェアをアップグレ ードする必 要が
米 国 の 工 場 に送って改 装 するの は 論 外で ありました。しかし、カナダではこれまでに
した。莫 大 な 輸 送 費 が か かるだ けでなく、 現場でこれを成し遂げたことはありません
中 断 時 間 による損 失も大 きかったためで でした。

2

採掘場で復活
ミッドライフ・リビルド・オーバーホールとコントロールシステムのアップグレードを
現場で行うことが、
カナダ企業インペリアル・メタルズ社で長く活躍する
Pit Viper 351にとって最善の選択肢と考えられました。
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P

ソリューション

it Viper 351に対し、ミッドライフ・リビ
ルド・オーバーホールとコントロールシ
ステムのアップグレードを、そのまま現
場で行うことが決 定されました。古い
Pit Viper 351は稼働リストから一旦外され、
レッドクリスの現場には新品のリグが納入さ
れました。
技術者が現場でPit Viper 351を分解し、
古い部品の修理や新しい部品との交換が行
われ、エンジンや圧縮システム、車台、ロー
タリーヘッド、シリンダー、ロッドサポート、
カルーセルが新しくなりました。その後、コ
ントロールシステムを最新にする作業を行い
ました。
「コントロールシステムのアップグレードで
は、基本的な作業として、既存の配 線、ボッ

miningandconstruction.com

クス、導管をメインフレームやタワー、キャ
ビンから取り外し、新しいコンポーネントと
交換しました。ほぼすべての電子部品を交換
したと思います。大変な仕事でした」と、デイ
ヴ・ロビンソン氏は言います。
テキサス州ガーランドにあるエピロック社工
場のサポートを得て、古い提携タイプのRCS
システムは最新の自社機RCS-4と交換されま
した。その後リグは分解され、複数台のトラ
ックに積み込まれ、1,100キロ離れたレッド
クリス鉱山の現場へと運ばれました。そこで
再組み立て、テスト、試運転が10日間で行わ
れました。すべてのプロセスにかかったのは
ほんの1ヶ月少々です。

[取材地]
カナダ

3

結果

活

躍し続けるPit Viper 351の掘削時間
は、執筆の時点でさらに18,000時間
増えています。最も改良されたところ
は機能性とオートメーションの選択肢

です。
デイヴ・ロビンソン氏は、
「実際の性能はオ
ーバーホール後も前とほとんど変わりません。
非常にパワフルな怪物マシンです」と言いま
す。
「しかし、RCS-4で確実性が高まり、オプシ
ョンの拡充、サポートの迅速化、掘削時の正
確性の向上も実現されています。必要以上の
負荷を与えると、掘削ビットの耐用年数が短く
なる可能性があります。私たちは現場でリグの
キャリブレーションとテストを行いましたが、
測定値は非常に正確です。それが大事なので
す」と、デイヴ・ロビンソン氏は話します。
「ミッドライフ・リビルド・オーバーホール」
と
いう言葉がいささか誤解を招きかねないと考
える彼は、計画的メンテナンスという言い方を
好みます。
「私にとって
『ミッドライフ』
とは、
リグの耐用
期間が半分終わったこと、
という印象です。で
すが、20,000時間程度を経ても、当社にある
Pit Viperはどれも新品のようで、
まだまだこれ
からといった感じです」

実際に、
このリグはとても頼りになると証明され
たため、
レッドクリスの現場にPit Viperの控え
が登場するのはまだまだ先になりそうです。
詳細

bit.do/midlifeservices
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SUSTAINABILITY



グスタフ・ホーク

 イェンス・ヘルマン、セルジオ・マンジャーテ、ライノ・クアンツ

テーゲルブリュケットは

Pit Viperと一緒にやって来たフードの
木材で作られた学校の机60台が3月1日、
モザンビークの2つの学校へ
届けられました。

若者のための

オープンアリーナです。

定期的にここを訪れる

若者は1日に1,000人

ほどです。

[取材地]
モザンビーク

モザンビークで
廃棄物を活用
捨てられようとしていた無用の木材と、

児童の机を必要としていた現地の2つの学校。

エピロックモザンビークにとっては

学

簡単な仕事でした。

校に机があるということは、学校に通うすべての子供たちにと
って当たり前でなければなりませんが、モザンビークのテテ州
ではそうではありません。
このため、エピロックモザンビークの
ロジスティックコーディネーターであるアンジェリカ・コアナ氏
と、同カントリーマネージャーであるビル・ジェンキンズ氏は、エ
ピロック社から顧客ヴァーレ社に納入するPit Viperと一緒にや
って来た木製フードの廃棄処分をためらいました。
「私たちは地元当局に連絡し、学校の机を作って2つの学校、EPCムタラ
ラ・モアティゼとEPCヒタタに寄付してもよいか尋ねました。
もちろん、大変
喜んでもらえました。私は学校を訪問して写真を何枚か撮った後、設計図を
描き、大工に頼んで机を作ってもらいました」
と、
アンジェリカ・コアナ氏は話
します。
エピロックモザンビークは製作に必要なスチールを購入し、全部で60台
の机ができました。机は3月1日に届けられ、
ヴァーレ社にも学校にも大変喜
ばれました。

テーゲルブリュケット、
オレブロで成功

若者にチャンスを
オレブロではかつて煉瓦工場があった場所で、
史上最大の若者イニシアチブが展開されています。
エピロック社はこのベンチャーを設立当初から支援しています。

若

長期にわたる前向きな動きをどのように促すかとい
者が自由な時間を過ごすための充
実した手段は、コミュニティが提供
う難題を解決するためのもう1つの鍵、メンタリング
できる最も重要なものの1つです。
プログラムでは、14歳から17歳の若者に対し、職業
選択や宿題サポートといった分野で、1年間の個別
そうした考えに基づくオレブロのテ
サポートを提供しています。このイニシアチブは、エ
ーゲルブリュケットは、主に16歳か
ピロック社を含む外部のパートナーとのコラボレー
ら25歳の若者が集まる開放的な場所です。これは
創立者YMCAオレブロと成人教育協会センサスの トーマス・ラスムソン
ションで運営されています。
テーゲルブリュケット
ジョイントベンチャーとして、非営利で運営されて 業務マネージャー
「エピロック社は設立当初から参加しており、250
います。
人いる指導者のうち、エピロック社は約3分の1を提
業務マネージャーのトーマス・ラスムソン氏は「ここではすべ 供してくれています。当社が主催する大型イベントにもほぼ参加
ての若者が歓迎されます。テーゲルブリュケットは、集まり、自 してくれます。つまり、大勢の従業員がこうしたやり方で貢献して
分を磨き、充実した時間を過ごしたい若者のためのオープンア くれているのです」と、トーマス・ラスムソン氏は話します。
リーナです」と言います。
ボクシングクラブ、登山クラブなど、それぞれ運営される各種 オレブロの若者がテーゲルブリュケットを利用する意義は非常
クラブの拠点でもあり、ここへ来た若者がクラブに参加できるよ に大きいと考えます。
「私たちの存在は大勢の人々にとって重要です。もちろんそう
うになっています。定期的にここに来る若者は1日に1,000人ほ
どです。テーゲルブリュケットでの活動には、スケートボードパー した人々には、テーゲルブリュケットがなければ間違った方向に
クのセッション、グループダンスの主催、スポーツ、ジムのほか、 進んでいたはずの若者も含まれるので、社会福祉活動として大
大学生が高校生に勉強を教える学習サポートなどがあります。
きく貢献しています。社会から排除されないようにするという点
では、計り知れない恩恵をもたらしています」
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[取材地]
スウェーデン

「ヴァーレ社は非常に前向きで、私たちが今
後もっと多くの社会事業に取り組むことを提案
しました。そして学校…本当に喜んでいました。
机が来る前は、多くの児童が床に座らされてい
ました。言うまでもなく、子供は未来であり、子供
の学習状況を改善できるということは、本当に特
アンジェリカ・コアナ
別だと感じます」
と、アンジェリカ・コアナ氏は話
エピロックモザンビーク、
します。
ロジスティック
コーディネーター
彼女はこう続けます。
「この事業がエピロック社の他の社員の刺激に
なればいいと思います。私たちが突き止めたニーズは、
アフリカでは一般的
であるため、木材の活用を増やす努力をするべきです」
詳しく
読むには

epirocgroup.com/
en/sustainability

地下を
走る

ラ

ンナーの恰好をして頭にヘルメットをか

「このレースは大成功です。
ランナーの半分以上が

ぶり、鉱山を走り抜けたことはあります

女性ということが非常におもしろいですね」

およそ260人の人々が参加したのは毎年

レースは地元のスポーツクラブ、ヤルラIFが主催し、

か？ 9月中旬にストックホルム郊外で、
開催されるシクラ鉱山ランという、2.5キ
ロのレースです。地上でス

誰でも参加自由です。
グスタフソン氏は最初から関わ

っており、レースの地下部分を担当し
ています。

タートし地上でゴールしますが、それ
以外はエピロック社の機械テスト場で

「地 表 や 光 が、鉱 山 の 状 態 に 慣 れ た

「今回のレースは4回目です」
と言う

ることが最も難しいです」
と、彼は言い

ランナーに悪影響を与えないようにす

もあるシクラ鉱山で行われます。

エピロック社の元従業員レナート・グス

タフソン氏は、最初にこのアイディアを
思い付いた人物です。

詳細

ます。

レナート・グスタフソン
元エピロック社従業員

sicklaloppet.se
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BLAST FROM THE PAST
1962 年

革新的な製品と数多くのお客様：
エピロック社は新しい会社ですが、
その歴史は古く、深く、1873年に遡ります。
『マイニング&コンストラクション』の各号で、
私たちは過去を少し振り返ります。

 グスタフ・ホーク
 ジェラルド・ゲリー／パリス・マッチ（ゲッティを通じて）

ポートフォリオ
モンブラントンネル
1962年8月15日、モンブランマッシーフの下で、
耳を両手で覆った鉱山労働者らが、フランスからイ
タリアへつながるトンネルを貫通させる発破を待っ
ていました。請負業者2社が数々の難題に直面しな
がら、それぞれ5,800メートルのトンネルを掘った
大型事業が、大詰めを迎えています。イタリアのコ
ンドッティ・ダクア社は、花崗岩、片岩、石炭片岩お
よび亀裂が入ってもろくなった岩盤に突き当たり、
軽量岩盤ドリルを使用する必要に迫られました。同
社が成功のために選んだのは、アトラスコプコの機
械（そしてすべての保守を担当するのもアトラスコプ
コの社員）でした。アトラスコプコにとってモンブラ
ン事業は、強くて軽いドリルが、空気式プッシャーレ
ッグおよび炭化タングステンの掘削ビットと上手く
組み合わされた、スウェーデン方式の極みでした。
モンブラントンネルの通行は、1965年7月16日に
開始しました。

詳細
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bit.do/montblanctunnelfacts
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CLOSE TO YOU

サンナ・パーション
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09

Shutterstock

[フォーカス]
中国 上海

10
19

12

13

17
27

14

01
02

16

15

26
18
31

32

28
24
03

鉱業界にとってアジア最大の展示

25

会、バウマ・チャイナが、11月27

30

20

日から30日にかけて上海で開催

され、数十万の人々が来場する見

21

04

こんにちは！
上海では
何が起きている？

込みです。エピロック社も連続9回

22

目の出展を行います。エピロック

29

チャイナのマーケティングマネー

メイビス・ワン
エピロックチャイナ、
マーケティングマネージャー

ジャーにしてエピロック社の展示

05

会まとめ役の1人であるメイビス・ワン氏に話を聞きました。

07
23

06

いつでも

来場者は今年のバウマ・チャイナに何を期待できますか？

「来場者の皆さんにとっては、複数の方法による業界の

33
08

改良を目の当たりにする機会になります。新しく発売される
製品では、前より優れた技術が取り入れられ、環境への配
慮をより重視した姿勢が打ち出されます。デジタル化も重

お客さまのそばに
当社のお客さまは世界各地にいらっしゃいますが、同様に私

点が置かれる分野の1つです。エピロック社は、2つの製品

の発売に合わせて、お客さまを対象とした2つのワークショ

ップを展示会で開催し、契約調印式も1回行います」

ーションをお届けします。それが当社の目標であり、すべての

世界各地に有するグローバル企業でもあり、33の地域にカス

さい。

地域密着を実現しています。また、私たちは物的・人的資源を
タマーセンターとサービスセンターを置いています。

01

Canada
カナダ

02

USA
米国

03

04

05

06

50

トロント
Toronto

Denver
デンバー

Mexico
メキシコ

Mexico
メキシコシティ
City

CVCA
CVCA地域
Bogota
ボゴタ

Andean
アンデス地域
Lima
リマ

Chile
チリ

Santiago
サンティアゴ

Brazil
ブラジル

08

Argentina
アルゼンチン

10

11

12

São
サンパウロ
Paulo

Buenos
ブエノスアイレス
Aires
Stockholm
ストックホルム

Finland
フィンランド
Helsinki
ヘルシンキ

Norway
ノルウェー
Oslo
オスロ

UK & アイルランド
英国・
Ireland
Hemel
ヘメル・Hempstead
ヘムステッド

「バウマ展示会は、
この業界で最も重要なイベントです。

何よりもまず、
これは当社がビジネスパートナーとの関係を
強化し、現在および将来のビジネスパートナーに会う良い

13

14

Sweden
スウェーデン
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もたらしますか？

センターがこの目標をサポートします。是非当社にお任せくだ

07

09

バウマ・チャイナはエピロック社にどのような効果を

対話とコラボレーションを通じてお客さまに適したソリュ

たちも世界各地に必ず頼れるオフィスがあり、それが私たちの

Europe
1
ヨーロッパ1
エッセン
Essen

Southern
Europe
南ヨーロッパ
・
&
Northern
北アフリカ Africa
Milan
ミラノ

15
15

16
16

17
17

Spain
スペイン
Madrid

18

19

20
20

21
21

プラハ
Prague

Russia
ロシア

22
22

23

Southern Africa
南アフリカ

24

Middle East
中東

Moscow
モスクワ

Mali
マリ&&
Burkina Faso
ブルキナファソ
Bamako
Ghana
ガーナ
Obuasi
オブアシ

リスボン

Central
中央ヨーロッパ
Europe

Istanbul
イスタンブール

バマコ

マドリード

Portugal
ポルトガル
Lisbon

Turkey
トルコ

Eastern
東アフリカ
Africa
ナイロビ
Nairobi

Johannesburg
ヨハネスブルグ
Dubai
ドバイ

25

India
インド

26

27

28

Pune
プネー

29

30
30
31

東南アジア（南）
Southeast
Asia
ジャカルタ
(South)

チャンスです」

Jakarta

現在何が行われていますか？

東南アジア（北）
バンコク
Southeast
Asia
(North)
韓国
Bangkok
ソウル

中国のエピロックではバウマ・チャイナのほかに、
「デジタル化による業務効率の改善が進められていま

す。夏の終わりにサービスポータルアプリを導入、各ステッ

プのサービスマンを追跡できるようになりました。別の拠

点の修理技術者の利用可能性を示すことで、サービスマン

Central
中央アジア
Asia

31
32

Korea
日本
Seoul

を置いたのは、サービスマンの社内業務効率の改善でし

Mongolia
モンゴル

横浜

32
33

Japan
オーストラリア

の最適化を中心に取り組みます」

Gr. China
大中華圏

33

Almaty
アルマトイ

Ulaanbaatar
ウランバートル
Nanjing
南京

miningandconstruction.com

Yokohama
パース

Australia
Perth

の継続的サポートが可能になります。私たちが最初に重点

た。
この事業では次の段階で、
カスタマーエクスペリエンス

あなたの国の
エピロックを探す

epiroc.com
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FROM THE LAB



サンナ・パーション

 Marklund Film

DiscovOreコンパス

正確な測定

DiscovOreコンパスの独特なコア・バレルヘッド・アセンブリは、
ワイヤレス通信技術を使用して、探鉱掘削中の地質工学的要求を効率化します。
考案者の1人、パトリック・サルヴァドール氏が詳しく説明します。

D
れます」

iscovOreコンパスで

ばならず、仕事が増えてしまいます。
しかし、-

何が可能ですか？

DiscovOreコンパスがあれば、地質学者が求

「穴の底でコアサンプルの方向

める情報を簡単に記録できます。
これは非常

と傾斜角を測定して記録し、それ

計器の間の幅が広いため、非常に使いやすく

を記録します。探針がコアの方向

を地上に引き上げると、データが

ワイヤレスで携帯用装置に送信さ

パトリック・サルヴァドール
岩盤掘削ツール部門、研究
開発およびマーケティング
製品スペシャリスト

他のコアバレルとどう違いますか？

「DiscovOreコンパスは範囲が広いのが特徴で、
リーダ

に精密な測定ツールであり、
リーダーと方向

■ エピロック社のすべてのコア掘
削リグと互換性

なっています。
また、長持ちするバッテリーによ

■ 非 磁 性 方 向 ツ ー ル 付 き、傾
斜 角 誤 差：± 0 . 1 度 、方 向 誤
差：±0.5度、温度範囲：−15℃
～+70℃（+14℉～+140℉）

り、
メンテナンスが楽です」

この製品の開発であなたが果たした役割は
何ですか？

「私は電子部品を機械部品に組み込み、
システム全体の

ーも付いて、結果をデジタルデータとして保管することが

適切な機能と確実性を実現しました。マルチCAD設計を

トロール装置からWi-Fi、Bluetooth、電子メールまたはク

製品を使用してテストを行い、使い易さと耐久性にさ

可能です。手動による編集は不要で、報告は携帯用のコン

ラウドを通じてエクスポートできます。当社のコンパスは
標準コアバレルに適合するので、
コアバレルの延長は不要

です。
コンパスヘッド・アセンブリは、標準ヘッド・アセンブ

リと同じ長さです。
ショックに強く、防水ケースに入ってい
ます」

この製品が顧客のビジネスをどのように
改善するのですか？

「地質学者は常に多くの情報を必要とするも
のですが、採掘業者はそれに従わなけれ

52
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DiscovOre
コンパス

作成し、3Dプリンターで試作品を製作。その後掘削リグで
らなる改良を加えました」

■ 2019年発売

