
Jobba med utmaningar i världsklass

Hur skulle du förenkla styrningen av en gruvlastare?
I Diavik, Kanada, är tusen personer i arbete – oavsett tid på dygnet. Systemet för fjärrstyrning gör att fler av 
dem kan arbeta från kontor på ytan, istället för att befinna sig på plats flera hundra meter – ibland kilometer  
– under jord. Tidigare system krävde att man var tvungen att ha viss sikt och översyn nere i själva gruvan, 
men med det nya systemet kan många moment köras helt utan mänsklig inblandning. Det har bland annat 
medfört att man kan gå från gruvdrift i form av dagbrott till underjordsutvinning. Tekniken gör det med 
andra ord möjligt att styra Scooptram-lastarna, som byggs i Örebro, från valfri plats och de kan köras helt 
automatiskt i de flesta moment. Det är också ett led i skapandet av framtidens gruvor. Det här är bara ett 
exempel på en utmaning inom gruvdrift som vi inom Atlas Copco-gruppen arbetar med.

Förutom teknik i världsklass och ett världsomspännande företag, erbjuder vi spännande utmaningar för dig 
med rätt driv. Du skapar själv din karriär och har stora möjligheter att få arbeta med det du vill – kanske rent  
av i ett annat land? Du får snabbt stort eget ansvar och får chansen att visa vad du går för. Samtidigt som 
vi gör vad vi kan för att hjälpa dig hålla balansen mellan arbete och fritid. För du vill ju inte bara ha ett bra 
jobb, du vill väl skapa dig ett bra liv? Läs mer om oss på www.atlascopco.se.
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「違い」を生み出す人へ

創業から140年、アトラスコプコは常にサステイナブルな産業開発の最前線で活躍し
ています。動力工具の生産性と人間工学における当社の最先端技術は、世界中で採掘
作業の効率的な機械化を進めています。また、コンプレッサなどの機器類は、産業界
のエネルギー節減とCO2排出削減に貢献しています。つまり、私たちアトラスコプコが
それぞれの業界でイニシアチブを取り、新しい基準を作っているのです。

これらの成果、他社との違いを生み出しているのは、当社の最も価値ある資源「人材」
です。当社は社員の能力開発に真剣に取り組んでいます。あなた自身が限界を決めな
ければ、あなたが達成できることに限界はありません。

お客様からのご要望に最適なソリューションでお応えしようと、世界 3万人以上の
アトラスコプコの社員たちが今もまさに、限界に挑戦しています。あなたはどんな違い
を生み出すことができますか? アトラスコプコグループの採用情報はこちらまで。
www.atlascopco.com/careers
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きめ細やかなサービスを
グローバルな視点で
すべてはお客様のために

世界が認める
存在感
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安全第一　ダイナパック・ブラジル社のソロカバ工場では、従
業員自ら作業プロセスや職場環境の改善に取り組み、労働安全
衛生面のリスクの少ない環境づくりに成功しています。

命を救う　アトラスコプコはタイで最も混雑する病院に個別
ソリューションを提供。医療機器をアップグレードする作業
期間中も、病院は支障なく業務を続けることができました。

金に匹敵する価値　モンゴルのオユ・トルゴイ鉱山では現在、
大規模な鉱山開発が進行中です。この開発によって、モンゴルの
経済発展とインフラ向上のスピードは加速しつつあります。

イタリアの華　世界中のバイクファンを魅了して止まないオー
トバイ、ドゥカティ。ドゥカティ・モーターサイクル社は、オート
バイレースでも世界タイトルを何度も獲得しています。

お客様第一　緊急事態にも途切れることのない実践的な
サポートを迅速に行うなど、アトラスコプコはお客様のニーズ
を最優先に最適なソリューションを提供しています。
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アトラスコプコグループのオフィシャル・マガジン

印刷： Trydells 2011. Copyright 2011, Atlas Copco AB, 
Stockholm, Sweden
住所： Atlas Copco AB, SE-105 23 Stockholm, Sweden
ウェブサイト： www.atlascopco.com

本誌では、アトラスコプコとその子会社を、場合によりアトラスコプコグループ、
当グループ、当社、またはアトラスコプコと称しています。また、アトラスコプコ
ABをアトラスコプコと称することもあります。

発行人： アニカ・ベルグルンド
編集長： ケリー・ラングパップ
編集委員会： エレン・ステック（コンプレッサ事業エリア）、マリー・
ブロディン（建設機械事業エリア／土木鉱山機械事業エリア）、イン
ゲル・バルメ（産業機器事業エリア）
製作： アトラスコプコ（Appelberg出版グループとの共同制作）

工業デザインの価値　アトラスコプコのインダストリアルデ
ザイン・コンピテンスセンターは、当グループの様々なブランド
に価値を与えています。

オリンピックに向けて　ロシア随一の保養地、ソチでは今、
2014年の冬季オリンピック開催に向けて、大規模なインフラ
整備と施設建設が急ピッチで進められています。

レースの王者　ロシアのカマーズ社のトラックは、2011年の
ダカール・ラリーでも上位を独占しました。

金属の歴史　日々の暮らし
に欠かせない金属。基本的
な道具から先進的なビルや
コンピュータまで、金属は古
代より、人類の文明の進化に
大きく貢献してきました。
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アトラスコプコのお客様は、世界中にいらっしゃいま
す。それぞれのお客様にとって、アトラスコプコは地元
の企業です。しかし同時に、世界中にリソースを有する
グローバルな企業でもあります。本誌は、アトラスコプ
コの従業員やパートナー企業を訪問し、また世界170

カ国の市場から注目すべき取り組みを取り上げ、このユ
ニークな二面性を探ります。速さが求められるビジネ
スから人道的な試みまで、今号では企業の責任と高い
収益性の両者を実現しながら前進する、世界の事例を
ご紹介します。
文 アトラスコプコ　写真 ISTOCKPHOTO、GETTY IMAGES、アトラスコプコ

ユニークな事例を世界から

ACHIEVE 2011/グローバルな存在感
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Risk
elimination
道路建設機械メーカー、ダイナパック・ブラジル社のソロカバ工場では、従業員が自ら作業プロセスや職場環境の

改善に取り組むことにより、労働安全衛生面のリスクを大幅に低減することに成功しています。

文 RICHARD BEER　写真 GETTY IMAGES、アトラスコプコ

ブラジル、サンパウロのピ
ニェイロス川に架かるオク
ターヴィオ・フリアス・デ・オ
リベイラ斜張橋

リスクの廃絶に向けて

ブラジル/サステイナブルな生産性
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elimination

■この10年間で、ダイナパック・ブ
ラジル社の生産高は3倍になりまし
た。同社はブラジルにおけるCT300 
振動ローラーとタイヤ式ローラーの
市場を独占しています。かつては海
外向けが主でしたが、ブラジル経済
の堅調さを反映し、今では国内市場
が売上の70％。主要なお客様には、
建設会社のカマルゴ・コレア社やリー

ス会社のサテル社などがあります。
道路建設機械の市場で高いシェア
を誇るダイナパック・ブラジル社は、
ブラジル経済を牽引する企業のひと
つです。親会社であるダイナパック
社は、75年前にスウェーデンで創
設され、2007年よりアトラスコプコ
グループのメンバー企業となってい
ます。

経済成長が急激に進み、道路など
インフラの整備が活発に行われ
ているブラジル。その副作用のひ

とつとして、労働環境の悪化が多くの企業
で問題視されるようになってきました。
　しかし、ダイナパック・ブラジル社のソロカ
バ工場は例外です。ソロカバは繁栄を続け
るサンパウロ州にある工業都市。そこに拠点
を構えるダイナパック・ブラジル社は2011年
2月、労働安全衛生面で素晴らしい成果を
上げたとして、アトラスコプコグループの他
の3 社と共に表彰されました。
　ダイナパック・ブラジル社のプロダクション・ 

マネジャー、ルイズ・ワンダレイ・カルバリョは
言います。「私たちの工場では、人間の心理
考察を労働環境改善のための重要なポイン
トとして捉えています」
　ダイナパック・ブラジル社は2年にわたり、 
労働災害と病気による欠勤を減少させる
取り組みを実施しました。初期の調査では、
労働安全衛生面のリスク要因を何百も特定
しました。そして、従業員10名からなるタス
クフォース・チームが作られ、これらの問題
に前向きに取り組んだのです。
　「昨年6月、30年の経験を持つベテラン
従業員が作業中に重大な事故にあい、6週

間休職するという事態が発生しました」とカ
ルバリョ。「その事故の前の半年間、この工
場ではどんな事故も起きてはいませんでし
た。だからこそ、その事故はよい反省の機会
となり、労働環境を改善するには工場の全
従業員140名がプログラムに参加すること
が重要であると気づかされたのです」
　 「今では、このプログラムに継続的に関わ
る従業員による委員会も設置され、彼らの
努力で着実に成果が上がっています。私た
ちはこの他にも、企業の社会的責任や継続
的な発展、雇用の機会均等などの重点課題
にも積極的に取り組んでいます」 ■

「労働環境におけるリスクを廃絶するために、専門の従業員による委員会も設置されました。
彼らを中心に全従業員がプログラムに参画することで、成果は確実に上がっています」 

労働安全衛生賞の受賞を祝う従業員たち 作業の改善案を提案したアイザック・ディアス・デ・カルバリョ（右）

■ダイナパック・ブラジル社では、創造性や進取の気質を
奨励しています。多くの作業ステーションにおいて、従業
員は作業プロセスの改善、特に人間工学的見地からより
優れたプロセスの改善に自ら取り組み、提案を行ってい
ます。輸出用のニューマティック・ローラーマシンの組立
に携わる若手従業員、アイザック・ディアス・デ・カルバリョ
は、自らが作業するプラットフォームで使用するツール
パネル一式の改善を提案。彼の斬新なアイデアにより、
動作のムダが大幅に削減されました。

従業員参画型のプログラム ブラジル経済を牽引する企業
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サステイナブルな生産性が重要な理由につい
て、改めて教えてください。
　それは、「成長」に関する私たちの長期ビジョン
の達成に不可欠だからです。成長とは、当社の
成長、そして当社のお客様の成長を意味します。
自社製品の継続的な改良を行わず、あるいはそ
れぞれの市場において発展を目指す長期的な
プランや約束を示さずに、どうしてサステイナブ
ルで収益性の高い成長を遂げることができるで
しょう。常に改善の余地は存在します。当社が
次の5つの挑戦、「多様性」「能力開発」「イノベー
ション」「環境への配慮」「お客様第一主義」にお
いて、より優れた対応ができるようになれば、私

ポジションに就いている女性の数は不十分です。
私たちが、社内の優れた才能をまだたくさん見逃
している証拠でしょう。

2. 能力開発
　私は、物事を学ぶのに一番良い方法は、まず
実践すること、そして課題に挑戦することである
と信じています。この意味で、組織の全員がお客
様の前に出て、お客様から出された課題に挑戦
する機会が必ず持てるよう、会社としてその仕掛
けを用意する必要があると考えています。
　能力開発のひとつの方法は、社内異動です。
これによって従業員は、様々な事業エリアの業務

たちが考えるサステイナブルな生産性を達成す
ることができるでしょう。

1. 多様性
　例えば、インド市場を最も良く知っているのは
誰ですか？ ベルギー人である私でしょうか？ い
いえ、それは当然、インドの人でしょう。だからこ
そ、私たちは中国とインドを自国の市場としなけ
ればなりません。当社で働くトップ・マネジャー
323名の国籍は40カ国です。私はこれを誇りに
思っています。一方、マネジャーの3分の2以上
が北米、ヨーロッパ出身ですが、これらの地域か
らの受注は全体の半分以下です。また、主要な

文 アトラスコプコ　写真 iZABeLLe noRDFJeLL

アトラスコプコの社長兼CEOのロニー・レテンは、当社

が過去最高の収益を達成し、市場も順調に拡大してい

る現状をどのように受け止めているのでしょうか。答え

は、「ハッピーではありますが、満足はしていません」。今

回は、ロニー・レテンが掲げる「5つの挑戦」についてご

紹介します。これらは、サステイナブルな生産性の実現

に関わる重要な挑戦で、ロニー・レテンはアトラスコプコ

の従業員全員がこれに取り組み、さらなる成果の達成を

目指すことを期待しています。

Ronnie Leten’s

high five  

ロニー・レテンが
考える、サステイ
ナブルな生産性
の課題のひとつが
「職場における多
様性」。多様性へ
の挑戦は、当社が
ビジネスを展開す
る市場で、確実に
組織の活性化をも
たらすはずです。

アトラスコプコの5つの挑戦

将来の展望/経営者の視点

JPN08-09_ceo_0912.indd   8 11/09/13   17:49
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high five  

や職位、また異なる国でのビジネスを経験するこ
とができます。
　新興市場でこれまで以上の力を発揮し、イノ
ベーションの点においてもさらに優れた組織にな
るためには、人材のトレーニングも重要です。現
在、あらゆる種類のeラーニング・コースを従業員
に提供するために、グループ全体を横断する共
通プラットフォームを構築しています。

3. イノベーション
　イノベーションこそが、私たちを成功に導いて
くれます。製品やサービス、カスタマーセンター

（販売拠点）や工場の設置などに関して、私たち

「私たちアトラスコプコは、
2020年までに当社のお客様の
エネルギー効率を20％アップすること、
そして当社製品のCO2排出量を
20％削減することを約束しています」
アトラスコプコ社長兼Ceo、ロニー・レテン

は常に業界の最前線にいなければなりません。
そのために重要なのは、お客様やサプライヤーな
ど、パートナー企業との緊密な連携です。
　ここで再び能力開発に話題を戻しますが、当
社の才能豊かでエネルギッシュな従業員がお客
様から課題を与えられたら、それは真のイノベー
ションにつながるでしょう。アトラスコプコにとっ
てイノベーションは、決して不得意な分野ではあ
りません。しかし、改善の余地はまだあると思っ
ています。私は、アトラスコプコのためにオープ
ンなイノベーションという企業文化を育て上げ、
才能溢れる人材をもっと当社に惹き付けたいと
考えています。大学や発明家、ベンチャー企業

が、斬新なアイデアを携えてアプローチしてくる
日も遠くはないでしょう。

4. 環境への配慮
　現代の企業にとって環境への配慮は、イノベー
ションを最も強力に牽引する取り組みのひとつ
です。私たちは、当社の活動と製品の環境負荷を
最小化するために、イノベーションをより強力に
推進しなければなりません。私たちは、2020年
までに当社のお客様のエネルギー効率を20％
アップすること、そして当社製品のCO2 排出量を
20％削減することを約束しています。目標達成に
は多くの課題がありますが、イノベーションの力
でひとつひとつ、克服していきます。

5. お客様第一主義
　当社はこれまでも、そしてこれからも、製品中
心、お客様中心の企業です。この点に変更はあり
ません。しかし、お客様のニーズをより迅速、的確
に見極めることが必要です。それによって、付加
価値の高い新製品を継続的に提供していくこと
ができるのです。
　当社はこれまで、建設と採掘の事業エリアに
注力し、コンプレッサのビジネスに焦点を当て
てきたので、これらのセグメントに対しては強力
な製品を提供することができます。また、あらゆ
るビジネスを対象にサービス・オペレーションに
も力を入れてきたので、今後はより多くのお客様
に、より良いソリューションを、より容易に提案で
きるようになるでしょう。
　バックオフィスから工場、そして販売の現場ま
で、アトラスコプコの従業員全員がお客様第一主
義を念頭に置くことが必要です。これこそ、成長
につながる道なのです。 ■

JPN08-09_ceo_0912.indd   9 11/09/13   17:49



10    achieve 2011   www.atlascopco.com

モンゴルの奥地、ゴビ砂漠の地下深くに眠る金鉱。

3,600万トンの銅と1,275トンの金の埋蔵が見込まれるこの巨大な鉱床、

オユ・トルゴイが、モンゴル経済の成長スピードを加速させつつあります。
文 NANCY PICK　写真 アトラスコプコ、RIO TINTO

Ore gal ore
モンゴル/採鉱
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■建設が進むにつれ、オユ・トルゴイ鉱山でのアトラス
コプコの存在感は増しています。2010年には、アトラ
スコプコのほとんどの現地マネジメントが、3週間にわ
たってそのオペレーションを学びました。
　「新しい地域で質の高いサービスを提供するには、ま
ず自社内でインフラ構築をする必要があるのです」と
話すのは、モンゴルのアトラスコプコのカントリー・マネ
ジャー、オッド・レクネス。「リオ・ティント社は私たちに、
カナダのような国で受けるのと同じレベルのサービス
をモンゴルでも期待していますから」
　2011年の終わりまでに、アトラスコプコはモンゴル
に50名のサポートチームを編成する予定です。

ゴビ砂漠のゴールドラッシュ

2011年2月、アメリカの多国籍ファイナンシャル・サービス企業、
シティグループは、モンゴルを3G（Global Growth Generator）
国家と認定。3G国家とは、近い将来、潜在的な成長と収益性の高い
投資が見込める特定の源泉を持つ国家を指します。

　ゴビ砂漠の南に春が訪れると、モンゴルの遊牧民たちはオユ・
トルゴイ平原を抜けて、ラクダを移動させていきます。この平原
では現在、銅と金を採掘する巨大な鉱山開発が進行しています。
　「ここは、世界で最も大規模な鉱床のひとつです」と話すの
は、モンゴルのアトラスコプコでカントリー・マネジャーを務める
オッド・レクネスです。彼はこの4年間のほとんどを、中国国境
にほど近いこのオユ・トルゴイで過ごしました。「この鉱山の採
掘寿命は、少なくとも60年。モンゴルにとって、実に素晴らしい
財産ですよ」

　この鉱山の歴史は2001年にさかのぼります。当時、アイバン
ホー・マインズ社が鉱山探査のため、ゴビ砂漠に140 孔のボー
リングを実施。しかし何も発見できず、この場所からまさに撤退
しようとした矢先、彼らは見事、金を掘り当てたのです。オユ・ト
ルゴイは、3,600万トンの銅と1,275トンの金の埋蔵が見込まれ
る巨大な鉱床となりました。
　アイバンホー・マインズ社はこの鉱山開発をめぐり、5年もの
歳月をかけてモンゴル政府と契約を締結しました。現在、モン
ゴル政府はこの鉱山の34％の株式を保有し、残りはアイバン
ホー・マインズ社が保有しています。アイバンホー・マインズ社に
は、多国籍鉱業グループのリオ・ティント社が一部、資本参加し
ています。
　オユ・トルゴイ（別名：トルコ石の丘）は、これまで外国の援助
に依存してきたモンゴル経済にすでに大きな影響を与えてい
ます。オユ・トルゴイを担当するリオ・ティント社の地下採鉱部門
統括マネジャー、ダミアン・ロジャース氏が「巨額の投資」と
語るとおり、このプロジェクトの2011年の予算は14億ユーロを
超えています。

　オユ・トルゴイの銅・金鉱山では、2012 年には初期段階の露
天掘りによる操業が開始される予定です。そうすれば、モンゴ
ル経済の成長に明らかに弾みがつくでしょう。最終的にこの鉱
山は、モンゴルの国内総生産の30％を生み出すことが期待さ
れています。
　しかし、いくつかの大きなハードルも存在しています。この鉱
山は首都のウランバートルから砂漠を横断し、荒涼とした行路
を進む、12時間のドライブの先にあるのです。「現在のところ、
インフラはないも同然です」とロジャース氏。「1日に100台のト
ラックが走行できる未舗装の道路がかろうじて中国側から走っ

豊富な鉱石

Ore gal ore
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オユ・トルゴイ鉱山を担当するリオ・ティント社地下
採鉱部門統括マネジャー、ダミアン・ロジャース氏

「このプロジェクトで働く人材をできる限り地元から
採用する。

それは、私たちが果たすべき責任のひとつです」

ているので、この道路を利用して鋼鉄や機器を搬送していま
す」。今後計画が進行すれば、この道路は舗装され、近隣には
新たに空港も建設されるでしょう。
　地元で従業員を採用し、トレーニングすることもまた大きな
チャレンジです。アトラスコプコは2005年にモンゴルにカスタ
マーセンター（販売拠点）を開設し、現在20名以上の従業員
を雇用しています。鉱山の建設に合わせて、アトラスコプコは
削岩用の大型リグなどの納入を開始しました。巨大な露天掘
り用機材はまもなく、現地に到着する予定です。

　アトラスコプコの技術者チームが機器の保守サービスを行
いますが、そのほとんどがモンゴル人です。「新卒の学生をウラ
ンバートルで採用し、彼らをトレーニングしています」とレクネ
ス。鉱山の近くには何もないため、スタッフの多くは6週間働
き、4週間休むという勤務体制をとっています。「でも、オユ・
トルゴイには素敵な食堂やスポーツ施設もあるんですよ。
好天の日は一年で290日もあります」
　地元経済をサポートするため、リオ・ティント社はオユ・トル
ゴイ近郊の小規模なビジネスとの協働にも力を入れています。

「私たちの食堂で使う野菜を栽培してくれるサプライヤーな
ど、私たちのために何かを作り出してくれるサプライヤーを開 
拓しています」とロジャース氏は言います。「このプロジェクト

■アトラスコプコは、機器の操作とメンテナンスを行う
モンゴル人技術者のトレーニングに熱心に取り組んで
います。2011年1月、スウェーデンのオレブロ工場にモン
ゴル人5名の技術研修スタッフを派遣。彼らは2週間
にわたり、最新技術を学びました。
　「この研修プロジェクトは、非常に価値あるものでし
た」と話すのは、オユ・トルゴイ鉱山を担当するリオ・
ティント社の統括マネジャー、ダミアン・ロジャース氏。
「来年も違うグループを派遣する予定です」
　新採用のオペレータは本物の機器を操作する前に、
コンピュータのシミュレータを使ってトレーニングを受
けます。また、母国語がスウェーデン語でもモンゴル語
でも、誰とでもコミュニケーションがとれるよう、英語
の習得にも取り組んでいます。

海外研修

で働く人材をできる限り地元で採用する。それは、私たちが
果たすべき責任のひとつだと考えています」■

モンゴル/採鉱
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2004年に民営化されたセルビアのルド
ニック鉱山は、2008年の金融危機で巨
額の負債を抱え、瀕死の状況に陥りまし
た。そのとき手を差し伸べたのが、アトラ
スコプコ・カスタマー・ファイナンスです。
この支援により、ルドニック鉱山は再び、
生産性を回復することができました。

文 SUSANNA LINDGREN　写真 MAURIZIO CAMAGNA

　セルビアの首都、ベオグラードの南西110km
に位置するルドニック山は長い歴史を持つ鉱山
です。この地域が貿易の拠点として栄えた中世
の時代には、鉱山で採掘された銀でこの地域オ
リジナルの銀貨が鋳造されていました。
　近代的な鉱山は、社会主義共和国時代の1953
年に開設されました。2004年にこの鉱山が民間
企業、コンタンゴ社に売却されると、ルドニック
鉱山は旧ユーゴスラビアでは初の民間地下鉱山
となりました。
　「当時、すでに会社は厳しい状況にありまし
た」と語るのは、コンタンゴ社の社長、ダルコ・ブ
コブラトビッチ氏。「生産性が低く、会社の破産
処理はすでに始まっていました」

　ルドニック鉱山を購入して以来、コンタンゴ社
はおよそ300万ユーロをこの鉱山、主に機器類に

投資してきました。2008年の金融危機の際に、
取引先からの支払い遅延により資金繰りが急激
に悪化。「誰にとっても困難な時期でしたが、
事業を維持するために最善のソリューションを
提案してくれたアトラスコプコは、私たちにとって
大変頼りになる存在でした」とブコブラトビッチ
氏は振り返ります。
　アトラスコプコは、多くの債権者の一社に名を
連ねていました。アトラスコプコの機材はこの鉱
山で40年以上も使用されていたこともあって、

「アトラスコプコに協力を依頼することは、とて
も自然なことでした」とブコブラトビッチ氏。アト
ラスコプコ・カスタマー・ファイナンスは、コンタ
ンゴ社のキャッシュフローの状況に見合った支
払い条件を再検討し、提案。「アトラスコプコか
ら提案された支援計画は、大変友好的なもの
でした。アトラスコプコは私たちと共に、進んで

リスクをとってくれたのです。その支援がなけれ
ば、私たちに今日はありませんでした。感謝して
います」
　「幸いなことに、この産業セクターの経済は誰
の予想をも上回るスピードで回復しました。新規
の調査では、この鉱山にはこれまで推定されて
いた期間を超える、より長い採掘寿命があるこ
とがわかりました。現在、鉱物の採掘を他の鉱
石類にも拡大するプロジェクトを計画中です」■

■アトラスコプコ・カスタマー・ファイナン
スは、アトラスコプコの機器を購入されるお
客様に対し、ワンストップの購入サポートを
行っています。サポートの内容は、アトラス
コプコの機器全般および関連製品の購入資
金調達に対する幅広い支援です。返済方法
や返済スケジュールなど、それぞれのお客様
の個別の条件や事業見通しに応じて最善の
ソリューションを提案します。購入方法には
リース、分割払い、サプライヤー・クレジット
など、様々なタイプの支援をご用意してい
ます。

Digging 

「誰にとっても困難な時期に、
アトラスコプコは私たちと共に
リスクをとってくれました」

ルドニック鉱山を経営するコンタンゴ社の社長、ダルコ・ブコブラトビッチ氏

購入資金の調達を支援

パートナーと共に

資金調達/セルビア
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企業におけるトレーニングとは、どのような価値を持つものなのでしょうか。
理想のトレーニングは、従業員に新しいスキルや知識だけでなく、自分自身や
所属する組織にとってさらに高い生産性を実現するための目標を自ら設定する
マインド、そしてその目標を達成するための力を与えてくれます。このことは、
インドと南アフリカにある、アトラスコプコの2つのトレーニングセンターです
でに実証されています。

文 JEAN-PAUL SMALL　写真 アトラスコプコ

　ますます厳しさを増す今日のビジネスの世界
では、商品を販売した後のサービスに付加価値
が求められる場合が少なくありません。アトラス
コプコのほとんどのお客様は、高い生産性を将
来にわたって維持するために当社の商品を購入
するのです。適切なトレーニングを受けた優れた
スタッフの存在なくして、お客様に高品質のアフ
ターサポートを提供することは不可能です。アト
ラスコプコが世界中のトレーニングセンターに多
額の投資をする理由は、そこにあります。

知識が集まる場所
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お客様に付加価値のあるアフターサービスを提供す
るには、優れた技術サービスを提供できる人材の育
成に投資することが重要です。

　インドのピューンにある「グローバルエンジニア
リングセンター・インディア・エアパワー（GECIA）」
は、アトラスコプコグループを対象に、技術的サ
ポートとスタッフのトレーニングを行う施設です。
特に、コンプレッサ事業でのエンジニアリングサー
ビスにフォーカスしています。2002年に開設され
たこのトレーニングセンターの最も大きな特徴は、
扱う機能が広範囲に及んでいること。各種ソフト
ウェア・ツールから幅広い製品知識、スタッフの能
力開発まで、アトラスコプコのビジネスに関する

すべてのノウハウが、この場所に集まっています。
　GECIAはアトラスコプコのお客様に、機械工
学的分析、コンピュータエイデッドエンジニアリン
グ（CAE）、電気的制御設計、ソフトウェア開発、
文献情報管理などに特化した、付加価値のある
サービスを提供しています。製品に関する技術
文献の提供からデータのソフトウェア変換まで、
GECIAが提供する幅広いサービスは、お客様から
の具体的な要望に基づいて開発されたものです。
　さらに、組織全体でスキルを共有するために、

中国でもトレーニングを開始
　中国市場をターゲットにしたアトラス
コプコの野心的な成長戦略の一環で、産
業機器事業エリアは上海に「アジアセン
ター・オブ・エクセレンス」を設立。リージョ
ナル・プロダクト・マネジャーとプロダクト・
リーダーからなるチームは、新卒を含む従
業員向けにトレーニング・プログラムを開
発しました。
　産業機器事業エリアのアジア地区の人
事部長、ジャネット・バイは言います。「私
たちは、アジア市場の成長に期待していま
す。この市場で成功を収めるには、販売と
マーケティングのチームの能力を出来る
だけ高いレベルに引き上げるための、高度
に集中化した継続的な取り組みが必要と
なります。この地域の優れた人材を確保す
る意味でも、この取り組みは当社に利益を
もたらすと信じています」

ジャネット・バイ
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GECIAのスタッフには実地での技術トレーニン
グ（製品、プロセス、テクニカルツールなど）やソ
フト面のスキル向上トレーニング（コミュニケー
ション、リーダーシップ、時間管理など）が提供さ
れています。

　メカニカル・デザイン・サービスのプロジェクト・
マネジャー、ムケシュ・ラルチャンダニは、2007年
にGECIAで仕事を始めました。「仕事をスタート
したときは、ガスアンドプロセス部門のサポートを
行うチームの責任者でした。以来、様々なお客様
に対するサポートチームを統括してきました。サ
ポートメンバーの人材育成も私の大切な仕事です」
　GECIAで実施されている教育プログラムのお
かげで、アトラスコプコグループの従業員は、
部門を超えてその知識を広げることができます。
メカニカル・デザインのプロジェクトリーダー、
ガネシュ・ワドカーはこう話します。「技術文献の
分野で働きながら、ポータブルエアとエアパワー
の製品レンジについてかなりの知識を得ました。
その後、GECIAの教育プログラムに参加するう
ち、メカニカル・デザイン部門で働きたいと考
えるようになったのです。異動した先の今の仕事に
やりがいを感じています」。このセンターのスタッ
フ数は140人。うち20人が海外で仕事をしてい
ます。GECIAでは将来を見越して、今年さらに
30人のスタッフを採用する予定です。

　南アフリカのウィトフィールドにある「アカデ
ミー・トレーニングセンター」（“the ACademy”と

表記。ACはアトラスコプコの頭文字。以下、ア
カデミー）は、南アフリカのアトラスコプコグルー
プの従業員約1,000人の能力開発、実習プログラ
ムの管理、「トレーニング・イン・アフリカ・プロジェ
クト」の実行という、3つの明確な機能を果たすた
めに2007年に設立されました。
　アカデミーは、従業員の能力を高めるためのプ
ログラムを独自に開発しています。「当社のマネ
ジャーや従業員に対し、自分にはどんな知識や
スキルが足りないのか、そのギャップを特定する
ツール、さらにそのギャップを埋めるために必要
なトレーニングを提供しています」とマーケティン
グ・コミュニケーション・マネジャーのキャスリン・
スミスは話します。2010年だけでも南アフリカ
のアトラスコプコの従業員は一人平均39時間の
トレーニングを受けました。会社全体のトレー
ニング時間は実に、3万9,005時間になります。
　実習プログラムは、技術面を強化するトレー
ニングです。このプログラムは2007年に5人の
実習生のグループからスタートし、現在では57人
がトレーニングを受けています。アカデミーには
広い教室があり、各種ワークショップが用意され
ています。また、トレーニング用に設置されてい
る機器類は定期的にアップデートされます。この
恵まれた環境で実習生たちは、高度なスキルが
必要となる職業に求められる理論的で実践的な
知識を習得しています。
　「現代の職人は機械、電気、油圧のエキスパート
でなければなりません」と話すのは、トレーニン
グ・マネジャーのチャールズ・マーケです。「開設

以来、65人の実習生がプログラムを受けました
が、脱落者はたったの7人。それには理由があり
ます。それぞれの実習生に一人ずつコーチがつく
のです。コーチはアトラスコプコの実際のエンジ
ニアが担当し、自分の経験や知識、考え方など
を実習生に教えていきます。コーチ自身もトレー
ニングを受け、プログラムに参加している若者た
ちのニーズに応えられるよう、十分な知識を身に
つけています」
　「トレーニング・イン・アフリカ」プログラムは、
スウェーデンのアトラスコプコが通常実施してい
る製品トレーニングの内容をカバーしたもので
す。このプログラムの本来の目的は、南アフリカ、
ボツワナ、ジンバブエ、タンザニア、ケニヤ、ガー

南アフリカ/アフターサポート
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ナ、ザンビアのアトラスコプコのエンジニアやお
客様に、機器のメンテナンスや補修の手順に関し
て必要な知識を持ってもらうためのものでした。
このプロジェクトは今では、能力開発のすべての
分野を網羅しています。トレーニングの内容を人
事や財務、ロジスティック、総務などにまで拡大
することで、アカデミーは、アフリカで高いビジネ
ススキルを持つ人材を育成し、この大陸のビジネ
スの潜在性をさらに発展させていくことに貢献し
ています。

　アトラスコプコのシミュレータは、オペレータ
が自分自身、あるいは高価な機材にダメージを与
えることなく、重機の操作を習得できる理想的

な環境を提供しています。重機オペレータは採
掘や建設、解体など、どの作業であっても、パワ
フルなツールを正確に、かつ自信を持って操作す
る必要があります。効率的な機械操作の結果が
もたらす生産性という利点を考慮すれば、実地で
トレーニングを実施するのが一番です。しかし、
当然問題が生じます。機器類は非常に高価な上
に、機器類へのどんなささいなダメージも、プロ
ジェクトのダウンタイムにつながる危険性がある
からです。
　アトラスコプコはこの問題を本格的なシミュ
レータを採用することで解決しました。例えば、
建設機器油圧取付けシミュレータ。本物の音や
画像が取り入れられたこのシミュレータは実際

の機器にほぼ近く、三次元で動き、掘削機のキャ
ビン内部がそっくり複製されています。「トレーニ
ングの対象となるのは、アトラスコプコの従業員、
ディストリビュータ、掘削オペレータといった人た
ちです」とアトラスコプコ・コンストラクション・ツー
ルズ事業部のコミュニケーション・マネジャー、マ
イケル・ガーは言います。シミュレータでの学習
なら、操作を間違えてもその結果を恐れる必要
はなく、自分たちの技術を完璧に習得することが
できます。「このシミュレータの利点は、装置の効
果的な使い方を訓練できることです。例えば、岩を 
できる限り迅速、かつ正確に破壊するには、ブ
レーカの角度をどの位置に設定すべきか、といった
具体的な感覚まで学ぶことができるのです」 ■

トレーニング・マネジャー、チャールズ・マーケ

アトラスコプコのシミュレータは、地下岩
盤掘削、地表掘削、建築機器の使用を含
む建設技術や採鉱・岩盤掘削技術の様々
な分野でオペレータの訓練をサポートして
います。

「現代における職人は、
機械、電気、油圧のエキスパートで
なければなりません」
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インドの大手自動車メーカー、マヒンドラ＆マヒンドラ（以下、マヒンドラ社）が
同社のフラッグシップカー、SUV「スコーピオ」の生産に使用する工具の供給
をアトラスコプコに依頼したのは10年前。以来、マヒンドラ社は自社の全工場
において、アトラスコプコとの緊密なパートナー関係を継続しています。サステ
イナブルな生産性を目指す自動車メーカーとして、これは自然な流れと言える
でしょう。
文 LINAS ALSENAS　写真 MAHINDRA GROUP

　インドの大手自動車メーカー、マヒンドラ社の
「スコーピオ」は、男性的なデザインと優雅な雰囲
気を併せ持つSUVで、同社が世界に誇るフラッ
グシップカーです。マヒンドラ社は多国籍に事業
を展開するマヒンドラ・グループの中核企業で、
インドに8カ所、海外に5カ所の生産工場を持っ
ています。
　2002年に発表された「スコーピオ」の生産に、
アトラスコプコの工具は大いに貢献しました。そ
の成功により、アトラスコプコは現在、マヒンドラ
社の全工場で緊密に連携するパートナー企業に
選ばれています。マヒンドラ社は2009年にインド

SCORPIO RISING

■マヒンドラ社が2009年にインド西部の
チャカンに開設した自動車生産工場は、世界
で最も環境に優しい自動車工場のひとつとし
て知られています。
　太陽エネルギーを電気と熱に変換するた
め、工場内には70基もの太陽光パネルが設置
されています。また、廃水はこの工場内で「ゼ
ロ排水」としてリサイクルされています。さら
に、閉ループ式の冷却塔がエネルギー消費量
とCO2排出量を減少させています。

環境に優しい工場

スコーピオの飛翔

インド/組立のソリューション
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西部のピューン近郊に3万5,000㎡の広さのチャ
カン工場を開設しました。
　環境負荷を最低限に抑えるよう設計されたこの
工場は、中型トラック、重量トラック、小型商用車、
ピックアップ・トラック、SUVの組立に4本の生
産ラインを備え、1,800人の従業員によって年間
40万台以上が生産されています。この工場で使
用される工具の95％がアトラスコプコ製です。
　アトラスコプコが同社に提供するのは、精密な
工具だけではありません。工場内に設置された
アトラスコプコのワークショップには4名のアトラ
スコプコのサービス技術者が常駐し、工具の
保守や修理、検査、締付けの問題解決などにあ
たっています。
　「特にプロジェクトのスタート時には、最適な
工具の選択や技術指導をしてくれる、経験豊か
なパートナーの存在が不可欠です」と話すのは、
チャカン工場のプロジェクト統括マネジャー代
理、デニシュ・クルカルニ氏です。彼は、アトラス
コプコが提供するトータル・ソリューションを高
く評価しています。「アプリケーションに最適な
工具を選択することは、適正なトルク、接合部の
整合性、迅速なサイクルタイムの達成に欠かせ
ませんし、従業員のために人間工学的に優れた
工具を選ぶことも重要です。アトラスコプコはこ
れらの問題に対するソリューションをトータルに
提供する力がある。お陰で、高品質、高生産性が
実現できています」 
　同工場のプロダクション・マネジャー、プラカ
シュ・パルデシ氏もこう話します。「アトラスコプ
コが提供してくれるサービスも、工具同様に優れ
ています。彼らは効果的な予防メンテナンスのス
ケジュールを導入してくれました。また工場内の
ワークショップでのサービスのお陰で、私たちの
工具は常に最適なコンディションを保っていま
す。問題が発生すれば、アトラスコプコの技術者
がすぐに駆けつけてくれ、素早い措置を講じてく
れます。他社にも彼らのサービスの導入をお勧め
したいくらいです」

インドのデトロイト

　アトラスコプコのプロセス・スペシャリストもま
た、チャカン工場の品質向上と保証クレームの
減少をサポートしてきました。彼らは生産最適化
の方法を更新するため、プロセスを定期的に検
証しています。シニア・エンジニアリング・セール
スのスタッフは定期的にアトラスコプコのワーク
ショップに立ち寄り、コスト削減と生産性向上の
ため、組立の新しいソリューションについて議論
を交わしています。
　チャカン工場のマネジャー、ラムダス・ナイー
ル氏はアトラスコプコとのパートナーシップにつ
いてこう話します。「アトラスコプコのサービスに
は大変満足しています。彼らは柔軟で、技術レベ
ルも高く、効果的な人事トレーニングを含む優れ
たアフターサービスを提供してくれています。高
品質なサービスを含めたトータルコストで考えて
も、私たちがアトラスコプコをパートナーにしな
い理由はどこにもありません」■

　チャカン工場は人材トレーニングにも熱心に
取り組んでいます。同工場で認定アソシエートと
呼ばれるツール・オペレータになるために、新規
採用の従業員は工場のトレーニングセンターで
4日間、現場のOJTで3日間のトレーニングを受
けます。トレーニングセンターには組立ラインと
同じ工具が装備されており、アトラスコプコの
技術者も必要なときは参加して、新しい工具の
操作方法や管理方法を教えます。

■「インドのデトロイト」と称されるインドの
ピューンには、インドはもちろん、アジア、西欧
から10社の自動車メーカーが進出しており、
それぞれの生産工場では乗用車、トラック、
トラクター、モーターバイクなどが生産されて
います。

　代表的な企業には、マヒンドラ＆マヒンド
ラ、タタ自動車、ゼネラルモーターズ、フォル
クスワーゲン、メルセデス・ベンツ、フォース・
モーターズ、フィアット・インディア、ピアジオ、
そしてバジャージ・オート（スクーターとオー
トバイ）があります。

「新しいプロジェクトをスタートさせる
際には特に、エンジニアの業務を
サポートしてくれる、経験豊かな
パートナーの存在が不可欠です」
チャカン工場、プロジェクト統括マネジャー代理、デニシュ・クルカルニ氏

7日間のトレーニングを
受けるチャカン工場の
ツール・オペレータたち。
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昼も夜も、地上でも地下でも、アトラスコプコは創業地でもある

スウェーデン、ストックホルムのために働いています。

この愛すべき街が、もっと環境に優しい、クリーンで美しい街になるように……。
文 NANCY PICK　写真 GETTY IMAGES、アトラスコプコ

STOCKHOLM
Cleaner,          greenerもっとクリーンに、もっとグリーンに

スウェーデン/インフラの整備
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　すでにヨーロッパで最も環境に優しい都市のひとつに選ばれ
ているスウェーデン、ストックホルム。しかし、ストックホルムはそ
の栄誉に安住しているわけではありません。野心的ともいえる
改革プロジェクトが、この街をさらにクリーンに、グリーンに変え
ています。アトラスコプコは、このプロジェクトに機器やサービ
ス、ノウハウを提供しています。
　「アトラスコプコにとって、ストックホルムは常に重要な街でし
た」と話すのは、スウェーデンのアトラスコプコ、建設機械・土木
鉱山機械事業エリアのジェネラル・マネジャー、マルク・テラスバ
サラです。ストックホルムは、アトラスコプコが1873年に創業し
た土地というだけでなく、長きにわたり「インフラ整備の分野で
とてもエキサイティングな街でした」
　深夜のストックホルムで、アトラスコプコは地下深くドリルで
穴を掘っています。街の南側から市内に向かう電車の混雑緩和
のため、通勤電車用のトンネルが新たに建設されているのです。

この大規模なプロジェクトは、歴史ある
建築物を傷つけないよう、最新の注意を
払って進められています。このトンネルは
2017年に完成予定です。

　もうひとつの大規模な地下プロジェク
トは車に関係したものです。毎日5万台
以上の車がストックホルムの北西部を走
行していますが、時としてそれはカタツム
リのようなスピードになります。この交
通渋滞緩和のため、道路庁は全長11km
のトンネルを掘っていますが、ここでもま
た、アトラスコプコの機器は大活躍。爆破
の後にトンネルの壁をスムーズにする水
圧式スケーリング・ハンマーなどのツール

1950年代、ストックホルム周辺の水は大変
に汚染され、泳ぐことは禁止されていました。
このような状況を変えたいという、市民の強
い意志と長年の努力が、この街を美しい「水の
都」によみがえらせました。現在、ストックホ
ルムの中心部には、市民のための市立遊泳場
が10カ所もあります。
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「アトラスコプコの創業地、ストックホルムは、
私たちにとって長きにわたり、インフラ整備の
分野でとてもエキサイティングな街でした」
スウェーデンのアトラスコプコ、建設機械・土木鉱山機械事業エリア、
ジェネラル・マネジャー、マルク・テラスバサラ

■アトラスコプコはストックホルム
近郊に、当社の3つの理念（責任遂行、
相互理解、革新）を体現した新しいオ
フィス「アトラスコプコ・ハウス」を設
計、建築しました。
　エントランスには硬い花崗岩が使わ
れ、「責任遂行」を表しています。コン
ファレンス・エリアにはガラスと木材が
使われ、「相互理解」を象徴しています。
そして、多くの部屋には独特のフォル
ム、大胆な色使いが採用され、それら
は「革新」のひらめきを与えてくれます。
　「本当に素晴らしい建物だと思いま
す」と語るのは、シクラの施設管理部門
のトップ、ケント・マグヌソンです。ドラ

マチックな曲線のファサードを持った
この新しいオフィスには、それまでシ
クラ郊外に散らばっていた部門や部署
から430人の社員が移ってきます。
　「これはおそらく、スウェーデンで最
も環境に優しいオフィスのひとつでは
ないでしょうか」とマグヌソン。アトラ
スコプコ・ハウスは、三重ガラス窓や
節電型の照明、非常に厚い断熱壁に至
るまで、あらゆる点で省エネ型の構造
となっているのです。
　「さらに、このビルの暖房は街から
購入した地熱エネルギーを利用して
いるんですよ」

が使われています。
　車が多いということは、騒音も大きいと
いうこと。市街地の中心部では特に顕著
です。しかし、今回は心配無用。静粛性の
高いアスファルト技術が道路に採用され
ているのです。このアスファルトは表面層
に細かい石を使用し、タイヤからの騒音
を吸収する多孔質の表面仕上げとなって
います。アトラスコプコグループのダイナ
パック社の舗装機器がアスファルト舗装
の過程で活躍しています。

　昼も夜も、地上でも地下でも、ストック
ホルムが環境への優しさをいっそう自慢
できる街になるよう、アトラスコプコは努
力を惜しみません。「多くの画期的なアイ
デアが試され、導入されています」とテラ
スバサラ。「この街は、私たちの製品開発
には最適な場所ですね」■

建築基準をはるかに超えた、サステイナブル
な新オフィス「アトラスコプコ・ハウス」がグ
ループの試験鉱山の上に新しく建築されま
した。この鉱山はストックホルムで唯一の鉱
山です。

サステイナブルな新オフィスが誕生

スウェーデン/インフラの整備
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Service through

　ミシガン州、オーバーンヒルズにあるアトラス
コプコ・ツール＆アセンブリ・システムズ。同社の
サービス部門のビジネスライン・マネジャーを務
めるジョー・ムロシュにとって、本社ビルの立つ場
所は昔から馴染み深い場所だったと言います。

「ビルの建設が始まった2001年頃も、愛犬とよく
この場所でフリスビーをして遊んでいました。
まさか、そのビルで働くことになるとは当時は
思っていませんでした」 
　アメリカの自動車産業と一般産業を顧客とす
るツール＆アセンブリ・システムズは、シンプルな
打撃スパナから精密なナットランナ、コントロー
ル・システムまで、各種締付け工具類を販売して

THE ROOF
アメリカ、ミシガン州にあるアトラスコプ
コ・ツール＆アセンブリ・システムズのサー
ビス部門のトップを務めるジョー・ムロシュ
は、入社からわずか4年で、担当部門のビ
ジネスを5倍に拡大することに成功しまし
た。彼はいかにして、チームのやる気を引き
出しているのでしょうか。
文＆写真 DWIGHT CENDROWSKI

卓越したサービス

注目の人/アメリカ
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います。また、グラインダのような材料除去ツール
も販売しています。「この会社が他社より優れた
サービスを構築するため、この分野で経験を持
つ人材を探していると聞いて、このチャンスに飛
びつきました」とムロシュはアトラスコプコへの
転職の動機を語ります。
　同社に移ったムロシュは、入社からわずか4年
後の2011年、彼が率いるチームの成績を5倍に
拡大することに成功しました。

　ムロシュは、90人の技術者と営業担当者から
なる彼のチームを賞賛します。「必要な人、モノ
がすべてそろったところに、私が入ったというだ
け。私たちにはやる気がありましたし、明確な目

標と戦略がありました。そこからスタートしたの
です」
　アトラスコプコの工具類を信頼性を保ったま
ま、長期にわたって機能させることを目標に、ム
ロシュは機器の予防保全を推進するための数々
のサービス・プログラムを考案しました。本社で
修理作業に当たるスタッフを増強すると同時に、
お客様のもとでフルタイムで働くサービス技術
者も確保しました。また、新しいサービス契約で
は先払いのUPS宅配便バッグをお客様に渡し、
お客様がそのバッグに壊れた工具を入れてアト
ラスコプコに送れば、経験豊かな技術者が修理
をするという仕組みも考えました。「自社のサー
ビスを外注に出す必要性を抱えたお客様を探し

出すことで、私たちは成果を出しました。それに
よってお客様は、よりコアな分野に機能を集中さ
せることができます」
　デトロイト地区を統括する本社内でムロシュ
の姿を見つけるのは簡単ではありません。彼は
7割の時間を現場に割き、新規顧客を開拓した
り、地区担当マネジャーの相談を受けたりしてい
ます。そして、これらの間を縫って、毎日受信する
150通のメールに返信をするのです。

　出張も多く、朝の6時に中国の同僚からメール
で相談を受け、夜の8時にホテルに帰るといった
スケジュールにも関わらず、彼はそのような多忙
な状況を楽しんでいます。39歳のムロシュは健

修理技術担当のスマート・
ジョンソン3世の相談を受
けるジョー・ムロシュ。

「私たちにはやる気はもちろん、明確な目標と戦略が
ありました。そこからスタートしたのです」

アメリカ/注目の人
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康で気力も充実しています。趣味はロッククライ
ミングで、気候が良い季節には時折、自転車で会
社に通勤します。つい最近、彼の部門では従業員
向けの健康フェアを開催し、血圧検査や視力検
査、さらには健康食の調理デモンストレーション
も無料で行いました。
　他にも従業員とその家族を対象に、会社で夜
に映画鑑賞会を開いたり、年に一度は社外見学
として地元のプロ野球チーム、デトロイト・タイ
ガースの試合観戦を行ったりします。これらはど
れも労働環境を充実させ、従業員の団結を強め
ることを目的にしたものです。「ビジネスを成功
させるには、チームメンバー全員が同じ目標に向
かっていると感じることが必要です」

　ムロシュは、環境問題に対する意識も従業員と
共有しています。彼はゼネラルモーターズの電気
自動車「ボルト」を発注済で、会社ではハイブリッ
ド車や電気自動車を購入した従業員に補助金を
支給しています。本社では現在、電気自動車用
の太陽光発電の充電ステーションを設置する計
画が進んでいます。
　
　自信に満ちた笑顔で、ムロシュは将来の見通
しは明るいと話します。「プロセスの必要性を理
解し、お客様にとって最善の価値、つまりサステ
イナブルな生産性を提供することが私たちの仕
事です。それを着実に実行し、トップに安住せず、
さらに上を目指してがんばりますよ」■

■ジョー・ムロシュは、チームワークが何より大切だと
考えています。「仕事をやり遂げるためには、膨大な局
面でチームワークが求められます」とムロシュ。「チー
ムワークに不可欠なのは、目的の共有化です」 
　ムロシュは、自分のチームのメンバーにはロボットに
なってもらいたくないと強調します。自分の頭で考え、
迅速に行動できる人材であるべきだと話します。「チー
ムメンバーがいつどんなときでも、遠慮なく私に相談

できる環境づくりを、私自身日頃から心がけています。
彼らには、目的に向かった確かな指針が必要で、それ
があるとより楽しく仕事に打ち込めます」
　「私は、何かをただ要求するよりも、何かを提供する
方が賢いことを、自分の子供たちから学びました。私
がメンバーに提供する指針の重要性を彼らに説明し
て初めて、それは効果を持ちます。そこにちょっとした
ユーモアがあれば、より簡単に理解してもらえます」

■お客様のニーズとプロセスを深く、正し
く理解すること。そうすることで、お客様
にとって完ぺきなパッケージとは何か、
正確に狙いをつけることができます。

■従業員が、お客様のプロセスにおいて
自分たちはその欠かせない一部である
と感じること。「お客様であるキア自動
車のもとで働く私の部下が一日の終わ
りに仕事場を出るとき、彼らにはアトラ
スコプコから素晴らしいサポートを受
けたキア自動車の社員のような気分に
なってもらいたいのです」

■お客様のプロセスを理解し、そのプロセ
スの有益な一部になること。

目的を共有してチームワークを強化

優れたサービス構築のために
ムロシュが心がけていること

キャリブレーション・マネジャー
のウォルター・ヴィラと話すムロ
シュ。「私のチームの技術者は、何
でも遠慮なく私に話してくれます」
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Leanon me

将来の展望/お客様第一主義

アトラスコプコは信頼性を第一に、
サステイナブルな生産性を提供します。

文 MARILYN A. POSNER、LINAS ALSENAS 
写真 アトラスコプコ、GETTY IMAGES

アトラスコプコは、それが業務用の最高の装置であって

も、あるいは24時間体制のサービスやメンテナンスで

あっても、お客様のニーズを最優先に考え、最も生産性

の高いソリューションをお客様にご提供しています。
　アルプラ社はシャンプー、化粧品、洗剤、飲
料水などの製品用パッケージに使用するプラス
チックを製造する企業です。オーストリアを本拠
地とする同社は世界37カ国に134の生産拠点
を持っており、P&G、ユニリーバ、コカ・コーラ、
クロラックス、ロレアル、その他多くの企業が同
社のプラスチック・ボトルを利用しています。
　アルプラ社製品の生産の中心となるコン
ポーネントは、アトラスコプコの油潤滑式コン
プレッサ、そしてオイルフリーコンプレッサで
す。それらの機器は、溶解したプラスチックを
完成品のデザインの形状に成型するために利
用されています。
　2年前、アルプラ社のフランス工場で火事が
起き、工場のコンプレッサが損傷を受けまし
た。アトラスコプコは、製品の生産が途切れる
ことのないよう、現場でできる限りのサポート
を行いました。
　「アトラスコプコはすぐに、代わりのコンプレッ
サを私たちに貸し出してくれ、新規に製品を購
入するまでの期間をカバーしてくれました。お陰
で、私たちは生産時間のロスを防ぐことができま
した」とアルプラ社のエンジニアリング・ディレク
ターのマーティン・スターク氏は語ります。「ビジ
ネス上で何か予期せぬ事態が起きたときには、
素早い対応ほど大切なものはないですね」
　アルプラ社は1970年代の半ばから今日まで
ずっと、アトラスコプコのお客様です。「アトラス
コプコは効率性の高い機器を製造し、私たちが
ビジネスを展開しているほとんどの国で優れた
サービス・ネットワークを持っています。だから、
私たちはアトラスコプコと共に仕事をしている
のです」■

アトラスコプコのお客様、5社の事例をご紹介しましょう。

1. 火事への迅速な対応

頼りにしてください
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　ドイツのアイゼンヒュッテンシュタットにあ
るフルカン・エネルギーヴィルツシャフト・オー
デルブリュッケ社（VEO社）は、工場地帯にエ
ネルギーや熱、圧縮空気、天然ガス、脱イオン
水などを供給している企業です。近年、VEO

社は自社の圧縮空気供給装置のアップグレー
ドを決定しましたが、この作業はサービスを中
断させることなく遂行しなければなりませんで
した。「圧縮空気の供給停止は大規模な生産損
失を引き起こし、巨額な損失にもつながります」
と説明するのは、担当部署のトップ、アンドレア
ス・グロス氏です。
　結果、この供給装置はドイツ、エッセンに本
拠を置くアトラスコプコのチームによって、無
事交換作業を完了することができました。9

カ月の交換作業の間、アトラスコプコの3台の
ターボコンプレッサと5台の冷凍式ドライヤー
が空気を供給し続けました。
　アトラスコプコが計画したのは、完ぺきなる
入替え作業でした。それには、電気スイッチギ
ア、コンプレッサ用の自動変圧器、付属品類の
スイッチギア、ポテンシャル式イコライジング・
システム、コントロール・システム、火災報知シ
ステム、3台の新型冷却水供給装置、同じく3

台の圧縮空気・冷却・洗浄水・凝縮液用の新型
コンジット・システム、その他設備の改造、設置
が含まれていました。
　グロス氏は、今回のプロジェクトでアトラス
コプコが選ばれた理由について、「技術的なコ
ンセプト、価格、長期的な収益性、過去の良好
な関係、そして10年間のフルサービス保守契
約が決め手でした」と語ります。
　また、プラント・エンジニアのピーター・クノー
プロッホ氏は、「アトラスコプコのオイルフリー
コンプレッサは、生産コストの削減にも貢献し
てくれています」と話します。圧縮空気供給装
置のアップグレード以降、VEO社では、運転コ
ストとメンテナンス・コストが最小限に抑えら
れ、システムが最適に稼動しているときの電力
消費も少なくなっています。■

　南アフリカ、ケープタウンのサウスイースト・
マリン・サービス社が頼りにしているのは、アト
ラスコプコグループの1社、レンタル機器を取
り扱うランド・エアです。サウスイースト・マリン・
サービス社の乾ドックにはときに、計画外に船
舶が入り、緊急を要する作業が求められること
があります。同社の社長、ハンス・ペトリング氏
は言います。「そんなとき、ランド・エアには桁
外れのサービスを要求することになります。彼
らが自社の機器類を提供できないような場合
もありますが、第三者からコンプレッサを借り
てまで、私たちの要望に応えてくれます」
　サウスイースト・マリン・サービス社は、同社
の乾ドックに修理と改修のために持ち込まれる
船舶やオフショアの補給船、オイルリグを対象
に、吹き付け加工、塗装、船体の洗浄、タンク
洗浄を行っています。
　同社は1985年より、拠点近くにオフィスを
構えるランド・エアと取引を開始しました。「数

年前、いくつかの大規模な案件のために、もっ
と容量の大きいコンプレッサがほしいとラン
ド・エアに話したことがあります。彼らは、アト
ラスコプコの吐出空気量が毎分28m3のコン
プレッサをすぐに発注してくれました。それは、
南アフリカでは初めて使用されるタイプの製品
でした。顧客を満足させようという気概がラン
ド・エアの従業員全員に受け継がれている。そ
れが、私たちが彼らと強固な関係を継続して持
ち続けている大きな理由のひとつです」
　ランド・エアは、効率的でオイルフリーのエア・
ソリューションと、建設、鉱山、採石、石油化学、
重工業、製造、そしてイベントの各業界に特化
した製品を貸し出しています。アトラスコプコ
のコンプレッサと発電機を600台以上も保有
する同社は、南アフリカ全土に8支社を持ち、
ボツワナ、ナミビア、ナイジェリア、ザンビアに
までネットワークを拡大しています。■

2. 船の修理に欠かせないパートナー

3. 完ぺきなる供給装置の交換

サウスイースト・マリン・サービス
社の乾ドックで行われるあらゆ
る作業で、アトラスコプコの大容
量のコンプレッサが活躍してい
ます。

「計画外に緊急を要する大規模な仕事が入ってきたときなど、ランド・
エアには桁外れのサービスを要求することになります。彼らが自社の
機器類を提供できない場合もあり、そんなときは第三者からコンプ
レッサを借りてまで、私たちの要望に応えてくれます」
サウスイースト・マリン・サービス社社長、ハンス・ペトリング氏
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　直径1m、長さ1,083kmのルビー・パイプライ
ンは、世界初のCO2を排出しないパイプライン
です。その規模はアメリカ西部の4州にまたが
り、現段階ではアメリカで最も巨額な費用が投
じられるインフラ整備プロジェクトです。25m

のスパイラル溶接管を40万トン以上も組み合
わせたパイプラインの完成は、2011年夏。完
成後は1日に4万3,000m3のガスを輸送します。
　このプロジェクトの最大の請負企業、プレシ
ジョン・パイプライン社は、410kmの工区に必
要な大量の空気供給のために、アトラスコプコ
の機器を利用しています。スムーズなガスの流
れとパイプ自体の寿命維持のためにも、パイプ
ラインに欠陥があってはなりません。

4. 大規模パイプラインの工事に空気を供給

「アトラスコプコのコンクリート・カッターは、作業のスムーズな進
行と最終的な仕上がりに大きく貢献しました。その成果を目の当た
りにし、当社はアトラスコプコの油圧ブレーカの購入を新たに決め
ました」
Baldewijns & Co社のディレクター、スティーブン・リセンス氏

「ルビー・パイプラインは、ロッキー山
脈地域の天然ガス埋蔵地を連結しま
す」と話す、カリフォルニアのアトラス
コプコのエリアセールスマネジャー、
クリス・ローズ。

　プレシジョン社がレンタルしたのは、アトラス
コプコの高圧、ならびに基準圧のオイルフリー
エアコンプレッサ各6台、またアトラスコプコの
ハリケーン・ブースタ4台です。設置工事の間、
パイプが完全に円形を維持しているかを確認
するため「スマート・ピッグ（賢いブタ）」と呼ば
れる長さ1mの装置がパイプラインに押し込ま
れます。アトラスコプコの装置は、その作業に
必要な空気を供給します。
　アトラスコプコが選ばれたのは、当社のコン
プレッサは100％オイルフリーの空気を供給で
きること、またアトラスコプコ・レンタルが電話
や対面でもサービスの依頼に迅速、かつ、きめ
細やかに対応できることなどが理由です。■

　ベルギー、ハッセルトを本拠にするBVBA 

Baldewijns & Co社は、最近難しい課題に直
面しました。ランメン・インターチェンジの上を
走るE313道路に2カ所ある、全長100mの橋
部の撤去とその瓦礫の除去を1回の週末の間
に完了させることです。
　アスファルト道路を保護するために盛り砂を
敷き詰め、作業は大型ブレーカとコンクリート・
カッターを備えた12台の掘削機を使って始め
られました。アトラスコプコはこの作業に、最も
パワフルなブレーカを提供しました。
　全体で4,000m3のコンクリートが壊され、除
去されました。その中には300トンの補強鋼も
含まれていました。しかし、この大規模な作業
に要したのは、たったの40時間でした。
　コンクリート・カッターには、橋桁を切断、粉
砕し、また重い鉄筋も切断するユニバーサル・
ジョーが装備されています。アトラスコプコの
HB3000の重量は3,000kgで、32～ 50トン
の粉砕機に適合します。
　Baldewijns & Co社のディレクター、ス
ティーブン・リセンス氏は言います。「コンクリー
ト・カッターは、作業のスムーズな進行と最終
的な仕上がりに大きく貢献しました。その成果
を目の当たりにし、当社はアトラスコプコの油
圧ブレーカの購入を新たに決めました」■

将来の展望/お客様第一主義
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5. スムーズな取り壊し作業

ランメン・インターチェンジでの取り
壊し作業は、アトラスコプコのブレー
カが活躍し、たったの40時間で終了
しました。
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30    achieve 2011   www.atlascopco.com

　ブランドを考えるにあたり、重要な要素が3つ
あります。最も重要なのは「会社の内外に伝えや
すい戦略を持つこと」。デザインが優れていても、
ブランド・コミュニケーション戦略がお粗末であ
れば失敗に終わります。例えば、「IKEAは25歳
から45歳のお客様に、良質な家具を手ごろな値
段で提供します」は良い戦略例のひとつです。現
在、人に伝えるにはあまりに複雑なブランド戦略
が多すぎるのです。戦略は簡単に理解できるも

のでなければなりません。しかし同時に、どの業
界の企業にも当てはまるような一般的な戦略で
あってはなりません。
　
　2番目に重要な要素は「継続性を持つこと」で
す。例としてタグラインを見てみましょう。ノキア
の「コネクティング・ピープル」は、広く知られた
タグラインです。一方、モトローラのタグラインを
覚えている人は少ないのではないでしょうか。

同社のタグラインは、2年ごとに変更されている
からです。
　2番目の要素と矛盾するように思えるかもしれ
ませんが、3番目に重要な要素は「イノベーション
を絶え間なく行うこと」。新たな提案ができない
企業は、すぐに過去の企業と見なされます。ここ
で、工業デザインが大変重要な要素となるので
す。優れたデザインによって、ブランドは常に新し
く、価値あるものであり続けます。■

わかりやすくシンプルに、一貫性を持って、常にフレッシュに

「お客様に、常に新しいアイデアや価値を

提案し続けられない企業は、 

すぐに過去の企業と見なされてしまいます。

ここで、工業デザインが重要性を持ってくるのです」

IMD社社長兼マー
ケティング・プロ
フェッサー、 ドミニ
ク・ターピン博士 
（スイス、ローザン
ヌ）

ビジネス環境がますます複雑化している今、それぞれの企業が最優先課題として取り組んでいるのが、ブランド・マネジ
メントです。先進的な事業を展開しているビジネス・トゥ・ビジネス（B2B）企業は、トップの地位を維持するために、マー
ケティング戦略をより先鋭化し、ブランド認知をしっかりと構築、維持する目的で、工業デザインを最大限活用しています。
本誌では、ブランド・マネジメントの分野で著名な3名の専門家にインタビューし、ブランド構築のために企業が念頭に
置くべき最も重要な考え方について意見を聞きました。
文 LINAS ALSENAS　写真 IMD、SVID、CEIBS

ブランドについての考察
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　ブランド・マネジメントは、近年重要性を増して
います。B2Bで際立った成果を上げる企業は、
エンド・カスタマーをターゲットにしたブランド構
築手法を採用しています。これは消費財の業界
では一般的に行われていますが、B2Bの分野で
も同様に有効です。例えば、雑誌でそのブランド
が人の目に多く触れ、認知度が高まれば、商談が
成功する可能性も大きくなります。 
　優れたマーケティングは、多くの知的作業を必

　当協会では、競争力を高めるツールとして
デザインの重要性に着目し、デザインをビジネ
スに活用する取り組みを進めています。企業の
デザインの成熟度を視覚化するために、私たち
が採用しているのが「デザイン・ラダー（デザイ
ンの梯子）」です。これを見ると、梯子の下部の
25％の企業はデザインのことをまったく考慮して
いません。その上のレベルの企業では、デザイン
を製品の見た目と捉え、製品の外観を数年ごと
に変えています。上から2番目のレベルでは、デ
ザインはプロセスの一部と考えられており、購買
やマーケティングの機能に取り入れられていま
す。そして、デザインは最大の利益を企業にもた
らすと考える梯子の最上部に属する企業では、

要とします。ブランド構築での大きな間違いのひ
とつは、コミュニケーションの有効性を理解する
ことなく、企業がマーケティングに資金を投じる
ことです。しかし幸いなことに、キャンペーンなど
の効果を追跡・測定するツールは、以前に比較し
てずっと洗練されてきました。
　デザインでは、ブランドのポジショニングを反
映する視覚的な要素がますます重要になってい
ます。企業ロゴや企業カラーなどによって影響を

デザインはイノベーションを牽引する役割を持っ
ています。
　世界で最も企業価値の高いアップル社につい
て考えてみましょう。彼らはユーザーの所有体験
全体（店頭販売から製品そのもの、アフターサー
ビスまで）を、洗練された高度なデザインにまと
めあげています。

　かつては、例えばメーカーからトラックを買う
と、その後のメンテナンスや廃棄は購入者の責任
でした。しかし今日では、客はトラックではなく、
トラックが稼働している時間に得られるサービス
を買うのです。製品とサービスを分けることは、
今後ますます難しくなります。あなたの会社が提

受ける「人の印象」がビジネスを左右します。
企業は視覚的な効果をブランド・コミュニケー
ションに最大限活用することが大切です。■

供するものをあらゆる角度からデザインしましょ
う。それがブランド構築です。
　では、お客様とのあらゆる接点をどのようにデ
ザインすればよいのでしょう。初めてのミーティ
ング、製品、パッケージ、製品が販売される環境、
パートナー企業、サービス・プログラム……。これ
らすべてにおいて、お客様に良い印象を与え、一
貫したブランド・コミュニケーション戦略を実践
することが大切です。■

エンド・カスタマーにフォーカス

お客様のあらゆる所有体験をデザインする

「デザインにおいては、

ブランドのポジショニングを反映する

視覚的な要素がますます重要になっています。

その効果を最大限活用することが大切です」

「製品とサービスを分けることは、

今後ますます難しくなってくるでしょう。

あなたの会社が提供する価値を

あらゆる角度からデザインすることが重要です」

中国・ヨーロッパ・
インターナショナ
ル・ビジネススクー
ル、リサーチ・フェ
ロー、ヴァルデマ
ル・ フォエルチュ
博士 （中国、上海）

V工業デザインで表彰されたアトラスコプコの工業デザイン・チームの記事は本誌32
～ 35ページをご覧ください。

SVIDスウェーデ
ン・デザイン協会
CEO、ロビン・エド
マン氏 （スウェーデ
ン、ストックホルム）
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　熟練した腕を持ち、強くて、スマート。さらには、勇敢で、正直
で、自信に満ちて、タフ。「もし、シカゴニューマティック社の製品
が人間であれば、その人をこんな風に表現するでしょうね」と話
すのは、スウェーデン、オレブロを本拠とするアトラスコプコのイ
ンダストリアルデザイン・コンピテンスセンター（以下、デザインセ
ンター）のマネジャー、アレックス・リーバートです。「これらの特
徴を出発点に、私たちは同社のブランドのデザイン言語を開発し
ました」
　リーバートが言う「デザイン言語」とは、製品の外観からユー
ザー体験までを包括するガイドラインのことです。ガイドライン
には、デザインの調和や形状、表面の素材や色などに関する決
まりが含まれています。シカゴニューマティック社はアトラスコプ
コの最も重要なブランドのひとつであり、そのデザインテーマは、
会社の歴史やコアバリューを反映すべく開発されました

　デザインセンターのデザイナー、ヨルゲン・ウェスティンは次の
ように説明します。「工業デザインは、消費財を扱う会社ではそ
の重要性はすでに認知されていますが、ビジネス・トゥ・ビジネス

（B2B）が主体の会社では、“この製品は鉱山で使うのだし、いず
れ廃棄処分される訳だし、誰が外観を気にするのか”といった
感覚がしばしば見受けられます。しかし、ある時点で誰かがそ
の製品を購入しなければならないのですから、製品の外観はそ
の決定に影響を与える可能性があります」
　リバートは言います。「それは、趣味の問題でも、美しさの問
題でもありません。付加価値の問題なのです。製品ポートフォリ
オを艦隊のように揃え、一貫した品質を備えた最先端の製品ら
しく見せたいはずです。しかし、外観は一面でしかありません。

2010年12月、アトラスコプコのインダストリア
ルデザイン・コンピテンスセンターがデザインに
関する栄えある賞を受賞しました。このセンター
は、当グループの様々なブランドに革命的な価値
を与えています。このセンターのデザインチーム
の取り組みについてご紹介しましょう。
文 LINAS ALSENAS　写真 OLA JACOBSEN

価値をカタチに

スウェーデン/デザインの価値
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（左から）アレックス・リーバート、
リサ・リンドバーグ、ヨルゲン・ウェスティン、
ドン-ハン・オー、ダニエル・セルベリ、
フレドリック・スベンソン、マーティン・ラーション、
センク・アイテキン、ダニエル・ナジャリン、
ビョルン・シセ、シシルナス・サンギレディ、
オラ・ニーストロム、オラ・コリン

私たちは人間工学的な側面から、機器の使いやすさや安全性
についても向上させなければなりません。オペレータやユーザー
は、それらの違いをきちんと理解するのです」
　最近、リーバートのチームはアトラスコプコグループの3つの
大きなブランド、アトラスコプコ、シカゴニューマティック、ダイナ
パックのマーケティングとセールスのために強力なプラットフォー
ムを構築しました。コーポレートコミュニケーション担当上級副
社長、アニカ・ベルグルンドは言います。「アレックス・リーバート
と彼のチームはその素晴らしい業績により、今やアトラスコプコ
グループ全体の工業デザイン・コンピテンスの中心にいます。彼ら
は、当社製品のマーケティングに欠かせない、重要な人材です」

　2010年12月、デザインセンターはシカゴニューマティック社
に対する成果に対し、シカゴ建築デザイン・ミュージアムと欧州
建築アートデザイン都市研究センターからグッドデザイン賞を授
与されました。「ほんの6年前、チームメンバーは私とピーター・

ユーザー・フレンドリー
■シシルナス・サンギレディは、インタラクションデザイ
ンに特化したチームのトップを務めています。彼は、自分
のチームは次の4つの要素を考慮していると説明します。
「まず、情報分析。製品を扱うオペレータと製品の間でど
のような情報が交換されるのかを分析します。2つ目は、
レイアウト情報。エリアごとに配置する見栄えを定義する
情報のことです。3つ目は、ビジュアル・デザイン。ここで
製品のブランド・アイデンティティを創造します。そして4 
つ目は、ユーザー体験です」 
　一見単純なものからも多くの質問が生まれます。「この
ボタンひとつとっても、ノブにすべきかブリスターボタン
にすべきか、いつどのように使用されるのかなど多くの検
証点があります。すべては、使用条件とユーザーによって
異なってきます。製品の安全性もプロセスの一部です。リ
グの設定変更をもっとやりにくくする必要があれば、同時
作用するハンドボタンを2つ、配置することもできます。こ
のような決定は、オペレータの見方、つまりユーザーの経
験から決められるべきものです」

Transform  ers
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ら学び、それを何度も繰り返します。同時に、共通でないことか
らも何か学ぶことがないか考えます」
　ダイナパック社の場合を見てみましょう。アトラスコプコが
2007年に同社を買収した際、このブランドは新たに再スタートを
切るチャンスを得ました。「大幅に変更したり、多くの費用を投じ
なくても、ブランド全体の見せ方に影響を与えることができるこ
とを彼らに説明しました。ダイナパック社のブランドは、私たちが
利用できる多くの遺産をすでに持っていました。当時私たちが
計画した通り、同社のブランドは現在、より大きな価値を持つま
でに成長を遂げています」
　一方、シカゴニューマティック社には、コンプレッサやブレーカ
など多くの製品カテゴリーがあり、与えられた課題はダイナパッ
ク社よりも大きなものでした。デザインセンターのマーティン・
ラーションは、彼らのアプローチについてこう説明します。「まず、
コンセプトを簡単に表現する“ティーザー”をまとめて、新しいデ

ニルソンのたった2人だったんですよ」とリーバート。
　今日、チームのデザイナーは18人、内2人は世界中から選抜さ
れた研修生です。リーバートはアトラスコプコにおける工業デザ
インの重要性の高まりを“草の根的な”発展と表現します。「ひと
つのプロジェクトで成果を上げると、それが次のダイナパック社
の製品ポートフォリオのプロジェクトにつながり、それがさらにア
トラスコプコの他のブランドのプロジェクトにつながっていきま
した。現在、エンジニアリング・チームが製品の機能面で私たち
にサポートを依頼してきています。技術的なことにアドバイスす
るのは、私たちが考える最高の形です」

　チームは、新しいデザイン言語に取りかかるにあたり、質問か
ら始めます。例えば、最も重要な製品は何だったか、ブランドに
はどんな歴史があるのか、お客様にとって最大の関心事は何か、
この小さな溝やエッジにはどのような存在理由があるのか、など
です。「質問の答えから多くのことを学びます。その知識を持ち
帰り、スケッチを始めるのです」とリーバート。「私たちの仕事の
プロセスは、かなり複雑です。製品の多くに共通することを取り
出し、それらを全体に均等に適用する方法を模索します。そこか

インダストリアルデザイン・コンピテンスセンターのマネジャー、アレックス・リーバート

「それは、趣味の問題でも、美しさの問題でもありません。
付加価値の問題なのです。製品ポートフォリオを艦隊のよ
うに揃え、一貫した品質を備えた最先端の製品らしく見せ
なければなりません」

インダストリアルデザイン・コンピテンスセンターは、シカゴニューマティック社のデザイン言語
の開発に対し、アメリカ、シカゴでグッドデザイン賞を受賞しました。

重要性を増すデザイン
■インダストリアルデザイン・コンピテンスセンターは現
在、同時に40のプロジェクトに取り組んでいます。「4～ 5
日といった短いものから、何年もかかるプロジェクトもあ
ります。あるプロジェクトではリサーチ、別のプロジェクト
ではコンセプト設定と、まったく違う作業を同時に行わな
ければなりません」と話すのは、マネジャーのアレックス・
リーバートです。
　アトラスコプコは、当社のコア・コンピテンスに決定的
な役割を果たす工業デザインの開発、実行、管理をこのデ
ザインセンターに任せています。だからこそ、デザイナー
たちは、自分たちが負っている責任の大きさを痛感してい
ます。「私たちは常に、そしてその仕事を終えた何年か後
であっても、アトラスコプコグループの製品が必ず正しい
言語で語りかけ、正しいストーリーを伝えられるようにし
ていかなければなりません」とリーバートは言います。「そ
れぞれの製品の外観を当社のブランド価値やブランド・プ
ロミスにふさわしいものにすることは、コミュニケーショ
ンの成功と長期にわたるお客様との関係作りのキーとな
ります」
　「仕事がなくなること? それはありませんよ」とリーバー
ト。「まだ5,000の製品が残っていますから」

スウェーデン/デザインの価値
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インダストリアルデザイン・コンピテンスセン
ターは、マーケティングとエンジニアリングの
間のコミュニケーション・ギャップを埋める役
目も果たしています。彼らは、関係するすべての
専門知識の力をひとつにする“まとめ役”でも
あるのです。

　アトラスコプコが1987年に産業
ツール・メーカーのシカゴニューマ
ティック社を買収したとき、当社は
社名とそのブランド・アイデンティ
ティの両方を残すことを決めまし
た。そして、グループの傘の下に複
数のブランドを配置するという、ア
トラスコプコの「ブランド・ポートフォ
リオ」戦略が始まったのです。
　「私たちは、ひとつのブランドで
お客様のニーズを満たすことはでき
ないと知っていたのです」と話すの
は、スウェーデン、ストックホルムの
アトラスコプコ、コーポレートコミュ
ニケーション担当上級副社長、アニ
カ・ベルグルンドです。「当社はマー
ケットをセグメント化し、お客様の
要望により良く対応するために、
様々なディストリビューション・チャ

お客様の満足のために、
複数ブランドを展開

ネルを使います。当社の製品は個別
の業界の要望に対応するために、差
別化されているのです」
　お客様は世界のほぼどんな場所で
も、アトラスコプコのコンプレッサの
2～3ブランドにアクセスすることが
できます。シカゴニューマティックの
ようなブランドは、世界中で入手でき
ます。一方、その地域でしか入手でき

「アトラスコプコはマーケットをセグメント化し、お客様の
要望により良く対応するために、様々なディストリビュー
ション・チャネルを使います。当社の製品は個別の業界
の要望に対応するために、差別化されているのです」

コーポレートコミュニケーション担当上級副社長、アニカ・ベルグルンド

ないブランドもいくつかあります。例
えば、イタリアのあるプラスチック工
場ではワーティントン・クレッセンスブ
ランドのコンプレッサが長年、活躍し
ています。これらの大型機械は通常、
現場でのサービスを行う地元のディ
ストリビューターが保守を行います。
　一方、同じ工場のメンテナンス・
マネジャーがちょっとした修理を
するために、すぐそばの小さな店で
ABACブランドのコンプレッサを
購入することもあるでしょう。「ブラ
ンド・ポートフォリオのアプローチな
ら、私たちはもっと多くのお客様に
リーチできるのです」とベルギーの
アトラスコプコ、産業用コンプレッ
サのマルチブランド・マーケティング
部門の担当副社長、アラン・ルフラ
ンは言います。「ブランド・ポートフォ

リオは、お客様の満足度向上のため
にあります。それは、私たちが提供
する製品やサービスを拡大していく
ことにつながるのです」
　この戦略はまた、アトラスコプコ
の新興市場への参入にも役立ちま
す。中国の人々はヨーロッパの耳慣
れないブランドをすぐに受け入れる
わけではありません。その事実か
ら、アトラスコプコはこの10年で、
中国で知名度のある地元のコンプ
レッサ企業を2社（リューテック、ボ
ライテ）を買収しました。「彼らのお
陰で、私たちは中国市場で事業を
拡大し、また市場の理解も深めるこ
とができました」
　20年以上にわたるブランド・ポート
フォリオ戦略を、アトラスコプコは今
後も継続して遂行していきます。■

アラン・ルフラン アニカ・ベルグルンド

ザイン言語で何ができるかを示しました。その時点では、ブラン
ド調査といったものは何もしません。シカゴニューマティック社
は、私たちの提案に将来性があると判断し、そこで私たちはプ
ロジェクト・チームを立ち上げたのです」
　デザインセンターのプロジェクト・チームには、関係する部署
の代表として、少なくともマーケティングから1人、エンジニアリン
グから1人の代表者が入っています。デザインセンターのデザイ
ナー、ダニエル・セルベリは言います。「マーケティングが、お客
様やマーケットのニーズ、締め切りやコストといった製品開発の
ルール作りをします。そして、エンジニアリングと私たちが協力し
合って、実行にあたります。同時に、エンジニアリングには、私た
ちと対極の立場もとってもらいます。例えば、“このアキュムレー
タを2cm以上突き出してはいけない”といったことは、彼らにし
かわからないのですから」
　プロジェクト・チームはよく、丸テーブルを囲んで話し合いをし
ます。「マーケティングとエンジニアリングは同じ言葉を話すわけ
ではありません。私たちは彼らの間のギャップを埋めるようにし
ています」とリーバート。「私たちは、デザイン言語の開発、導入、
管理のために、すべての関連部門の力をひとつにする“まとめ役”
でもあるのです」■

複数のブランドを維持することは、企業戦略上、多くの複雑な作業と
無駄を生むのではと考える人もいるでしょう。しかし、アトラスコプコの
「ブランド・ポートフォリオ」には多くの利点があるのです。

文 NANCY PICK　写真 アトラスコプコ
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speed
The sound of

ドゥカティ・モーターサイクル社の

オートバイブランド、ドゥカティは、

レースにおける圧倒的な強さと、

オートバイが減速する際の独特なエンジン音で

世界に広く知られています。

アトラスコプコは、多くのバイクファンが

一度は乗ってみたいと憧れるオートバイの華、

ドゥカティの組立プロセスにおいても

重要な役割を果たしています。

文 LInAs ALsenAs　写真 duCATI

スピードの響き
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伝説のブランド
■1926年 創 業 のドゥ カ テ ィ・モ ー
ターサイクル社は、1946年からレー
ス・スポーツ仕様のオートバイの生産
を開始。ドゥカティの製品レンジは、
Diavel、Hypermotard、Monster、
Multistrada、Streetfighterといった
商品群とスーパーバイクとに分けられま
す。ボローニャで生産される同社のオート
バイは、世界80カ国以上で販売されてい
ます。

アトラスコプコの工具を使用し、ドゥカティ
Multistradaを組み立てるドゥカティ社のエ
ンジニア。

「私たちが使用する 
工具類ひとつとっても、 
製品の品質や環境問題に 
おいて当社が設けた厳しい 
基準をクリアするもので 
なければなりません」
ドゥカティ社のエンジニアリング・マネジャー、
フランコ・ランザ氏

リュードライバやナットランナなど）を使用してき
ました。
　「アトラスコプコからは、他の工具サプライヤー
から受ける以上の価値を受け取っています」と
セルペンティノ氏。「アトラスコプコの強みは、
R&Dにあるのではないでしょうか。私たちが受
け取るのは、技術的なサポートに留まりません。
彼らの計画的な製品開発によって、私たちは生
産性の高いベストな組立プロセスを統合的に構
築することができます。アトラスコプコは新しい
ソリューションをテストしたり、私たちに必要なイ
ノベーションや戦略を提供してくれたりすること
で、当社のオペレーションを強力にサポートして
くれています」

　ドゥカティ社のエンジニアリング・マネジャー、
フランコ・ランザ氏は言います。「私たちが使用す
る工具類ひとつとっても、製品の品質や環境問
題において私たちが設定した高い基準をクリア
するものでなければなりません。アトラスコプコ
はそれらを満たす製品やサービスを提供してく
れる上に、当社の従業員の労働環境にも配慮し
たソリューションを提案してくれます」
　同社には、従業員を手厚く守る十分な理由が
あるのです。なぜなら、従業員の多くが「ドゥカ
ティスティ」であり、彼らこそ間違いなく、ドゥカ
ティのブランド価値、そのものなのです。■

　ドゥカティ・モーターサイクル社（以下、ドゥカ
ティ社）のドゥカティは、その洗練されたイタリア
ンデザイン、レースにおける圧倒的な強さ、そし
てその独特なエンジン音で知られています。同
社はこのエンジン音を「内燃機関が奏でるシン
フォニー」と自ら評しています。ドゥカティ社のテ
クニカル・ディレクター、アンドレア・フォルニ氏は
業界誌のインタビューで、Multistrada1200モ
デルの排気システムに取り組んでいるとき、バイ
オリンの音のハーモニーを研究したのだと語っ
ています。
　世界中にいるドゥカティのオーナーとファンは

「ドゥカティスティ」と呼ばれ、その数は激増して
います。ビジネス・ユニット組立マネジャー、カル
ロ・セルペンティノ氏は「ドゥカティスティの皆さ
んは、質の高いオートバイとその華やかなブラン
ドイメージ、その両方の価値に投資してくださっ
ているのです」と説明します。
　お客様のロイヤリティの高さとコミットメントの
強さはドゥカティ社に、高い品質基準を維持しな
ければならないという強いプレッシャーを与えて
います。イタリア、ボローニャにある工場で、ドゥ
カティ社はレーサー仕様のオートバイを毎年平
均4万台生産しています。
　この工場では長年にわたり、重要な組立作業
でアトラスコプコの工具（クランクシャフトにコ
ネクティングロッドを搭載するのに使用するスク

■ドゥカティ社は「ワールドスーパーバイ
ク」と「モトGPワールドチャンピオンシッ
プ」に参戦しています。ワールドスーパーバ
イクでは2008年にマニュファクチャラー
賞（15個目）とライダース賞（13個目）を獲
得。2003年から参戦しているモトGPで
は、2007年にコンストラクター賞とライ
ダー賞の世界タイトルを獲得しています。

タイトルを総なめ
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パイプを通して送られるガスは、現代医療に欠かせないもので

す。タイで最も規模が大きく、患者数の多いシリラート病院では、

主要なガス供給装置のアップグレードをアトラスコプコのグルー

プ企業、ビーコンメダエス社に委託しました。

文 MARK CARDWELL　写真 アトラスコプコ、ISTOCKPHOTO、GETTY IMAGES

　バンコクにあるシリラート病院は、タイで最も歴史の古い公立
病院です。4つの市街地に分散した12棟のビルに入るこの病院
のベッド数は3,000床。年間の外来患者数は100万人で、その混
雑ぶりでもよく知られています。
　アトラスコプコのグループ企業、ビーコンメダエス社は2010
年、シリラート病院の旧式の医療用ガス供給装置を新しい装置
に交換するプロジェクトを受注しました。この大規模なプロジェ
クトに与えられた期間は最長でも1年半。期間中も病院施設は
開けたままで、タイの国王（2009年より入院中）を含む患者のた
めに、病院としての機能をこれまで通り維持したまま作業を進め
るという条件付きです。
　「病院のガス供給システムは通常、エアプラント1基、バキューム
プラント1基、マニホールド・コントロール・システムが数台、アラー
ムが4 ～ 5台、コントロール・バルブ複数で構成されています」と
説明するのは、ビーコンメダエス社東南アジア事務所のビジネス
ライン・マネジャーで、このプロジェクトに専従する医療ガス・ス
ペシャリストのスティーブ・ロビンソンです。
　2011年秋に完成予定のシリラート病院のプロジェクトは、ロビ
ンソン曰く「恐ろしく複雑で壮大な事業」。複数のビルで日々行
われるすべての医療行為に対応するため、このプロジェクトには
エアプラント8基、バキュームプラント8基が含まれ、それぞれの
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現代に生きる私たちは、金属が身近にある生活を

当然のように受け入れています。

では、金属はいつの時代からどのように人類と関わるようになったのか、

答えられる人はどれほどいるでしょうか。

本誌は、人類の技術的な進歩に金属が与えた深い影響力について、

改めて考えてみようと思います。

歴史上のいくつかの素晴らしい発見に敬意を表しながら－－－。

アメリカ人発明家、
エリアス・ハウは1851年に

「自動衣類縫合器（ミシン）」の
特許を取得しました。

このファスナーを下ろして、開いてお読みください。
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2014年の冬季オリンピックが開催されると、

黒海沿岸のロシア随一の保養地、ソチは世界から注目を

集めることになります。オリンピック開催を数年後に控えた今、

ソチでは大規模なインフラ整備が進行しています。
文 LINAS ALSENAS　写真 アトラスコプコ、OLYMP STROY

　ソチは、黒海沿岸に位置するロシア随
一の保養地です。沿岸に広がる美しい
砂浜からは、雪をかぶるコーカサス山脈
や多くの野生動物が住む森が望めます。
2014年、この美しい保養地ソチで冬季オ
リンピックが開催されます。オリンピック
開催に向けて、ソチでは今、ヨーロッパで
も最大規模のインフラ整備プロジェクト
が進められています。
　オリンピック開催に向けた開発は、山

岳部と沿岸部の2つの開発地域に分けら
れます。氷上競技は沿岸部地域での開催
となり、オリンピック・パークがその中心
です。このパークには、ボリショイ・アイス
パレスやマリー・アイスパレス、開閉会式
場となるオリンピックスタジアム、フィギュ
アスケートとショートトラック用のスケート
施設、スピードスケート用施設、カーリン
グ用施設、そして特設のメディア・ビレッ
ジなどが設置されます。

2014年にソチで開催される
冬季オリンピックのインフラ整備と

施設建設にかかる費用の
見積もり総額は、

約2兆6,000億円（230億ユーロ）。
これは、夏、冬あわせても

オリンピック史上最高額です。

オリンピックの
伝説の一部に

ロシア/インフラ整備
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プラントに複数のコンプレッサ、ポンプ、フィルター、コントロー
ル・システムが装備されます。さらに、酸素、亜酸化窒素、二酸化
炭素を供給する18台のマニホールド・コントロール・パネルが含
まれるのです。
　ビーコンメダエス社のマーケティング・ディレクター、マーク・ア
レンは言います。「当社は通常、医療用ガス供給システムをトータ
ルで提供しています。でも今回扱うのは、システムの一部である
ガス供給装置のみ。ガス排気口で使用されるバルブやアラーム
類などは含まれません。かえって作業はより複雑になるわけです
が、お客様のニーズに応じて、質の高いソリューションを個別に
提供できる、という当社の能力を示す絶好の機会でもあると考
えています」

　病院が医療用ガス供給装置のサプライヤーを決める際、最も
重きを置くポイントは、製品が最高品質であること、そして販売
後のカスタマーサービスが充実していることです。シリラート病
院のプロジェクトは、ビーコンメダエス社が医療用ガス供給シス
テムの分野のリーディングカンパニーとして確かな実力を有して
おり、今後も業界を牽引していく力を持っていることを世界に証
明することになるでしょう。■

■2006年にアトラスコプコグループ
の一員となったビーコンメダエス社
は、パイプを通して送られる医療用
ガス供給システムの設計、供給、設置
の分野で業界をリードする、世界的
なスペシャリスト企業です。
　ビーコンメダエス社は地元のディ
ストリビューターやアトラスコプコの
カスタマーセンター（販売拠点）を通
して、世界40カ国、140拠点以上で
事業を展開しています。また同社は、
海外に主要な生産拠点を4カ所、擁
しています。
　同社が現在取り組んでいる何百も
のプロジェクトの半数以上は、北米と
イギリスの病院で老朽化した医療用
ガス供給システムを新しいシステム
に交換するもの。「最近、先進国では、
病院新設の動きは活発ではありませ
ん。しかし、1960年代、70年代に

建てられた施設が数多くあり、システ
ムのアップグレードの要望が増加し
ています」とマーケティング・ディレ
クターのマーク・アレンは言います。
　一方、規模が大きく、収益性の高い
ビジネス・チャンスは、近年堅調な経
済成長を遂げ、世界的な規模の医療
施設の建設に意欲的で、その財源も
ある開発途上国に眠っています。「中
国やインドだけをみても、建設中の
新しい病院、あるいは建設予定の病
院の数は驚くほど存在します。これら
のビジネス・チャンスを獲得するため
に、私たちはあらゆる努力をしていま
す。でも、当社の業界での高い評価や
世界的なネットワークをもってすれ
ば、チャンスを獲得し、それぞれのプ
ロジェクトで成功を収めることはそ
れほど難しいことではありません」

ビーコンメダエス社マーケティング・ディレクター、マーク・アレン

「このプロジェクトは、お客様それぞれのニーズに応じて、
質の高いソリューションを個別に提供できる、
という当社の能力を世界に証明するものになるでしょう」

医療用ガス供給システムは、パイプを通して病院の様々な場所に酸素、亜酸化窒素、窒素、二酸化炭素、医療用空気を供給する、
現代の医療行為に不可欠なシステムです。

拡大し続ける市場
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現代に生きる私たちは、金属が身近にある生活を

当然のように受け入れています。

では、金属はいつの時代からどのように人類と関わるようになったのか、

答えられる人はどれほどいるでしょうか。

本誌は、人類の技術的な進歩に金属が与えた深い影響力について、

改めて考えてみようと思います。

歴史上のいくつかの素晴らしい発見に敬意を表しながら－－－。

アメリカ人発明家、
エリアス・ハウは1851年に

「自動衣類縫合器（ミシン）」の
特許を取得しました。

このファスナーを下ろして、開いてお読みください。
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2014年の冬季オリンピックが開催されると、

黒海沿岸のロシア随一の保養地、ソチは世界から注目を

集めることになります。オリンピック開催を数年後に控えた今、

ソチでは大規模なインフラ整備が進行しています。
文 LINAS ALSENAS　写真 アトラスコプコ、OLYMP STROY

　ソチは、黒海沿岸に位置するロシア随
一の保養地です。沿岸に広がる美しい
砂浜からは、雪をかぶるコーカサス山脈
や多くの野生動物が住む森が望めます。
2014年、この美しい保養地ソチで冬季オ
リンピックが開催されます。オリンピック
開催に向けて、ソチでは今、ヨーロッパで
も最大規模のインフラ整備プロジェクト
が進められています。
　オリンピック開催に向けた開発は、山

岳部と沿岸部の2つの開発地域に分けら
れます。氷上競技は沿岸部地域での開催
となり、オリンピック・パークがその中心
です。このパークには、ボリショイ・アイス
パレスやマリー・アイスパレス、開閉会式
場となるオリンピックスタジアム、フィギュ
アスケートとショートトラック用のスケート
施設、スピードスケート用施設、カーリン
グ用施設、そして特設のメディア・ビレッ
ジなどが設置されます。

2014年にソチで開催される
冬季オリンピックのインフラ整備と

施設建設にかかる費用の
見積もり総額は、

約2兆6,000億円（230億ユーロ）。
これは、夏、冬あわせても

オリンピック史上最高額です。

オリンピックの
伝説の一部に
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プラントに複数のコンプレッサ、ポンプ、フィルター、コントロー
ル・システムが装備されます。さらに、酸素、亜酸化窒素、二酸化
炭素を供給する18台のマニホールド・コントロール・パネルが含
まれるのです。
　ビーコンメダエス社のマーケティング・ディレクター、マーク・ア
レンは言います。「当社は通常、医療用ガス供給システムをトータ
ルで提供しています。でも今回扱うのは、システムの一部である
ガス供給装置のみ。ガス排気口で使用されるバルブやアラーム
類などは含まれません。かえって作業はより複雑になるわけです
が、お客様のニーズに応じて、質の高いソリューションを個別に
提供できる、という当社の能力を示す絶好の機会でもあると考
えています」

　病院が医療用ガス供給装置のサプライヤーを決める際、最も
重きを置くポイントは、製品が最高品質であること、そして販売
後のカスタマーサービスが充実していることです。シリラート病
院のプロジェクトは、ビーコンメダエス社が医療用ガス供給シス
テムの分野のリーディングカンパニーとして確かな実力を有して
おり、今後も業界を牽引していく力を持っていることを世界に証
明することになるでしょう。■

■2006年にアトラスコプコグループ
の一員となったビーコンメダエス社
は、パイプを通して送られる医療用
ガス供給システムの設計、供給、設置
の分野で業界をリードする、世界的
なスペシャリスト企業です。
　ビーコンメダエス社は地元のディ
ストリビューターやアトラスコプコの
カスタマーセンター（販売拠点）を通
して、世界40カ国、140拠点以上で
事業を展開しています。また同社は、
海外に主要な生産拠点を4カ所、擁
しています。
　同社が現在取り組んでいる何百も
のプロジェクトの半数以上は、北米と
イギリスの病院で老朽化した医療用
ガス供給システムを新しいシステム
に交換するもの。「最近、先進国では、
病院新設の動きは活発ではありませ
ん。しかし、1960年代、70年代に

建てられた施設が数多くあり、システ
ムのアップグレードの要望が増加し
ています」とマーケティング・ディレ
クターのマーク・アレンは言います。
　一方、規模が大きく、収益性の高い
ビジネス・チャンスは、近年堅調な経
済成長を遂げ、世界的な規模の医療
施設の建設に意欲的で、その財源も
ある開発途上国に眠っています。「中
国やインドだけをみても、建設中の
新しい病院、あるいは建設予定の病
院の数は驚くほど存在します。これら
のビジネス・チャンスを獲得するため
に、私たちはあらゆる努力をしていま
す。でも、当社の業界での高い評価や
世界的なネットワークをもってすれ
ば、チャンスを獲得し、それぞれのプ
ロジェクトで成功を収めることはそ
れほど難しいことではありません」

ビーコンメダエス社マーケティング・ディレクター、マーク・アレン

「このプロジェクトは、お客様それぞれのニーズに応じて、
質の高いソリューションを個別に提供できる、
という当社の能力を世界に証明するものになるでしょう」

医療用ガス供給システムは、パイプを通して病院の様々な場所に酸素、亜酸化窒素、窒素、二酸化炭素、医療用空気を供給する、
現代の医療行為に不可欠なシステムです。
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2014年の冬季オリンピックが開催されると、

黒海沿岸のロシア随一の保養地、ソチは世界から注目を
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ソチでは大規模なインフラ整備が進行しています。
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砂浜からは、雪をかぶるコーカサス山脈
や多くの野生動物が住む森が望めます。
2014年、この美しい保養地ソチで冬季オ
リンピックが開催されます。オリンピック
開催に向けて、ソチでは今、ヨーロッパで
も最大規模のインフラ整備プロジェクト
が進められています。
　オリンピック開催に向けた開発は、山

岳部と沿岸部の2つの開発地域に分けら
れます。氷上競技は沿岸部地域での開催
となり、オリンピック・パークがその中心
です。このパークには、ボリショイ・アイス
パレスやマリー・アイスパレス、開閉会式
場となるオリンピックスタジアム、フィギュ
アスケートとショートトラック用のスケート
施設、スピードスケート用施設、カーリン
グ用施設、そして特設のメディア・ビレッ
ジなどが設置されます。

2014年にソチで開催される
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施設建設にかかる費用の
見積もり総額は、
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プラントに複数のコンプレッサ、ポンプ、フィルター、コントロー
ル・システムが装備されます。さらに、酸素、亜酸化窒素、二酸化
炭素を供給する18台のマニホールド・コントロール・パネルが含
まれるのです。
　ビーコンメダエス社のマーケティング・ディレクター、マーク・ア
レンは言います。「当社は通常、医療用ガス供給システムをトータ
ルで提供しています。でも今回扱うのは、システムの一部である
ガス供給装置のみ。ガス排気口で使用されるバルブやアラーム
類などは含まれません。かえって作業はより複雑になるわけです
が、お客様のニーズに応じて、質の高いソリューションを個別に
提供できる、という当社の能力を示す絶好の機会でもあると考
えています」
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後のカスタマーサービスが充実していることです。シリラート病
院のプロジェクトは、ビーコンメダエス社が医療用ガス供給シス
テムの分野のリーディングカンパニーとして確かな実力を有して
おり、今後も業界を牽引していく力を持っていることを世界に証
明することになるでしょう。■

■2006年にアトラスコプコグループ
の一員となったビーコンメダエス社
は、パイプを通して送られる医療用
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カスタマーセンター（販売拠点）を通
して、世界40カ国、140拠点以上で
事業を展開しています。また同社は、
海外に主要な生産拠点を4カ所、擁
しています。
　同社が現在取り組んでいる何百も
のプロジェクトの半数以上は、北米と
イギリスの病院で老朽化した医療用
ガス供給システムを新しいシステム
に交換するもの。「最近、先進国では、
病院新設の動きは活発ではありませ
ん。しかし、1960年代、70年代に

建てられた施設が数多くあり、システ
ムのアップグレードの要望が増加し
ています」とマーケティング・ディレ
クターのマーク・アレンは言います。
　一方、規模が大きく、収益性の高い
ビジネス・チャンスは、近年堅調な経
済成長を遂げ、世界的な規模の医療
施設の建設に意欲的で、その財源も
ある開発途上国に眠っています。「中
国やインドだけをみても、建設中の
新しい病院、あるいは建設予定の病
院の数は驚くほど存在します。これら
のビジネス・チャンスを獲得するため
に、私たちはあらゆる努力をしていま
す。でも、当社の業界での高い評価や
世界的なネットワークをもってすれ
ば、チャンスを獲得し、それぞれのプ
ロジェクトで成功を収めることはそ
れほど難しいことではありません」

ビーコンメダエス社マーケティング・ディレクター、マーク・アレン

「このプロジェクトは、お客様それぞれのニーズに応じて、
質の高いソリューションを個別に提供できる、
という当社の能力を世界に証明するものになるでしょう」

医療用ガス供給システムは、パイプを通して病院の様々な場所に酸素、亜酸化窒素、窒素、二酸化炭素、医療用空気を供給する、
現代の医療行為に不可欠なシステムです。

拡大し続ける市場
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採鉱が受け継ぐ遺産

　金属の存在しない朝を想像してみてく
ださい。スプリングのないマットレス。水
道管がなければ、シャワーを浴びることも
できません。結婚指輪もなし、ストーブも
なし、バターナイフもなし。コンピュータ
も、車も、橋もありません。金属のない生
活は、実際には考えられないのです。
　考古学者は、銅と金は人間が細工を加
えた最初の金属で、それは恐らく6000年
以上前の新石器時代に始まったと考えて

います。金は天然の状態で発見されてい
たでしょう。そして、古代エジプト人は、金
をそれまでにない最も美しい装飾品や儀
式の用具などに仕上げました。
　銅は、まれに天然の状態で発見される
こともありますが、多くの場合は高熱で精
錬し、原鉱から分離する必要があります。
イスラエルのティムナ渓谷に位置する世界
で最も古い銅の精錬所は、紀元前3500
年にまでさかのぼります。

　青銅器時代の到来はその600年後で、
イラン、イラク、中国の金属加工職人が船
や道具などに利用しやすい銅合金を発見
したのが始まりです。鉄は当時、金や銅と
同じくらい重要で、例えばローマ人が二輪
戦車の車輪の縁取りに使っていました。
　時代は飛んで1440年、ドイツ人の金細
工職人、ヨハネス・グーテンベルクは、スズ
と鉛でできた活版（活字を組み合わせて
作った版）を使った印刷機を発明しまし
た。彼の発明によって、思想の普及はそれ
までにないほど加速しました。
　しかし、啓蒙時代になるまで、人々はほ

んの一握りの金属しか知りませんでした。
1700年代になってようやく、科学者たち
はプラチナやニッケル、タングステンなど、
様々な種類の金属を発見するようになっ
たのです。同時期、イギリスでは産業革命
が起こり、金属は現代文明への道を切り
開きました。鋼鉄は古代に発見されてい
たとはいえ、1855年にヘンリー・ベッセ
マーが、熱で溶かした銑鉄に酸素を吹き
込んで鋼鉄を作るという安価な製法を発

見するまで、大量生産は行われていません
でした。鋼鉄が大量に生産されるように
なると、シカゴの10階建て鉄骨ビル（1885
年に建設された世界初の超高層ビル）な
ど多くの堅牢な建造物などが世に誕生し
ました。

　第一次世界大戦の間は、約17万機の戦
闘機のほとんどが布で覆われた木材で
作られていました。金属製の飛行機が標
準になったのは、軽量で腐食にも強いア
ルミニウム合金が発明された1930年代。
1960年以降は、アルミニウムは有人宇宙
船の設計にも重要な素材となりました。
　そして1980年代、コンピュータやその
他の電子機器の普及により、金属、特にプ
リント基板に使われる銅は、再び重要な
役割を果たすことになりました。
　では、チタン製の人工股関節はどうで
しょう? リチウム電池は? アルミニウム製
iPodは? 私たちは金属に囲まれて暮らし
ています。金属は人類の文明の進化に大
きく貢献しているのです。■

金属は人類の文明の進化に
大きく貢献しているのです。

6種類の貴重な金属とそれを素材に作られた代表的なもの、そして、
アトラスコプコとの関わりについて、年代順にご紹介しましょう。

プアビ女王の髪飾り。
金、ラピスラズリ、
カーネリアンで作ら
れています。

ウルの髪飾り（金製）
　この目を見張るほど美しい髪飾りは、1920年代にそ
の墓が発見された、古代都市国家ウル（現代のイラク）
のプアビ女王のものです。ほとんどが金でできたこの髪
飾りは、プアビ女王の頭部を繊細な草花と共に華やか
に彩りました。
　美しく、化合していない、天然の状態のまま発見され
ることの多い金は、古代から富、地位、権力を象徴する
ものでした。現代でも結婚指輪など、重要な儀式など
で使われるものの多くは金で作られるか、あるいはオス
カー像やオリンピック・メダルのように金箔を貼って作
られています。新たに採掘される金の約80％は宝飾用
です。
　アトラスコプコの機器は、カナダ、オーストラリア、南
アフリカ、ガーナなどの国々の金の採掘事業に使われて
います。

メキシコで銀を採掘
する作業員たち。

時代を貫く金属

古代ギリシャ・ドラクマ硬貨（銀製）
　古代ギリシャ人は、交易に広く使用された
初めての硬貨、ドラクマ銀貨を作ったと考え
られています。ローリウムにある銀鉱山は、都
市国家アテネの大きな収入源となりました。
　通貨は、ワインや羊のような売買品より
もはるかに交換しやすく、持ち運びがしやす
かったことから、交易の発展に欠かせないも
のでした。

　アトラスコプコはこれまで長年、多くの銀
鉱山に採掘用の機器類を納入してきました。
2011年、アトラスコプコはメキシコ中央部
に位置する世界最大級の銀鉱山、フレスニ
ロ鉱山から、地下掘削装置やその他の重機
を大型受注しました。フレスニロ銀鉱山では
1550年以来、ほぼ絶えることなく掘削作業
が続けられています。

組み替え可能な金属活字を使った印刷機。

世界初の高層ビル、
シカゴの

ホーム・インシュアランス・ビル。

ドイツ製ビールジョッキ（スズ製）
　1300年代、腺ペストがヨーロッパ北部で
大流行。その後、ハエの大群がその地域を
襲いました。公衆衛生の改善に必死となっ
た、神聖ローマ帝国時代のドイツ諸候たち
は、飲料用の容器を蓋付きにすることを求
めました。そして開発されたのが、写真の
ような容器です。このストーンウエアのビー
ルジョッキは、スズを主成分とする合金の
ピューターで作られ、ヒンジで蓋が固定され
ています。

　スズは、イギリス人商人ピーター・デュラ
ンドが1810年にブリキ缶で特許を取った
後、食料を保存する重要性から急速に普及
しました。現代では、ほとんどの食品用缶詰
の缶が、スズめっきされた鋼鉄の薄い板、ブ
リキ板で作られています。
　アトラスコプコは、東南アジア、南アメリカ
の鉱山やイギリス、コーンウォールのサウス・
クロフティ鉱山などのスズ鉱山の採掘作業
をサポートしています。

初のプリント基板（銅製）
　1943年、ロンドン在住のオーストリア人、
ポール・アイスラーがプリント基板の特許を
取得しました。彼はまず不要な銅をエッチン
グ処理した後、銅製のホイルを通電に利用し
たのです。彼は当初、その基板をラジオ作り
のために使い、それまでの作業につきもので
あった膨大な量のワイヤー類を不要のもの
としました。
　この30年以上というもの、銅はデジタル

革命に不可欠な存在で、電子製品の販売が
急増するにつれ、銅の需要も跳ね上がって
います。今でも、ほぼすべての基板は断熱板
に張り合わされた銅製の薄いホイルの層か
ら作られています。
　アトラスコプコは、チリ、オーストラリア、
コンゴ共和国、ザンビアなど世界中の国々
の銅採掘産業に機器を提供しています。

エッフェル塔（鉄製）
　フランス革命100周年を記念して1889

年にパリで開催された万国博覧会のため
に建設されたエッフェル塔。このパリを象
徴するタワーは、40年もの間、世界で最
も高い建造物でした。設計者のギュスター
ブ・エッフェルに因んで名付けられたこの
タワーの高さは320m。1万8,038個もの
錬鉄で作られています。
　1700年代にイギリスで始まった産業革
命は、イギリスに埋蔵される大量の石炭と

鉄に依存していました。鉄は、橋や蒸気船、
鉄道、水道管、機械の部品、建築用の桁の
製造初期や、その他のインフラ、建造物な
どの進歩になくてはならないものでした。
　現在、アトラスコプコの製品は、カナダ
のラブラドールからオーストラリア西部、
そして北極圏のノルウェーのシドバランゲ
ル鉱山の採掘現場まで、多くの鉄鉱石採
掘場で使われています。

アポロ11号（アルミニウム製）
　世界初の有人月探査用ロケット、アポロ11号の指令
船は、主にアルミニウムでできていました。船体を構成
していたのは、アルミニウム合金の2層のシートの間に
挟まれたアルミニウムハニカム。アルミニウムは強度が
高く、軽量で、宇宙産業には理想的な素材のひとつな
のです。現在、航空宇宙産業は、貨物搭載ロケットを宇
宙に飛ばすためのコストをできるだけ抑えようと、金属
や金属合金の限界を極限まで高めようと開発に力を入
れています。
　航空宇宙産業では、アルミニウムに加えて、チタニウ
ム、ベリリウム、ニッケル、そしてコバルトなどが多く利
用されています。
　アトラスコプコは、世界最大級のアルミニウム工場と
なることが期待されている、カタールのカタラン社の
施設に機器を納品しています。
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採鉱が受け継ぐ遺産

　金属の存在しない朝を想像してみてく
ださい。スプリングのないマットレス。水
道管がなければ、シャワーを浴びることも
できません。結婚指輪もなし、ストーブも
なし、バターナイフもなし。コンピュータ
も、車も、橋もありません。金属のない生
活は、実際には考えられないのです。
　考古学者は、銅と金は人間が細工を加
えた最初の金属で、それは恐らく6000年
以上前の新石器時代に始まったと考えて

います。金は天然の状態で発見されてい
たでしょう。そして、古代エジプト人は、金
をそれまでにない最も美しい装飾品や儀
式の用具などに仕上げました。
　銅は、まれに天然の状態で発見される
こともありますが、多くの場合は高熱で精
錬し、原鉱から分離する必要があります。
イスラエルのティムナ渓谷に位置する世界
で最も古い銅の精錬所は、紀元前3500
年にまでさかのぼります。

　青銅器時代の到来はその600年後で、
イラン、イラク、中国の金属加工職人が船
や道具などに利用しやすい銅合金を発見
したのが始まりです。鉄は当時、金や銅と
同じくらい重要で、例えばローマ人が二輪
戦車の車輪の縁取りに使っていました。
　時代は飛んで1440年、ドイツ人の金細
工職人、ヨハネス・グーテンベルクは、スズ
と鉛でできた活版（活字を組み合わせて
作った版）を使った印刷機を発明しまし
た。彼の発明によって、思想の普及はそれ
までにないほど加速しました。
　しかし、啓蒙時代になるまで、人々はほ

んの一握りの金属しか知りませんでした。
1700年代になってようやく、科学者たち
はプラチナやニッケル、タングステンなど、
様々な種類の金属を発見するようになっ
たのです。同時期、イギリスでは産業革命
が起こり、金属は現代文明への道を切り
開きました。鋼鉄は古代に発見されてい
たとはいえ、1855年にヘンリー・ベッセ
マーが、熱で溶かした銑鉄に酸素を吹き
込んで鋼鉄を作るという安価な製法を発

見するまで、大量生産は行われていません
でした。鋼鉄が大量に生産されるように
なると、シカゴの10階建て鉄骨ビル（1885
年に建設された世界初の超高層ビル）な
ど多くの堅牢な建造物などが世に誕生し
ました。

　第一次世界大戦の間は、約17万機の戦
闘機のほとんどが布で覆われた木材で
作られていました。金属製の飛行機が標
準になったのは、軽量で腐食にも強いア
ルミニウム合金が発明された1930年代。
1960年以降は、アルミニウムは有人宇宙
船の設計にも重要な素材となりました。
　そして1980年代、コンピュータやその
他の電子機器の普及により、金属、特にプ
リント基板に使われる銅は、再び重要な
役割を果たすことになりました。
　では、チタン製の人工股関節はどうで
しょう? リチウム電池は? アルミニウム製
iPodは? 私たちは金属に囲まれて暮らし
ています。金属は人類の文明の進化に大
きく貢献しているのです。■

金属は人類の文明の進化に
大きく貢献しているのです。

6種類の貴重な金属とそれを素材に作られた代表的なもの、そして、
アトラスコプコとの関わりについて、年代順にご紹介しましょう。

プアビ女王の髪飾り。
金、ラピスラズリ、
カーネリアンで作ら
れています。

ウルの髪飾り（金製）
　この目を見張るほど美しい髪飾りは、1920年代にそ
の墓が発見された、古代都市国家ウル（現代のイラク）
のプアビ女王のものです。ほとんどが金でできたこの髪
飾りは、プアビ女王の頭部を繊細な草花と共に華やか
に彩りました。
　美しく、化合していない、天然の状態のまま発見され
ることの多い金は、古代から富、地位、権力を象徴する
ものでした。現代でも結婚指輪など、重要な儀式など
で使われるものの多くは金で作られるか、あるいはオス
カー像やオリンピック・メダルのように金箔を貼って作
られています。新たに採掘される金の約80％は宝飾用
です。
　アトラスコプコの機器は、カナダ、オーストラリア、南
アフリカ、ガーナなどの国々の金の採掘事業に使われて
います。

メキシコで銀を採掘
する作業員たち。

時代を貫く金属

古代ギリシャ・ドラクマ硬貨（銀製）
　古代ギリシャ人は、交易に広く使用された
初めての硬貨、ドラクマ銀貨を作ったと考え
られています。ローリウムにある銀鉱山は、都
市国家アテネの大きな収入源となりました。
　通貨は、ワインや羊のような売買品より
もはるかに交換しやすく、持ち運びがしやす
かったことから、交易の発展に欠かせないも
のでした。

　アトラスコプコはこれまで長年、多くの銀
鉱山に採掘用の機器類を納入してきました。
2011年、アトラスコプコはメキシコ中央部
に位置する世界最大級の銀鉱山、フレスニ
ロ鉱山から、地下掘削装置やその他の重機
を大型受注しました。フレスニロ銀鉱山では
1550年以来、ほぼ絶えることなく掘削作業
が続けられています。

組み替え可能な金属活字を使った印刷機。

世界初の高層ビル、
シカゴの

ホーム・インシュアランス・ビル。

ドイツ製ビールジョッキ（スズ製）
　1300年代、腺ペストがヨーロッパ北部で
大流行。その後、ハエの大群がその地域を
襲いました。公衆衛生の改善に必死となっ
た、神聖ローマ帝国時代のドイツ諸候たち
は、飲料用の容器を蓋付きにすることを求
めました。そして開発されたのが、写真の
ような容器です。このストーンウエアのビー
ルジョッキは、スズを主成分とする合金の
ピューターで作られ、ヒンジで蓋が固定され
ています。

　スズは、イギリス人商人ピーター・デュラ
ンドが1810年にブリキ缶で特許を取った
後、食料を保存する重要性から急速に普及
しました。現代では、ほとんどの食品用缶詰
の缶が、スズめっきされた鋼鉄の薄い板、ブ
リキ板で作られています。
　アトラスコプコは、東南アジア、南アメリカ
の鉱山やイギリス、コーンウォールのサウス・
クロフティ鉱山などのスズ鉱山の採掘作業
をサポートしています。

初のプリント基板（銅製）
　1943年、ロンドン在住のオーストリア人、
ポール・アイスラーがプリント基板の特許を
取得しました。彼はまず不要な銅をエッチン
グ処理した後、銅製のホイルを通電に利用し
たのです。彼は当初、その基板をラジオ作り
のために使い、それまでの作業につきもので
あった膨大な量のワイヤー類を不要のもの
としました。
　この30年以上というもの、銅はデジタル

革命に不可欠な存在で、電子製品の販売が
急増するにつれ、銅の需要も跳ね上がって
います。今でも、ほぼすべての基板は断熱板
に張り合わされた銅製の薄いホイルの層か
ら作られています。
　アトラスコプコは、チリ、オーストラリア、
コンゴ共和国、ザンビアなど世界中の国々
の銅採掘産業に機器を提供しています。

エッフェル塔（鉄製）
　フランス革命100周年を記念して1889

年にパリで開催された万国博覧会のため
に建設されたエッフェル塔。このパリを象
徴するタワーは、40年もの間、世界で最
も高い建造物でした。設計者のギュスター
ブ・エッフェルに因んで名付けられたこの
タワーの高さは320m。1万8,038個もの
錬鉄で作られています。
　1700年代にイギリスで始まった産業革
命は、イギリスに埋蔵される大量の石炭と

鉄に依存していました。鉄は、橋や蒸気船、
鉄道、水道管、機械の部品、建築用の桁の
製造初期や、その他のインフラ、建造物な
どの進歩になくてはならないものでした。
　現在、アトラスコプコの製品は、カナダ
のラブラドールからオーストラリア西部、
そして北極圏のノルウェーのシドバランゲ
ル鉱山の採掘現場まで、多くの鉄鉱石採
掘場で使われています。

アポロ11号（アルミニウム製）
　世界初の有人月探査用ロケット、アポロ11号の指令
船は、主にアルミニウムでできていました。船体を構成
していたのは、アルミニウム合金の2層のシートの間に
挟まれたアルミニウムハニカム。アルミニウムは強度が
高く、軽量で、宇宙産業には理想的な素材のひとつな
のです。現在、航空宇宙産業は、貨物搭載ロケットを宇
宙に飛ばすためのコストをできるだけ抑えようと、金属
や金属合金の限界を極限まで高めようと開発に力を入
れています。
　航空宇宙産業では、アルミニウムに加えて、チタニウ
ム、ベリリウム、ニッケル、そしてコバルトなどが多く利
用されています。
　アトラスコプコは、世界最大級のアルミニウム工場と
なることが期待されている、カタールのカタラン社の
施設に機器を納品しています。
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採鉱が受け継ぐ遺産

　金属の存在しない朝を想像してみてく
ださい。スプリングのないマットレス。水
道管がなければ、シャワーを浴びることも
できません。結婚指輪もなし、ストーブも
なし、バターナイフもなし。コンピュータ
も、車も、橋もありません。金属のない生
活は、実際には考えられないのです。
　考古学者は、銅と金は人間が細工を加
えた最初の金属で、それは恐らく6000年
以上前の新石器時代に始まったと考えて

います。金は天然の状態で発見されてい
たでしょう。そして、古代エジプト人は、金
をそれまでにない最も美しい装飾品や儀
式の用具などに仕上げました。
　銅は、まれに天然の状態で発見される
こともありますが、多くの場合は高熱で精
錬し、原鉱から分離する必要があります。
イスラエルのティムナ渓谷に位置する世界
で最も古い銅の精錬所は、紀元前3500
年にまでさかのぼります。

　青銅器時代の到来はその600年後で、
イラン、イラク、中国の金属加工職人が船
や道具などに利用しやすい銅合金を発見
したのが始まりです。鉄は当時、金や銅と
同じくらい重要で、例えばローマ人が二輪
戦車の車輪の縁取りに使っていました。
　時代は飛んで1440年、ドイツ人の金細
工職人、ヨハネス・グーテンベルクは、スズ
と鉛でできた活版（活字を組み合わせて
作った版）を使った印刷機を発明しまし
た。彼の発明によって、思想の普及はそれ
までにないほど加速しました。
　しかし、啓蒙時代になるまで、人々はほ

んの一握りの金属しか知りませんでした。
1700年代になってようやく、科学者たち
はプラチナやニッケル、タングステンなど、
様々な種類の金属を発見するようになっ
たのです。同時期、イギリスでは産業革命
が起こり、金属は現代文明への道を切り
開きました。鋼鉄は古代に発見されてい
たとはいえ、1855年にヘンリー・ベッセ
マーが、熱で溶かした銑鉄に酸素を吹き
込んで鋼鉄を作るという安価な製法を発

見するまで、大量生産は行われていません
でした。鋼鉄が大量に生産されるように
なると、シカゴの10階建て鉄骨ビル（1885
年に建設された世界初の超高層ビル）な
ど多くの堅牢な建造物などが世に誕生し
ました。

　第一次世界大戦の間は、約17万機の戦
闘機のほとんどが布で覆われた木材で
作られていました。金属製の飛行機が標
準になったのは、軽量で腐食にも強いア
ルミニウム合金が発明された1930年代。
1960年以降は、アルミニウムは有人宇宙
船の設計にも重要な素材となりました。
　そして1980年代、コンピュータやその
他の電子機器の普及により、金属、特にプ
リント基板に使われる銅は、再び重要な
役割を果たすことになりました。
　では、チタン製の人工股関節はどうで
しょう? リチウム電池は? アルミニウム製
iPodは? 私たちは金属に囲まれて暮らし
ています。金属は人類の文明の進化に大
きく貢献しているのです。■

金属は人類の文明の進化に
大きく貢献しているのです。

6種類の貴重な金属とそれを素材に作られた代表的なもの、そして、
アトラスコプコとの関わりについて、年代順にご紹介しましょう。

プアビ女王の髪飾り。
金、ラピスラズリ、
カーネリアンで作ら
れています。

ウルの髪飾り（金製）
　この目を見張るほど美しい髪飾りは、1920年代にそ
の墓が発見された、古代都市国家ウル（現代のイラク）
のプアビ女王のものです。ほとんどが金でできたこの髪
飾りは、プアビ女王の頭部を繊細な草花と共に華やか
に彩りました。
　美しく、化合していない、天然の状態のまま発見され
ることの多い金は、古代から富、地位、権力を象徴する
ものでした。現代でも結婚指輪など、重要な儀式など
で使われるものの多くは金で作られるか、あるいはオス
カー像やオリンピック・メダルのように金箔を貼って作
られています。新たに採掘される金の約80％は宝飾用
です。
　アトラスコプコの機器は、カナダ、オーストラリア、南
アフリカ、ガーナなどの国々の金の採掘事業に使われて
います。

メキシコで銀を採掘
する作業員たち。

時代を貫く金属

古代ギリシャ・ドラクマ硬貨（銀製）
　古代ギリシャ人は、交易に広く使用された
初めての硬貨、ドラクマ銀貨を作ったと考え
られています。ローリウムにある銀鉱山は、都
市国家アテネの大きな収入源となりました。
　通貨は、ワインや羊のような売買品より
もはるかに交換しやすく、持ち運びがしやす
かったことから、交易の発展に欠かせないも
のでした。

　アトラスコプコはこれまで長年、多くの銀
鉱山に採掘用の機器類を納入してきました。
2011年、アトラスコプコはメキシコ中央部
に位置する世界最大級の銀鉱山、フレスニ
ロ鉱山から、地下掘削装置やその他の重機
を大型受注しました。フレスニロ銀鉱山では
1550年以来、ほぼ絶えることなく掘削作業
が続けられています。

組み替え可能な金属活字を使った印刷機。

世界初の高層ビル、
シカゴの

ホーム・インシュアランス・ビル。

ドイツ製ビールジョッキ（スズ製）
　1300年代、腺ペストがヨーロッパ北部で
大流行。その後、ハエの大群がその地域を
襲いました。公衆衛生の改善に必死となっ
た、神聖ローマ帝国時代のドイツ諸候たち
は、飲料用の容器を蓋付きにすることを求
めました。そして開発されたのが、写真の
ような容器です。このストーンウエアのビー
ルジョッキは、スズを主成分とする合金の
ピューターで作られ、ヒンジで蓋が固定され
ています。

　スズは、イギリス人商人ピーター・デュラ
ンドが1810年にブリキ缶で特許を取った
後、食料を保存する重要性から急速に普及
しました。現代では、ほとんどの食品用缶詰
の缶が、スズめっきされた鋼鉄の薄い板、ブ
リキ板で作られています。
　アトラスコプコは、東南アジア、南アメリカ
の鉱山やイギリス、コーンウォールのサウス・
クロフティ鉱山などのスズ鉱山の採掘作業
をサポートしています。

初のプリント基板（銅製）
　1943年、ロンドン在住のオーストリア人、
ポール・アイスラーがプリント基板の特許を
取得しました。彼はまず不要な銅をエッチン
グ処理した後、銅製のホイルを通電に利用し
たのです。彼は当初、その基板をラジオ作り
のために使い、それまでの作業につきもので
あった膨大な量のワイヤー類を不要のもの
としました。
　この30年以上というもの、銅はデジタル

革命に不可欠な存在で、電子製品の販売が
急増するにつれ、銅の需要も跳ね上がって
います。今でも、ほぼすべての基板は断熱板
に張り合わされた銅製の薄いホイルの層か
ら作られています。
　アトラスコプコは、チリ、オーストラリア、
コンゴ共和国、ザンビアなど世界中の国々
の銅採掘産業に機器を提供しています。

エッフェル塔（鉄製）
　フランス革命100周年を記念して1889

年にパリで開催された万国博覧会のため
に建設されたエッフェル塔。このパリを象
徴するタワーは、40年もの間、世界で最
も高い建造物でした。設計者のギュスター
ブ・エッフェルに因んで名付けられたこの
タワーの高さは320m。1万8,038個もの
錬鉄で作られています。
　1700年代にイギリスで始まった産業革
命は、イギリスに埋蔵される大量の石炭と

鉄に依存していました。鉄は、橋や蒸気船、
鉄道、水道管、機械の部品、建築用の桁の
製造初期や、その他のインフラ、建造物な
どの進歩になくてはならないものでした。
　現在、アトラスコプコの製品は、カナダ
のラブラドールからオーストラリア西部、
そして北極圏のノルウェーのシドバランゲ
ル鉱山の採掘現場まで、多くの鉄鉱石採
掘場で使われています。

アポロ11号（アルミニウム製）
　世界初の有人月探査用ロケット、アポロ11号の指令
船は、主にアルミニウムでできていました。船体を構成
していたのは、アルミニウム合金の2層のシートの間に
挟まれたアルミニウムハニカム。アルミニウムは強度が
高く、軽量で、宇宙産業には理想的な素材のひとつな
のです。現在、航空宇宙産業は、貨物搭載ロケットを宇
宙に飛ばすためのコストをできるだけ抑えようと、金属
や金属合金の限界を極限まで高めようと開発に力を入
れています。
　航空宇宙産業では、アルミニウムに加えて、チタニウ
ム、ベリリウム、ニッケル、そしてコバルトなどが多く利
用されています。
　アトラスコプコは、世界最大級のアルミニウム工場と
なることが期待されている、カタールのカタラン社の
施設に機器を納品しています。
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以上前の新石器時代に始まったと考えて

います。金は天然の状態で発見されてい
たでしょう。そして、古代エジプト人は、金
をそれまでにない最も美しい装飾品や儀
式の用具などに仕上げました。
　銅は、まれに天然の状態で発見される
こともありますが、多くの場合は高熱で精
錬し、原鉱から分離する必要があります。
イスラエルのティムナ渓谷に位置する世界
で最も古い銅の精錬所は、紀元前3500
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イラン、イラク、中国の金属加工職人が船
や道具などに利用しやすい銅合金を発見
したのが始まりです。鉄は当時、金や銅と
同じくらい重要で、例えばローマ人が二輪
戦車の車輪の縁取りに使っていました。
　時代は飛んで1440年、ドイツ人の金細
工職人、ヨハネス・グーテンベルクは、スズ
と鉛でできた活版（活字を組み合わせて
作った版）を使った印刷機を発明しまし
た。彼の発明によって、思想の普及はそれ
までにないほど加速しました。
　しかし、啓蒙時代になるまで、人々はほ

んの一握りの金属しか知りませんでした。
1700年代になってようやく、科学者たち
はプラチナやニッケル、タングステンなど、
様々な種類の金属を発見するようになっ
たのです。同時期、イギリスでは産業革命
が起こり、金属は現代文明への道を切り
開きました。鋼鉄は古代に発見されてい
たとはいえ、1855年にヘンリー・ベッセ
マーが、熱で溶かした銑鉄に酸素を吹き
込んで鋼鉄を作るという安価な製法を発

見するまで、大量生産は行われていません
でした。鋼鉄が大量に生産されるように
なると、シカゴの10階建て鉄骨ビル（1885
年に建設された世界初の超高層ビル）な
ど多くの堅牢な建造物などが世に誕生し
ました。

　第一次世界大戦の間は、約17万機の戦
闘機のほとんどが布で覆われた木材で
作られていました。金属製の飛行機が標
準になったのは、軽量で腐食にも強いア
ルミニウム合金が発明された1930年代。
1960年以降は、アルミニウムは有人宇宙
船の設計にも重要な素材となりました。
　そして1980年代、コンピュータやその
他の電子機器の普及により、金属、特にプ
リント基板に使われる銅は、再び重要な
役割を果たすことになりました。
　では、チタン製の人工股関節はどうで
しょう? リチウム電池は? アルミニウム製
iPodは? 私たちは金属に囲まれて暮らし
ています。金属は人類の文明の進化に大
きく貢献しているのです。■
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6種類の貴重な金属とそれを素材に作られた代表的なもの、そして、
アトラスコプコとの関わりについて、年代順にご紹介しましょう。
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金、ラピスラズリ、
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ウルの髪飾り（金製）
　この目を見張るほど美しい髪飾りは、1920年代にそ
の墓が発見された、古代都市国家ウル（現代のイラク）
のプアビ女王のものです。ほとんどが金でできたこの髪
飾りは、プアビ女王の頭部を繊細な草花と共に華やか
に彩りました。
　美しく、化合していない、天然の状態のまま発見され
ることの多い金は、古代から富、地位、権力を象徴する
ものでした。現代でも結婚指輪など、重要な儀式など
で使われるものの多くは金で作られるか、あるいはオス
カー像やオリンピック・メダルのように金箔を貼って作
られています。新たに採掘される金の約80％は宝飾用
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　アトラスコプコの機器は、カナダ、オーストラリア、南
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古代ギリシャ・ドラクマ硬貨（銀製）
　古代ギリシャ人は、交易に広く使用された
初めての硬貨、ドラクマ銀貨を作ったと考え
られています。ローリウムにある銀鉱山は、都
市国家アテネの大きな収入源となりました。
　通貨は、ワインや羊のような売買品より
もはるかに交換しやすく、持ち運びがしやす
かったことから、交易の発展に欠かせないも
のでした。

　アトラスコプコはこれまで長年、多くの銀
鉱山に採掘用の機器類を納入してきました。
2011年、アトラスコプコはメキシコ中央部
に位置する世界最大級の銀鉱山、フレスニ
ロ鉱山から、地下掘削装置やその他の重機
を大型受注しました。フレスニロ銀鉱山では
1550年以来、ほぼ絶えることなく掘削作業
が続けられています。

組み替え可能な金属活字を使った印刷機。
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シカゴの

ホーム・インシュアランス・ビル。

ドイツ製ビールジョッキ（スズ製）
　1300年代、腺ペストがヨーロッパ北部で
大流行。その後、ハエの大群がその地域を
襲いました。公衆衛生の改善に必死となっ
た、神聖ローマ帝国時代のドイツ諸候たち
は、飲料用の容器を蓋付きにすることを求
めました。そして開発されたのが、写真の
ような容器です。このストーンウエアのビー
ルジョッキは、スズを主成分とする合金の
ピューターで作られ、ヒンジで蓋が固定され
ています。

　スズは、イギリス人商人ピーター・デュラ
ンドが1810年にブリキ缶で特許を取った
後、食料を保存する重要性から急速に普及
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の鉱山やイギリス、コーンウォールのサウス・
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　フランス革命100周年を記念して1889

年にパリで開催された万国博覧会のため
に建設されたエッフェル塔。このパリを象
徴するタワーは、40年もの間、世界で最
も高い建造物でした。設計者のギュスター
ブ・エッフェルに因んで名付けられたこの
タワーの高さは320m。1万8,038個もの
錬鉄で作られています。
　1700年代にイギリスで始まった産業革
命は、イギリスに埋蔵される大量の石炭と

鉄に依存していました。鉄は、橋や蒸気船、
鉄道、水道管、機械の部品、建築用の桁の
製造初期や、その他のインフラ、建造物な
どの進歩になくてはならないものでした。
　現在、アトラスコプコの製品は、カナダ
のラブラドールからオーストラリア西部、
そして北極圏のノルウェーのシドバランゲ
ル鉱山の採掘現場まで、多くの鉄鉱石採
掘場で使われています。

アポロ11号（アルミニウム製）
　世界初の有人月探査用ロケット、アポロ11号の指令
船は、主にアルミニウムでできていました。船体を構成
していたのは、アルミニウム合金の2層のシートの間に
挟まれたアルミニウムハニカム。アルミニウムは強度が
高く、軽量で、宇宙産業には理想的な素材のひとつな
のです。現在、航空宇宙産業は、貨物搭載ロケットを宇
宙に飛ばすためのコストをできるだけ抑えようと、金属
や金属合金の限界を極限まで高めようと開発に力を入
れています。
　航空宇宙産業では、アルミニウムに加えて、チタニウ
ム、ベリリウム、ニッケル、そしてコバルトなどが多く利
用されています。
　アトラスコプコは、世界最大級のアルミニウム工場と
なることが期待されている、カタールのカタラン社の
施設に機器を納品しています。
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Metallicmarvels
金属をめぐる驚きの世界

文 NANCY PICK　写真 アトラスコプコ、ISTOCKPHOTO、GETTY IMAGES

現代に生きる私たちは、金属が身近にある生活を

当然のように受け入れています。

では、金属はいつの時代からどのように人類と関わるようになったのか、

答えられる人はどれほどいるでしょうか。

本誌は、人類の技術的な進歩に金属が与えた深い影響力について、

改めて考えてみようと思います。

歴史上のいくつかの素晴らしい発見に敬意を表しながら－－－。

アメリカ人発明家、
エリアス・ハウは1851年に

「自動衣類縫合器（ミシン）」の
特許を取得しました。

このファスナーを下ろして、開いてお読みください。

46    ACHIEVE 2011   www.atlascopco.com

2014年の冬季オリンピックが開催されると、

黒海沿岸のロシア随一の保養地、ソチは世界から注目を

集めることになります。オリンピック開催を数年後に控えた今、

ソチでは大規模なインフラ整備が進行しています。
文 LINAS ALSENAS　写真 アトラスコプコ、OLYMP STROY

　ソチは、黒海沿岸に位置するロシア随
一の保養地です。沿岸に広がる美しい
砂浜からは、雪をかぶるコーカサス山脈
や多くの野生動物が住む森が望めます。
2014年、この美しい保養地ソチで冬季オ
リンピックが開催されます。オリンピック
開催に向けて、ソチでは今、ヨーロッパで
も最大規模のインフラ整備プロジェクト
が進められています。
　オリンピック開催に向けた開発は、山

岳部と沿岸部の2つの開発地域に分けら
れます。氷上競技は沿岸部地域での開催
となり、オリンピック・パークがその中心
です。このパークには、ボリショイ・アイス
パレスやマリー・アイスパレス、開閉会式
場となるオリンピックスタジアム、フィギュ
アスケートとショートトラック用のスケート
施設、スピードスケート用施設、カーリン
グ用施設、そして特設のメディア・ビレッ
ジなどが設置されます。

2014年にソチで開催される
冬季オリンピックのインフラ整備と

施設建設にかかる費用の
見積もり総額は、

約2兆6,000億円（230億ユーロ）。
これは、夏、冬あわせても

オリンピック史上最高額です。

オリンピックの
伝説の一部に

ロシア/インフラ整備
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プラントに複数のコンプレッサ、ポンプ、フィルター、コントロー
ル・システムが装備されます。さらに、酸素、亜酸化窒素、二酸化
炭素を供給する18台のマニホールド・コントロール・パネルが含
まれるのです。
　ビーコンメダエス社のマーケティング・ディレクター、マーク・ア
レンは言います。「当社は通常、医療用ガス供給システムをトータ
ルで提供しています。でも今回扱うのは、システムの一部である
ガス供給装置のみ。ガス排気口で使用されるバルブやアラーム
類などは含まれません。かえって作業はより複雑になるわけです
が、お客様のニーズに応じて、質の高いソリューションを個別に
提供できる、という当社の能力を示す絶好の機会でもあると考
えています」

　病院が医療用ガス供給装置のサプライヤーを決める際、最も
重きを置くポイントは、製品が最高品質であること、そして販売
後のカスタマーサービスが充実していることです。シリラート病
院のプロジェクトは、ビーコンメダエス社が医療用ガス供給シス
テムの分野のリーディングカンパニーとして確かな実力を有して
おり、今後も業界を牽引していく力を持っていることを世界に証
明することになるでしょう。■

■2006年にアトラスコプコグループ
の一員となったビーコンメダエス社
は、パイプを通して送られる医療用
ガス供給システムの設計、供給、設置
の分野で業界をリードする、世界的
なスペシャリスト企業です。
　ビーコンメダエス社は地元のディ
ストリビューターやアトラスコプコの
カスタマーセンター（販売拠点）を通
して、世界40カ国、140拠点以上で
事業を展開しています。また同社は、
海外に主要な生産拠点を4カ所、擁
しています。
　同社が現在取り組んでいる何百も
のプロジェクトの半数以上は、北米と
イギリスの病院で老朽化した医療用
ガス供給システムを新しいシステム
に交換するもの。「最近、先進国では、
病院新設の動きは活発ではありませ
ん。しかし、1960年代、70年代に

建てられた施設が数多くあり、システ
ムのアップグレードの要望が増加し
ています」とマーケティング・ディレ
クターのマーク・アレンは言います。
　一方、規模が大きく、収益性の高い
ビジネス・チャンスは、近年堅調な経
済成長を遂げ、世界的な規模の医療
施設の建設に意欲的で、その財源も
ある開発途上国に眠っています。「中
国やインドだけをみても、建設中の
新しい病院、あるいは建設予定の病
院の数は驚くほど存在します。これら
のビジネス・チャンスを獲得するため
に、私たちはあらゆる努力をしていま
す。でも、当社の業界での高い評価や
世界的なネットワークをもってすれ
ば、チャンスを獲得し、それぞれのプ
ロジェクトで成功を収めることはそ
れほど難しいことではありません」

ビーコンメダエス社マーケティング・ディレクター、マーク・アレン

「このプロジェクトは、お客様それぞれのニーズに応じて、
質の高いソリューションを個別に提供できる、
という当社の能力を世界に証明するものになるでしょう」

医療用ガス供給システムは、パイプを通して病院の様々な場所に酸素、亜酸化窒素、窒素、二酸化炭素、医療用空気を供給する、
現代の医療行為に不可欠なシステムです。

拡大し続ける市場
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ソチの冬は暖かく、
寒さとはほど遠いため
（1月の気温は摂氏5度）、戸外の
イベントは70km離れた、
雪深いクラスナヤ・ポリアナ山岳地帯で
行われます。

　一方、クラスナヤ・ポリアナ山岳地帯に
ある開発地域は、スキーと滑降競技全般
の本部となる予定です。この地域には、
クロスカントリー・スキーとバイアスロン
の競技センター、ロシア国営の滑降競技
センター、アルペン競技センター、スキー
ジャンプ用複合施設、そしてスノーボード・
パークとフリースタイルの競技センターが
設置されます。
　さらに、空港や鉄道、高速道路のイン
ターチェンジやバイパス道路を含む、全
部で47の交通インフラの建設プロジェク
トがオリンピック開催を目指して進行中
です。

　インフラ整備のほぼすべての建築工事
で、アトラスコプコの機器が使用されて
います。建築業者は当社のコンプレッサ、
発電機、掘削リグ、岩盤補強システムを使
い、道路や鉄道、トンネルの本坑と点検
抗の建築にあたっています。
　バムトネルストロイ社はロシア有数の大
手建設会社で、主に地下構築物の設計と
施工を得意としています。同社のチーフ・
エンジニア、セルゲイ・ポルーキン氏は言
います。「期間内にすべてのプロジェクトを
完成するためには、最新、かつ、革新的な

技術が必要です。私たちは、プロジェクト
を開始するにあたり、アトラスコプコの機
器を十分に揃えました。アトラスコプコの
製品の生産性の高さと正確性には、改め
て驚いています。例えば、ブーマー・リグ
のお陰で準備作業に費やす時間が80％
も削減されましたし、掘削スピードとその
質は劇的に向上しました。これらの機器
類はコーカサス山脈地方の厳しく複雑な
地形条件に、実に良く適合しています」
　ソチのプロジェクトの規模は驚くべき
ものです。道路混雑を緩和するためバイ
パスが建築されますが、その道路の総延
長は10km以上で、15の橋と5つのトン
ネルが含まれます。この新しい道路網が
スポーツ施設と観光スポットを結び、オリ
ンピック出場選手と観光客の移動の便宜
を確保してくれることでしょう。

　アトラスコプコの主要なお客様であるロ
シアの建設会社、モスティ・イ・トネリ社（「橋
とトンネル」の意味）が、空港があるソチの
市街地、アドレルと、山岳部のリゾート、ア
ルピカ・セルヴィスを結ぶオリンピックの
主要幹線道路を建設しています。ミズムタ
川沿いには、新規に建設される2車線道
路に平行して鉄道も建設されます。

　建設作業の多くは、大雨、降雪、大きな
気温差など、好ましくない気候条件の下、
高地で行われています。「山岳高地で、ア
クセスの難しい人里離れた場所では、機
器の信頼性が最も大切です」とモスティ・
イ・トネリ社のチーフ・エンジニア、ニコラ
イ・ストルゴヴシコフ氏は言います。ソチ
でサンドブラスト、クリーニング、塗装、そ
してエアツール駆動用に使われるコンプ
レッサの70％以上がアトラスコプコの製
品です。建設現場に電力を供給する発電
機の半分以上もアトラスコプコ製です。こ
れらの発電機は、建設機器や工具類が支
障なく確実に使用できるようにするだけ
でなく、照明、暖房、そして作業員の基本
的な生活環境の確保に使われています。
　「アトラスコプコの発電機は、計画的な
メンテナンスの際に短時間停止する場合
を除き、24時間体制で稼動してくれてい
ます」とストルゴヴシコフ氏。「取り扱いも
簡単なので、余計な時間や労力をかける
必要がありません。私たちは常に時間的
なプレッシャーを受けているので、これ
は大きな利点です」
　これら以外の複雑でハイテクな機器
についても、アトラスコプコはサポート
を行っています。バムトネルストロイ社の
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バムトネルストロイ社のチーフ・エンジニア、

セルゲイ・ポルーキン氏

■ソチでのすべての建設工事は、サステイナブルな生産を
確保しながら、品質、エネルギー効率、そして環境への影響
に関する厳しい国際基準を遵守して行われています。「建設
現場はどこも、ソチの自然保護地域の近くに位置していま
す」と話すのは、多くのオリンピック関連のプロジェクトを
手がけてきた設計・建築会社、モストヴィク社のトップ、ア
レクセイ・シショフ氏です。
　「ソチで生まれ育った者として、この土地の美しい自然、ユ
ニークな生態系の保護を最も大切なことと考えています。
環境に責任を持った建設が絶対に必要ですし、生態学的に
も有効な技術や素材を使うことは、私たちの義務でもあり
ます。アトラスコプコの機器は、機器の信頼性やエネルギー
効率の高さ以外でも、最も厳しい環境基準に適合しており、
環境に与える悪影響を最小限にとどめてくれています」

ポルーキン氏はこう話します。「当社のオ
ペレータは、アトラスコプコから特別なト
レーニングを受けています。ハイテク機器
を扱うには、この資格が必要条件なので
す。当社にとって、体系化されたサービス
を受けることは不可欠です。アトラスコプ
コはサービス・エンジニアを現場に常駐さ
せ、すぐにサポートしてくれます。連続運
転のために必要となる消耗部品やスペア
パーツも、ソチのアトラスコプコに保管さ
れているので、便利で安心です」
　今回整備される新たなインフラは、
2014年の冬季オリンピックのためだけの
ものではありません。これはロシア南部

地域全体に対する、同国の長期的な投資
なのです。この地域に暮らす人々は、近代
的な交通輸送のハブ基地をはじめ、グレー
ドアップされたインフラ、エネルギー量の
拡大、新規ビジネスや娯楽施設などから多
くの利益を得ることになります。全部で約
200に上る新しい施設は、ソチオリンピッ
クの伝説の一部となることでしょう。■

「アトラスコプコの機器類はどれも、

コーカサス山脈の厳しく複雑な地形条件に

見事に適合しています」

環境に責任を持った建設
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カラカスの子供博物館は、子供の科学教育に力を入れている
ユニークな博物館です。館内にはアトラスコプコの製品や体験型装置などが
常設展示され、子供たちはそれらを通して、毎日の生活に圧縮空気が
どのように役立っているのか、楽しく遊びながら学んでいます。
文 JEAN-PAUL SMALL　写真 アトラスコプコ

　ベネズエラ、カラカスにある「子供博物館」は、
子供たちが遊びを通して科学を学ぶことができ
る人気の博物館です。開館から28年、環境学や
生物学、物理学、天文学、宇宙探査など、様々な
トピックを取り上げ、来館者の好奇心を常に刺激
してきました。
　600種類以上の実験や展示物と触れ合うこと
ができるこの博物館には、ラテンアメリカ各国か
ら年齢を問わず、年間平均20万人が訪れます。
ベネズエラのアトラスコプコは2010年、「圧縮空
気」について子供たちが楽しく学習できる体験
型の装置を考案し、スポンサーとなりました。

　高くそびえる「エアパワー」の展示では、子供た
ちは高さ6mのピストンの中に入ります。それは
透明なシリンダー内部に最高6人の子供を持ち
上げることのできる小型エレベーターが設置さ
れたもので、子供たちは空気圧縮をイメージしな
がら最上部まで上ります。そして、そこから2本の
側面チューブ、あるいはエアパイプを通ってピス
トンの外に抜け出します。
　「この展示には、子供はもちろん、大人の来館
者も魅了されているようです」と話すのは、博物
館教育部門のダーウィン・サンチェス博士です。
エアパイプから出た子供たちは、道路の掘削や

F1車でのナットの調整など、空気の様々な活用
方法を体験できる、たくさんのアプリケーション
の操作に挑戦できます。
　「圧縮空気がどのように役立つのか、子供たち
にもっと興味を持って学習してもらえるよう、コ
ンピュータゲームの導入も計画しています」とベ
ネズエラのアトラスコプコの広報マネジャー、カ
ルロス・リソンは話します。
　アトラスコプコは今後も、地元のコミュニティ
と協同しながら、未来ある子供たちの学びをサ
ポートし続けます。■

SCIENCE
UP WITH

アトラスコプコの展示「エア
パワー」のアプリケーション
のひとつを体験する女の子
（右）と、圧縮空気になった
つもりで6mのピストンの
中を移動する子供たち（左）。

科学の楽しい学び方

コミュニティへの参画/ベネズエラ
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■アフリカでHIV感染を止めようと活動してい
る企業は、アトラスコプコだけではありません。
現在、スウェーデン・ワークプレースHIV/エイ

ズプログラムには、サンドビック・ジンバブエ、
ボルボ・サウスアフリカ、エリクソン・ケニアな
どを含む50社が加入しています。
　ヨハネスブルグのアトラスコプコのグループ人
事担当部長、ウェンディ・ブッファ -ペースはこう

話します。「HIV/エイズプログラムには、ビジネ
スにつながった実例がたくさんあります。このプ
ログラムは、アフリカに拠点を置く企業のグロー
バルな取引、さらにアフリカ全体の経済発展を
先進的なアプローチで後押ししているのです」

　2009年、ヨハネス・ラピュ
ラ・ペートは突然、全身が
疲労感に襲われ、食欲がな
くなるという症状に見舞わ
れました。「そのときは、自
分のすべてが駄目になっ
てしまったと感じました」
　彼は当時、アトラスコプ
コで 働き始めて約1年。
検査の結果、彼はHIVに
感染していることがわか
りました。「私のCD4陽性
リンパ 球の 数は13でし
た」（通常は、血液中1mm3 あたり500 〜 1500）。
　ペートの免疫機能は著しく低下していました。
しかし、アトラスコプコのヘルスケア・プログラム
がすぐに彼の症状に対応し、彼に必要な抗レト
ロウイルス薬を提供したのです。現在、ペートは
職場に復帰し、元気に働いています。CD4陽性
リンパ球の数も250以上に回復しました。
　「もし他の会社で働いていたら、今ごろ自分は
この世にいなかったでしょう」とペート。彼は34
歳で、結婚しており、6歳の娘もいます。「アトラ
スコプコには心から感謝しています」
　HIVは南アフリカが抱える深刻な問題のひと
つで、500万人以上が感染していると考えられて
います。2001年、南アフリカのアトラスコプコはこ
の問題に前向きに取り組むことを決め、HIV/エ
イズプログラムを導入。2004年までに、ほとんど

すべての従業員がHIVの検査を受けました。
　「トレーナーは素晴らしい人たちで、従業員の
緊張を上手にほぐしてくれました」と話すのは、
ヨハネスブルグのグループ人事担当部長、ウェン
ディ・ブッファ-ペース。「それに社長がまず、自分
が最初に検査を受けると宣言してくれました」
　このプログラムには、年に2回のリアリティ・
ウェルネス（第三者機関）による検査が含まれて
います。しかし、検査と同じくらい重要なのは、健
康なライフスタイルの維持に対する意識を高める
ために、セミナーやトレーニングなど啓蒙活動を
継続的に実施することです。2003年からこのプ
ログラムに関わり、この活動に情熱をもって取り
組んでいるブッファ-ペースは、「すべてのトイレ
の内側のドアには啓蒙するポスターが貼られ、洗
面所にはコンドームが無料で置かれています」と

話します。
　このプログラムは驚く
べき成果を上げていま
す。検査でHIV陰性の
結果が出た従業員は、
全員が今もその状態を
保っています。また、最
近の検査では新入社員
の8.4％に陽性の結果が
出ましたが、彼らとその
配偶者は継続的なカウ
ンセリングと投薬治療を
受けています。

　HIVに関するこの前向きな取り組みが高く評
価され、2009年と2010年、アトラスコプコは、
サハラ以南のアフリカを対象としたスウェーデン・
ワークプレースHIV/エイズプログラムから「ベス
ト・ワークプレース・プログラム達成賞」を受賞。
また、この取り組みにより従業員の病欠や離職も
減り、健全な経営にもつながっています。このプ
ログラムの成功によって、アトラスコプコはこの
活動を他の国にも拡大することを決めました。

　近頃、ペートには取り組むべき課題ができた
といいます。「他の人にも検査を受けるよう、啓発
したいと考えています。何人かの人たちは、検査
を受けることを怖がっています。陽性なら死ぬと
思っているのです。でも、それは正しくありませ
ん。HIVでは死なないのです」 ■

Care goes viral
HIV感染者数が世界で最も多い南アフリカ。

アトラスコプコは南アフリカで、従業員の健康維持に前向きに取り組んでいます。
それは、HIVと共に生きる従業員の命を救う取り組みです。

文 NANCY PICK　写真 GETTY IMAGES、アトラスコプコ

ビジネスを成長させる支援

（左から）アトラスコ
プコグループ社長兼
CEOのロニー・レテ
ン、ヨハネスブルグの
グループ人事担当部長
のウェンディ・ブッファ-
ペース、ザンビアの人
事担当部長、マイケル・
ムワナンゴンベ。

HIVへの前向きなアクション

南アフリカ/人的資源
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「もし他の会社で働いていたら、
今ごろ自分はこの世にいなかったでしょう」

南アフリカのアトラスコプコの従業員、ヨハネス・ラピュラ・ペート

南アフリカのHIV感染者の総数は、
世界で最も多い560万人。

■ 従業員数：1,025人

■ 組織：販売とサポートを主とし、製品には圧縮空
気・ガス装置、発電機、建設機器、採掘機器、産業
用ツールが含まれます。アトラスコプコ・セコロッ
クは削岩ツールを製造しています。

■ 拠点：全国に24カ所

■ 歴史：1892年、デルフォス兄弟がプレトリアでエン
ジニアリングのビジネスを開始。1947年には、デ
ルフォスはスウェーデン企業、アトラス・ディーゼ
ルと合併。その後、この会社が南アフリカのアトラ
スコプコになりました。同社は1998年、本社機能
をヨハネスブルグ近郊のウィットフィールドに移し
ました。

南アフリカのアトラスコプコ
アトラスコプコ制作のビデオでは、当
社の南アフリカでのHIV/エイズ予防・
治療の取り組みが紹介されています。
HIVは治療可能であること、また従業
員の健康への投資にはビジネス上の
メリットがあることがわかりやすく解
説されています。詳細はウェブサイト
をご覧ください。

www.atlascopco.com/achieve
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solutions

インドの化学薬品企業、ソーラシュトラ・ケミカル社はアトラスコプコの新技術と省エネ技術に巨額の

投資を行うことで、中国企業など海外企業の強力な攻勢を迎え撃とうとしています。同社の新しい海

水淡水化プラントは、競争力の高いソーダ灰のよりサステイナブルな生産を目指す同社が、確信を持っ

て選択したソリューションのひとつです。

文 SUSANNA LINDGREN　写真 GETTY IMAGES 、アトラスコプコ 

　インド、グジャラート州にあるポールバ
ンダルという海辺の町は、マハトマ・ガン
ジーの生誕地として広く知られています。
この町に本拠を構えるソーラシュトラ・ケ
ミカル社は、2,000人以上の従業員を擁
する化学薬品企業です。この種のプラン
トでは、世界最大級を誇ります。
　インドでは、ソーダ灰の90％以上がア
ラビア海沿岸地域で生産されています。
インドにはソーダ灰の生産に必要な天然
資源がないことから、国内の業界は常に
大きなプレッシャーに直面しています。原
材料が高価な上に、現在主流の合成生
産プロセスだと生産コストが高くなり、海
外、特に中国からの輸入品と比べると、
価格競争で圧倒的に不利になってしまう

からです。粉塵の排出や放流処理に関す
る厳しい処理基準を満たしながら高い競
争力を維持するために、ソーラシュトラ・
ケミカル社は、省エネと新技術の開発に
戦略的に取り組んでいます。

　この取り組みによりソーラシュトラ・ケミ
カル社は、廃水の廃熱回収を基本とする
海水淡水化プラントをはじめ、石灰岩や
コークスの使用を最大限抑えた先進的な
石灰窯、プラント内発電設備、オイルフリー
スクリュコンプレッサなどの技術に巨額の
投資を行いました。「これらの投資は、エ
ネルギーの節約と汚染の防止に間違いな
く役立つでしょう」と話すのは、ソーラシュ
トラ・ケミカル社のメンテナンス部門の統

括マネジャー、デオキ・N・シャルマ氏です。
　ソーダ灰の生産プロセスでは、製品の
生産と冷却塔での冷却作業のために、毎
日8,500m3の水が必要となります。「海
水淡水化のプロセスによって、淡水への
依存度を減らすことができました」とシャ
ルマ氏は言います。「現在、この地域の淡
水の池から汲み上げる水の量は、全体の
40％にまで減少しました」
　残りの水はアラビア海から送られてき
ます。海水は多くのプロセスを経て淡水
化されますが、その中には蒸留過程で発
生する摂氏110度の廃水の冷却が含まれ
ます。この際に発生する蒸気を回収する
ことで、このプラントは1,820m3の凝縮水
の供給を確保できるのです。

CHEMICAL 化学的なソリューション

インド/サステイナブルな生産性
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solutions
■ソーダ灰（炭酸ナトリウム）はガラスや石鹸、ケイ酸など
の原材料として使用されます。インドでのソーダ灰の生
産は、塩、酸化カルシウム、コークスを使った「ソルベイ・
プロセス」（アンモニア・ソーダ・プロセス）をベースとし
ています。

■ソーラシュトラ・ケミカル社は1959年、インドのグジャ
ラート州、ポールバンダルに創立されました。主要な製
品はソーダ灰ですが、パン屋で使われるベーキング・ソー
ダ（重炭酸ナトリウム）や製薬会社で使われる液体臭素も
生産しています。

■同社は、プラントで使用する海塩分と石灰は地元で
調達しているものの、コークスは主に中国からの輸入に
頼っています。

「これらの投資は、エネルギー
の節約と汚染の防止に間違いな
く役立つでしょう」
ソーラシュトラ・ケミカル社メンテナンス部
門の統括マネジャー、デオキ・N・シャルマ氏

　ソーラシュトラ・ケミカル社は、さらにサ
ステイナブルな生産を目指すために、1日
1,200トンもの処理能力を持つアンモニア
吸収装置を自社内で開発しました。プラ
ント内発電設備もまた、製造プロセスをよ
り循環型にするものにバージョンアップ
しました。これまで製造プロセスに最低
必要な30バールの蒸気しか発生してい
なかった低圧ボイラーを、105バールの
蒸気を発生する高圧ボイラーとタービン
に交換したのです。こうして生まれた余剰
エネルギーは、プラントへの電力供給に
まわされます。
　同社が新しく導入した、エネルギー効
率のよい、アトラスコプコのオイルフリース
クリュコンプレッサについて、シャルマ氏

はこう話します。「どんな近代的なプラント
でも、機器類は心臓の役目を果たします。
それら機器類や空気輸送システムには、
クリーンで、埃が混じっていない、オイル
フリーのドライエアが不可欠です」。新し
いコンプレッサの設置前には空気の量と
質、両方に問題があったとシャルマ氏は
言います。それによる生産ロスは25％に
も上っていました。「2010年に新たにコン
プレッサを設置して以来、プラントは安定
しています。空気が原因の機器類のトラ
ブルは、ほとんどゼロになりました」 ■

ソーダ灰について

■それまで往復式空気圧縮機を複数使っていたソー
ラシュトラ・ケミカル社は1995年、アトラスコプコの
コンプレッサを導入。インド初のオイルフリーコンプ
レッサでした。
■同社が機器類をトラブルなく運転するために求め
ていたのが、オイルフリーのクリーンなドライエア。
2010年以降、アトラスコプコの新しいコンプレッサ1
台がプラント全体に良質な空気を供給しています。

クリーンな空気の必要性

ソーラシュトラ・
ケミカル社のプ
ラントは、業界
最大級の規模
を誇ります。
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QUESTIONS

 自国
と現
在働
いて
いる
国を

比較
した
場合
、そ
の類
似点
、

また
相違
点は
何で
すか

?

 現在
の海
外勤
務経
験か
ら

学ん
だど
んな
こと
を、
将来
の自
分の

仕事
に活
かし
たい
です
か?

 現在
あな
たが
働く
国で

自国
の人
がビ
ジネ
スを
する
場合
、

どん
なア
ドバ
イス
をし
ます
か?

文 JEAN-PAUL SMALL　写真 アトラスコプコ、GETTY IMAGES、 ISTOCKPHOTO

FOREIGN
EXCHANGE 
TIPSアトラスコプコは、社員の国籍と性別の多様性、およ

び、組織内の異動を積極的に推進しています。資格
を満たす社員であれば、誰もが世界中のポジション
に応募できるのです。「グローバルな市場での業務と
プロジェクトは、当グループが持つ最も価値あるプロ
セスのひとつで、当社の管理職となる可能性を等しく
グローバルな人材に提供するものです」と話すのは、
組織開発及び人事担当上級副社長、ジャネット・リ
ヴィーンです。本誌は、世界各地で働く優秀な社員の
何人かに、海外勤務の経験で学んだことやビジネス
のアドバイスなどについて聞いてみました。

南米でのビジネス・リレーションは「垂直型」。
様々な決定や事業遂行に関わるコミュニケー
ションが厳格な命令系統のもとで行われます。
一方、ここでは誰がリーダーかは明白ですが、相
互の関係がずっと「水平」で、誰もが目標を共有
し、誰とでもコミュニケーションが図れます。

他者の時間をとても尊重しています。スケ
ジュールはきちんとフォローされ、遅刻の余地
はありません。自分自身の時間を管理すること
が求められますね。これは、私たちのような南
米出身者にはしばしば欠落している習慣です。

常に時間厳守。それから、価値ある意見や
フィードバックをするには、ミーティングの前に全
体像をきちんと把握し、入念な準備が必要です。

マリオ・サンティラン
出身国： ペルー
勤務国： スウェーデン
役職： プロダクト・マネジャー

リナ・ヨルヘーデン
出身国： スウェーデン
勤務国： タンザニア
役職： ビジネス・コントローラー

スウェーデンと同じタイプの合意型の文化
が、ここタンザニアでも主流なのを知り、驚きま
した。皆の意見が考慮されます。

スウェーデン人は、新規プロジェクトの開始
前には注意深く計画を立てる傾向があります。
でも、それはここでは不可能。間違いなく、予期
していなかった問題にぶつかり、その問題は物
事を進めながら解決しなければならないからで
す。私がこの国を去る時に持ち帰りたいスキル
のひとつは、問題解決のスキルですね。

ネットワークの構築に時間をかけること！ 
誰かのサポートが必要になったとき、これを得
る唯一の方法は友人、そしてビジネスでの知り
合いを通してなのですから。

海外勤務のヒント

将来の展望/グローバルな機会
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「グローバルな
市場での業務と
プロジェクトは、
当グループが持つ
最も価値あるプロセス
のひとつです」
組織開発及び人事担当上級副社長、
ジャネット・リヴィーン

セルビアのような小さな国から来てまず驚
いたのは、ビジネスに関わる金額の大きさです。

突出していることがひとつ、あります。それは
忍耐力。他の人の意見を聞く忍耐力を今後に活
かしたいです。何かを行う場合には、必ずもっと
良い方法、あるいはもっと適切な方法が存在す
るのですから。

オープンな気持ちを持つこと。そうすれば、新
しい経験を通して自分を豊かにすることができま
す。当社の社員が様々な国に派遣されるのは、新
しい見方を持ち帰るためなのです。

アトラスコプコグループでは、私たちは“the 
Way”に従っています。これは、場所を問わず、
日々のビジネスのやり方を示すもの。でも、国が
違えば、違うやり方があるようですね。

ある国から次の国へ移るときには、継続性が
確保される人材開発に焦点を当てることが大切。

必要なのは、忍耐力、自分が身を置くビジネス
環境に対する理解、柔軟性、ビジネス・パートナー
との直接的なコンタクト、約束した内容は必ず書
面に残すこと、そして仲裁のプロセスについて聞
いておくことです。

類似点は、アトラスコプコ製品に対する信頼
と高いニーズ。相違点であり課題でもあること
は、地元のお客様への価値ある提案の売り込み
方です。

自分自身を発見し、異なる環境への適合の
仕方を見つけ出す方法を学びました。私は以前
よりずっと忍耐強くなりましたし、決定を下す前
にすべてを理解しようと心がけています。

信頼される人になることです。それには、約束
を守り、誰をも過小評価しないことが大切。

大きな相違点は、時間に対する感覚です。
チェコの人々は、時間をとても大切にします。

ヨーロッパ人のワークライフ・バランスを、経
済がよりダイナミックに動いているインドに当
てはめることは難しいでしょう。でも、私は絶対
にそれを取り入れてみたいと思っています。それ
から、誰もがお互いをファーストネームで呼び合
うような親しみある職場環境も、インドなど他
の地でも導入していきたいです。

できるだけ早く、チェコ語を学ぶこと!

ベルギーでは休暇を取ることが尊重されて
いて、それは健全なことだと私は考えています。
アメリカでは休暇の期間ははるかに短く、休暇
中でもストレスを感じている人がいるようです。

異なるバックグラウンドを持つ人々と働くと
きに、その経験や創造的／批判的な思考の多
様な組み合わせによって、パワーが生まれるこ
とを知りました。世界中にいらっしゃる私たち
のお客様が期待されることは多様です。他社よ
り優れた顧客サービスを今後も継続していくな
ら、私たちにも多様なバランス感覚が必要です。

製品が環境にやさしく、サステイナブルでなけ
れば、アメリカ人がベルギーでビジネスをするの
は困難です。私たちは、環境に対する影響を管理
するというベルギーの取り組みから学ぶことがで
きるはずです。

ステファン・トパロビッチ
出身国： セルビア
勤務国： オーストラリア
役職： ビジネスライン・マネジャー

エレン・ステック
出身国： アメリカ
勤務国： ベルギー
役職： コミュニケーション＆ブランディングVP

フラン・バンニカーク
出身国： 南アフリカ
勤務国： チリ
役職： ビジネス・コントローラー

イルファン・オズカン
出身国： トルコ
勤務国： ケニア
役職： カントリー・マネジャー

サンジャイ・アフージャ
出身国： インド
勤務国： チェコ共和国
役職： ジェネラル・マネジャー
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A mass of gas
天然ガスの宝庫
数兆m3という莫大な量の天然ガスが中国北部の奥

地、沁水盆地の石炭鉱床で発見されました。これら

の天然資源の採掘を、アトラスコプコのトータル・ソ

リューションが生産性の効率化と環境負荷の低減に

貢献しながら、強力にサポートしています。

文 MARK CARDWELL　写真 アトラスコプコ、GETTY IMAGES

　地球上で中国ほど大量の石炭
を生産し、消費している国はあり
ません。このアジアの巨大国家は、
そのエネルギー需要のおよそ70％
を石炭に依存しています。今後10
年間に、中国はその膨大なエネル
ギー需要に対応するため、50の
火力発電所を新設する予定です。
　しかし、そこにはマイナス面もあ
ります。石炭は燃焼した際のCO2

排出量が石油などより多く、石炭
の利用が中国における温室効果
ガス排出の主要因となっている
のです。そのため、中国はエネル
ギー生産にあたり、炭層に蓄えら
れたメタンを活用するなど、温室
効果ガス排出量削減の手段を積
極的に開発し、利用しようとしてい
ます。だからこそ、ある地元の企業
が採用したこの先進的な採掘方法
が、中国最大の石炭産出地域で注
目を集めているのです。
　中国北部山西省に位置する沁
水盆地は、石炭と石炭採掘が生み
出す天然の副産物であるメタンガ
スの宝庫です。鉱床は適度の深さ
に位置し、高濃度のガスが埋蔵さ
れています。
　この地区でメタンガスの採掘、
回収、輸送に携わってきた沁水ラ
ンヤン・コールベッド・メタン社（国
営の晋城コール・マイン・グループ
の地元の子会社）は長年にわた
り、現地生産の伝統的なマスト型

井戸掘削リグに頼ってきました。
しかし、2008年に同社が最新式
の「ダウン・ザ・ホール」エアドリル
装置をアトラスコプコから購入し
たことで、彼らの採掘作業は劇的
に変化しました。
　「お客様が直面していた大きな
課題は、炭層ガス（CBM）ドリリング
に関するトータル・ソリューション
の必要性でした。単にコンプレッ
サとかブースタとか、あるいはリグ
とかハンマーなどの1台を交換す
るといったことではなかったので
す」と話すのは、中国のアトラスコ
プコ、ポータブルエネルギー部門
プロダクト・マネジャー、ジョン・
シェンです。

　沁水ランヤン・コールベッド・
メタン社は、アトラスコプコのト
ラック搭載型ドリルに加え、それ
に適合するポータブルエアコン
プレッサも購入しました。新たに
購入したこれらの機器によって、
同社では、400 ～ 500mの深さ
の掘削がたった5日か6日の作業
で行えるようになりました。掘削
スピードについては300％の向上、
そして作業コストについては3分
の2の削減という素晴らしい成果
を生みました。このエアドリル・シ
ステムはさらに、採掘作業が環境
に与える影響をも著しく削減しま
した。沁水ランヤン・コールベッド・

黄河は山西省を流れ、
壺口瀑布に流れ込みます。

中国/採掘
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A mass of gas
メタン社が、2台目となるアトラス
コプコのトラック搭載型ドリルと
ポータブルエアコンプレッサを購
入したことも、これで説明がつくで
しょう。 同 社 はまた、700 ～
800mの深さにある炭鉱や地下水
が大量に吹き出すような状況下で
活躍する70バール・ハリケーン・
ブースタも発注しました。
　このお客様が望んでいた変化
とは何だったのでしょうか。ひと
つは、作業の効率化と収益性の改
善。もうひとつは、有害な排出物
を減らし、電気や自動車用、住宅
用、産業用燃料からアンモニア、ホ

ルムアルデヒド、メタノールに至る
まで、あらゆるものの生産に利用
される高品質のクリーン・エネル
ギーの開発の促進でした。
　アトラスコプコにとっては、“当
社は業界のパートナー企業のニー
ズを満たす、最適なサービスを提
供できる”という事例を新興市場
の中国でまたひとつ、作ったこと
になります。「私たちはお客様第一
主義を実践しています」とシェン
は言います。「私たちにとって最も
大切なのは、お客様の成長です。
まず大切なのは、お客様の意見を
注意深く聞くことです」 ■

Win-Winの技術
■2008年、沁水ランヤン・コー
ルベッド・メタン社によるアトラ
スコプコのトラック搭載型ドリ
ルとエアコンプレッサの購入
は、生産性の向上と労働コスト
の削減を実現したスマートな
決定でした。しかし、ダウン・
ザ・ホール・エアドリル技術の
採用は、環境への配慮と人間
的な観点の両方から見ても意
義があったのです。伝統的な
手法に比べてスピードと効率

の面での70％の改善は、掘削
が環境に与える影響を削減し
ただけでなく、現場の作業員の
ストレスや危険性をも減少さ
せました。「これこそ、関係者全
員に利益がもたらされる、
Win-Winの状況ですね」と、
上海に拠点を置く中国のアト
ラスコプコ、ポータブルエネル
ギー部門のプロダクト・マネ
ジャー、ジョン・シェンは語り
ます。

「ダウン・ザ・ホール・エアドリル技術
の採用で、お客様はスピードと効率
の面で70％の改善を達成。環境負荷
も少なくなり、作業員のストレスや危
険性も減少したそうです」

アトラスコプコのパワフル
なトラック搭載型ドリルが、
生産性の高い採掘に貢献す
るべく、組み立てられている
様子。

中国のアトラスコプコ、ポータブルエネルギー部門
プロダクト・マネジャー、ジョン・シェン

57
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rippleripple
effect

The

　現在、10億人以上が清潔な水を手に入れる
手段を持っておらず、25億人が衛生設備のない
状況で生活しています。毎年、200万人が下痢を
ともなう脱水症状で亡くなり、15秒ごとに子供
が病気で命を落としています。水質がよければ、
落とさずに済んだ命かもしれません。水不足が
原因で死亡する人の数は、肺結核、マラリア、エ
イズで死亡する人の数より多いのが現状です。
“Water for All（すべての人々に水を）”は1984
年に発足しました。これはアトラスコプコの社員

が主導する非営利組織で、現在4,000名以上が
参加し、「清潔な水は、人間の権利です」を指針
に、発展途上国で清潔な飲料水を提供する活動
に取り組んでいます。基金は社員の自発的な寄
付金によるもので、飲料水が不足する国々で、掘
削やドリル、天然井戸の保護を行う地元のパート
ナー企業に分配されています。
　プロジェクト開始以来、アトラスコプコは、社
員の寄付金の総額に応じて企業が同額を上乗
せするという方法で、この活動を支援してきまし

た。しかし、2011年1月、アトラスコプコグルー
プは、社員の寄付金の倍額を補助することを決
定しました。1カ月わずか5ユーロで、年間30人
以上に持続的に飲料水を提供することができま
す。「個々の寄付金が3倍になる意義は大きいで
すね」と “Water for All”のスウェーデン支部
長、ミカエル・ロリンは言います。
　また、2011年1月には“Water for All”のウェ
ブサイト（water4all.org）がオープンしました。サ
イトでは、組織の情報をはじめ、パートナー企業

文 JEAN-PAUL SMALL　写真 GETTY IMAGES

水で覆われているにも関わらず、
地球の表面の4分の3が

真水の割合はわずかです。

人間が安全に消費できる水の量はさらに少なく、
水不足は深刻な問題です。

アトラスコプコの社員主導の非営利組織

“Water for All（すべての人々に水を）”は、

波及する効果

将来への展望/すべての人々に水を
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ripple
effect

やローカルのプロジェクトが複数の言語で紹介
されています。しかし、ウェブサイトや本社の追
加的な拠出金があっても、“Water for All”はそ
の運営方法を改善し続けます。「改善の余地はま
だ多くあるのですから」とロリン。
　“Water for All”が目指しているのは、メン
バーの数を増やし、そうすることで水を必要と
する人々の安全で安心な暮らしを守ることです。

「寄付をしてくれた人たちに、寄付金がどのよう
に活用されたかを示すとともに、わずかの努力

でどれだけ大きな変革が可能になるのかについ
て、より効果的にメッセージを発信できるように
なれば、メンバーの数は自然に増えていくと思う
のです」 ■

最も水を必要としている発展途上国の人々を支援しています。

「清潔な水は
人間の権利です」

水不足のため、飲料水や入浴、洗濯に使う水を危険性の高い水源に頼らざるを得ない人々がいます。

詳しい情報はこちらまで。

water4all.org

グローバルなサポート
■アトラスコプコの社員主導による非営利
組織“Water for All”は、水不足、汚染、洪
水、干ばつが最も頻繁に起きる国々で清潔
な飲料水を提供する活動を展開していま
す。これまでのところ、アジア、南アメリカ、
アフリカの100万人以上の人々が、“Water 
for All”の支援を受け、飲料水を入手する
手段を得ました。
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グローバルな集まり
企業文化を全従業員で共有し続けながら、全員を確実にひとつの目標に
向かわせることは、大企業にとって大きなチャレンジです。
世界80カ国以上で幅広い事業を運営し、マネジャーの国籍も
40カ国にまたがる企業では、そのチャレンジはさらに難しくなります。
アトラスコプコグループにとって、数年ごとに実施される
グループ・イベントは、グローバル企業としてひとつの方向に
突き進んでいくための重要な機会のひとつです。
文＆写真 アトラスコプコ

Global get-together

　今年6月、アトラスコプコのマネジャー 500名が
ストックホルムに集結。メイン・テーマ「今以上に
お客様第一主義の組織となり、お客様にとってア
トラスコプコが確実に“First in Mind―First in 
Choice®（常に真っ先に思い浮かべられ、真っ先
に選ばれる企業に）”となるにはどうしたらよい
か」について議論しました。参加者にとってのもう
ひとつの課題は、相互交流し、互いから学びあう
こと（社長のロニー・レテンの表現を借りれば、“誇
りを持って盗みあう”）。
　「こうして集まったのは、人の力が物事を生み出

す原動力だからです」とレテンは言います。「彼ら
が交流し、お互いを理解して初めて、最高の力が
発揮されるのです。世界各地に散らばるリーダー
を集めたこのイベントは、アトラスコプコの今日、
そして明日の優先分野は何かを考えながら、当
社の将来のビジョンを調整していくためのユニー
ク、かつ、重要な機会です」
　優先事項のひとつであるマネジャーの多様性
は、彼ら自身によって体現されています。レテンは、
多様性と組織内異動の促進は、競争力を高いレ
ベルで維持するのに不可欠だと語っています。■

将来への展望/グループ・イベント
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会社の価値観やミッションをより堅固な
ものとするために、4世代のCEOが「アト
ラスコプコ・ブック」を活用してきました。
2011年のグループ・イベントで、ロニー・レ
テン（写真上）は参加者全員に、この本に
書かれたコア・メッセージの重要性を再認
識させました。

JPN60-61_group event_0912.indd   61 11/09/13   18:39



62    ACHIEVE 2011   www.atlascopco.com

過酷な環境で
限界に挑む

ダカール・ラリー（通称、パリダカ）は、

世界で最も過酷な

オフ・ロード耐久レースです。

ドライバー誰もが優勝トロフィーを

手にすることだけを願い、ひとつの

ステージから次のステージへ、

山を越え、谷を抜け、広大な砂漠や

海岸線を迫力のドライビングで

駆け抜けます。

EXTREMES
GOING TO

■ロシアのカマーズ社は何年か前、自
社の生産工場の査定をアトラスコプ
コに依頼しました。「私たちがしたこと
は、カマーズ社のエネルギー消費量を
詳しく調べ、あるべきエネルギー消費
量に基づき、最適のソリューションと
なる機器類を提案することでした」と
語るのは、ロシアのザオ・アトラスコプ
コのビジネスライン・マネジャー、アン
ドレイ・マルティノフです。今回のプロ
ジェクトで、アトラスコプコZHコンプ
レッサ・ユニットを含む機器類が新規
に導入されました。カマーズ社の社長

代理兼テクニカル・ディレクターのイ
スラムガリエ・シガーポフは言います。
「当社は最も先進的な技術、ハイテク・
エアコンプレッサ・ユニット、そして効
率性の高いコントロール・システムを
採用したのです」
　アトラスコプコが提案したのは、圧
縮空気供給システムの分散化です。エ
ネルギー効率のよい新型ZHシリーズ
とFD冷媒乾燥機が設置され、結果、
7台の新型コンプレッサ・ユニットがカ
マーズ社のエネルギー消費量の大幅
な削減に効果を発揮したのです。

先進的なエネルギー・ソリューション

ロシア/エネルギー消費を削減

文 JEAN-PAUL SMALL　写真 PROAUTOSPORT.KZ
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　2011年1月に開催された第33回ダカー
ル・ラリーは、2009年、2010年に引き続
き、アルゼンチンとチリを横断するコース
でした。500台以上の自動車、オートバイ、
トラックが勝利を目指し、息をのむ眺め
が続く9,500kmの険しいコースに挑戦し
ました。
　ブエノスアイレスで2011年のレースの
ゴールを迎えたとき、ロシアのウラジーミ
ル・ハギンはトラック部門の記録を塗り替
える7回目の優勝を飾って表彰台に上り、
ダカール・ラリーの単一のカテゴリーで
は最も成功を収めたドライバーとなりまし
た。彼が運転したのは、カマーズ・トラッ
ク。カマーズ社のトラックは、ダカール・ラ
リーのトラック部門で10回の優勝を果た
しています。実際、2011年のダカール・ラ
リーのトラック部門で1位から5位の成績
を収めたトラックのうち、上位4位までを

EXTREMES

カマーズ社のトラックが独占しました。
　このカマーズ社のたぐいまれな成績の
秘密は、どこにあるのでしょうか。優れた
ドライバーと信頼できるサポートチームの
存在は明らかに不可欠です。しかし、もう
ひとつ、大きな役割を果たしているのが、
トラックの技術改良と革新的なデザイン
に対する継続的な取り組みです。レース
仕様の「カマーズ・マスター」トラックは通
常の組立ラインで組み立てられるわけで
はありません。この特別な車両は、アトラ
スコプコのコンプレッサやツール類が備
わった専門工場で作られるのです。

　カマーズ社の初代の車両は軍用で、
1976年にロシアのタタルスタンの組立工
場で製造されました。今日では、カマー
ズ社の重量トラックは東欧、ラテン・アメ
リカ、中国、中東、北アフリカを含む世界

中に輸出されています。7万人以上の従
業員を抱えるカマーズ社は現在、ロシア
を含む独立国家共同体で最大のトラッ
ク・メーカーです。同社はまた、ディーゼ
ル・エンジンの分野では世界第8位のメー
カーでもあります。
　カマーズ社の組立工場では、厳しい基
準に適合するよう用意されたツール類の
ほとんどがアトラスコプコ製です。「何十年
もの間、コンプレッサ・ユニット、エアツー
ル、エアおよび電動ツールなど、ワールドク
ラスのアトラスコプコ製の機器は、当社側
の製造ニーズを満たす、最高レベルのもの
であり続けています」と話すのは、カマー
ズ社のイスラムガリエ・シガーポフ氏です。

「アトラスコプコとの協力関係は大変重要
です」
　カマーズ社は、ラリーの勝者として当
然の名声を享受してはいますが、同社が
製造しているのはラリー仕様の車両だ
けではありません。現在の製品ラインに
は、様々な構造に応じて50種類の基本調
整が可能なトラック40車種の他、トレー
ラーやバス、トラクター、エンジン、動力装
置などがラインナップされています。■

タフなトラック
「カマーズ・マスター」は、本来到達が不可
能な領域を目指して製造された、カマーズ
社の特別車両です。極端な気温差（摂氏マ
イナス30度～ 50度）のある地域に耐えら
れるよう、頑丈に作られたこのトラックは、
ダカール・ラリーのようなオフ・ロードの
チャレンジで完ぺきな威力を発揮します。

アルゼンチンからチリ
を抜けてペルーへ、そし
てまたアルゼンチンに
戻る、という周回コース
の2011年ダカール・ラ
リー。13のステージで
は、過酷で熱いドラマが
繰り広げられました。

ダカール・ラリーで世界的に有名な
カマーズ社の従業員数は7万人以上。
現在、ロシアを含む独立国家共同体で
最大のトラック・メーカーです。
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Jobba med utmaningar i världsklass

Hur skulle du förenkla styrningen av en gruvlastare?
I Diavik, Kanada, är tusen personer i arbete – oavsett tid på dygnet. Systemet för fjärrstyrning gör att fler av 
dem kan arbeta från kontor på ytan, istället för att befinna sig på plats flera hundra meter – ibland kilometer  
– under jord. Tidigare system krävde att man var tvungen att ha viss sikt och översyn nere i själva gruvan, 
men med det nya systemet kan många moment köras helt utan mänsklig inblandning. Det har bland annat 
medfört att man kan gå från gruvdrift i form av dagbrott till underjordsutvinning. Tekniken gör det med 
andra ord möjligt att styra Scooptram-lastarna, som byggs i Örebro, från valfri plats och de kan köras helt 
automatiskt i de flesta moment. Det är också ett led i skapandet av framtidens gruvor. Det här är bara ett 
exempel på en utmaning inom gruvdrift som vi inom Atlas Copco-gruppen arbetar med.

Förutom teknik i världsklass och ett världsomspännande företag, erbjuder vi spännande utmaningar för dig 
med rätt driv. Du skapar själv din karriär och har stora möjligheter att få arbeta med det du vill – kanske rent  
av i ett annat land? Du får snabbt stort eget ansvar och får chansen att visa vad du går för. Samtidigt som 
vi gör vad vi kan för att hjälpa dig hålla balansen mellan arbete och fritid. För du vill ju inte bara ha ett bra 
jobb, du vill väl skapa dig ett bra liv? Läs mer om oss på www.atlascopco.se.

金属をめぐる驚きの世界 S 知識が集まる場所 S 海外勤務のヒント

9853 8126 95
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2011/2012

「違い」を生み出す人へ

創業から140年、アトラスコプコは常にサステイナブルな産業開発の最前線で活躍し
ています。動力工具の生産性と人間工学における当社の最先端技術は、世界中で採掘
作業の効率的な機械化を進めています。また、コンプレッサなどの機器類は、産業界
のエネルギー節減とCO2排出削減に貢献しています。つまり、私たちアトラスコプコが
それぞれの業界でイニシアチブを取り、新しい基準を作っているのです。

これらの成果、他社との違いを生み出しているのは、当社の最も価値ある資源「人材」
です。当社は社員の能力開発に真剣に取り組んでいます。あなた自身が限界を決めな
ければ、あなたが達成できることに限界はありません。

お客様からのご要望に最適なソリューションでお応えしようと、世界 3万人以上の
アトラスコプコの社員たちが今もまさに、限界に挑戦しています。あなたはどんな違い
を生み出すことができますか? アトラスコプコグループの採用情報はこちらまで。
www.atlascopco.com/careers
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きめ細やかなサービスを
グローバルな視点で
すべてはお客様のために

世界が認める
存在感
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