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 � Mining and 
quarrying 
Underground  
mining, surface  
mining, explora-
tion, quarrying, 
well drilling,  
oil and gas.

 � Construction 
Underground  
civil engineering, 
surface civil engi-
neering and urban 
development,  
deconstruction 
and recycling.

Our solutions aim to 
solve our customers’ 
key issues – including 
requirements to reduce  
operating costs, in-
crease productivity,  
increase utilization of 
equipment, reduce  
environmental impact, 
and enhance health  
and safety conditions.

The Group  
in numbers

14 000

About 
Epiroc
Epiroc is a leading 
productivity partner 
for the mining and 
infrastructure industries. 
With ground-breaking 
technology, Epiroc 
develops and produces 
innovative drill rigs, 
rock excavation and 
construction equip- 
ment, and provides 
world-class service  
and consumables.  
The company was 
founded in Stockholm, 
Sweden, and has 
passionate people 
supporting and 
collaborating with 
customers in more  
than 150 countries. 

 � About 14 000 
employees

 � Customers in  
more than  
150 countries

 � 145+ years of  
experience

 � Revenue 2019:  
SEK 40.8 billion

Epiroc is  
a 145+ year 
old start-up;  
a dynamic  
new com-
pany, built 
on long and 
proven ex-
pertise and 
experience 
from the 
mining and 
construction 
industry.

Divisions and reporting segments  
Equipment & Service / Tools & Attachments

Revenue  
by segment

25%
Tools &  

Attachments

75%
Equipment  
& ServiceTools &  

Attachments
Dedicated to rock drilling 
tools and hydraulic  
attachment tools, used  
for rock excavation,  
mining, construction, 
demolition and recycling. 
Also provides related  
services

Technology  
& Digital
Dedicated to technology 
solutions, and drives  
the automation and inter- 
operability expansions  
for Epiroc’s divisions

Surface
Dedicated to rock drilling 

equipment for use in  
surface mining, explo-

ration, construction and 
quarries, as well as  

water well and oil and  
gas applications

Underground
Dedicated to a wide range 

of underground mining 
and tunneling equipment

Parts & Services
Dedicated to parts and ser-
vices aimed at maximizing 

customers’ productivity

貢献分野 女性従業員・管理職

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

数字で表す
グループ

14 000
■ 従業員約14,000人

■ 150ヶ国を超える国に顧客

■ 145年の経験

■ 2019年の売上：
　 408億スウェーデン・クローナ

当社の革新

セグメント別
収益

27%
ツール・アタッチメント

73%
機械・保守ツール・

アタッチメント
岩 盤 掘 削・ 採 掘・ 建 設・
解体・リサイクル用の岩盤
掘削ツールと油圧アタッチ
メントツールに特化。関連
サービスも提供

テクノロジー・
デジタル 
テクノロジーソリューション
に特化し、エピロック各部
門のオートメーション化・
互換性の拡大を促進

地上
地上採掘・探鉱・

建設・採石用、
また井戸・原油・ガス用の

岩盤掘削機械に特化

地下
さまざまな

地下採掘および
トンネル施工機械に特化

パーツ・サービス
お客様の生産性の

最大化を図る
部品・サービスに特化

エピロックに
ついて
エピロックは鉱業・インフラ
産業の生産性を高める世界
有数のパートナーです。
エピロックは革新的な技術
を駆使して、革新的な掘削リ
グや岩盤掘削機械、建設機
械の開発・製造を行い、最
高レベルのサービスと消耗
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
に満ちた社員がサポートし
協力する顧客は、150ヶ国
以上の国に存在します。

エピロックは、
145年を超える
歴史を持つ
スタートアップ
企業です。
活動的な新しい
会社ですが、
その土台には、
鉱業・建設業で
得た長年の経験と
確かな専門知識が
存在します。

	� 採掘および採石	
地下採掘、地上採掘、
探鉱、採石、抗井掘削、
石油・ガス。

	� 建設	
地下土木工事、
地上土木工事、
都市開発、
解体、リサイクル。

女性従業員および管理職の割合の引上げは、優先目標です。

25%

20%

15%
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2015 2018 2019 202020172016

ダイバーシティを向上させ、
もっと持続可能に

女性従業員の割合 

女性管理職の割合

注目しているもの
世界経済
世界はどれに向かっているので
しょうか。U字、V字あるいはL字
型の回復？　それとも別のシナ
リオ？　不確実性が非常に高
いため、私たちは動向に目を光
らせています。

アフターマーケット
厳しい時代ですが、私たちは
特にアフターマーケットの分野
で、お客様の日常に最大の違
いを生み出せます。

Stay safe! 

ヘレナ・ヘドブロム
エピロック　社長兼 CEO

 お 
客様各位：新型コロナウイルスの流行によ
る深刻な影響を受け、世界的に大変なご
時世となっています。お客様やお客様の愛
する方々が、ご健勝にお過ごしであること
を願います。
　感染が拡大し始めた頃からずっと、私た

ちは仲間や家族、お客様、ビジネスパートナーの健
康の確保を最優先にしてきました。また、これまでと
同様にお客様の業務にできる限り貢献し続けること
を、もう1つの最優先事項として掲げています。お客
様が事業で必要なサービスやサポート、予備部品、
消耗品、ツール等の製品を確実に得られるよう、弊
社では真剣に取り組んでいます。
　鉱業・建設業界は明らかに大きな打撃を受けてお
り、多くの鉱山や建設現場が一時的に閉鎖されてい
ます。物流も世界的に麻痺しており、製品出荷が滞っ
ています。
多くの皆様が困難に直面しているということを、私た

ちは十分に承知しています。しかし、私たちはお客様
の業務をサポートすべく、最善を尽くしていますので
ご安心ください。

一方で、私たちは革新にも力を入れ続けており、お
客様の業務において生産性や環境への優しさ、安
全性を向上させるソリューションを創り出したいと、
熱意を持っています。デジタルソリューションをひと
まとめにした6th Senseはその1つです。もう1つは、
バッテリー式電動機械の排ガスや騒音を低減させ
ながら、生産性を高めることです。
　私たちは先日、2030年までの新たな持続可能性
目標を発表し、排ガスの半減、女性管理職の倍増を
明確な目標として掲げています。ダイバーシティが
浸透した従業員が成功の鍵を握ると確信している
からです。ダイバーシティはこの号のテーマでもあり
ます。是非この特集記事をご一読ください。 

当社のソリューションは運
営費の削減、生産性の向
上、設備利用率の増加、環
境負荷の軽減、安全衛生状
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。

エピロックグループ 
― 当社の詳細

3miningandconstruction.com
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エレクトリック・マイン・カンファレンスは、鉱山の電動化に関する世界唯一の国際イベントです。次の集会は
11月16日から17日にかけて、スウェーデン、ストックホルムのラディソン・ブル・ウォーターフロント・ホテルで
開催されます。鉱山の電動化分野のリーダーたちが出席し、プログラムを通じてプラットフォームが鉱業会社
やOEM業者、サービスプロバイダ、研究機関に提示されます。
theelectricmine.com

 06    EPIROC IN BRIEF
エピロックの最新ニュース 

 08    OUR CUSTOMERS
米国オレゴン州のアグリゲート・リソー
ス・インダストリーズ社で、スマート化
された掘削が全員に受け入れられて
います。 

 14    FOLLOW-UP
アパチートJSC社はキロフスキー鉱山
でオートメーション化を導入し、効率を
20パーセント向上させました。

 20   AROUND THE WORLD  
IN BRIEF
鉱業界の様々なニュース。 

 32    ON SITE
エピロックで今、ジェンダーダイバーシ
ティが向上しようとしています。地下部
門にお邪魔し、どのような方法で取り組
んでいるか取材しました。

 42    MY WORK
ビジネスデベロッパーのテンダイ・V・ム
ワイは、鉱業の機械的な側面に心を奪
われました。

 48    BLAST FROM THE PAST
エピロックのリグが中国最大の水力発
電所の建設に貢献しました。

 52    FROM THE LAB
Teleremoteが生産性と安全性を高め
ます。
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「違いを受け入れることで、
私たちはもっと強くなれるでしょう」
ON SITE  ジェンダーダイバーシティで高い目標を設定したエピロックの地下
部門は、2021年末までに女性従業員の割合を25パーセントに引き上げる方針
です。この戦略的な取り組みは、ダイバーシティで考慮されるあらゆる側面を
対象としており、ソリューションと業務の改善を図る狙いがあります。
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表紙
ダイバーシティがますます
注目されていますが、理由
は簡単に理解できます。そ
れが道徳的に正しく、ビジ
ネスをより成功させ、後に
なってその価値が高まるか
らです。採用時の母集団の
人数が多ければ、才能ある
人材を確保し損なうリスク
が低くなります。

あらゆる証拠が1つの方向を指します。
ダイバーシティを受容し、全員が疎外感ではなく

インクルージョンを感じることが、ビジネスで不可欠であると。
26 – 41ページ

16 ひらめきの瞬間
南アフリカのアングロ・アメリカン社向けにJackpotを設計してコスト削減と物
流の簡略化を実現しましたが、これは照明を安全ネットに組み込んだことから
始まっています。エピロックとのコラボレーションを通じ、いろいろな価値が創造
されています。

FACE TO FACE

22 人への危険を最小限に
Robbins 73Rは堅牢でありながらコンパクトな設計のため、エピロックのレイズボー
リング機の中では最も人気が高い機種です。1960年代からRobbinsを使用している
メキシコの採掘請負企業カウサ社は、当分このリグを使い続ける方針です。

INNER WORKINGS

44 すぐに成果が表れる
チリの鉱業グループAMSA社は、ロス・ペランブレス社の鉱山で安全性と生産性を
向上させたいと考えていました。エピロックが2台のPit Viperを改造し完全自律型
のドリルにしたところ、予定より早く目標が達成されました。

OUR CHALLENGE

ダイバーシティ
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安全第一
エピロックは、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。

『Mining & Construction』はエピロック
の刊行物です。
この冊子は、鉱業と建設業で世界的に
使用されている当社のノウハウや製品、
方法を中心に取り上げています。

住所
エピロック・ロック・ドリルズAB
スウェーデン、オレブロSE-701 91
Web：epiroc.com
Tel：+46 (0)10 755 00 00

出版者
アンナ・ダールマン・ヘルガルド
Email：anna.dahlman.
herrgard@epiroc.com

編集者　グスタフ・ホーク
Email：gustaf@rubrik.se

編集委員会
アンナ・ダールマン・ヘルガルド、
アン・ソフィー・アンデルソン、
ハンナ・ホル、エフゲニア・クリコヴァ、
カリン・コックス

編集制作・アートディレクション／レイアウト
リュブリークAB
スウェーデン、ヨーテボリSE-411 18、
カセルントーリエ6
Tel：+46 (0)31 719 06 00
Web：rubrik.se

印刷
プリンフォ・ウェリンス
スウェーデン、2020年

Web
miningandconstruction.com

商標および記事の複製
エピロック製 品のすべての 名前（P i t 
Viper、Boomer、Symmetrix、Smart
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
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    数 字

ショッピング・エクスペリエンスが
新たに追加された

My Epiroc

エピロックは、砕石や小規模の採掘
作業を対象としたロータリー式ブラ

ストホール掘削リグDM30 II SP（シングル
パス）を発売しました。このクローラ搭載
型、油圧トップヘッド駆動リグは、孔から孔
へと迅速に掘削でき、シングルパス機能に
より1トン当たりのコストを抑えます。エピ
ロックのブラストホール掘削リグDM45お
よびDMLと同じプラットフォームで構成さ
れているDM30 II SPは、シングルパスで使
用された場合、11メートル（36フィート）の
クリーンホール削孔深度を実現できます。

My Epirocがあれば、エピロックのお客様は
フリートの概要をすぐに把握できます。新た
にポルトガル語とチェコ語が追加され、9つ
の言語でMy Epirocを利用できるようにな
りました。ショッピング・エクスペリエンスも新
たにアプリに追加され、一部の地域のお客様
は、予備部品や消耗品を簡単にお求めいた
だけます。

ダイバーシティには
どのようなメリットが

あると考えますか？

言語

「ダイバーシティがあれば、多くの視点と多様な経験
が得られ、より良い意思決定、ひいてはビジネスの成
功につながります。ジェンダーは言うまでもなく、文化
や学歴、パーソナリティまでを含め、心の底からダイ
バーシティを受け入れることも重要です」

ペトラ・グランディスン
英国・アイルランド、
ジェネラルマネージャー

「ダイバーシティは、より良いチームを作る上で役立つと
思います。さまざまな視点で物事に取り組めますし、判
断も改善されます。その結果、ダイバーシティに富んだ
チームは、より良いアイディアや選択肢を思い付くので
はないでしょうか。ダイバーシティがあれば、相手がしっ
かり見えるようになり、互いの理解が深まります」

ピーター・サン
中国、
南京プロダクトカンパニー、
人事マネージャー

「私が体験したダイバーシティは、人的要素が追加され
る結果、チームダイナミクスがプラスに作用するという
ものです。利己主義が抑制され、関与の度合いが高まる
ため、私たちは創造力にあふれ、バランスが良く、コミュ
ニケーションが活発で誠実なチームとなり、パフォーマ
ンスが向上しました」

デイビス・ノンゲラ
ジンバブエ、
カントリーマネージャー

プロジェクトニュース

www.epiroc.com/smartroc-d65詳 細

エピロックが
新たなブラストホール
掘削リグを発売

SmartROC D65のExtra 
Long Feed（XLF）が、MRL
社のイルガーン事業で活
躍しています。同機を用い
てシングルパスで8メート
ルの孔を掘削し、ロッドを
1回だけ変更して13メー
トルの深さまで掘削して
おり、ビットは203 mmと
229 mm、ハンマーはCOP 
M7を使用しています。

XLF

エピロックおよびASIマイニング社の実力で
ロイヒル社をオートメーション化

総保有コスト監視契約 
− フリート管理を改良する新方法

PowerROC T35が
あれば過酷な
状況でも業務が
はかどります

エピロックはオートメーション化の
スペシャリストASIマイニング社と

提携し、ロイヒル社の有人運転用の運
搬トラックを自動運転用に改造します。
このソリューションは、西オーストラリア
州で行われている同社の鉄鉱石採掘業
務での使用を予定しており、他の種類・

メーカの鉱山車両にも展開できる見込
み。エピロックおよびASIマイニング社
は、ロイヒル社ならびにその提携企業で
ある日立製作所およびウェンコ社とも緊
密に協力し、トラックの改造およびウェン
コ社のフリートマネジメントシステムと
の統合に取り組みます。

お客様のためにフリート管理を改
良し、総保有コストを低減させる

ことが、エピロックにとって重要な目標
です。これに関し、お客様とエピロックの
間の共通プロジェクトである総保有コス
ト監視契約を活用した新たな取り組み
が進められています。

まずは、維持費と総保有コストを改善す
る道筋を付けるため、現在の部品消費
とパフォーマンスを調査することに注
力。信頼性エンジニアリングを実践し、
個々の保守計画を作成することも、この
プログラムに含まれます。

に動作するよう管理しています。このチーム
は週6回各リグの元へと足を運びます。毎日
通常の業務時間に検査チェックリストに従っ
てリグの状況を予防的に監視し、必要に応じ
てPMS（計画保守）や修理も実施。月次報告
書も作成され、リグの状況が逐次所有者に対
し報告されます。

PowerROC T35は、保守作業を行い易い設
計になっています。例えば、リグには最小限
の電気部品しかなく、しかもそのすべてがサ
イドパネルの内側にあってすぐに手が届くた
め、トラブルシューティングも簡単です。 

 ト ップハンマー式掘削リグPowerROC T35
は、ポジショニングに若干の柔軟性を要
する建設作業や採石の用途に合わせ
て開発・最適化されています。この特徴

が、フィリピンの革新的な砕石業者であり、リ
サール州東部の4つの採石場で操業するラ
ピッド・シティ・リアリティ・アンド・ディベロッ
プメント社で役立っています。
　4台のPowerROC T35リグのフリートが稼
働し、毎月の砕石生産量は162,000トンで
す。亀裂の多い地盤条件や、摩耗を発生さ
せやすい物質（玄武岩、ポゾラン、シリカ）の
ため、オペレータも機械も難しい作業を強
いられる中、ロックドリルCOP 1840とロッド
Secoroc T45が搭載されたこのリグで、1日に
約5時間掘削しています。
　厳しい条件であってもまっすぐな孔は当
たり前。ごくまれにずれるだけです。各リグの
掘削能力は1シフト当たり約810メートル。ド
リルビットもエピロックから提供され、その
平均耐用距離は1,750メートルです。

機械を選択する際に決め手となった要素は、
PowerROC T35の堅牢さや、安全かつ効率
的に作業を行う能力のほか、この人里離れ
た地域でもサービスや保守が利用できるこ
とでした。ラピッド社のコーディネーターで
あるエドソン・リー氏は、こう言います。「オペ
レータは以前、キャビンのない掘削リグを使
用していましたが、それだと直熱や粉塵の多
い環境にさらされるため、オペレータの作業
は非常に過酷でした」
　2名の技術者（現場の保守技術者1名およ
びサービスマン1名）からなるサポートチーム
がそのエリアに常駐し、機械が常に期待通り

トップハンマー式リグPowerROC T35が、フィリピンのリサール州東部で、ラピッド・シティ・リアリティ・アンド・
ディベロップメント社の優れた業績を支えています。

9

ミネラル・リソーシズ社（MRL社）は、オースト
ラリアで初めて新世代の掘削リグSmartROC 
D65を稼働させた企業です。最新のSmart
ROC D65は、良質で正確かつ精密なブラス
トホールを、一貫的に効率よく掘削するため
のインテリジェンスとパワーを備えています。
また、掘削とロッドハンドリングのオートメー
ション化といったスマート機能も搭載。オート
メーション対応プラットフォームには、新機能
Auto Feed Foldも含まれています。

オートメーション化されて
生まれ変わった
SmartROC	D65が
オーストラリアに登場

エピロックでダイバーシティは、
お客様のために新しく革新的な
アイディアとソリューションを

生み出す上で重要な要素です。
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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
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掘削のスマート化が安全基準を
打ち立て、ARI社の成功に
必要不可欠なデータを提供

予測可能な
生産性

アグリゲート・リソース・インダストリーズ社は、
ハイテクソリューションがもたらす優位性を瞬時に理解します。

オレゴン州を本拠地とするこの会社は先日、
オートメーション化の道を進み始めました。

ローズバーグ採石場を訪れ、生産性と安全性の向上について
話を聞き、兄と妹からなるエグゼクティブ・チームがどのように

次のステップを計画しているかも取材してきました。

[取材地]
米国

OUR CUSTOMERS �  トロイ・ジョンソンおよびサラ・シュムック �  スコット・エレンベッカー
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A RI社ではリグSmartROC D65を
用いたハイテク掘削は、準備と計
画の速度・精度を向上させる、エ
ピロックのホールナビゲーション
システム（HNS）から始まります。
オペレータと監督者は、事前に現
場のプランができているため、危

険をはらんだ場所で屋外作業を行う必要は
ありません。発破作業員は現場のプランを
作成する際、ドローンの調査データを参考に
します。この調査データはStrayos発破設計
ソフトウェアに入力され、このソフトウェアが
全球測位衛星システム（GNSS）を通じて孔の
レイアウトを最適化。プランは直ちにSmar-
tROC D65へ送信され、それを受信したリグ
は自動的にロッドを追加し、然るべき深度で
自動的にロッドを回収します。
　掘削と発破の完了後やそのプロセスの途
中でデータを追跡することは、ARI社の戦略
で重要な要素です。エピロックの一部のリグ

 � ボブ・“BJ”・ジェレミ
ア氏が40年以上前
にBJイクイップメン
ト・カンパ ニ ーとし
て創設。現在も所有
者・経営者はジェレミ
ア家。

 � オレゴン州スプリン
グフィールドを本拠
地とし、西部の11州
で操業。

 � 通 常の硬 岩 掘 削や
採石場・金鉱山での
発 破、ダムの解 体、
岩石の移動式破砕
が事業に含まれる。

アグリゲート・
リソース・イン
ダストリーズ社ユ 

ージン空港からスプリングフィー
ルドまで続く道路は、先端が尖っ
た常緑樹が映し出すダークグリー
ンの美しいシルエットに彩られた
起伏する丘陵、紛うことなきオレ
ゴンの風景の中を通り抜けます。
湿度の高い空気は、少し冷たく感

じられます。さらに南に進むと、幹線道路が
田舎道につながります。この道は1つの丘を
くねくね走り、ローズバーグ採石場で途切れ
ます。 
　エピロックのSmartROCが遠方で掘削し
ていますが、オペレータのジェイ・ローホン
氏がこの2台の掘削リグを操作する場所は、
約75メートル離れたところにあるオペレー
タステーションBenchREMOTEです。「これ
は私がこれまでに操作したどの機械より
100パーセント優れています。他の掘削機
はもっと多くの燃料を消費していました」と、
BenchREMOTEで数ヶ月を過ごしたローホ

ン氏が言います。
　SmartROC D65は、コンプレッ
サの負荷とエンジンの毎分回転
数をインテリジェント制御する
ことにより、燃料を節約します。
ローホン氏は、離れた場所から
リグ2台を操作する方法への移
行は、難しくはなかったと言いま
す。「仕事の効率が上がるのなら
何だって挑戦します。タイミング
さえ分かれば簡単です。1台のリ
グが削孔している間に、2台目の
ドリルを次の場所へ移動させ、
そのドリルの掘削を開始します。
そして、このプロセスを繰り返し
ます」と、彼は話します。
　私たちがいる場所はローズバーグの郊
外。オレゴン州スプリングフィールドを本拠
地とする掘削と発破の専門企業アグリゲー
ト・リソース・インダストリーズ社（ARI社）の

200以上ある活動拠点のうちの
1つです。ARI社は、ジェレミア家
が40年以上の期間にわたって
所有・経営してきました。創業者
であるボブ・ジェレミア氏は何年
も前に、同社の発展につながっ
たある重要な経営判断を行いま
した。この業界は一般に、孔を掘
る掘削請負会社と、孔に火薬を
詰めて発破させる発破請負会社
に分かれていましたが、ARI社は
このサービスを統合するという
選択をし、その革新的な策が奏
功したのです。業務改革は今で
も同社のDNAの一部です。
　ARI社は通常の採石場や金

鉱山の開発から、幹線道路の建設、風力発
電所の基礎工事、ダムの解体、岩石の移動
式破砕、ユーティリティ配管用の発破、通信
塔用の掘削、ソーラーパイルの基礎の掘削

までさまざまな事業を行い、年間の砕石量
が数百万トンに達するまで成長しました。同
社の操業地域はアラスカ州、ワシントン州、
オレゴン州、アイダホ州、ネバダ州、モンタ
ナ州、コロラド州、テキサス州、ワイオミング
州、そしてカリフォルニア州に広がります。現
在同社を経営しているのは兄妹のエグゼク
ティブ・チーム。兄のクリス・ジェレミア氏が
社長、妹のケイティ・ジェレミア氏が最高経営
責任者を務め、新しいテクノロジーや手法を
積極的に活用しようとしています。

 こ 
の兄妹は最近、業務の生産性と安
全性を向上させたいという考えか
ら、エピロックと提携してオートメー
ション技術をもっと活用した遠隔
掘削を行ってはどうかと検討しまし
た。そして、ARI社は最大100メート
ル離れた場所でエピロックのSmart

地上掘削リグを3台まで同時に制御できる
遠隔操作ステーションBenchREMOTEを、
真っ先に導入して採石場で使用した企業の
うちの1社となり、それが運命の分かれ目と
なりました。
　「現場で、そして広範な業務地域で最
大限の可動性を得られるよう、私たちは
BenchREMOTEをバンの中に設置しました。
私たちは、多くの操業拠点間を移動する掘削
リグSmartROC D65でそれを使用していま
す」と、クリス・ジェレミア氏は話します。
　BenchREMOTEのおかげで生産性と効率
が向上し、オペレータの作業環境も改善され
ました。
　「この遠隔掘削により、私たちは有能な熟
練オペレータを活用して、作業現場で同時
に複数の掘削リグを稼働させることが可能
になりました。遠隔掘削であれば、オペレー
タは高い壁や切羽から離れた安全な場所に
いられますし、フリートの生産量も増加しま
す」とクリス・ジェレミア氏は説明します。
　ジェイ・ローホン氏は、リグを配備したす
べての現場で、リグ2台の使用により1日当
たりの掘削距離が約2倍になったと言いま
す。彼は、カメラやオートメーション化された
現場プランを利用できるだけでなく、リグと
同じレベルでBenchREMOTEを操作できる
点が気に入っています。また、ローホン氏は、
ドアを閉めたバンの中でBenchREMOTEを
使って作業する際に、騒音が軽減される点
も喜んでいます。「私も耐用年数が長くなり
ました。これは大きなおまけです」と彼は話
します。

ARI社の中枢を担う妹の
ケイティ・ジェレミア氏（最
高経営責任者）と兄のク
リス・ジェレミア氏（社長）
は、40年以上前に創設さ
れた家族経営の事業の安
泰を確信しています。

BenchREMOTEがARI社の生産性と効率
の向上につながりました。オペレータの
作業環境も改善しています。

クリス・ジェレミア
ARI社、社長

ケイティ・ジェレミア
ARI社、最高経営責任者

ジェイ・ローホン
ARI社、掘削オペレータ
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成功のための5つの鍵
w 
情報への
リモートアクセス

 
仕事を
楽しむ

v 
作業を計画し、
計画を実行

 
毎朝「9:09」の
作戦会議

u 
生産
データ 

すべてのオペレータは、ス
マートフォンを手渡され、そ
れを使ってARI社のモバイル
アプリにアクセスできます。こ
のアプリを通じて、各作業現
場の過去の設計情報から、
機械マニュアルや作業指図
の報告・追跡まで、さまざま
な情報に無制限でアクセス
できます。

企業文化はARI社の成功の
土台です。従業員の取り組
みに関する毎年の調査で、
ARI社は従業員に企業文化
を3つの単語で表現しても
らいます。家族、友情、革新
という言葉が、常にリストの
上位に入ります。

ARI社はドローンによる各現場の
調査を通じてリアルタイムの地形
データを把握し、それを発破設計
ソフトウェアStrayosにアップロー
ドしようという考えです。最適化さ
れた掘削パターンが、エピロックの
掘削リグに遠隔操作でアップロー
ドされ、GPSによるホールナビゲー
ションを用いて、その場所の掘削
がプランに沿って行われます。

ARI社のエグゼクティブ・
チームは、毎朝9時9分に会
議を開き、前日の重要な成
果や成功を妨げる障害、今
後の措置を確認し、同社の
戦略的計画や基本的価値観
の実現を目指します。

ARI社が新たにエピロックか
ら調達したすべての機械に、
エピロックのテレマティクスソ
リューションCertiqが搭載さ
れており、正確な生産データ
へのアクセスが自動的に行わ
れます。このデータをパフォー
マンスの指標と照らし合わせ
ると、効率を改善する余地が
あるかどうかが分かります。

「テレビゲームが
得意な人なら、
掘削リグの理想的な
オペレータになれる。
そんな職場になると思います」

ケイティ・ジェレミア
ARI社、最高経営責任者

 ■ 場所：　  　　　　　　　　　　
オレゴン州ローズバーグ

 ■ 物質の種類：　　　　　　　　　
玄武岩（噴出火成岩）

 ■ 物質の用途：　　　　　　　　  
道路、幹線道路、宅地開発、商業
開発の基盤用骨材となる砕石

 ■ 発破の規模：　　　　　　 　　
約160,000トン

ローズバーグ採石場

ARI社が成功した背景に、同社には敏捷性があり、テクノロジーをいち
早く採用できるため、結果を最適化でき、人材・機械・消耗品の活用効
率を最大化できることがあります。エピロックおよびパートナーである
モダン・マシナリー社が、確かな機械や消耗品の確実な供給を通じ、
稼働時間を極限まで増やしていき、未来の成功を左右するテクノロ
ジーの迅速な開発と導入を押し進めていくと、ARI社は信じて期待して
います。

エピロックとアグリゲート・
リソース・インダストリーズ社

で利用できるCertiqテレマティクスソリュー
ションのおかげで、解析が単純化され、ARI
社はいつでもログインして生産性を確認す
ることができます。「Certiqの導入後は、問題
が生じても遠隔操作で解決でき、広い地域
で操業する当社にとっては、この点がありが
たいです」と、クリス・ジェレミア氏は話しま
す。長期間リグを使用し、ARI社が中断時間
または保守を計画する際も、Certiqが役立ち
ます。

テ 
クノロジーに対し積極的なクリス・
ジェレミア氏とケイティ・ジェレミ
ア氏は、ARI社に関して同じビジョ
ンを持っています。将来、本社オ
フィスに制御室を設置し、テレリ
モート掘削作業員というまったく
新しい職種の専門家が、そこから

遠隔操作して現地の業務を行う。2人はそん
な未来を思い描いています。「テレビゲーム
が得意な人なら、掘削リグの理想的なオペ
レータになれる。そんな職場になると思いま
す。ゲーム機を操作する代わりに、採石場で
稼働する本物の機械を操作するようになる
でしょう。掘削とは、もはや1日中現場にいる
ことを意味しません」と、ケイティ・ジェレミア
氏は言います。
　従業員を幸せにしたいという気持ちが、

最新テクノロジーの導入を後押ししました。
「掘削作業員はテクノロジーを受け入れ
ています。それに関する教育を受けると、ボ
タンひとつで動かせるようになり、短期間
で上達します。オペレータが一番頑張れる
ツールを手渡すことが、私たちの従業員を
維持する上で役立ちます」と、彼女は続け
ます。
　テクノロジーが業務を単純化し、オート
メーション化が最新フリートの管理に未来
をもたらします。「オペレータは人間で限界
があり、良い日があれば悪い日もあります。
オートメーション化された掘削は、そうした
良い日や悪い日がありません。集中力の低
下を考慮せずに済むようになります。パター
ンさえつかめば、オートメーション化は終日
うまくいきます」と、クリス・ジェレミア氏は言
います。
　ジェレミア家はすでに、オートメーション
化の拡充に思いを巡らせており、完全自律
型の掘削も夢ではありません。実現する日
は少しずつ近づいています。そしてその次
は、地球上のあらゆる場所の制御ステー
ションで、離れた場所からテレリモート掘削
業務を行うこと。ARI社にとって最新技術と
は、成功のためにどんどん取り入れていくも
のです。そのうち、彼らが喜んで制御装置に
向かう日が来るでしょう。 

掘削オペレータのジェイ・ローホン氏
は、リグに座らず、オペレータステー
ションBenchREMOTEで作業します。
BenchREMOTEのおかげで、2台のリグ
を同時に操作することができます。
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 フ 
ォスアグロ社のグループ企 業である
アパチートJSC社は、ロシア有数の、
そして世界でも最大級のリン鉱石肥
料生産企業です。同社の全鉱山で年
間3,900万トンの鉱石が採掘されて
おり、キーロフスクにあるキロフス
キー鉱山はそうした鉱山の1つです。

生産性と従業員の安全性を向上させたいという
考えから、アパチート社はオートメーション化の
道を進みました。2014年にエピロックからプロ
ダクション掘削リグSimbaとテレリモートソリュー
ション（ABC Total、Teleremote、Certiqおよび
Rig Remote Access）を初めて購入し、それ以降、
効率の向上が見られます。キロフスキー鉱山長
を務めるアントン・ヤルニン氏は、アパチート社で
は現在10台のSimbaリグがキロフスキー鉱山で
稼働しており、それがオートメーション化されたフ
リートとしては事実上、世界最大であると説明し
ます。

以前はどのように作業していたのですか？
　「私たちは別の機械を使って手動で掘削してい
ました。質が悪かったので、深い孔を正確に掘削
したいと考えていました。地下で作業するリグオ
ペレータのため、最大の安全を実現したいという
希望もありました。私たちは102、152、そして89
という3つの孔径で削孔します。2014年に最初
のマシンSimbaのテストを行った際に使用した
のは、3番目の孔径の最新の機械でした。そのた
め、遠隔作業でも非常に快適で、高い生産性も備
わっていました」

エピロックの自律型テレリモートソリューションをど
のように導入したのですか？
　「私たちは半自動モードで掘削していました。
オペレータが1つの孔を掘削するための設定を
行うと、リグが自動で作業していました。2018年
にABC TotalとCertiqソフトウェアを導入すると、
遠隔掘削への全面的な移行が実現できました。
オペレータは寒さや騒音、粉塵に悩まされていま
したが、今では地上の暖かい特別モニタリングス
テーションで作業を行い、各人が複数台の機械
を制御しています。従業員が鉱山で行うことは、1
つの掘削場所から別の場所へ機械を移動させる
ことだけです」

生産効率はどうですか？
　「効率は20パーセント向上し、各掘削リグの活
用率も最大で95パーセントに向上しています。今
では週7日、毎日24時間、休みなく作業を行って
いるからです。エピロックの充実したサービスメン
テナンスに助けられています。このように私たち
はSimbaリグのおかげで、これまでは絶対に無理
と思われていた空前の生産量を実現することが
できました！」

今後の計画について教えてください。
　「私たちは今年、さらに4台追加購入します。そ
のうち2台はキロフスキー鉱山で使用し、残りはア
パチート社が運営している別の鉱山で稼働させ
る予定です。技術指令センターを1つ創設して、1
つの場所ですべてのSimbaリグを制御したいとい
う考えもあります」 

   キロフスキー鉱山で行われている燐灰石・霞石の原料鉱石
の採掘は、大変な作業です。過酷な状況に対処し安全と効率を
確保することが、アパチートJSC社の主な課題です。しかし、Simba 
Teleremoteがそうした課題を簡単に解決します。

24時間稼働

ロシアのキロフスキー鉱山
でSimba Teleremoteを用
いて掘 削 するアパ チート
JSC社は、遠隔掘削を本格
的に導入した2018年以降、
生産効率が20パーセント
向上しました。

 � 性能：
油圧掘削リグ、
掘削孔径89 - 207 mm、
RHSブーム伸縮システム、
150 kW電気エンジン、
安全キャビン、
Simba Teleremote
ソリューション、
遠隔掘削

 � ナビゲーション：
Simbaオートメーション
システム、
RCSリグコントロールシ
ステム、
複数台の機械を遠隔制
御するオペレータステー
ション

Simba E7
2015

アントン・ヤルニン
アパチートJSC社、
キロフスキー鉱山長

[取材地]
ロシア

www.epiroc.com/simba-automation詳 細
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世 界有数の白金族金属生産業者、アングロ・ア
メリカン・プラチナム社は3年前、同社の従来
型の地下鉱山で安全性と生産性を向上させ
る新しい技術を考案したいと考え、ニュー・
コンセプト・マイニング社（NCM社）と話し合
いました。NCM社の専門は、地下岩盤補強
製品の発明と製造です。エピロックによる買
収を経て、同社の比類なき専門技術・知識が

エピロックの製品・サービスの一部になりました。
　両社は協力し、コストを抑えながら安全かつ生産的に
地下採掘を行えるようにする3つの新製品をテストしま
した。現在、ほとんどが製品展開されています。このイニ
シアチブは、アングロ・アメリカン社が掲げている広
範なスマートテクノロジー戦略とは別の独立した取
り組みです。
　『Mining & Construction』は、エピロックのビジネス
ラインNCMのピーテル・デ・ブルーインと、アングロ・アメ
リカン・プラチナム社のリアーン・カーステンス氏および
フリック・フーリー氏の対談の場を作り、この根本的変化
をもたらす革新にどのようにしてたどり着いたのか、話を
聞かせてもらいました。

エピロックとアングロ・アメリカン・プラチナム社は、どの
ような経緯で新しい岩盤補強技術を共同で設計すること
になったのですか？
 ピーテル・デ・ブルーイン(PDB):  ニュー・コンセプト・マイニン
グ社は5年ほど前、独自の考えで設計するのではなく、お
客様とコラボレーションするという方針に変更しました。
この方針をとると、設計・開発の観点で、お客様のご要望
がより明確になります。

フリック・フーリー
アングロ・アメリカン・プラチナム社、

ニュー・マイニング・テクノロジー部門長。
南アフリカ、ヨハネスブルグが拠点。

   南アフリカのアングロ・アメリカン社向けに
ジャックポットを設計してコスト削減と物流の

簡略化を実現しましたが、
これは照明を安全ネットに

組み込んだことから始まっています。
エピロックとのコラボレーションを通じ、

いろいろな価値が創造されています。

ゲーム・
チェンジャー

生産性と安全性の
新境地

[取材地]
南アフリカ

ピーテル・デ・ブルーイン
エピロックのビジネスラインNCMでロック
エンジニアリングを担当する地域エグゼク
ティブ。南アフリカ、ヨハネスブルグが拠点。

miningandconstruction.com
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未知の製品を共同で設計したり、
厄介なテストを行ったりしていると、

良好な関係にひびが入ってしまうことがあります。
エピロックのピーテル・デ・ブルーインと

アングロ・アメリカン社のフリック・フーリー氏が、
落とし穴を避ける秘訣をアドバイスします。

率直さ
両社が思ったり考えたりしたことを正直かつ
率直な姿勢で積極的に共有し、すべきことを

隠さないことが大切です。エピロックはテスト・試験
の後でも、その方法を改良する変更があれば、臆す
ることなく提案しましたし、アングロ・アメリカン社は
特に地下作業員の皆さんが、内容の濃いフィードバ
ックを遠慮なく提供してくれました。

投資
最先端の研究を行うには時間、労力、資金、
そして専門性が必要です。エピロックは人的

資本に投資しているほか、2つの新しいテスト施設
にも投資しており、そこには世界で3ヶ所にしかない
機械を導入しています。

大胆さ
失敗は研究開発の一部。失敗することによ
り、単純明快なソリューションを生み出せる

からです。各パートナーがこの点を理解することが
大切です。

コミットメント
トップダウンの揺るぎないサポートが必要で
す。未知のものであっても積極的に投資し、

やむを得ずつまずいてもくじけない姿勢が、株主や
管理職、取締役会に求められます。

パートナーシップ
成功の鍵

4

 PDB:  私たちは、照明で地下の安全性を高めるということ
に関して研究で証明された内容を知っていました。当社
はネット製品を取り揃えていましたが、そうした製品は定
評があり、南アフリカの硬岩鉱山の大部分に提供されて
いました。リアーン氏が、「あのう、この2つの作業手順を
1つにまとめる方法はありませんか」と言ったとき、ピンと
きました。私たちは数日で基本的なコンセプトを用意で
きました。しかし、そこからは地下の過酷な環境に適した
タイプの照明を探し出し、それをネット装置につなげる
ということの繰り返しでした。
 FF:  しばらくすると、ケーブルアンカーシステムに問題が
生じました。1ユニットを取り付けるのに約48分かかるの
です。22ユニットを取り付けるとなると、サポートサイク
ルに時間がかかるため、各鉱画で2日に1回しか発破で
きません。ほどなくしてリアーン氏から、エピロックに話を
持ちかけてみればと言われました。
 PDB:  フリック氏は私たちを会議に招き、状況を説明して
くれました。私たちには、開発はしたものの使わずに放置
していたテクノロジーがありました。私たちが持っていた
もの、そして私たちが行ったテストの結果を、彼らに見て
もらいました。 
 FF:  今では、地下に設置する最新アンカーにDonut(ドー
ナツ型の部品)を取り付けています。それにより設置時
間が大幅に短縮され、10分で設置できるようになりまし
た。速いし、しかも簡単です。以前は1つのアンカーを設
置するのに5個の異なる器具を使用する必要がありま
したが、今では1個になりました。

照明を安全ネットに組み込むことが、どのようにして
ジャックポット(Jackpot)の設計につながったのですか？
 RC:  それは偶然生まれました。ネットを進化させることに
関し会議を行ったところ、彼らが取り組んでいた別のあ
る物が紹介されたのです。当初の計画では、モニタ装置
としてのジャックポットに圧力弁を追加する予定でした。
私は、もしジャックポットを木材の上に置いたら、木材自
体ではなく、排気バルブによってシステムを制御できる
のではないかと考えました。そうすると、変化性を減らせ
るため、木材の直径を小さくできます。そこで私は、これ
について考えることはできないかと頼んだのです。
 PDB:  まさにひらめきの瞬間でした。私たちがモニタリング
装置にする方向で進めていると、テストデータがリアーン
氏の目に留まったのです。それに秘められた可能性とメリッ
トは、すぐに分かりました。設計された部品であるため、一
貫性をもって機能する製品を確保でき、特定の木材を使用
しなければならないという制約も緩和されます。 
 RC:  いろいろなメリットがあります。まずはコスト。もう1つは
物流です。木材はそれほど重くならないので、その取り扱い
や、切ったり地下に設置したりするのが楽になります。

アングロ・アメリカン社とエピロックはテスト中、どのくら
い緊密に協力したのですか？
 FF:  エピロックは現場に人員を配置しています。私たち
の現場に彼らがいるため、フィードバックは毎日ありま
す。私たちはアンカーのことで、彼らの現場チームと協力
し始めました。彼らが私たちのために試作品をいくつか
作り、それを私たちが地下でテストしたのです。私たちは
フィードバックを受け、試作品の中から1つを選びまし
た。それは私たちが望むものの90％を満たしていまし
たが、私たちはさらに3つか4つの変更を重ね、そして両
社間で共有されたアイディアがすべて詰まったソリュー
ションが誕生したのです。照明が付いたネットも同じプ
ロセスをたどっています。
 PDB:  私たちを最も後押ししたものの1つとして、アング
ロ・アメリカン社が、試験やテストに特化した研究開発施
設を地下に整備していることが挙げられます。何かをテ
ストした日の翌日には修正を施し、その翌日にもう一度
テストを行えます。

パートナーシップに障害はありましたか？　それをどのよ
うにして克服しましたか？
 FF:  最大の障害は経営陣や地質工学者、地下作業員ら
の変化への抵抗を克服することでした。彼らは新しいこ
とを試す際、確かな結果を求めます。そして、テスト中に
完璧な結果を得られないと、多くの人はそれを失敗とみ
なします。私の場合どの失敗も、最終的なソリューション
にたどり着くための一歩であり、実際には勝利です。
 PDB:  革新を起こしたいのであれば、成功するためには
苦労をいとわない人と手を組むことです。そうすると、他
社より早く新しい革新の恩恵を受けられます。世界的な
競争という観点を考慮すると、これから成功するのは、革
新を起こす企業です。

 リアーン・カーステンス(RC):  以前は、各供給企業がそれぞれの
研究開発チームと話し合い、業界に対し何を売り込める
かを明らかにした後、社内で製品開発を行っていました。
しかし、今ではエピロックの一員となりましたが、ニュー・
コンセプト・マイニング社のような研究能力がかなり高
い企業は、問題やアイディアを持って彼らの元へ行き、

「当社の要求にピタリと合うものを設計しましょう」と言
うのが私たちにとっては有益だということを、私は理解し
たのです。今では両サイドから、この方法を機能させよう
と強い関心が寄せられています。私たちが最初に創った
製品は、照明が付いたネットでした。そして、そこから自
然な流れでジャックポット(Jackpot)が設計されました。

アングロ・アメリカン社にはどういった懸念がありました
か？　また、エピロックとともにどのような方法でそれに取
り組んだのですか？
 フリック・フーリー(FF):  ニューテクノロジー部門長としての私
の仕事は、南アフリカのアマンデルブルト鉱山での全体的
な安全性と生産性を向上させる方法を試して確かめるこ
とでした。私たちは安全性と生産性の向上につながる8つ
のニーズを明らかにしており、その1つが照明でした。 
 RC:  地下の環境に照明を導入することは長らくできませ
んでしたが、ある日、私は思ったのです。まずは採掘場に
ある物を使ってみて、それを充実させていったらどうだろ
うかと。照明をネットに組み込むという考えは、ここから
来ています。業界にとって飛躍的な進歩となったのは、危
険因子を特定できる点です。今では危険が見えるように
なりました。

リアーン・カーステンス
アングロ・アメリカン・
プラチナム社、
主任ロックエンジニア

フリック・フーリーン
アングロ・アメリカン・
プラチナム社、
ニュー・マイニング・
テクノロジー部門長

ピーテル・デ・ブルーイン
エピロック、
ロックエンジニアリング
担当地域エグゼクティブ

 南アフリカ北西部にあるアングロ・アメリカン・プラチナ
ム社のアマンデルブルト複合施設の一部であるディシャ
バ鉱山で、安全ネットにクリップで留められた細長い照明
が、まもなく発破される採掘場の鉱画を照らします。

アングロ・アメリカン・プラ
チナム社は、世界屈指の
白金族金属生産業者で
す。南アフリカのブッシュ
フェルト複合岩体および
ジンバブエのグレートダ
イクで操業しています。本
社所在地は南アフリカの
ヨハネスブルグ。世界各
地でさまざまな事業を行
う鉱業グループ、アング
ロ・アメリカン社が同社
の株式の過半数を所有し
ています。

 � 従業員数は  
24,789人

 � 1995年、　　　　  
ヨハネスブルグ証券
取引所に上場

 � 2018年調整後
EBITDA：11億ドル

フォーカス：
アングロ・
アメリカン・
プラチナム社

www.epirocgroup.com/ 
vision-and-beliefs (ビジョンと信念)詳 細
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 1 ペニャスキートと地元自治体が  
水に関する契約を締結 
メキシコ、サカテカス州 

�メキシコのサカテカス州にあるニューモント社のペ
ニャスキート鉱山と、その近くにあるサンファンデセドロ
ス自治体が、自治体の家庭用水・農業用水としての持続
可能な水利用を確保するため、30年契約を締結したと、
miningmagazine.comが報じています。現在、逆浸透を
利用した飲料水処理工場と同社が過去に建設した井戸
で、1日に60万リットルの水が処理されていますが、さら
なる井戸と水道インフラがそれに追加される予定です。
ゆくゆくは地方自治体が公共水道システムを所有するこ
とも、契約に盛り込まれています。

 2 ドイツが2038年までに  
石炭を段階的に廃止していく方針 
ドイツ、ベルリン 

�ヨーロッパ最大の経済大国ドイツのアンゲラ・メルケル
首相が率いる内閣が、国内に100以上存在する石炭火
力発電所を、2038年までに段階的に廃止する計画を詳
細に定めた法案を可決したと、mining.comが報じていま
す。同法が成立すると、規定により石炭依存地域・企業に
対し、508億ユーロの補償が行われ、影響の大きい石炭
産出州であるブランデンブルク州、ノルトライン・ヴェスト
ファーレン州、ザクセン州、ザクセン・アンハルト州には、構
造変革を促すため、今後18年間にわたって400億ユーロ
の補償が行われます。

 3 南アフリカの小規模鉱山業者のために  
新フォーラムを発足 
南アフリカ、ダグラス 

�南アフリカ鉱物協議会が、アソシエーション会員間のコ
ラボレーションを強化し、熟練鉱夫や小規模鉱山業者の
声を「大きくする」ため、新しいフォーラムを発足させたと、
mqworld.comが報じています。南アフリカ・ダイアモンド
生産者組合（SADPO）が、鉱物協議会の新しいアソシエー
ション・リーダーシップ・フォーラムを通じ、小規模鉱山業
者に正式な発言権を与えることを後押しします。
　「このフォーラムの設置は大きな前進です」と、フォー
ラムの議長に選出されたSADPOの議長、ゲルト・ファン・
ニーケルク氏は言います。
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ピンポイント

�トヨタが富士山麓に未来の実験都市
「ウーブン・シティ」を建設する計画を発表
したと、khl.com が報じています。この都
市は「生きた実験室」です。それは水素燃
料電池と太陽光パネルを動力源として完
全につながったエコシステムであり、フル
タイムの住民や研究者が生活します。彼
らは現実世界の環境で自律化やロボット

工学、人のモビリティ、スマートホーム、AI
といったテクノロジーをテスト・開発でき
るようになります。建物は主に木材を用い
て自動化製造方法で作られ、排ガスゼロ
の車両のみ許可されます。現場の起工式
は、2021年の早い時期に行われる予定
です。
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 4 トヨタが未来の  
実験都市を建設 
日本、富士山

ポール・ダディー 
ハイパーバイン社、

創業者兼CEO

ハイパーバイン社は欧州宇宙機関と協力して、鉱業
や建設業界に確実かつ正確な衛星データを提供し
ていますね。どのような用途が考えられますか？
　「私の見解では、これらの産業では衛星データ
が十分に活用されておらず、私たちはこの点の改
善を促そうと考えています。例えば、採石場での水
の侵入の監視、抽出物の測定、壁の構造的健全性
の監視、環境変化の追跡が可能です。炭素排出量
をかなり詳細に測定し、排出量の削減に貢献する
ことも可能であり、この点で大きな価値がありま
す。今日、各企業は通常、炭素排出量に関する大ま
かな内容を把握していますが、衛星データがあれ
ば、炭素がいつ、どこから排出されているかを正
確に特定することができます」

データの完全性をどのようにして保護していますか？
「衛星データは何十年も使用されることが多い

ため、データに信頼性があることが重要です。私
たちはブロックチェーン技術を使用して、データ
を改ざん不可能な台帳に記録しているため、時
間とともに小さなエラーが積み重なって深刻化
するリスクが排除されます。この高い水準のアカ
ウンタビリティは、データをごまかせないため、規
制要件に伴う管理が減ります。つまり、最初から
データを信頼できるわけです。データは暗号化さ
れ、事実上、侵入不可能です」

採石場の栽培場が
傷ついたコアラに餌を提供

アップル社のロボットDaisyが
希少鉱物を回収

アップル社はDaisyと呼ばれるロボットを使用し
て、分解されたiPhoneから鉱物を回収すると、min-
ing.comが報じています。Daisyは1時間に200台の
iPhoneを分解し、リチウムをはじめとする14種類の
鉱物を再利用のために取り出すことができます。アッ
プル社はすでに、同社の一部の製品に含まれるアル
ミニウム、スズ、コバルトおよび希土類元素を再利用
していますが、今後数年かけて対象製品を増やす方
針です。アップル社の最終目標は、一部の業界アナリ
ストによる不可能という声をはねのけ、鉱業に依存

しない「クローズドループ」型の製造企業になること
です。
　アップル社は、電気自動車メーカ等、他の企業と
Daisyテクノロジーを共有したいと考えています。電
気自動車の人気が高まるのに伴い、新たに採掘され
る鉱物がこれまで以上に求められるからです。
 「私たちは必ずしも採掘業者と競争しているわけで
はありません。今回の開発には、鉱山業者が恐れるも
のは何もありません」と、アップル社の環境担当バイス
プレジデントであるリサ・ジャクソン氏は言います。

ボラル社の採石場にある飼料栽培場が、オーストラリア東部
の深刻な干ばつや森林火災で傷つき、後日別の場所へ移送さ
れたコアラの重要な食料源になっていると、quarrymagazine.
comが報じています。
　ブリスベンの北にある同社のペトリー採石場とナラングバ採
石場は、長年にわたりオーストラリア動物園野生動物病院にコ
アラの餌を提供しています。ペトリーの栽培場には、2,500本以
上の樹木が植えられています。 www.bit.do/satellitedata詳 細
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衛星データを
産業でどのように
活用できるか？

長さ20ヤードに満たない
Daisyは、iPhoneのバッテ
リーを除去するために、
摂氏マイナス80度の冷気
を吹き付けたり、その後
ネジやモジュールを押し
て取り外したりと、4段階
の工程を踏みます。
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鉱業や建設業界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。
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カウサ社が所有する
レイズボーリング機Robbins 73Rは、

メキシコ、サカテカス州のマデロ鉱山で
毎日行われている採掘業務に欠かせません。

1台のリグがすべてを決める
  メキシコでは、ほとんどの重要な採掘事業のレイズボーリングで、

エピロックのリグRobbins 73Rが使用されています。
ここメキシコで40年の経験を持つ採掘請負企業カウサ社が先日、

エピロックのカッターを使用し新記録を打ち立てました。

キシコ中央部の乾燥地にあるサカ
テカス市から12キロ離れたところ

に位置するマデロ鉱山は、1,000ヘ
クタールの範囲に広がっています。
同鉱山は多金属鉱山であるため、複
数の金属が採掘されますが、主な産物

は亜鉛です。メキシコのこの地域で掘削する場
合、「最大の課題は地盤の安定性ですが、レイズ
ボーリング機の使用により、人への危険がほとん

どなくなりました」と、マデロ鉱山でレイズボー
リングを担当する掘削請負企業カウサ社の

創業者であるガブリエル・エリゾンド氏が説
明します。

　「レイズボーリングは通常4つの用途があり、
まず、通気という恐らく最も重要な用途が挙げられます。削
孔された大きな孔径の孔を通って、新鮮な空気を鉱山の
地下へ送ったり、古い空気を排出させたりすることができ
ます」と、カウサ社の業務マネージャーであるダニエル・ロ
ドリゲス氏が言います。他の目的は、掘削後に残った岩

盤の空洞を充填すること、（主に非常用出口と
して）安全を確保すること、そして各種サービス
で使用することだと、エンジニアでもある同氏
は説明します。「孔を通じて電気ケーブルを設
置することができ、ディーゼル燃料を鉱山地下
へ運搬するための配管の設置や、コンクリート

を地下へ迅速かつ簡単に運搬するための配管の導入も
可能となります」と、彼は話します。
　ガブリエル・エリゾンド氏の説明によると、カウサ社は、

「現在、レイズボーリング機Robbinsを20台所有・稼働さ
せているほか、複数の鉱業会社のため、さら
に10台を管理している」とのこと。カウサ社と
アトラスコプコ社（現在はエピロック）との関
係は、正式には前者が1978年に創設され
た時に始まり、カウサ社とRobbinsマシン
との関係は、その親会社であるネミ
サ社を通じ、1960年代初頭に遡
ります。それは、ネミサ社が最初
のRobbinsリグとなった油圧モー

ター付きRobbins 32Rを入手し
た時のことであり、アトラスコプ
コ社が1993年にザ・ロビンズ・カ
ンパニー社を買収するより前の
ことです。カウサ社では現在、堅
牢でありながらコンパクトな設計
のため、エピロックのリグの中で
は最も人気が高い機種Robbins 
73Rが活躍しています。

Robbinsの活躍を支えている重
要なものは、このリグで使用され
ているカッターです。カウサ社は
すぐ近くのフレスニーヨ鉱山で
も請負企業として業務を行って
いますが、エピロックのカッターは先日、同鉱山で新記録
を打ち立てました。昨年、孔径3.6メートルのレイズを掘
削した際、このカッターは最上部までの全長682.6メート
ルを、駄目になることなく一息に掘削し、孔のずれも皆無
だったのです。「カッターを下げて確認する必要がありま
せんでした。掘削はいつも地形に左右されますが、ここの
地盤は非常に軟らかく、とても簡単に掘削できるため、一
気に地上まで掘り進んだのです。かなり硬い地形もあり、
そうした場所ではリーマーヘッドが全距離を掘削できる
と保証することはできません。[そういう状況では]削孔の
途中で地下へ行って詳細な検査を行うか、カッターを交

[取材地]
メキシコ

ガブリエル・エリゾンド 
カウサ社の創業者

ダニエル・ロドリゲス 
カウサ社、
業務マネージャー

真実を
掘り下げる
レイズボーリングという地下採掘で利用される工法では、
鉱山の2つの階層の間を貫く丸い孔を、火薬を使わずに
掘削します。

詳しく知る // レイズボーリング

リーマーは、すでに掘削されているパイロット孔を拡大します。硬い地盤
条件であれば孔壁が滑らかなレイズができ、たいていの場合、そうした
孔壁をさらに補強する必要はありません

レイズボーリング機は、
リーマーのカッターが

リーミングの対象地盤を
貫くために必要な
回転力と推進力を

生み出します。

パイプとスタビライザーで構成
されるドリルストリングは、
レイズボーリング機を
リーマーと接続します。

www.epiroc.com/raiseboring　　 詳 細

炭化タングステンが
はめ込まれたカッターで

地盤を貫きます。
エピロックの6列カッター

Magnumは、
長く続くパフォーマンスを

実現し、カッター交換の
ための中断時間を

削減またはなくします。
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マデロ鉱山 カウサ社のマデロ鉱山業務による生産
 � インダストリアス・ペ

ニョーレス社に属する
 � 同社で2番目に重要な

亜鉛産出地
 � 地上面積は1,000ヘク

タール
 � 多金属鉱山

www.causa.com.mx詳 細

掘削作業中の逆流を防ぐ
フロート弁を持つ、
カウサ社のレイズボーリング
業務主任のエルネスト・
プーガ氏。メキシコ、
サカテカス州の
フレスニーヨ鉱山で撮影。

換する必要があります。しかし、今回は[すべての]機械が
トラブルなく一息に掘削を成し遂げたのです」と、すべて
のレイズボーリング機の監視を担当する、カウサ社のレイ
ズボーリング業務主任エルネスト・プーガ氏は振り返りま
す。パイロット孔の完成に約17日、レイズのリーミングに
49日を要していたため、時間の節約という要素があるほ
か、レイズの完成前に途中で作業員を地下へ送り込んで
リーマーの保守をする必要がないということは、安全面
でも非常に重要です。

フレスニーヨ鉱山では、新記録を打ち立てたレイズボー
リング業務で作られた立坑が、効率の問題を解決しよう
としています。「このプロジェクトの始まりは、鉱山を通っ
て作業員を効率的に地下へ送り込みたいというニーズ
でした。作業員1名を682.6メートル下の地下へ送り込
むのに、現在は約45分かかっています」と、フレスニー
ヨ鉱山のプロジェクト監督者であるフィデル・モリン氏
は言います。レイズボーリングで作られた立坑に巻き上
げ機を設置し、現在鉱山にある傾斜路を使わず、垂直
方向に作業員を運ぶ予定です。「45分が10分になるの
で、30分少々の時間を節約できるようになります」と、彼
は付け加えます。時間の節約だけでなく、「運搬や安全、
汚染、車両メンテナンス、そして生産性に収斂する多く
の要素が関係しており、私たちはこの種の[プロジェクト]
で、これらに対処することを期待しています」と、モリン氏
は話します。 

カウサ社
1978年に創設されたカウサ社は、レイズ
ボーリングと探鉱掘削を請け負う鉱業会
社です。メキシコ国内で30台のレイズボー
リングリグを稼働。そのうち20台はカウサ
社が所有、10台は鉱山が所有（カウサ社は
その稼働を管理）。

主要顧客：グルポ・ペニョーレス社、ミネ
ラ・フレスニーヨ社、グルポ・メキシコ社、
ファースト・マジェスティック社、エンデ
バー・シルバー社等

エルネスト・プーガ 
カウサ社、
レイズボーリング業務
主任

フィデル・モリン 
カウサ社、
フレスニーヨ鉱山
プロジェクト監督者

エピロックは2019年に最新リグRobbins 92Rを発売しました。
このパワフルなリグは、モジュール式設計を採用。

2.4メートルから6.0メートルの孔径で削孔し、
さまざまな用途での活躍が可能です。

コンパクトかつ強力
ROBBINS 92R

4.  
この機械の持つ引上げ力は
極めて強力で、油圧システム
により並外れたトルクと速
い回転速度が保てます。

1.  
500 kWの強力な
油圧駆動が、12 
7/ 8 イン チ の 高
強 度 鋼ドリルパ
イプと完 璧に調
和します。

w

3. 
設置面積が小さいためドリリング
パッドを縮小でき、固定ボルトも
減らせます。

2.  
堅牢なフレームが最
長1,100メートルの孔
を掘削します。

粉末鉱石（キロトン） 
2018：2,542
2017：2,501
変 動：1.9％

2017
変動

2018

Ag
47

銀
Pb

82

鉛
Zn

30

亜鉛
Cu

29

銅

（キロオンス)

898
967
7.1%

（トン)

8 531
8 673
1.6%

（トン)

45 284
50 159

9.7%

（トン）

1 320
1 726
23.5%

出典：インダストリアス・ペニョーレス社
年次報告2018
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規制の枠組みにとらわれずに採用すると、
ビジネスに活気が生まれる可能性があります。
人材のジェンダーや民族、年齢層、経歴を多様化することにより、
新たな知識や異なる考え、そして恐らく予想外の視点が
もたらされ、多くのメリットが得られます。

 目次

エピロックの地下部門は、従業員の
4分の1を女性にするという目標を掲
げています。

違いを受容：文化を構築する際に重要
な3つの要素は、ダイバーシティ、インク
ルージョン、そしてビロンギングです。

ON SITE 

女性従業員を
惹き付ける

ORIENTATION 

ダイバーシティの
パズル

 28

 32

 38
PERSPECTIVE 
グローバルな
インクルージョン
マイノリティやジェンダー、
LGBTに関するダイバーシ
ティとインクルージョンを
向上させるための取り組
みが、世界最大の電気通
信会社であるAT&Tで何
十年もの間、特にサプライ
ヤーを選択する際に行わ
れています。この取り組み
は功を奏しました。

 40
SURVEY 
「ダイバーシティは
賢明なアプローチです」
ダイバーシティとインク
ルージョンを向上させ、
それにより人材・解決
策・物事を見る目の母
集団を増やすことによ
り会社の事業が健全化
すると、産業界や学界、
世界経済フォーラムが
口を揃えて言います。

 41
SEVEN THINGS 
テクノロジーの
ヒロインたち
女性エンジニアはこれ
まで、男性エンジニアの
脇役にされがちでした。
しかし、ほんの少し調べ
れば、優秀な女性エン
ジニアが数多く存在す
ることが分かります。

[特集]

FEATURE
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ダ 
イバーシティとは何でしょうか？　

『メリアム・ウェブスター辞典』
によると、「異なる要素がある状
態、または異なる要素で構成さ
れている状態」および「グルー
プまたは団体に異なる種類の人

（人種または文化の異なる人
等）が含まれていること」を意味します。
　その定義によるダイバーシティは、決して
新しい課題ではありません。しかし、この100
年ほどの間に見られた進歩は、驚愕に値しま
す。20世紀には法令の改正を経て、女性の
権利と公民権が大きく改善されました。最近
のダイバーシティでは、これまでとは違う考
え方も導入されています。
　「1990年代の半ばに、ハーバード大学の
心理学者たちが先頭に立って、無意識の偏
見に関する研究を行いました。人が意識的
に悪い行為を行う場合は必ずしも問題で
はなく、むしろ、我々の潜在意識が我々の
判断にどのような影響を及ぼしているかが
問題だと、結論が出されました」と、ウダル
タ・コンサルティング社の共同創業者であ
り、書籍『日常の偏見（Everyday Bias）』お
よび『ビロンギングの追求（Our Search for 
Belonging）』の著者でもあるハワード・ロス
氏は言います。
　「簡単に言うと、人の思考方法の再教育が
必要ということです。自らの価値観を反映し
たいのであれば、私たちがどのように思考・
判断しているかを理解しなければなりませ
ん。私たちは誰もが偏見を持っているので、
それについて率直になることから始めるの
が良いです」と、ロス氏は続けます。
　ダイバーシティから真の恩恵を受けるに
は、説明だけでは不十分です。人が能力に
応じた最大の成功を収めるには、インクルー
ジョン（包括性）が必要であり、次のステップ

はビロンギング（帰属意識）です。
「ダイバーシティはダンスパー
ティーに誘われること、インク
ルージョンは踊ってもよいと許さ
れること、そしてビロンギングが
あれば流す曲を選ぶようになり
ます。人は全面的に関わることが
できれば、独りで創り出せるもの
より価値がある文化を共同で創
り出します」
　「しかし、最初のステップは、も
ちろん、人数の多い集団から人
材を得ることです。特定のグルー
プを排除すれば、多くの優秀な
人材を見逃すことになるはずで
す」と、ハワード・ロス氏は最後に
言います。
　実際、ダイバーシティは道徳的に正しい
だけでなく、健全なビジネスモデルでもある
ことが、多くの証拠から示されています。例
えば、マッキンゼー・アンド・カンパニー社
の報告書『ダイバーシティの意義（Diversity 
matters）』には、人種・民族的ダイバーシティ
で上位4分の1に入る会社は、各国の業界
中央値を上回る財務収益を得る可能性が
35パーセント高いと書かれています。ジェン
ダーダイバーシティに関しては、この可能性
は15パーセント高まります。

ダ 
イバーシティに富んだ上位50社
を列挙したダイバーシティインク
社のリストで、フードサービスと
施設管理を行っているソデクソ
社が高く評価されています。「約
17年前、事業拡大中の時期に
あった当社は、少し違った考え

方や行動が必要だと認識しました」と、ソデ
クソ社のグローバルダイバーシティ・インク

ルージョン担当役員であるマル
ゴット・スラッテリー氏は言いま
す。「北米でダイバーシティとイン
クルージョンの責任者を雇った
ことが始まりで、それから当社の
世界的なビジネス戦略の中で実
践されました」
　ソデクソ社は人種、文化、出身
というビジネスとの関連性があ
る重要分野でダイバーシティの
取り組みを開始し、すぐにジェン
ダーも優先事項に追加されまし
た。現在の取締役会は男性より
女性の方が人数が多く、グルー
プ内の管理職の34パーセントを
女性が占めています。ソデクソ社
では、従業員が雇用者エンゲー

ジメントグループ（多過ぎるほど存在します）
に参加して、ダイバーシティに関する取り組
みに積極的に関与し、差別に対処することを
奨励する、ボトムアップ式のアプローチも採
用しています。
　「私たちは何よりも平等な機会を提供し
たいと考えています。ジェンダーや人種、
LGBTQに関して当社は大きく前進したので、
今は障害者や移民が活躍できる職場をどの
ようにして作るかに焦点を合わせています」
と、マルゴット・スラッテリー氏は話します。

あ 
る国がダイバーシティの面でどの
くらい進んでいるかを示す良い
指標として、世界経済フォーラム
が2006年から発表している『世
界男女格差指数』が挙げられま
す。これによると、アイスランドが
11年間にわたり1位の座を維持

しています。「私たちが前進できるのは、女
性による懸命な活動や、誰でも手頃な料金

ハワード・ロス
ウダルタ・
コンサルティング社、
共同創業者

ダイバーシティは複雑な課題です。
短い期間に多くの進展があったが、これからもっと多くの

進展が見られる、ということは明らかです。

なぜピースが
合うのか

マルゴット・スラッテリー
ソデクソ社、
グローバルダイバーシティ
およびインクルージョン
担当役員
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ハワード・ロス
ウダルタ・コンサルティング社の共同創業者であり、書籍『日常の偏見（Everyday Bias）』
および『ビロンギングの追求（Our Search for Belonging）』の著者

で利用できる保育所、男女共同育児休暇と
いった国の政策があるからです」と、ジェン
ダーの平等に関しアイスランド政府の特別
顧問を務めるハラ・グナルスドッティル氏が
言います。

最 
近、ダイバーシティに影響を及
ぼす新たな出来事がありまし
た。リーマンショックに端を発し
た金融危機が、アイスランドにと
りわけ大きな打撃を与え、その
間接的な結果として、高い地位
にあった何人かの男性が女性

に置き換えられたのです。例えば、同国の3
大銀行のうち2行は、女性を新たな頭取に任
命しました。
　「一般に、リスクを覚悟するという賞賛に

値する行為は、どちらかという
と男性に関係する事柄ですが、
破綻によりそのマイナス面が露
呈したのです。私が述べている
ことは、女性が男性より優れて
いるということではなく、ジェン
ダーのほかに人種や階級、民族
といった要素も含めてダイバー
シティがあれば、賢明な判断が
可能になることが証明されたということで
す。しかし、ボックスにチェックマークを入れ
るような単純な実践として捉えるのではな
く、積極的にダイバーシティを活用する必要
があります」と、ハラ・グナルスドッティル氏
は話します。
　アイスランドは、破綻後の政策にジェン
ダーの視点を用いる方針を掲げ、公共投資

がバランスを欠いた失業を生み
出すことがないよう配慮しまし
た。今ではジェンダーの視点は、
すべての予算関連の決定で考
慮されています。
　「ジェンダーに配慮する姿勢
が今日のほとんどの意思決定
に見られます」と、ハラ・グナルス
ドッティル氏は言い、計画ではこ

の知識を他の領域に応用する予定であると
話します。「私たちは人種や民族、階級、障害
に関しても、もっともっと前進できるはずで
す。アイスランドは『世界幸福度報告』で高い
スコアが付けられています。ジェンダーの平
等の前進は、仕事と家庭生活のバランスを
改善できるなど、人間をもっと幸福にすると
いう点で意義があると考えます」 

崇高な目標

新たな形態の
資本主義？
資本主義には自発的交換、起業家精神、競争、貿
易の自由、法の支配を超える何かがあるのでしょ
うか？　ホールフーズ社の創業者兼CEOである
ジョン・マッキー氏と、ベントレー大学のマーケ
ティング専門のラジュ・シソディア教授は、そう考
えています。2013年に出版された書籍『意識の
高い資本主義：ビジネスの英雄的精神を解き放
つ（CONSCIOUS CAPITALISM: LIBERATING THE 

HEROIC SPIRIT OF BUSINESS）』の中で、彼らは
目的、文化、ステークホルダー、リーダーシップと
いう4つの事項に重点を置いたフレームワーク
を提示しています。意識の高い企業は崇高な目
的を掲げており、それがすべての主要なステー
クホルダーに役立ち、その団結と利害の統合を
生じさせるため、活気に満ちていると主張されて
います。

「ダイバーシティはダンスパーティーに
誘われること、インクルージョンは
踊ってもよいと許されること、
そしてビロンギングがあれば流す曲を
選ぶようになります」

ハラ・グナルスドッティル
ジェンダーの平等に
関するアイスランド政府
特別顧問
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像がつくかもしれませんが、製造業
や鉱業、建設業はこれまで、ジェン
ダーダイバーシティに関し皆を導く
光として卓越していたわけではあり
ません。しかし、この状況は少しずつ
変わってきています。あるいは、エピ
ロックの地下部門のように、前方を照らして
いると期待できるかもしれません。
　エピロックの地下部門の全従業員に占
める女性の割合は、2019年の時点で約15
パーセントでした。ちなみに、財務部、人事
部のようにその割合がもっと高い部門もあ

れば、かなり低い業務もありました。例え
ば、女性の現場作業員は、全体のわずか
8パーセントでした。しかし、地下部門の

女性従業員の割合を2021年末までに25
パーセント以上にすることが目標に掲げられ、エピ

ロックグループとしての目標は、女性管理職の人数を
2030年までに倍増することです。
　「私たちはダイバーシティ全般、特にジェンダーダイ
バーシティを向上させようと、戦略的に取り組んでいます。
これにより生産性や効率、意思決定、コラボレーションな
どに対し、大きなプラス効果が数多く期待できると考え
ます。この分野の研究からも、この意見が明白に裏付け
られています」と、地下部門のプレジデントであるサミ・
ニーラネンが言い、さらに次のように述べます。

　「ダイバーシティを重視する姿勢は、経営チー
ムから雇用者ブランド戦略チームまで、会社の
あらゆるレベルに、そして私たちの行うすべての
行為に浸透する必要があります。また、採用の際
に幅広い人材を惹き付けるには、業務のイメー
ジをつかみ易くする方法を探さなければなりま

せん。お客様もダイバーシティについて頻繁に話をする
ようになっているため、私たちのソリューションがジェン
ダーニュートラルな設計である点を確実にする必要があ
ります」

この目標を全面的に支持する地下部門業務担当バイス
プレジデントであるカリン・ベルゲンドルフは、ダイバー
シティの向上を牽引する立役者の1人です。
　「課題は世界各地の現場で異なりますが、私たちはど
の現場でもダイバーシティとインクルージョンを向上さ
せる取り組みを進めています。そうすることが賢明な判
断、高い生産性につながるはずです。私たちは長年にわ
たり、女性の割合を25パーセント以上にすることを目標
にしてきましたが、時間が経っても実際にはまったく改
善されていないため、考え方を変える必要に迫られてい
ます」
　カリン・ベルゲンドルフによれば、いろいろな戦略が実
行されているようです。大勢の女性を惹き付けるために
会社が取る雇用者ブランド戦略を見直すという戦略もあ
れば、現在・将来の従業員に刺激を与え、模範となる女

カリン・ベルゲンドルフ
エピロック地下部門、業務担当バイスプレジデント

「この業界で一般的な考え方や見方と異なる
別の考え方や見方に対しオープンであり、

それらを評価することが大切です」

[取材地]
スウェーデン

  社内のダイバーシティとインクルージョンを向上させれば、倫理に
関する発表ができるだけでなく、ビジネスを健全化することができます。
高いハードルを設定しているエピロックの地下部門は、従業員に占める
女性の割合を2021年末までに4分の1以上にします。

ダイバーシティの受容

33
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ON SITE

 Q  従業員のうち何人が女性ですか？
 A   「私たちは25パーセントを目標としていますが、現
在の女性従業員は6パーセントに過ぎません。試
用期間中の者や臨時契約を含めると、もう少し高
い15パーセントになります」

 Q  社内の女性がそんなに少ないのはなぜですか？ 
 A   「1つの理由として、文化的な問題があります。ナー
シクで女性の求職者を探すのは難しく、製造業で
は特にそうです。インド人の女性は一般に、配偶者
が住む場所へ引っ越すことを選ぶため、結婚後に
退職した女性エンジニアも数名います」 

 Q  この状況を改善するためにどのような取り組み

を進めていますか？
 A   「ナーシクで仲間と協力しているほか、エピロックも
女性エンジニアのための奨学金に資金を投じてい
ます。組立ラインの新たなエンジニアを採用する
ために、私たちは学生とその親を工場見学に招待
します。インド人の親は、娘の幸せを守ろうとする
ため、当社の職場環境が良く、申し分のない作業
場であると、家族全員に分かってもらえば雇用が
容易になります。この考え方で成果が出ており、組
立ラインで働く女性見習いエンジニアを10名雇用
しました。ナーシクにいる男性従業員の元へ引っ
越してきたばかりの有能な配偶者にも、私たちは

注目しています。これらの取り組みを通じ、優秀な
女性エンジニアを数名採用することができました」

 Q  すでに雇っている女性をつなぎとめるため、どの
ような取り組みをしていますか？

 A   「私たちは女性をできる限りサポートするよう努め
ています。例えば、最も優秀なエンジニアの1人が
結婚を機にナーシクから引っ越していったため、私
たちは彼女が自宅で働けるよう配慮しました。さら
に、エピロックでは女性メンターシップをはじめと
する各種プログラムを後押ししています。ナーシク
には当社で働くすべての女性を対象としたライフ
（LIFE）というグループがあり、自分たちの考えや
要望を共有する場となっています

 Q  なぜジェンダーダイバーシティが大切なのでしょ
うか？

 A   「女性の参加とインクルージョンが実現され、ダイ
バーシティに富んだグループでは、異なる視点が
共感と思いやりをもって考慮されていることが分か
りました。この状況が私たちの賢明な判断を促し
ます。また、このようなチームや個人は、勤勉かつ
誠実である傾向が強いように見受けられます」

www.epirocgroup.com/diversity詳 細

性を探すという戦略もあります。ヘレナ・ヘドブロム（最
近任命されたエピロックの社長兼CEO）のような人が、
キャリアや成功、課題について議論しているダイバー
シティネットワークも整備され、活動を展開しています。
フェムテック（FemTech）ネットワークや女性メンター
シップ・プログラムは、エピロックが従業員に刺激・教育
を与えたり、将来の従業員に接触したりするための別の
手段です。
 「採用は成功の鍵を握る要素です。もちろん、能力に基
づく採用は、常に何よりも重要です。しかし、望ましい能
力とは実際には何を指すのかを特定し、そして場合に
よっては再定義する必要があります」と、カリン・ベルゲン
ドルフは話します。
　今日、そして近い将来、エピロックで望ましいとみなさ
れる資質には、適応性と敏捷性、オープンな考え方、環境
に配慮する姿勢、デジタル環境での作業への親和性が
含まれます。採用の取り組みや広告の中で、これを反映
するべきです。
 「この業界で一般的な考え方や見方と異なる別の考え
方や見方に対しオープンであり、それらを評価すること
が大切です。既存の枠にとらわれずに考えるよう自分自
身に課題を与えることが重要です」
　カリン・ベルゲンドルフは、時折自らに課題を与える必
要があることを誰よりもよく知っています。自分の判断や
考え方に駄目出しをされ、熟考を強いられることを、彼女
は喜んで受け入れます。
 「例えば、私たちが募集するすべての職で、必ず少なく

とも1名の女性を最終候補に残すことを自分たちに課し
ています。正直なところ、私も時には失敗し、1人の候補
も見つからないことがありますが、そういう場合は、もう
少し努力し、いつもと違うところでもう一度人材を探しま
す。究極の目標は、こうした問題について考える必要すら
なく、すべてが自然にそうなることです」と、カリン・ベル
ゲンドルフは言います。

スウェーデンのオレブロにある地下部門のプロダクト
カンパニーで主に戦略実行責任を負うのは、オーサ・
ガブリエルソンです。彼女は、いくつかのグローバル工
業会社で長年働いてきましたが、先日、オレブロ拠点の
ジェネラルマネージャーに任命されました。
 「業務部門または研究開発部門のジェネラルマネー
ジャーとして、世界各地のカスタマーセンターで指導的
地位に就いている優秀な女性の人数は、増加しつつあり
ます。本当に素晴らしいことだと思います」と、オーサ・ガ
ブリエルソンは言います。
　エピロックがもっと魅力的な雇用者になるにはどうす
ればよいかを、彼女は明確に理解しています。
 「エピロックで働くことに付随する事柄に対する多くの先
入観を払拭し、興味を引く製品やビジネスモデル、キャリ
アチャンスがあることを紹介しなければなりません。学校
と積極的に協力することにより、早い段階で若い女性の
興味を惹くことも求められます。当然、ジェンダーや文化
的背景などを理由に差別しないことも大切です」と、オー
サ・ガブリエルソンは説明します。

Q&A

ナーシクの製造会社には、インド各地出身の、ある意味で多様な従業員が存在します。
しかし、ジェンダーダイバーシティは、極めて低い水準です。

生産材料購入とサプライチェーンを担当する
マネージャーのカイサ・ゲイロンは、チームの

メンバーをうまく混合し、さまざまな見方がある中で
バランスをとることが大切だと感じています。

カリン・ベルゲンドルフ
エピロックスウェーデン、
地下部門、業務担当バイ
スプレジデント

サミ・ニーラネン
エピロックスウェーデン、
地下部門プレジデント

オーサ・ガブリエルソン
エピロックスウェーデン、
地下部門プロダクトカン
パニー、ジェネラルマネー
ジャー

カイサ・ゲイロン
スウェーデン、オレブロ、エピロック地下部門、
生産材料購入・サプライチェーン担当マネージャー

「ダイバーシティや研究開発、持続可能性の
分野を、私たちが強く押し進めていると
確信しています」

アルビンド・パティル
インド、マハラシュトラ州ナーシク、
エピロックプロダクトカンパニー、ジェネラルマネージャー
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トニー・スプレイグ
ニュークレスト社、

テクノロジー・革新担当
グループマネージャー

革新と
ダイバーシティには

密接な関係があるか？
あなたにとってダイバーシティとは何を意味しま
すか？
　「ダイバーシティは重要です。ジェンダーのこと
だけを言っているのではなく、技能や経歴、文化
のほか、パーソナリティのダイバーシティも重要
です。ニュークレスト社は世界各地で業務を行っ
ていますが、各地のコミュニティを理解すること、
そしてもちろん社内で良いチームを作ることが私
たちにとって重要です。ダイバーシティは関係性
の力と大いに関係すると思います」
 

あなたは革新を担当していますが、革新とダイ
バーシティの関係をどのように考えますか？
　「その 2 つには密接な関係があります。簡単な
ことは既にほとんどやり尽くしているため、業界
の前進は容易ではありません。多くの人材が良い
アイディアを持っていますが、大切なのはそのア
イディアを実現することです。そのためには、可
能な範囲であらゆる技術・知識を取得することが
必要です。大きなチームを作るには、関係業界
での経験がある適切な人材を、然るべき時に確
保する必要があります。したがってダイバーシティ
は、社外に目を向けて、関係者全員が多くの価
値を得られるパートナーシップを作り、すべてを
自己資金で賄わずに済むようにすることも意味し
ます」
 

そうは言っても、パートナーにしたい会社に何か
期待するものがあるのでは？
　「『新鮮な』企業であることです。他社であって
もその状況がすぐに把握できますし、そうした企
業の中には協力し易い会社もあるからです。彼ら
には頑張る力があり、何か失敗しても、すぐに問
題の核心を突き止められます。ウィンウィンの状
況を作り出したいのであれば、双方向でなければ
なりません。エピロックとの関係がまさにそうで、
力を合わせて良いものを生み出したいという双方
の思いが感じられます」 

www.newcrest.com           詳 細

　1人ひとりの意見に耳を傾け、皆がインクルージョンを
実感できるようにするため、日常業務に導入できる戦略
もいくつかあります。
　「私たちは社内文化を部分的に変え、同質的な構造
の解体に取り組まなければなりません。時間と労力を要
しますが、その準備はできています。皆にとってメリット
のある結果がもたらされるでしょうし、新たな視点が与
えられるはずです。私の経験からして、当社のような種
類の会社に入社してくる女性は、目標やチームをかなり
重視すると言えます」と、オーサ・ガブリエルソンは話し
ます。

オレブロの製造施設の作業場で、ヨナス・リンドクヴィスト
がローダーScooptram ST18を組み立てています。生産
工程の重要な一部に、2つのプラグによるビームがありま
す。彼は最近まで脚立に上がり、少し不自然な位置から
10キロもある巨大なハンマーを使って、文字通りプラグ
を叩き込まなければなりませんでした。今ではその作業
用の非常に特殊なツールがあり、それを使えば彼がハン
ドルを回すだけでプラグが正しくはまります。
　「以前はこの作業が嫌でした。プラグを数回叩くと疲れ
てしまい、同僚と作業を交代する必要がありました。最初
のプラグの配置によっては、1打で1ミリメートルしか押し
込めないこともありました」と、ヨナス・リンドクヴィストは
言います。
　「今では簡単な作業となり、結果も精度が向上してい

ます。ハンドルを回転させるのに力はまったくいらないた
め、誰でも行えます」
　ローダーScooptramから少し離れたところの、作業場
が見えるオフィスで、カイサ・ゲイロンが10名のメンバー
からなる生産材料購入チームを管理し、サプライチェー
ンマネージャーの役割も果たしています。エピロックでの
彼女のキャリアは、エピロックに現場で作業する女性が
ほとんどいなかった頃、組立部門で始まりました。
　「最初の頃、私には到底無理な肉体的にきつい仕事が
いくつかありました。しかし、優れたツールが与えられ、
人間工学と安全性が一層重視される今は、すっかり変わ
りました。近頃では誰もがあらゆる業務を行えます」と、
カイサ・ゲイロンは話します。
　彼女は8年前、40人のほぼ全員が男性からなるチーム
のラインマネージャーの地位に就き、指導的地位への道
を歩き始めました。
　「それほど前ではありませんが、当時は今とは異なる
時代でした。その後多くのことが起きました。女性だから
といって見下された覚えはありませんが、隠語や冗談は
時間が経つにつれて確実に改善されています。チームの
メンバーをうまく混合することが大切だと思います。さま
ざまな見方がある中でバランスをとることも求められま
すが、ダイバーシティや研究開発、持続可能性の分野を、
私たちが強く押し進めていると確信しています」
　購入チームの人材を採用する際、個人の資質が非常
に重視されます。

　「私たちはサプライヤーと1日中話をするため、他人に
対し積極的な態度と敬意を示せる人間であることが求め
られます。既存の集団力学にすぐ適応できる人材でなけ
ればなりません。私はジェンダーに関係なく、単に適材適
所となるよう気を付けています」と、カイサ・ゲイロンは話
します。

当然のことながら、人事部もダイバーシティの向上に関
し、社内で重要な役割を果たしています。
　「エピロックでは最近、ダイバーシティに特に力を入れ
ています。主としてジェンダーに焦点を合わせています
が、年齢や経歴、パーソナリティ、文化なども考慮されま
す。それにより安全で衛生的な職場が全員に与えられる
というメリットがあります」と、地下部門の人事担当バイ
スプレジデントであるアネリー・モルドが言います。
　ジェンダーダイバーシティの目標は、女性の割合を25
パーセント以上にすることですが、これはいい加減に決
められたわけではありません。研究によると、その数字の
付近がダイバーシティの「クリティカルマス」であり、そこ
がビジネスで実際にプラスの効果が出始める地点です。
　「生産性と意思決定の面で恩恵を受けるには、この水
準に達する必要があります。違いを受け入れることで、私
たちはグループとしてもっと強くなれるでしょうし、お客
様にも一層優れたソリューションが提供されるようにな
るはずです」と、アネリー・モルドは話します。 

カイサ・ゲイロン
エピロックスウェーデン、
生産材料購入・
サプライチェーン担当
マネージャー

アネリー・モルド
エピロックスウェーデン、
地下部門、人事担当バイ
スプレジデント

 
業務担当バイスプレジデントの

カリン・ベルゲンドルフは、組立工チームと
作業リストを確認します。

地下部門は、組立ラインで働く女性の
採用を増やそうと奮闘しています。

人事部バイスプレジデントの
アネリー・モルドは、違いを受け入れる

ことで地下部門が強化され、
お客様にも一層優れた

ソリューションが提供される
ようになると考えます。

ヨナス・リンドクヴィスト
スウェーデン、オレブロ、
プロダクトカンパニー、
組立オペレータ

エピロックの地下部門は、
トンネル掘削・採掘用の
いろいろな種 類 の 機 械
を開発・製造・販売してお
り、世界各地の地下でさ
まざまな用途を満たして
います。スウェーデンのオ
レブロに地下部門の本部
と主要生産センターが置
かれています。

地下部門
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AT&Tは1世紀以上にわたり電気
通信事業に従事しています。
同社が掲げるインクルージョン
の目標は、テクノロジーとともに
進化してきました。

旧米国電話電信会社は1885年に創業され、
これまでに何度も企業変革が行われてきま
した。2005年にAT&Tはかつての子会社SBCコ
ミュニケーションズ社に買収され、AT&T Inc.と
なりました。2019年に同社は1,820億米ドルの
年商を生み出し、世界各地で25万人以上の従
業員数を雇用しています。
　AT&Tが提供するさまざまな通信サービス
には固定電話、携帯電話システム、ブロード
バンド、インターネットサービス、衛星・ケーブ
ル・有料テレビ放送、映画・テレビ番組制作、出
版、ポッドキャスト、ネットワークセキュリティ、
ホームセキュリティ、テレビゲームなどが含ま
れます。

フォーカス
AT&T Inc.

www.att.com詳 細

アメリカの大手電気通信会社AT&Tは、多国籍

コングロマリットであり、世界最大の電気通信

会社です。同社はダイバーシティとインクルー

ジョンの手本ともみなされています。

　ダイバーシティインク社は2001年以降、

ダイバーシティとインクルージョンの方針が

平均より優れている会社の上位50社を毎年

リストに掲載していますが、AT&Tは2019

年にダイバーシティ部門でその1位に輝きま

した。エグゼクティブ・ダイバーシティ会議の

議長を務め、メンター制度やスポンサーシッ

プ制度に積極的なCEOが存在することが、

その理由の1つです。もう1つの理由として、

ダイバーシティに富んだリーダー候補を偏り

のない方法でいつでも特定できるようにし、

有望な人材を着実かつ機敏に選択するプロ

セスがAT&Tに整備されていることが挙げら

れます。さらに、同社がダイバーシティに富ん

だサプライヤーとの取引を積極的に追求す

ることも、理由に含まれます。

　2019年1月にサプライヤー・ダイバーシ

ティ・プログラム が創設50年の節目を迎えま

した。AT&Tは1968年以降、マイノリティや

女性、傷痍退役軍人、LGBTの企業に1,730

億米ドルを超える拠出を行っています。この

事業により、革新と新しいアイディアを通じ

た付加価値が同社に生じていると述べられ

ています。

　ダイバーシティとインクルージョンの取り

組みを文書化するため、AT&Tは100ペー

ジを超える相当なボリュームの年次報告書

を公表しています。2019年時点で、AT&T

の従業員中の女性の割合は33.3パーセン

ト（管理職は36.7パーセント）、非白人の割

合は43.8パーセント（管理職は38.3パーセ

ント）でした。もっとも、この数値は世界各地

でまちまちです。AT&Tインドで働く女性の

割合はわずか13パーセントであるのに対

し、AT&Tラテンアメリカでは、女性が従業

員の半数に近い47.6パーセントを占めて

います。

優れた採用・社会貢献制度を実施すること

により、AT&Tはダイバーシティのさらなる

向上を目指しています。2018年は応募者の

41パーセント、採用者の43パーセントが女

性で、応募者の64パーセント、採用者の62

パーセントが非白人でした。同社は地域社

会を良くする制度や、過小評価されている

人々に技術的な能力を習得させ経験を積ま

せる制度も支援しています。 

優しい巨人
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�  クリスチャン・タラス・エリクソン
�  Shutterstock
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他の組織や他の産業からでも学べることが必ずあります。
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。

PERSPECTIVE
AT&T



01
サラ・グッピー

1770–1852
グッピーは1811年、英国ブリストルにあるエイヴォン峡谷に鎖吊橋を

架けることを提案しました。彼女は橋の設計を特許で保護し、
女性で初めて橋の特許を取得。彼女が行った多数の特許出願の

例として、調理場の火を覆うフードや船舶にフジツボ等が
付かないようにする方法が挙げられます。

持続可能性は今日のビジネスの世界では当然のことですが、会社にとってさほど重要でない事柄がどのようにして重要事項に昇格したのでしょうか？
次号の特集をお見逃しなく。

次 号
[特集]

06
ヘディ・ラマー
1914–2000
ラマーは映画女優として大
成功しただけでなく、テクノ
ロジーの鬼才でもありまし
た。第二次世界大戦中に連
合国の魚雷で使用するため
に開発された無線周波数
ホッピング装置は、彼女が
残した足跡の1つであり、特
許権が取得されています。
今日の携帯電話システムに
も、彼女の発明が採り入れ
られています。

 01 
「国籍、ジェンダー、能力、信条等の面
で従業員がダイバーシティに富んで
いる会社は、経済的成功や革新、従
業員を惹き付ける魅力、危機からの

回復力という点で優れていることが、この10
年間に発表された研究結果で明白に示されて
います。さらに、ダイバーシティが浸透した従
業員の集団から情報を得られる会社は、長期
的な業績が優れています」

 02 
「採用プロセスに体系化した面接、男
女同数の候補者、認識変化促進方針
といった戦略があれば、ダイバーシ
ティの向上が容易になります。管理

職のダイバーシティを向上させるための取り
組みも、会社に求められます。そうした取り組
みの例として、出世の機会を平等にすること、
技能・経験・メンターを得る機会を平等にする
こと、育児休暇やフレックス制の選択に関す
る支援方針を確立すること、包括的な職場環
境作りと無意識の偏見の排除を重視すること
が挙げられます」

 01 
「一般に知られている平等な権利と
いう意味合いの他に、ということで
すか？　そうですね、いろいろあるメ
リットの1つとして、雇用者ブランド

が挙げられます。才能ある若者を惹き付け、
進歩的で包括的な価値観を備え、ダイバーシ
ティを拡大することの重要性が、ますます高
まってきています。ダイバーシティは能力の
観点からも重要です。限られた採用基盤に依
存し続けるのではなく、大規模な母集団から
採用するのが能力的な観点から望ましいで
す。ダイバーシティのある優秀な作業チーム
が業績を向上させる、ということも証明されて
います。ダイバーシティは、創造と革新を推進
する一因であり、より良い決断を後押ししま
す」

 02 
「採用プロセスを見直すことです。求
人広告のデザインや、組織の新メン
バー採用時の母集団に注目します。
小規模な母集団から採用すると、既

に組織内に存在する従業員と非常に似通っ
た人材を採用して、代わり映えのない作業グ
ループになりがちです」

 01 
「ビジネスでは、ダイバーシティとイン
クルージョンが正しいアプローチで
あるだけでなく、賢明なアプローチで
もあります。従業員に関しては、ダイ

バーシティが人材の母集団を拡大し前途有
望な人材を惹き付けることによって、あらゆる
レベルで成功の可能性を高めます。ボール社
の場合、ダイバーシティとインクルージョンへ
の取り組みのおかげで、グローバルな問題が
あっても革新的なソリューションを見つけ出
し、創造力の限界を押し広げ、ダイバーシティ
に富んだ職場ならではの独自の視点をうまく
活用することができます」

 02 
「ダイバーシティとインクルージョン
の推進に特化した機能を強化し、業
績に直接結び付けます。ダイバーシ
ティとインクルージョンは、事業で利

益が出る核心部分で息づいて、広く支持され
ることが間違いなく必要です。ボール社の場
合、第一線で働く従業員から実務レベルの協
力があるほか、すべての幹部チームと取締役
会がトップダウンでダイバーシティを支持し
ています。こうすることにより、あらゆるレベル
でスポンサーシップとパッションの二重性を
実現できます」

 01
 02 会社がダイバーシティの向上に

取り組むにはどうすればいいですか？

ダイバーシティがもたらす
主なメリットは何ですか？

チャールズ・S・ジョンソン
ボール社、

ダイバーシティおよびインクルージョン
担当シニアディレクター

ナンナ・ギルバーグ
ヨーテボリ大学ビジネス経済法律学部、

上級講師兼研究者

サリタ・ナイヤール
世界経済フォーラム、

理事会メンバー

www.bit.do/benefitsofdiversity詳 細

エイダ・ラブレス
1815–1852

詩人バイロンの娘であり、数学の才があっ
たラブレスは、世界初のプログラマーと考
えられています。彼女は1842年、企画段階
にあった機械式計算機「アナリティカル・
エンジン」の使用して、ベルヌーイ数の計
算アルゴリズムを見事に書き上げました。

 02

エディス・クラーク
1883–1959

電気技師であり、発明家で
あり、教授であり、さらには
執筆者でもあったクラーク
は、自身の分野で精力的に
活動しました。彼女はさまざ
まな偉業を成し遂げていま
すが、その1つとして、双曲
線関数を含む線形方程式
を従来より10倍速く解く、ク
ラーク計算機という装置が
挙げられます。

 03

エリサ・レオニダ・ザンフィレスク
1887–1973

世界初の女性技術者の1人、ザンフィレスクは、第一次世界大戦中に
病院を経営していました。その後、いくつかの地質研究所を率いて現
地調査に参加し、石炭やシェール、天然ガス、クロム、ボーキサイト、銅
の新たな埋蔵地を特定しました。

 0405
ハティ・スコット・ピーターソン
1913–1993
ピーターソンは1946年にハワード大学で、アフリカ系アメリカ人の女
性としては初めて土木工学の学士号を取得しました。彼女はカリフォ
ルニアで測量・地図作成技術者として働き、その職業人生を通じて女
性がエンジニアリングの仕事に就くことを積極的に奨励しました。

07
リリア・ロバト・マルチネス
1999–
メキシコのマルチネスが次世代を体現し、
その秀逸性が明らかになりつつあります。
彼女はYouTubeの動画で集中的に学び
プログラミングを独学で覚え、18歳の時、
ボランティア活動を推進するOOLという
アプリで、国際テクノベーションチャレン
ジ優勝の座を獲得しました。

科学技術に携わる女性
エンジニアリングは男の世界。あるいはそのように言われています。

しかし、実際はそうではありません。私たちはエンジニアリングに携わった
ほとんど無名のヒロインのうち7名に対し、敬意を表したいと思います。
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SEVEN THINGS

�  グスタフ・ホーク
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�  クリスチャン・タラス・エリクソン     �  アーノスコート、サイエンス・ミュージアム・グループ、ゼネラル・エレクトリック社、
スマトクシ、バンクロフト図書館、メトロ・ゴールドウィン・メイヤー社 / クラレンス・ブル、ロバート・オルネラス
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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。

SURVEY
ダイバーシティのメリット



テンダイ・V・ムワイは、
鉱山の安全性や効率、
収益性、持続可能性の
向上に貢献するという
先駆的な役割に喜び
を見出しています。

「先駆的な役割を与えられ、
  喜びと誇りを感じています」

 テンダイ・V・ムワイは、鉱業の盛んな町で育ち、10歳の時、
いつかエンジニアになろうと決意しました。
彼 は 現 在アフリカで、エピロックのモビラリス・マイニング・
インテリジェンス製品のビジネス開拓を担当しています。

 「実 際は、鉱業の盛んな町の
隣の町で育ったのです
が、私の周りにいた多く
の人が鉱業の素晴らし
さを語っていました。子
どもの頃、設計の仕事や
エンジニアリングに興味

を持ったため、学問の選択は迷いませんでし
た。エンジニアになりたいと分かっていたか
らです。大学時代にアトラスコプコ社でイン
ターンを経験し、初めて地下で働く機会を得
ました。その時、機械がどのようにして作られ
るのか、どのように設計されるのか、どのよう
にして鉱山労働者の仕事を楽にするのかと
いった、鉱業の機械的な側面に心を奪われ
たのです。2005年に卒業した後、ジンバブ
エ・プラチナム・マインズ（ジムプラッツ）社で
鉱業の業務の側から仕事を始め、その後営
業に携わるようになりました。そして2018年
にエピロックに入社し、モビラリス・マイニング・インテリジェン
ス・ソリューションのビジネスデベロッパーとなりました。

私の1日は通常、午前5時30分にランニングまたはトレーニン
グで始まります。それから1日のプランを文書で作成し、ヨハ
ネスブルグのオフィスに車で通勤します。仕事で一番大変な

ところは、新しいテクノロジーを受け入れる
準備ができていないようなお客様に会うこ
とです。アフリカの鉱山の多くは、従来型の
採掘方法に基づいて建設されており、機械
化やデジタル化を予定していません。その
ため、私が営業で力を入れている点は、エ
ピロックの既存のお客様にモビラリス・マイ
ニング・インテリジェンスのメリットを知って
いただくことです。当社のソリューションの
促進に関しては、新たなコラボレーションの
開拓にも多くの時間を費やしています。機
械を担当するビジネス開拓チームとも緊密
に協力しています。私の仕事は忍耐とチー
ムワークが必要であるほか、テクノロジーと
革新が好きだということも求められます。私
の強みはコミュニケーションとオーガナイ
ジングが得意なこと、そして鉱業の技術面
に明るいことです。

鉱山の安全性や効率、収益性、持続可能性の向上に携わると
いう先駆的な役割を与えられ、喜びと誇りを感じています。私
たちは今年、アフリカの鉱業界で働く労働者の生活を向上さ
せるための新たな措置を講じます。個人的には、今年から
修士課程が始まるほか、2人の娘が私をもっと忙しくして
くれそうです」 

テンダイ・V・ムワイ
年齢：35歳
仕事：ヨハネスブルグを拠点にモビ
ラリス・マイニング・インテリジェン
スのビジネス開拓
入社：2018年
仕事で一番好きなところ：「生活を変
え、鉱業界を変え、アフリカを変える
可能性があること」
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エピロック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。

�  フリーダ・ヴァレンティン
�  ジェームズ・オートウェイ

MY WORK: 
ビジネスデベロッパー



チ 
リ・サンティアゴの北東に
位置するアンデス山脈の、
標高3,100メートル地点
から始まり、アルゼンチン

との国境が目と鼻の先のところ
で、ミネラ・ロス・ペランブレス社

（MLP社）が露天掘りの採掘事
業を行っています。チリの鉱業グ
ループであるAMSA社が操業す
るこの地には、銅とモリブデンが大量に埋蔵さ
れています。業務が順調であるため、AMSAグ
ループはもっと上を目指そうとしています。
　「所 有 者たち、そしてジェネラルマネー
ジャーのマウリシオ・ラライン氏は、新しいテク
ノロジーが価値をもたらすという事実をすぐ
に理解しました。安全性と生産性を高めたい
というのが主な理由であり、彼らはオーストラ

リアで行われた複数のオートメー
ション化事業からかなりの刺激を
受けました。オートメーション化
は、望ましい結果を実現する、まさ
に最適なツールのように思われま
した」と、エピロックチリの地上部
門のビジネスラインマネージャー
であるロドリゴ・イッツォは言い、こ
う付け加えます。

　「チリで鉱業のオートメーション技術の先駆
けになるという考えにも好感が持たれたよう
な気がします」
　エピロックはMLP社と10年を超える期間の
機械保守契約を締結しているため、協力して
オートメーション化に取り組む上で当然のごと
くパートナーとなりました。

選 
択された方法は、ディーゼルドリル
Pit Viper 351を2台改造し、完全自
律型の作業ができるようにしてコン
セプトを試すというものでした。エピ

ロックは、オートメーション化のための改造に
向けた4段階の構想に基づき、ハードウェアと
ソフトウェアに必要な技術的アップグレード
を計画・開発・準備しました。
　「鉱山が率いる経営陣、そしてファビアン・
オルテガ氏、ジミー・マドリッド氏、エドガル
ド・パブスト氏が率いる掘削・発破チームと
の最初の会合が、2018年の終わり頃に行わ
れました。2019年の半ばまでにはMLP社か
ら発注が行われ、その後私たちは、経営陣か
ら技術・IT要員まで、すべてのステークホル
ダーに関わっていただきながら作業を進め
ていきました。社内のすべての人がプロジェ
クトに関わるということが重要でした」と、ロド
リゴ・イッツォは言います。

鉱山無線ネットワークはアップグレードされ、
コントロールセンター用のハードウェアが設
置されました。Pit Viper 2台も、1台のリグは

2019年10月に、もう1台は2020年1月に、そ
れぞれ稼働を停止してアップグレードされま
した。
　「リグ1台を改造するのに4週間かかり、そ
れが終了した時点で試運転を経て稼働態勢
に入りました。それぞれエピロックチリとエ
ピロックUSAのシニアエンジニアであるペド
ロ・デビアとヒース・ヤングが、すべてが正常
に機能していることを確認し、そして2019年
12月、最初の自律的リグを起動し、初めての
自律的削孔に成功しました」と、ロドリゴ・イッ
ツォが話します。

システムには、業務データのリアルタイム監
視システムとして、フリート管理ソフトウェア
Surface Managerが含まれています。リグコン
トロールシステム（RCS）は、Auto Levelおよ
びAuto Drillingを高精度GPSと統合します。
関係業務で求められるものは、手動の労働で
はなく工程管理であるため、この点を踏まえ
てオペレータの再研修が行われました。

ソリューション
2

挑 戦
1

結 果
3

「私 
たちが数字を収集・提示する前に、同
社はすぐに表れた成果を目の当たり
にすることができました。MLP社は3
月末までに自律的な形での活用を55

パーセントにまで引き上げるという目標を設
定しましたが、私たちは2月にはそれを達成し
たのです」と、ロドリゴ・イッツォは言います。
　鉱山の外から遠隔操作できるため、安全性
は大きく向上します。オペレータは現在、人間
工学的に改善され、粉塵やシリカ、振動、騒音
といった危険因子が排除されたオフィス環境
で働いています。さらに、生産性や精度に関す
る数字も向上しました。稼働中の掘削速度が
10パーセント向上し、坑井深度の精度も96
パーセント超まで高まっているほか、シフト交
代時間や発破時の避難時間、オペレータが1
日に費やす移動時間が短くなったおかげで使
用率も高まりました。もう1つの嬉しい点は、ド
リルスチールの損耗が減る結果、保守コスト
が削減され、耐用年数が長くなることです。

プロジェクトの次のステップは、3台の電動Pit 
Viperを改造し、1列の作業を半自律的に行え
るリグにすること。当初の計画では2021年ま
でに完成させる予定です。

www.epiroc.com/surface-blasthole詳 細

ロドリゴ・イッツォ
エピロック、
ビジネスラインマネージャー

PIT VIPER 351を自律的に作業できるリグに改造すると、
チリのミネラ・ロス・ペランブレス社の現場の安全性と生産性が
飛躍的に高まりました。

 ミネラ・ロス・ペランブレス社がチリのアンデス山脈事業で
オートメーション化された未来へ導かれ、
安全性と生産性を大幅に向上させました。

オートメーション化のパイオニア
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具体的目標16.5の「あらゆる形態の汚職や贈賄
を大幅に減少させる」は、各企業に特に関係して
きます。毎年何兆ドルもの資金（全世界のGDPの5
パーセント超に相当）が賄賂として支払われたり、
汚職を通じて消失したりしていると、国連が報じて
います。汚職はSDGの達成を妨げる最大の要因の
1つです。
　「汚職が問題であるのは、それが健全な競争を
不可能にし、効率的な社会に逆行し、財産や利益
の分配を不公平にするからです。汚職はビジネス
を予測不可能にします」と、エピロックのシニアバ
イスプレジデント兼ジェネラルカウンセルであり、
この目標16に関するエピロックの対応責任者でも
あるヨルゲン・エケルーは言います。

エピロックは汚職防止にかなり力を入れています
が、これに関しては汚職防止や利益相反、接待、地
域社会への貢献といった倫理的事項に関し当社
が基準とする行動規範が効力を発揮しています。
行動規範を毎年見直し新たに誓約することが責任

者に求められるほか、
全従業員を対象とした
行動規範に関する研修
会も定期的に行われて
います。さらに、倫理に
則ったビジネスを守る
ため、当社のサプライ
ヤ ー も当 社 の 行 動 規
範に従うことが求めら
れ、当社は責任ある販
売かどうか評価するプ

ロセスを整備しています。
　「不正行為の疑いがあれば、まず経営者または
人事部に連絡しなければなりませんが、従業員は
スピークアップというサービスを使用することも
できます。スピークアップは双方向の連絡手段を
提供するものですが、連絡者の匿名性も保証され
ます」と、ヨルゲン・エケルーは話します。 

www.epirocgroup.com/un-sustainable-goals　　    詳 細

汚職の撲滅
  国連が策定した世界全体の持続可能な開発目標（SDG）は、
エピロックの持続可能性に向けた取り組みでも拠り所となっています。
目標16を詳しく取り上げます。

エピロックは、国連の持続可能な開発目標のうち関係する8つの目標を選び、
当社自身の目標と結び付けています。各号でそのうちの1つを取り上げます。

ヨルゲン・エケルー
エピロック、
シニアバイスプレジデ
ント兼ジェネラルカウ
ンセル

キ ッティラでのテストは、稼働中
の採掘施設でバッテリー式機
械のテストを行い、効率を保
ちながら作業環境の安全性向

上に貢献するという点で、重要な役割を果た
します。このテストは、エピロックがコーディ
ネーターを務める持続可能インテリジェント
採掘システムズ（SIMS）プロジェクトの一環
で実施されています。そして、同プロジェクト
も、欧州連合がかつてない規模で実施する
研究・革新プログラム、ホライズン2020の一
部です。
　エピロックの掘削リグBoomer E2 Battery
は2019年4月に現地入りし、9月には鉱山ト
ラックMT42 BatteryとローダーScooptram 
ST14 Batteryも加わりました。
　SIMSプロジェクトのバッテリー式採掘
機械の納入担当者（ワークパッケージリー
ダー）であり、SIMSプロジェクトの総合プロ
ジェクトマネージャーでもあるヤン・グスタフ

ソンは、今回の機会を嬉しく思っています。
　「バッテリー式電動車両がディーゼル燃料
車両と同様に機能することがお客様から求め
られているため、テストでは生産性や稼働中
の性能、燃費に焦点が合わされています」

具 体 的 に 言えば 、テストでは 生 産 性 や 稼
働中の性能、燃費に関するKPIを測定し、
ディーゼル燃料の機械と比較しました。換気
コスト、空気の質、トラミング距離、傾斜路で
の牽引力、バッテリーの交換時間も計算し、
ディーゼル燃料と比較しました。キッティラ
鉱山が選ばれた理由は、アグニコ・イーグル
社もSIMSのパートナーであり、バッテリー式
電動車両を試験的に使ってみたいと考えて
いるからです。
　バッテリー式機械への移行を促す要因は、
主に3つあります。その1つは、ディーゼル排
気や窒素酸化物ガスの削減に関する法律で
す。これに劣らず重要なもう1つの要因は、グ

ロー バ ル な 環 境 問
題の一因となるので
はなく、その解決の
一翼を担いたいとい
う鉱山会社の意思で
す。さらに、鉱山はど
んどん深くなってい
ますが、それに伴い
温度が高まり、それ

が換気コストや運搬コストの増加につながっ
ているという要因があります。このように、
バッテリー式ソリューションへの移行を促す
大きな動機が、この業界には存在します。

テストプロジェクトの参加者の中には、バッテ
リープロバイダのノースボルト社もいて、現場
でのテスト中、エピロックチームを支援してく
れました。ヤン・グスタフソンはこう言います。
　「テストから機械が予想通り良好に機能す
ることが分かり、多くの経験を積むこともでき

エピロックと鉱業会社のアグニコ・イーグル社が、
フィンランドのキッティラ鉱山でバッテリー式機械のテストを行いました。
ディーゼルを使用しない採掘の未来は明るそうです。

過酷なテストを越えて

フィンランドにあるアグニコ・イーグル社のキッティラ地下金鉱山で、
鉱山トラックMT42 Batteryが活躍しています。

鉱山トラックMT42 Batteryが満載した積荷を降ろすため、
音もなく静かに進んでいます。

ました。デュアルバッテリー充電装置も良好
に機能し、既存の電気設備は通常の充電で
役立つため、設置された充電ステーションを
補えます」

テストに参加したオペレータからの最初の
フィードバックは非常に肯定的で、昔のディー
ゼル式機械を惜しむ人は誰もいません。これ
と同時にエピロックは、KPIのデータを収集し
機械を改良するため、オレブロでもテストを
実施中です。
　「これまでのところ、テストは期待が持てる
ように思われます。私たちは現地テストで貴
重な経験を得て、最終結果の評価を楽しみ
に待っているところです。これは実質的には
SIMSでのチームの取り組みとなっていて、
私たちは製品開発で緊密に協力しています」
と、ヤン・グスタフソンは話します。 

ヤン・グスタフソン
エピロックスウェーデン、
テクノロジー開発部門、
シニアプロジェクト
マネージャー

国連の持続可能な開発目標のうち、目標16の骨子は、法令を遵守し、汚職を撲滅し、
地域社会をサポートすることです。

[取材地]
フィンランド
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中国南西部の四川省を流れる雅礱
江の下流に、近代の最も難易度の
高い建造物の1つがそびえ立ってい
ます。二灘水力発電所は、8年の歳
月をかけて建設され、1999年に稼
働を開始し、この種の発電所として
は中国最大のものとなりました。
　同発電所には高さ240m、貯水量
5,480㎦のアーチ式コンクリートダ
ムと地下発電所があります。操業1
年目に39億kWhの発電を行いまし
た。人里離れた起伏の多い山地で

約5,000人が建設に従事し、1,115
㎦を超える物質が、地上および地下
から掘り出されました。

エピロック（当時はアトラスコプコ
社）は、掘削リグやトンネル施工機
械、岩盤掘削ツール、ローダー、圧
縮機、そして研修や保守を提供する
業者に選ばれました。1つの作業現
場で見られるエピロック製機械のフ
リートとしては、当時最大でした。

ポートフォリオ：
二灘水力発電所

www.power-technology.com/projects/ertan詳 細　

二灘水力発電所は、中国
南西部の山地が広がる内
陸の省、四川省の攀枝花
市の近くの雅礱江（長江の
支流）流域に位置し、優れ
た水力発電能力を秘めて
います。

革新的な製品と数多くのお客様：
エピロック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。『Mining & Construction』の各号で、
私たちは過去を少し振り返ります。
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BLAST FROM THE PAST
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 01   カナダ
	 トロント

 02 	 	米国
	 デンバー

 03 	 	メキシコ
	 メキシコシティ

 04 	 	CVCA地域
	 ボゴタ

 05 	アンデス地域
	 リマ

 06 	 	チリ
	 サンティアゴ

 07 	 	ブラジル
	 サンパウロ

 08 	アルゼンチン
	 ブエノスアイレス

 09 	 	スウェーデン
	 ストックホルム

 10 	 	フィンランド
	 	ヘルシンキ

 11 	 	ノルウェー
	 オスロ

 12 	 	英国・アイルランド
	 ヘメル・ヘムステッド

 13 	 	ヨーロッパ1
	 	エッセン

 14 	 	南ヨーロッパ・
北アフリカ

	 ミラノ

 15 	 	イベリア
（スペイン・
		ポルトガル）

	 マドリード

 16 	 	中央ヨーロッパ
	 プラハ

 17 	 	トルコ&
中東

	 イスタンブール

 18 	 	ロシア
	 モスクワ

 19 	 	マリ&
ブルキナファソ

	 バマコ

 20 	 	ガーナ
	 オブアシ

 21 	 	東アフリカ
	 ナイロビ

 22 	 	南アフリカ
	 ヨハネスブルグ

 23 	 	インド
	 プネー

 24 	 	中央アジア
	 ヌルスルタン

 25 	 	モンゴル
	 ウランバートル

 26 	 	大中華圏
	 南京

 27 	 	東南アジア（南）	
	 ジャカルタ

 28 	 	東南アジア（北）
	 バンコク

 29 	 	韓国
	 ソウル

 30 	 	日本
	 横浜

 31 	オーストラリア
	 	パース

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
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
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
世界各地に有するグローバル企業でもあり、31の地域にカス
タマーセンターとサービスセンターを置いています。

　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
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
ださい。

お客さまのそばに
いつでも

[フォーカス]
スペイン　マドリード

こんにちは！
スペイン・ポルトガルでは
何が起きている？

2020 年 4 月 1 日にエピロックス
ペインとエピロックポルトガルは
合併し、エピロックイベリアに改
称しました。組織が新しくなるこ
とは、お客様に提供できるサー
ビスの拡充、効率の向上、さら
なる成長と新事業の可能性を意
味します。以前はエピロックスペ

インのジェネラルマネージャーであったハイメ・ウイドブ
ロが、エピロックイベリアの新マネージャーとして次のよう
に話します。

この変更の理由は何ですか？
　「スペインとポルトガルのエピロックの間には、多くの相
乗効果が見られるからです。まず、地下鉱山や国際的な
大手下請企業といった、非常によく似た顧客基盤が存在
します。2 国間での国境を越えた売買も頻繁に行われて
います」

当社とお客様にとってどのようなメリットや強みがあると思
いますか？
　「組織と経営体制が刷新されることにより、既存のお客
様との関係上も、新しい市場やお客様にアプローチする
際にも、私たちはこれまで以上に強靭で効率的な会社と
なります。例えば、エピロックポルトガルがアンゴラで得
ている輸出の経験を活かせますし、エピロックスペインが
キューバで学んだ知識も共有できます。お客様にはサー
ビスの拡充と製品ラインの強化を期待していただけます」

お客様はどういった点で違いに気付くでしょうか？
　「お客様が見てすぐに分かる違いはないでしょうが、販
売員の背後にいる組織はサポートやサービスが強化され
ますので、お客様にとっても結局は違いが明らかになるは
ずです」 

www.epiroc.comあなたの国の
エピロックを探す

ハイメ・ウイドブロ
エピロックイベリア、
マネージャー
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Office TeleREMOTEシステムは、同じような製品の
BenchREMOTEとどこが違うのですか？
　「BenchREMOTEは現地のインフラに影響を受けない
クローズドWiFiネットワークを使用しており、通信範囲は
約100メートルです。一方、Office TeleREMOTEは既存

のWiFiネットワークを使用して通信するため、現場のどこからでも
掘削リグを遠隔制御できます。さらに、BenchREMOTEを操作する
ところが掘削リグのオペレータが座るキャビンを正確に模したもの
であるのに対し、Office TeleREMOTEはもっと一般的な作業デス
クから操作します。もっとも、ディスプレイと制御装置は残っていま
すが」

どのようにしてシステムの設計に取り組みましたか？
　私たちはデスクの設計、制御装置間の最適距離の決定等を行う
際、エピロックの既存の遠隔制御製品で得た経験を活かしました。

システムはRCS4のプラットフォームがベー
スであり、サーバラックはエピロックの他の
遠隔制御ソリューションでも使用されてい
るほか、ネットワークシステムもエピロック
全体で使用されているものです。全社的な
互換性があるため、部品の数を最低限にで
き、保守や修理が楽になります」

Office TeleREMOTEの最大の利点は
何だと考えますか？

「1人が複数台のリグの生産性と効率を制御でき、しかも、リスクが
なく快適な作業環境で制御できることです。システムがあれば1日
に費やせる生産的な時間が実質的に増加し、機械の使用率も大幅
に高まります」 

  Office TeleREMOTEは、現場のあらゆる場所から掘削リグを遠隔制御できるよう
にする新製品です。グローバルプロダクトマネージャーであるマティアス・イェルペが、
主な特徴を簡単に紹介します。

離れて掘削

 � 現場のどんなに離れた場所
でもWiFi経由で掘削リグを
制御可能

 � RCS4のプラットフォームに
準拠

 � 掘削リグのキャビンから　　
違和感なく移行できる　　　
ディスプレイと人間工学的な
制御環境

 � エピロックのAutomation 　
Common Machine 
Server（ACMS）のサーバ　
ラックを装備

 � 掘削リグ3台用の映像・安全
システムを装備

 � 1つのサーバで最大9台の
掘削リグまで機能を拡張する
オプション付き

 � RCS4が搭載されている
SmartROC D50・D55・D60・
D65各機種との互換性を
実現

Office 
TeleREMOTEの概要

www.epiroc.com/6th-sense-surface詳 細

マティアス・イェルペ
エピロック、
グローバルプロダクト
マネージャー

FROM THE LAB
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