Signs of
change

T H E A N N UA L
M AG A ZI N E O F T H E

2010/2011

ATLAS COPCO
GROUP

2010/2011

炭鉱の街から
文化首都へ
2010 年の欧州文化首都は
ドイツのルール地域に
位置する都市、エッセンです。
そこでかつての
炭鉱の位置を示す、
大きなバルーンが
揚げられましたが、
その 1 つはアトラスコプコが
出資したものでした。
文＆写真 アトラスコプコ

■ 2010 年欧州文化都市、ルール地
域では 311 個の大きな黄色いヘリウ
ムバルーンを空へ向けて放つ「シャフ
トサイン」と題されたパフォーマンス

TEXTILES
IN BANGLADESH

が行われました。これは世界最大級
のアートインスタレーションとなりま
した。2010 年 5 月 22 日土曜日の正

主要産業を支える
圧縮空気

午ちょうどには、すべてのバ ルーン
が 80 メートルの高さにまで到達しま
した。
直径 4 メートルのバルーンのうち
の 1 つはアトラスコプコのものです。
ボランティア従業員が準備したその

Sustainable productivity

バルーンは、アトラスコプコの 60 年
に及ぶ地域社会への取り組みを象徴

サステイナブルな生産性
それは壮大な
コンセプトによって導かれる

していました。
ルール地域のかつての炭鉱の位置
を示すバルーンは、石炭と鉄鋼の地
域だったルールが現代的な大都市へ
と変貌を遂げたことを視覚的に表現
してみせたのです。

アトラスコプコは、世界中に何百カ所もの
カスタマーセンターを有しています。
当社の情報についてはこちらへどうぞ。

www.atlascopco.com

9853 8056 95-JP

Atlas Copco AB
SE-105 23 Stockholm, Sweden
電話：+46 8 743 80 00
登録番号：556014-2720

より良い都市、より良い生活 S WATER FOR ALL（すべての人々に水を）S 高速で突き進む自動車産業
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トレードイン 拡大する自動車産業における大きな変化は、

高い環境意識を持つ柔軟なサプライヤーにとって有利に働くで
しょう。
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繊維の活力 バングラデシュでは、アトラスコプコのコンプ

水の配達人 アトラスコプコのWater for All（すべての人々

ます。

います。

レッサにより、国の最も重要な輸出産業の生産性が高まってい

に水を）は、世界中の貧しい地域のために新鮮な水を提供して

24

6
大発掘 露天掘り技術によって世界中で貴重な資源が採掘さ

れ、現代のライフスタイルを支えています。
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大自然 幅広い活動の一例として、アトラスコプコとリオ・ティ

ント社はカナダ北部の野生動物の保護に貢献しています。
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36
巨大市場 アトラスコプコにとって今日最大の市場は中国で
すが、各 種の経 済指 標によれば、中国市場は今後ますます
重要になるでしょう。

20
違いを受け入れる アトラスコプコ・セコロック部門研究開
発部の統括責任者であるヘレナ・ヘブロムは、多様性の強み
を知っています。

62

40
都市生活 上海万博の各パビリオンでは
「より良い都市、より

化石の発掘 オーストラリア南部の人里離れた地で科学者ら

良い生活」のための最新技術を紹介しています。

が発掘した骨が、恐竜に対する認識を塗りかえました。

アトラスコプコグループのオフィシャル・マガジン
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繊維がもたらす恵み

FRUIT
of the
LOOM
バングラデシュの最大の輸出品は繊維製品です。
女性の労働力に依存している
この国の繊維産業の生産性向上に、
アトラスコプコのコンプレッサは貢献しています。

バングラデシュの地域社会は、この国最大の
輸出収入をもたらす繊維産業に依存していま
す。バングラデシュは貧しい国ですが、貿易の自
由化政策により、この 20 年間で経済が成長に
向かい、貧困が減少しました。この国の経済発
展は、海外直接投資、国外居住者からの送金、
そして何よりも輸出収入に左右されるのです。
2009 年のバングラデシュの輸出総額のうち、
繊維・衣料品が 77％を占めました。繊維産業は

文 アトラスコプコ 写真 GETTY IMAGES、アトラスコプコ
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この国における産業関連雇用の 45％に及び、全

出典 : ATLAS COPCO; WHO.INT
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経済成長

バングラデシュの女性
総人口：1 億 5900 万人
出生率：女性 1 人当たり2.34 人
成人の識字率：男性は 53.9％、
女性は 40.8％
繊維産業に従事する労働者は 300 万人で、

4

そのうち 90％が女性。

1990 年代初頭以降、貧困者の比率は

20％低下しましたが、
今でも全人口の 50％が
1日1.25 米ドル未満で生活をしています。

バングラデシュのアトラスコプコ
■アトラスコプコ（バングラデシュ）は新しくでき
たカスタマーセンター。現在は少人数のサービス
チームで構成されていますが、今後人数を増や
すことが決まっています。当社の VSD インバー
タ制御コンプレッサは 消費電力が少なくメンテ
ナンスも容易なため、サステイナブルな生産を
実現します。

国民所得の 5％と300 万人以上の雇用（その大

の生産が可能になりました。例えば、オペックス・

半が女性）
を生み出しています。

シンハ・グループでは、このようなコンプレッサを
16台所有。同グループのジェネラル・マネジャー、

繊維・ニット産業の発展に欠かせない要素の

ナシムル・ガーニ氏は次のように述べています。

アトラスコプコの性能にはかないませんね」
繊維・衣料品分野の成長により、労働者は、
より高い賃金を得る機会を獲得しました。この

一つが 圧 縮空 気で す。アトラスコプコはこの

「アトラスコプコのオイルフリーコンプレッサは非

分野は女性の経済的自立に大きく寄与し、彼女

市場で最大のシェアを誇っています。欧米が求

常に効率がよく、エネルギー、メンテナンス、環

たちが平等の権利を求めて立ち上がる基盤を

める繊維の品質基準を満たすため、ほとんどの

境面のコストを削減してくれます。また空気は

作りました。こうして繊維産業の生産性を高め

繊維会社では、100％オイルフリーの空気を作り

100％オイルフリーなので、製品は必ずお客様に

ることで、アトラスコプコは、貧困の削減と女性

出すアトラスコプコのオイルフリーコンプレッサ

満足いただける品質で提供できます。他社の

の社会進出に貢献しているのです。■

を使用しています。これにより、汚染のない製品

コンプレッサも一部で使用していますが、どれも

www.atlascopco.com
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天然資源

驚くべき鉱床
産 業 的に採 掘された鉱物は、私たちの身

■ 本はただ紙だけでできているわけでは

の回りの至る所に存 在します。日常 使う

ありません。クレイ、石灰石、硫酸ナトリウ

電 気器具、電子機器をはじめ、電池、自転

ム、長石を含んでいます。

車、テレビ、時計、照明器具などにも含まれ
ているほか、思いもよらないようなものに

■ 衣服の素材は、よくある綿、麻、ウール、

使われている例もありますのでここでいく

様々な合成繊維に限りません。今着ている

つか紹介しましょう。

服には、ホウ素 や岩 塩、モリブデン、硫 黄
が含まれているか、生産時にこれらを使用
している可能性があります。
■ 化粧品にはよく、鉄、シリカ、石灰石、タ
ルクが含まれています。
■ 鉱物は塗料にも使われています。ペン
キには酸化チタン、クレイ、石灰石、雲母、
タルク、シリカ、銅、ホタル石、鉄、タングス
テン、亜鉛、カドミウムが含まれています。
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BRINGING
QUALITY OF
LIFE TO THE
SURFACE
豊かな生活を掘り起こす
露天採鉱によって毎年何百万トンもの鉱物、金属、
その他の天然資源が掘り出されています。それらの物質は、
例えば工具や建築物、電力として、最終的には私たちの身の回りで
消費されます。天然資源はまさに現代生活の基盤なのです。
文 MARK CARDWELL 写真 アトラスコプコ、ISTOCKPHOTO、CODELCO、GETTY IMAGES

チリの巨大国営炭鉱会社であるコデルコは
世界中の銅の約 15％を生産しています。
出典 : MININGWEEKLY.COM; RESEARCH.GOLD.ORG; STI.NASA.GOV; MAYOCLINIC.ORG; IMF.ORG; EURASIANET.ORG; EIA.DOE.GOV; WORLD-NUCLEAR.ORG;
COALEDUCATION.ORG; COPPER.ORG; MOUNTAUBURNHOSPITAL.ORG; MADEN.ORG.TR; CIA.GOV; CONSULATE OF CHILE

www.atlascopco.com
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天然資源

The mother lode

銅の王国
■ チリは最も幅の広い地点でもわずか

363km しか な い 国 で す が、貴 金 属、特
に銅の採 掘と生 産においては世界の大

母なる鉱脈

国です。1820 年代に初めて採 掘された
銅は現在チリの輸出総 額の約半分を占
め、国の GDP の大部分を担っています。

チリのチュキカマタ銅山を表現するには「莫大」という言葉がぴったりです。
前世紀から長い間、世界最大級の露天掘鉱が行われてきたこの銅山は
年間 2,900 万トンの銅を生産。これは世界トップレベルの生産量です。

地元で「チュキ」と呼ばれるこの銅山はチリ北部

間の保守サービスも行っています。

2009 年 に は 540 万トン の 銅 が 生 産 さ
れ、世界生産量の 35 ％を占めています。
チリは誰もが認める銅王国なのです。

品の品質・性能だけでなく、この認証は不可欠な

の標高 2,800mの砂漠地帯にあり、面積は13km2、

「認証の取得は無事故を保証するものではあ

深さは 850m 以上に達しています。チリの巨大国

りませんが、プロセスが適正に管理されているこ

この包括的な賃借契約は、機械を購入したり

営炭鉱会社であるコデルコ社が所有し経営する

と、そしてもし問題が生じれば、徹底した調査を

保守サービス契約を結ぶ必要がないため、コデ

チュキカマタ銅山、およびその巨大溶鉱炉と電解

行いその原因を解明することを保証しています」

ルコ社にとってメリットが大きいとワーズは言い

精錬所では何千万人もの人々が雇用され、チリの

とアトラスコプコ・スペシャリティレンタル部門、

ます。
「コデルコ社のようなお客様がレンタルを選

輸出の大部分を担っています。

機材および生産業務の責任者であるジェイム・ロ

択するのは、完全に機能する機械が欲しいので

コデルコ社は世界の銅の約15％を生産してい

メロ・ワーズは言います。
「そうした認証は、当社

あって、機械購入や新たな雇用、保守契約といっ

るので、事業の円滑な運営は不可欠です。した

のサービスの品質に対する責任と、環境への影響

た複雑な問題に時間を費やしたくないからです。

がって、そのために必要な機材やサービスは、激し

や従業員とお客様の健康に対する配慮の表れで

もし不具合が生じれば、私たちはまず代わりの

い競争を続ける鉱業界の中でも一流メーカーの

す。契約を取り付ける上で、当社のブランドや製

機械を提供します。修理はその後です」■

ものでした」

ものを使う傾向にあります。
その一例として、コデルコ社はアトラスコプコと
の間に、チュキカマタ採鉱コンビナートにおいて
産業機器を長期的に賃借する契約を結んでいま

工具から歯まで
■ 銅がなければ現代社会は全く違う様相を

アマルガム」と呼ばれる銀歯の素材にも用い

す。アトラスコプコは、2008 年に締結した 5 年契

呈していたでしょう。電 流 導 体として優れ、

られます。銅は人類最初の合金として知られ

約に基づき、この巨大な鉱山やチリ北部の同社の

浸食 速 度 が低く可鍛 性の高い銅は、電気配

る青銅にも使用され、これが武器や工具の材

他の鉱山で使用するオイルフリー低圧・中圧ポー

線において最も一般的に利用されています。

料に使われたことで、人類史は石の時代から

タブルコンプレッサや発電機、照明塔、溶接機、

銅はまた、黄銅
（銅と亜鉛）
、洋銀、純銀など多

青銅の時代へと移りました。

プラットフォームを必要に応じて提供しています。

くの合金の主成分でもあり、正式には
「歯科用

アトラスコプコはまた、品質・環境・安全と健康
の管理に関するトリプル認証を取得した、24 時
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Forging ahead
for arctic iron
北極圏の鉄を求めて

アトラスコプコはノルウェーのサイ
ヴァランゲル鉱山の現場に 18 人の
サービススタッフを配置し、365 日
24 時間体制で対応をしています。

南半球の会社が、
欧州最北端にある鉄鉱山を
よみがえらせています。

確かなサービス契約
■ アトラスコプコのサイヴァランゲル鉱
山での 3 部門からなるサービスと保守の
契約に関しては、ダウンタイムは一切あり

北極圏内 400kmに位置し、ロシア国境に程近

アトラスコプコはこの新プロジェクトの主要な

いノルウェー・フィンマルク県のサイヴァランゲル鉱

サプライヤーとして、掘削リグ、削岩ツール、コンプ

ません。
「当社の契約では、機材の保守か
ら包括的なオペレータ研 修に至るまで、

山。ここは 1996年に一度閉鎖されましたが、オー

レッサ、照明塔、油圧ブレーカ、その他の付属装置

365 日 24 時間体制であらゆる対応をし
ています。いま現場に 18 人のスタッフを

ストラリアのノーザン・アイアン社による大規模な

を提供しています。当社の総合的なサービス保

配置していますが、今後さらに必要にな

改修を経て、近年採掘が 再開されました。

守プログラムは、それらの機械が すべて順調に

るでしょう」
とオスロ在住のアトラスコプ

「採掘再開のために私たちは少なからぬ努力
を傾けましたが、課題は尽きることがありません

機能することを保証します。
サイヴァランゲルの3 つの鉱床、ヒッテマルメン、

コの部品・サービス担当ビジネスライン
マネジャー、アンダース・ベルグルンドは

シェルマンスオーセン、ビョルネヴァテンは 鉄の硬

言います。彼は重大な責任を果たすチー

ン・サンダーソン氏は言います。
「しかし、その全て

さをもつ石英を含んだ磁鉄鉱鉱石からなり、掘

ムの能力に関しても「非常にうまくいって

がうまくいきつつあります。私たちは前進している

削が困難なことで有名です。しかしサンダーソン氏

いますよ」
と簡潔に述べています。

のです。鉱山は稼働を開始し、今年はようやく本

は、作業の設備と要員は十分だと言います。
「私た

格的な生産を始めます」

ちは正しい選択をしたと確信しています」■

でした」と新装開業した鉱山のCEOであるジョ

www.atlascopco.com
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天然資源

THE MIDAS

TOUCH
無尽蔵な黄金
トルコ最大の金鉱では、最新技術を利用することで
信頼性の高い生産を行っています。

トルコは、常に金をめぐる重要な地域で

した。
「生産を維持するには、掘削するメー

した。紀元前 600 年にリディア人がここで

トル数は極めて重要です。2009 年 6月には

世界最初の金貨を鋳造し、オスマン帝国

48,000メートル近く掘削しており、この生

時代にはイスタンブールのグランドバザー

産水準を維持するのが目標です。だから

ルが金取引の国際拠点になりました。長

アトラスコプコを選択しました」とウスル氏

い間、金を輸入に依存していたトルコです

は言います。

が、現在ではその主要生産国になりつつ

アトラスコプコのリグやハンマー、
ドリル

あります。アトラスコプコはトルコ最大の

ビットは、鉱山地域を覆う火山岩を無類の

金鉱に最新の機材と資材を提供すること

貫通率で砕き進みます。これらの機材を

で、その手助けをしています。

使えば、ひと月に173 万トンの処理能力が

西部ウサクに位置するKisladag 金鉱は

期待できるでしょう。

2006 年に商業生産を開始。この会社は、

大抵の場合、
ドリルの経済的価値はそ

「2009年6月には

ヒープリーチング法を金の回収に利用した

の貫通力とビットの寿命のバランスで 決

下級・大量産出の露天採掘としてこの場所

まります。ビットをより長くもたせるため、

を開発しました。2008 年以降、この鉱山は

Kisladag はアトラスコプコのグラインダを

この生産水準を維持するのが
目標です。だから

エルドラド・ゴールド社のトルコ子会社が所

使用し、ビットを2 〜 3 回磨ぎ直していま

有・経営しており、同社はアトラスコプコの

す。この効率的なグラインダがビットの耐

リグとハンマーを使っています。

用年数を延ばすのです。

鉱山のマネジャーであるアーメット・ラー

「私たちは独自の整備工場とスタッフを

ジ・ウスル氏によれば、アトラスコプコのリ

持っていますが、アトラスコプコからは優

グを導入してから生産は確実に伸びている

れた保守サポートと部品や消耗品の十分

そうです。特に2006 年には金の抽出量が

な供給を受けています。そのおかげで作

200万グラムであったのが、2009 年前半の

業が楽になっています」■

6カ月だけで300万グラムにまで増加しま
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48,000メートル近く掘削しており、

アトラスコプコを
選択しました」
Kisladag 金鉱マネジャー、アーメット・ラージ・ウスル氏

10 万人規模の産業
■ トルコは幸運な国です。この国は

鉱業と選鉱業は 2005 年の国民総

バライト、ホウ素、クレイ、金剛砂、ス

生産の 1.4％（40 億ユーロ）を占める

トロンチウムといった鉱物の世界有数

に過ぎませんでしたが、過去 10 年に

の埋 蔵 量を誇り、他にも数十 種 類も

わたりほぼ 2 桁の成長を続けてきまし

の鉱物や金属が存在するため、様々な

た。現在、これらの産 業では 10 万人

分野で有力な鉱業や工業が生まれて

以上の雇用を生み出しています。

トルコ
カザフスタン

います。

輝きだけではない金の価値
金は産業分野でも多岐にわたって活用さ
れています。
■ 電 気 産 業 ――腐 食しない電 導 体とし
て、携帯電話や GPS 機器など、数えきれ
ないほどの電気製品の接続部に使われて
います。
■ 航空宇宙産業――宇宙飛行士を太陽か
らの放射線から守るため、ヘルメットのバ
イザーの内側に非常に薄くて透けて見え
る金のコーティングを施しています。
■ 医療――前立腺がんの治療において、
医師はマーカーと呼ばれる小さな金のペ
レットを患者の前立腺に埋め込むことが
あります。このマーカーが放 射 線 治療の
際のガイドになります。

www.atlascopco.com
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天然資源

Massive mineral reserves
豊富な鉱物埋蔵量
ロシア、中国、カスピ海の間に広がるカザフスタン。
この国は、今まさに鉱業ルネサンスの只中にあり、
中央アジアにおける経済成長、そしてアトラスコプコの最新鋭の
採鉱法および機材のショーケースとなっています。
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www.atlascopco.com

「生産性を高め、操業コストを削減する
お手伝いをするため、ブラストホールドリルを
カザフスタンに導入しました」
宝の山
広大な平原に埋まる多くの鉱物に加
え、カザフスタンのカザフステップ北部

■ カザフスタンは化石燃料、金属、鉱物の

には膨大な量の石炭が眠っています。

宝庫です。マンガン、クロム鉄鉱、鉛、亜鉛、

近年アトラスコプコは掘削リグのサプラ

銅、チタン、ボーキサイト、金、銀、リン鉱

イヤーとしてこの地の多くの炭鉱会社

石、硫黄、ウランの埋蔵量は世界で上位 10

に選ばれており、生産力の増大とコスト

位に入っており、これらはすべてロシアや

削減に向けた技術革新の手助けをし

中国など近隣の強大国からの高い需要が

ています。

あります。石油とガスの産出がカザフスタ

そのうちの2 社、ボガティル・コーミル
社とボルリ・コール社がアトラスコプコ
のブラストホールドリルリグを使用して

ン経済の主な推進力となっている一方で、

2009 年には鉄を含む鉱 物の採 掘と輸出
が GDP の 19％を占めました。

います。ボルリ社は、世界で初めて電気
掘削リグを使用している点で特筆すべ
き会社です。

にあるカザキミス社やアクトベ社で使用

アトラスコプコのその 他 のリグも

されているほか、直径 270mmまでの穴

様々な鉱物や石油、ガスの採掘に使用

に適したシングルパスのピットバイパー

されており、例えば最近この国に納品

275 掘削リグがヴァス金鉱で使われて

されたアトラスコプコの石油・ガス掘削

います。

リグは、カラガンダにある広大なメタ

「生産性を高め、操業コストを削減

ン埋蔵地帯での探査に役立っていま

するお手伝いをするため、カザフスタ

す。同様に、アトラスコプコのブラスト

ンにブラストホールドリルを導入しまし

ホールドリルがこの国の産銅地域西部

た。しかし、それは容易なことではあり
ませんでした」とアトラスコプコのジョ
ン・スティンソンは言います。
スティンソンによれば、難題の一つは
電動回転ドリルを用いた共通の穴径、

成長を続けるカザフスタン

ベンチの高さ、年間掘削距離に関して、

■ 1991 年に旧ソ連からの独 立を果たし

カザフスタンは 2008 年、1 日あたり140

て以 来、カザフスタンは確 実に成 長を遂

万バレルの石油を生産しました。これは 10

げ て きました 。21 年 間 も 同じ大 統 領 が

年前の 2 倍以上の産出量です。クロムとマ

した。また、多くの採掘事業でディー

政権の座につくという一種の政治的安定

ンガンにおいては、全 世界の 3 分の 1 の埋

ゼル駆動の油圧ドリルと高圧ダウンザ

と、莫 大な石油埋 蔵 量がその大きな要因

蔵量を誇ります。2009 年にはウランの生

ホール（DTH）ハンマードリルへの切り

といえます。

産量が世界一になりました。また、小麦も

替えが実施されました。
「当初 DTH へ

多く生産しています。

の切り替えは困難でしたが、時間をか

石油価格の上昇などにより、2000 年か

新しい概念を現場に取り入れることで

ら 2007 年にかけてカザフスタンの経済は

カザフスタンの労 働人口はおよそ 870

けた共同作業により、最終的には本方

約 10 ％の成長率を達成しました。最近で

万人と推定され、
そのうち 50％がサービス

式の利点について十分な理解が得られ

は世界的な不景気の影響で成長率は穏や

業、30 ％が農業、20 ％が各種産業に従事

ました」■

かになっています。

しています。

www.atlascopco.com
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経営者の視点

Committed to
sustainable productivity
サステイナブルな生産を約束します
2009 年 6月、アトラスコプコの社長兼 CEO に就任したロニー・レテンは
新たな仕事に取り組むため、ベルギーからスウェーデンにやってきました。
顧客中心主義の重要性と、サステイナブルな生産を実現する組織のリーダーとして
なすべきことなどについて、ロニー・レテンが語ります。
文 & 写真 アトラスコプコ

CEO に就任して少し経ちましたが、仕事と私生活の面でどの
ような年でしたか？

昨年私たちは 174 カ国で製品を販売しました。地理学的にこ
れほど多様性のある会社を率いるには、ビジネスがどこで発生し

ご存知のとおり2009 年は厳しい年でした。当社のビジネスと

ているのかをはっきりと示す幹部チームが必要です。2 つ目の側

ここで働く人々にとって試練の年になりました。しかし、ハード

面としては性の多様化です。人口の半分からしか採用しないと

ワークが報われてすべて期待どおりの成果が出ましたので、最終

したら、最高の人材を獲得する戦いには勝てません。

的には非常に実りの多い年になったと思います。新たな仕事を

イノベーションという点に関しては、私たちは日々その競争をリー

引き受けることは、ビジネスの面というより新しい環境という点

ドする必要があります。そうするには、会社の成功のために優秀

でいろいろとやり甲斐がありました。知らない国に来て、様々な

な人材が自らの職務を果たす自由を確保しなければなりません。

責任を伴う新しいポストに就くわけですからね。状況を見て順応

新興市場での存在感という点では、アトラスコプコはすでに最

しなければなりません。今振り返ると、将来に向けた自信がつ

前線にいます。お客様がいれば、私たちはそこへ赴きます。さらに

いたと思います。

重要なのは、そこでビジネスを開拓することです。私たちはお客
様とともに発展することをめざしています。

アトラスコプコ・グループにとって最大の課題は何でしたか？

優れた事業経営は重要です。良いアイデアが浮かぶだけでは

資源と努力のバランスを保つことです。かつてないブレーキを

なく、それを上手く実行に移さなければなりません。例えば、新し

かけて投資や資源を削減する一方で、絶好のチャンスを得た分

い場所で生産を開始しようと思ったら、既存の場所と同じ水準で

野もあります。その組み合わせが常に難しかったですね。

スタートする必要があります。

今年度初めには何度もブレーキを踏みましたが、途中ではア
クセルも踏むようになり、最後は成長に向けてだいぶ前進しまし
た。結果を見ればかなり健闘しましたね。成長のための基盤を
強化できたことをうれしく思います。

金融危機の間、どのように顧客を支援したのですか？
私たちが提供するソリューションがお客様にとって最も効率的
なものであれば、それ以上の支援はありません。私たちはお客様
にサステイナブルな生産を提供しています。

CEO に就任して優先事項をいくつか掲げましたね。さらなる
多様化、イノベーションの促進、成長市場での存在感の増大、 アトラスコプコは顧客のために十分尽くしていますか？
そして優れた事業経営の実現ですが、特にこれらを挙げたの
はなぜですか？
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組織内の全員がお客様に対する「情」を持たなければなりませ
ん。お客様を迎え入れたら社内で総力を挙げて、そのお客様の

成功のために努力することが大切です。私たちがなすべきことは、
それが製品、サービス、ファイナンスにかかわらず、お客様にご満
足いただくことなのです。
他に改善できることはありますか？
明日に向けた準備をしなければなりません。能力開発に取り
組むのです。通常の研修もそうですが、新しい環境やビジネス状
況に接することが重要になります。
今後の優先事項は何ですか？
すでに話したことですね。どの分野でも常に向上する余地が
あります。イノベーションの加速、さらなる多様化、そして製品の

「私たちがなすべきことは、
それが製品、サービス、

可用性の向上が考えられます。ただし、お客様のニーズに一層の
焦点を合わせることができて初めて、これらの改善は真の効果
をもたらすでしょう。
最後に、今年アトラスコプコは新たなブランドプロミスを打ち
出しました。サステイナブルな生産を約束することですよね。
これはどういう意味で、またその期待に応えるために何をする
のですか？
私にとっては、お客様により良いサービスと製品を提供し続け

ファイナンスにかかわらず、
お客様にご満足
いただくことです」
アトラスコプコ社長兼 CEO、ロニー・レテン

ることです。イノベーションを続ける企業文化を育てるため、当
社が常にお客様と環境により良い製品を届ける努力をしている
かどうかを確かめること。それが CEO である私の一番の仕事な
のです。■

www.atlascopco.com
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すべての人々に水を

a
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溢れ出す「善意」の水
アトラスコプコ社員の主導による非営利組織

“ Water for All（すべての人々に水を）
” は 1984 年の発足以来、
発展途上国に暮らす約 100 万人もの人々に新鮮な水を提供してきました。
各国の Water for All 支部が主催したプロジェクトをいくつかご紹介しましょう。
文 LINAS ALSENAS 写真 アトラスコプコ、MIKAEL LORIN 、GUNILLA LINDBERG

インド
■ スウェーデンの Water

for All は、スウェーデン

2009 年に活動を開始。2011 年までに 80 カ所の

聖約教会（Missionskyrkan）の支援を受けてイン

井戸を掘り、60 基の手押しポンプを修復する計

ドでの活動を開始しました。この活動にアトラス

画です。また今 後、Covenant Social Service は

コプコは年 12,000 ユーロを 3 年間にわたり寄付

アトラスコプコが支援する水と衛生に関するプロ

しています。
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ジェクトにも携わることになっています。このプロ

マハラシュトラ州の都市ソーラープルとプネー

ジェクトは、インドの恵まれない人々を力づけよう

の近くに位置する村では、聖約教会のビジネス

と企画された大規模な事業の一環として行われ

パートナ ーで あ る Covenant Social Service が

ています。

家の近くに井戸があ
れば遠くまで水汲み
に行く時間が節約で
き、
その分を子どもた
ちの 宿 題を見 たり、
お金を稼いだりする
時間にまわせます。

中国
インド

「毎日放課後に妹と
水を汲みに
行かなくちゃいけないんだ。
バケツで水を運ぶのは
疲れるよ」
中国
■ 中国の Water

for All は Plan International という援助組 織と提携し

て、水不足の影響が深刻化している中国北部ロンドゥー県の 10 の村を支
援する、水と環境、衛生に関するプロジェクトに着手しました。これによ
り 15,187人（うち子ども 3,708 人）に新鮮な水が提供されることになりま
す。このプロジェクトは 2011 年 6 月に完了する予定です。
「毎
12 歳の少年シアオ＝ジュン君は水道水が使えることに大喜びです。
日放課後に妹と水を汲みに行かなくちゃいけないんだ。バケツで水を運
ぶのは疲れるよ。もう遠くまで水汲みに行かなくてもよくなるんだね！」
中国のアトラスコプコ従業員 3,700 人のうち 2,600 人近くが毎月の給料
の一部を Water for All へ寄付しており、アトラスコプコも会社としてその
同額を寄付しています。

中国での最新のプロジェ
クトでは、3,000 人を超え
る子どもたちに水道水を
供給する予定です。

www.atlascopco.com
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すべての人々に水を

マラウィ
■

2009 年 4 月、スウェーデンの Water for All は ADRA

（ Adventist Development and Relief Agency）
の支援を
受け、マラウィのチョロ地区で “ Water Supply Around the

Mission Project ” という給 水プロジェクトを始めました。
Water for All から 7,500 ユーロの寄付を受け、ADRA マラ
ウィはマラムロ病院周辺の 4 つの村で井戸を掘る手配をしま
した。この井戸は村に住む 4,355 人もの人々に恩恵をもたら
します。
また 2009 年に Water for All スウェーデン支部は、アフガニ
スタン、コロンビア、イン

ケニア

ド、ケニア、中国、コンゴ民

■ ドイツの Water

主共和国、
ラオス、ペルー、

ニアのムウィンギ県で行うプロ

スーダン、チャド、チベッ

ジェクトの た め に 16 カ月 間 で

for All は、ケ

ト、タイでもこのようなプ

約 14,000 ユーロの資 金を調 達

ロジェクトを実 施しまし

しました。このプロジェクトは

た。この 活 動 はイギリス

Welthungerhilfe（世界飢 餓 援

近くに井戸があれば女性たちは手工芸
品を作るために時間を割くことができ、 の Water for All の寄付に
家族や村全体の生活水準も向上します。 よっても支えられています。

助機構）
という援助組織との協力
のもと、大干ばつによるこの地域
の壊滅的な被害を軽減すること
を目的としています。

ウガンダ
■

2007 年、Water for All イタリア支部は従 業 員 118 人から

の寄付 7,808 ユーロと会社からの同額の寄付金を合わせた総
額 15,616 ユーロを AMREF Italia ONLUS（アフリカ医療・研
究基金）に寄付し、この資金でウガンダに 3 つの井戸が掘られ
ました。

2008 年には従 業 員 105 人 が 総 額 6,627 ユーロを寄 付し、
さらにアトラスコプコからも同額の寄付金を出しています。
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スーダン
■

Water for All のスウェーデン

およびベルギー支 部は Mugwo

Payam に 10 カ所 の 井 戸 を設 置
するための資金を募りました。こ
のプロジェクトによってできた井
戸は人々の生活を大きく改善しま
した。学校や教会、小さな商業取
引センターに給 水する Ayakupu
の新しい泉は、18 秒間で 20 リットル
缶を満たします。

マリ
■ 発展途上国の貧困と社会的不

公平の改善に取り組む非政府組
織 Movement for Peace ととも

マリ
スーダン
エチオピア
ウガンダ
ケニア
マラウイ
南アフリカ

に、Water for All スペイン 支 部
は、近年マリダミナ郊外の村落で
のプロジェクトを遂行しました。こ

エチオピア

れにより、今では 12,000 人の 住

■

民が新 鮮な飲料水を口にしてい

その設 立初年度に 160 人以上の

Water for All アメリカ支部は

ます。

メンバーと 24,000 ユーロを超え
る資金を集めました。この資金を
使ってエチオピア・アムハラ地方
の 3 カ所で給水プロジェクトを実
行。この井戸は 2010 年に完成する
予定で、タクサ地区の Lay Kuba、

Gibera、および Ginbera に住む約
1,650 人に水が供給されます。

南アフリカ
■ 南アフリカの Water

for All トラストは、2009 年 10

月 5 日に Vrederust にある Siloe 盲学 校で最初の掘削
孔を落成させました。
国で最初の黒人視力障害児のための学校として知ら
れるこの学校は、2007 年に Franciscan Sisters Servants

of the Cross 修道院からポーランド女子修道会へと引き
継がれ、現在 180 人の生徒が通っています。この掘削孔
は、この学校の貧しい子どもたちに毎日 8,000リットル
の安全な飲料水を供給しています。
現在マリでは、12,000 人もの人々が
新鮮な水を利用することができます。

www.atlascopco.com
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注目の人

Mining diversity
多様性を武器に
ヘレナ・へブロムは世界各地に点在する5 つのエンジニアチームをまとめ、
統合された研究開発チームを作り上げました。

アトラスコプコ・セコロック部門研究開発部（R&D）
の統括責任
者であるヘレナ・ヘブロムにとって、地理的な距離も文化的背景
の違いも障害にはなりません。むしろそれらは貴重な財産となっ
ています。
「多様性という付加価値があるから私たちは最前線にいら
れるのです」と彼女は言います。
彼女の率いるグローバル組織、アトラスコプコ・セコロック部門

文 SUSANNA LINDGREN 写真 MAGNUS ERIKSSON

空気消費量の最適化が図られ、現在は中国市場へ向けて中国
国内で生産されています。
「中国のエンジニアがアメリカのラボを使用するのは組織最適
化の一環ですが、これによってその分野の世界的な専門家が
ツールの開発に貢献することになるのです」とヘブロムは言い
ます。
2010 年 5月に発表された全く新しい掘削技術の陰にはグロー

R&Dは、5 つのチーム、総勢 60人のエンジニアからなり、土木鉱
山用の削岩機の生産・開発・マーケティングを行っています。当
初はかなりの難題でしたが、彼女は中国、インド、アメリカにあっ
た 4 つのチームをアトラスコプコへ統合しました。
「2008 年に私がこの仕事を開始したとき、チーム同士は単に
地理的に離れているだけでなく、内面的にも非常に距離があり

■一定量の岩石の破砕に要

ました。どのチームも内部での結束がとても強く、ややもすれば

する エネルギーは、環 境的

互いに対抗すらしていました」。この状況が誰の利益にもなら

な観点から非常に重要です。

ないのは明らか。そこでヘブロムが最初にしたことは、製品開発

チームの革 新的なアイデア

に関する共通の戦略と合理化された作業プロセスを導入する

から生まれた製品の一 例と

ことで、効率を向上させ、責任の所在を明確にすることでした。
「チーム同士が知識を共有し、助け合って資源を最適化するよ
う奨励するのが課題でした」と彼女は言います。
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より静かな
作業のために

しては、新しい PARD システ
ム（衝撃式回転ドリル）があ
ります。これによってエネル

交換プログラムで職員のローテーションを行うなどチーム作

ギー効率が 13 ％も向上しま

りを強化することで、R&D チームの距離は縮まりました。画期

した。写 真のサイレント COPROD もチームが 開 発した

的な製品の開発がその証拠です。最近では、中国のチームが

優れた新製品です。これは掘削時の騒音レベルを 10 デシ

新しいハンマーを設計。その後、アメリカの試験ラボで削岩と

ベルも削減することに成功しました。

www.atlascopco.com

「チーム同士が知識を共有し、
助け合って資源を
最適化するよう
奨励するのが課題でした」

ヘレナのプロフィール
氏名：ヘレナ・ヘブロム
（Helena Hedblom）
家族：夫と息子 2 人
職歴：スウェーデン王立工科大学（ K TH ）
に
て科 学 修 士取得 後 、ステンレス鋼溶接材
の開発に携わる。2000 年にアトラスコプコ
入社 。2008 年以降 R&D およびエンジニ
アリング部門の統括責任者。
趣味： クロスカントリースキー、エアロビク
ス、ヨガなど。
最も幸せを感じる時： 家族や友人と過ご
す時間。
仕事で好きな点：リーダーの立場から、国
際的な環境の中で部下の能力を最大限
に引き出すところ。

www.atlascopco.com
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注目の人

研究開発チームと製品ライン
■ アトラスコプコ・セコロック部門の 5 つのエ
ンジニアチームは 4 本の製品ラインで業務を
行っています。チームはそれぞれ 異なる製品
ラインに重点的に取り組みますが、開発に向
けて協力しながら共通の戦略に従います。

60 人のエンジニアが 5 つの場所で業務を行っ
ています：
■ セコロック部門の本部があるファガスタ（ス
ウェーデン）
■ バージニア州ロアノケ（アメリカ）
■ テキサス州グランドプレーリー（アメリカ）
■ ハイデラバード（インド）
■ 張家口（中国）
製品ライン
■ ダウンザホール（生産、温泉井・井戸の掘削）
■ トップハンマー（地上と坑内の生産ドリリン
グとトンネリング）
■ レイズボーリング（鉱山ホイストと換気用の
地下シャフトおよび原鉱通路）
背景の異なる人々をまとめ
ていくのがヘレナ・ヘブロ
ムの仕事。彼らが成長して
いく姿を見るとやりがいを
感じると言います。

バルチームの活躍がありました。
「別々の製品ラインを手掛けるアメリカの 2 つのエンジニア

■ ロータリー（採鉱、建設および井戸用のブラ
ストホールドリル）

一部の国ではこれが問題になるかと思いましたが、それは違っ
ていましたね」

チームがそれぞれの知識を組み合わせて 2 つの技術を融合し

様々な文化的背景を持つチームを率いることで、リーダー

ました。すると、見事なほどに高い貫通率を誇る文字通り新た

シップに別の側面が付け加わると彼女は考えています。
「それ

な製品が完成したのです」

が私のエネルギーになります。部下たちが成長して責任感を身
につけていく姿を見るのは、この仕事の醍醐味ですよ」

2 年で結果を出したヘブロムですが、最初は世界各地の仕事の

エンジニアチームは日々意思の疎通と情報交換をしています。

習慣や方法を新しいエンジニアチームへ取り入れることに不安

2010 年も6 人のエンジニアが約 2 カ月間、別のチームとともに現

があったと言います。

場で業務を行う予定です。エンジニアチームは今でもそれぞれ

「アトラスコプコのR&Dは明確で無駄のないコンセプトを持っ
ており、その中で問題があれば皆で話し合います。中国のような
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異なる文化を持ちますが、お互いの距離は着実に近くなってい
ます。■

より良い明日をつくる仕事です。

140 年という長い歴史をもつアトラスコプコは、つねにサステイナブルな産業開発の先頭に
立ち、動力工具の生産性や人間工学において業界をリードしてきました。私たちの最先端の
技術は世界中で採掘の機械化を実現し、アトラスコプコのコンプレッサは様々な産業に
おける消費エネルギーや CO 2 の削減に貢献しています。私たちは世界に先駆けて新たな
スタンダードを打ち出しているのです。
なぜ、このようなことが達成できるのでしょうか？ その答えは「人」。私たちにとって最も
重要な資源である社員が数々の成果をもたらしてきたのです。アトラスコプコの企業文化は
忠誠と協力の上に築かれており、社員のプロフェッショナルとしての成長を重視しています。
目標を設 定するのは自分自身です。それと引き換えに、会 社を成 功に導く責任の一端を
担ってほしいと考えています。
このような方針が、174 カ国のお客様のために活躍している 3 万人以上の社員のモチベー
ションになっているのです。
今日よりも素晴らしい明日をつくるために――。あなたも私たちと一緒に働きませんか？
ぜひ、ウェブサイトの採用ページをご覧ください。

http://www.atlascopco.co.jp
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未来型の採掘

Innovation
through
partnership
パートナーシップから生まれる
技術革新
1873 年の設立以来、アトラスコプコは常に顧客満足を
念頭に置き、技術革新に力を注いできました。
アトラスコプコとリオ・ティント鉱山会社との
密接な協力関係によって生まれた、坑内採掘のための
2 つのハイテク・ソリューションもその一例です。

文 NANCY PICK 写真 アトラスコプコ

どんなイノベーションにも、その背景には必

れた場所で椅子に座ったまま、快適に画面を

ちより迅速で安全、かつ効率のよいアプロー

ず試行錯誤の過程があります。アトラスコプコ

監視できます。もう一つはモジュラーマイニン

チが生まれるのです。

はそれがより高度な技術につながると考えれ

グマシン。これは他のどのトンネル掘削機より

アトラスコプコのイノベーション分野での大

ば、新しい計画を推し進めます。同時に、お客

も迅速かつ機敏に、地下 1マイルよりさらに深

切なお客様であり、パートナーでもあるのが

様に問題が生じれば、その大小を問わず、立ち

いところの硬い岩盤を切り開き、同時に環境

多国籍鉱業グループ、リオ・ティント社です。

どまって問題を解決することも忘れません。

への負担も抑えることができるマシンです。

このプロセスがうまく機能した時こそ素晴

「これまでとは段違いの便益を届けるため、高
性能マシンの高度な技術を利用して全く新し

らしい結果が得られます。近年、アトラスコプ

イノベーションに向けて前進することとは

い方法を模索しています」とリオ・ティント社

コと鉱山会社との密接な協力により、地下炭

「常にオープンな状態でお客様と意思疎通を

のイノベーションリーダーであるジョン・マッ

鉱のための 2 つのハイテク・ソリューションが

図ることです」とアトラスコプコ土木鉱山事業

ガー氏は言います。
「このような機械を開発す

誕生しました。一つは自動化された機械によ

技術部門の副部長スヴェルケル・ハートウィグ

るには有能なパートナーの援助が必要です。

る荷積み、運搬、積降ろしを可能にしたスクー

は言います。複合的なギブ＆テイクにより、結

アトラスコプコが最適なパートナーであるこ

プトラム。オペレータは現場から何マイルも離

果としてよりサステイナブルな新技術、すなわ

とは経験から分かりますよ」■
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オートメーションの魅力
■ 大 規模 な 採 掘においてサステイナビリ
ティを実現しているのは、アトラスコプコ
とお客様の協力によって開発された、新し
い方法による
「自動化」だと言えるでしょう。
自動化技術によって重い機材をも動かすこ
とが可能になり、メンテナンス、揚水、換気
などの機能が改善されました。

自動化によるその他の利点：
■ オペレータの安全性が向上
■ 産出量の予測と最適化
■ 人間よりコンピュータの方が機械を適切
に稼働させることができるので、機械の
損傷が少なくなる
■ 単調な仕事に就く人数を削減できる

モバイルマイニングマシンが誕生するまで

1950 年代

1980 年代

1993 年

2006 年

2010 年

アトラスコプコは、

ロビンズ・カンパニーの

アトラスコプコが

リオ・ティント鉱業

現在アトラスコプコと

力学的に設計された

リチャード・ロビンズが

ロビンズ・カンパニーを

グループは、

リオ・ティント社は

岩石切削機など、

モバイルマイナー

買収。同社は現在までに

アトラスコプコと

新たなモジュラー

3 台のモバイル

他のメーカーを招いて

マイニングマシンの

採掘する機械）の

マイナーを製造し、

地下深部のトンネリングを

設計の仕上げ

コンセプトを案出。

日本とオーストラリアで

高速化するアイデアを

段階にあり、

彼によって

使用されている。

提案する。

早ければ 2011 年末に

車両に搭載した

モバイルマイナーを

納品予定。

大型カッターヘッドが

もとに新たなモジュラー

斬新な掘削技術を
研究。

（発破せずに硬い岩を

構想される。

マイニングマシンを
製造する企業として、
アトラスコプコが
選ばれる。

www.atlascopco.com
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遠隔操作による
採掘
アトラスコプコの側からイノベーションが生ま
れることもあります。自動化されたスクープトラム
ST14ローダーの場合がそうです。
「もう何年も前
から自動化を実現しています」とアトラスコプコ
土木鉱山事業エリア副社長のスヴェルケル・ハー
トウィグは言います。自動掘削装置、さらにはテ

モジュラーマイニングマシン

レリモートのスクープトラムですら、イノベーションの

モジュラーマイニングマシンの開発計画は、

ングマシンは、従来のトンネル掘削機にはな

原動力は「市場の牽引よりも私たちの側での技術

他の製品とは異なり、アトラスコプコからで

いいくつかの利点を持っています。その一つ

推進の動き」でした。

はなくリオ・ティント社から発 案されたもの

がトンネルの平行壁を思い通りに作れる点で

です。同社では、広大な銅採掘事業において

す。また、狭いターンに 適 応したものや Y 字

は 地下でのブロックケービング法 が 将 来的

型に枝分かれした形を作ることもできます。

には必要になると考えています。この技法の

現在、機械の設計は最終段階にあります。

歴史的に見て、お客様は自動化を受け入れる
のがやや遅かったと彼は言います。例えばアトラ
スコプコは 1986 年に完全自動の掘削装置の販
売を開始しましたが、
「ほとんど売れませんでし

主な欠点は、最長 6 年にも及ぶ困難な準備作

たね」。1990 年代後半になってようやく、自動掘

業を要する点であり、立抗を沈めて必要なマ

その 機 械の利点について、リオ・ティント社

イル数だけ地下トンネルを掘らなければなり

のマッガー氏は次のように述べています。
「も

削機が人件費を節約するだけでなく品質と信頼

ません。

しも都 市 近 郊 で 銅 が 発 見されても、環 境と

性を高めるということが認識されはじめました。

社会への配慮からその資 源を採掘するのは

北極圏付近のカナダ領のとある島に位置する

しかしリオ・ティント社はその準備期間を半

非常に困 難でしょう。しかしアトラスコプコ

リオ・ティント社のダイアヴィク・ダイアモンド鉱山

分に短縮したいと考え、2 〜 3 年前に機器製

のモバイルマイニングマシンのような地下深

では、会社の重役たちが自動化されたスクープ

造業者を招いて、これを可能にする優れたア

部 での 洞 窟 掘 削 技 術を使 えば、そのような

トラムの利点を目で確かめ、これまでに 3 台を購

イデアを提示しました。その際、水平型トンネ

状 況でも環 境へ悪 影 響を及ぼすことなく掘

入しています。ローダーの駆動は単調な作業であ

リングマシンに関する契約を獲得したのがア

削できると考えています」■

トラスコプコです。当社のモジュラーマイニ

自動で硬岩を掘る
モバイルマイナー
■これまで硬い岩での採掘は、岩の発破のた

ター技術を採用。この特許を取得した掘削シ

めに作業を中断するという面倒なプロセスを

ステムは、深さが様々に変わっても天井と床

繰り返していました。しかし、今では革新的な

の平行を保った美しいトンネルを作り出しま

モバイルマイニングマシンによって、最も硬い

す。直 線でも曲がり角でも掘り進み、1 対 7

岩でも効率的かつ自動的に掘り続けることが

の勾配での上昇と下降が可能です。

できます。

この技術革新により、岩の採掘をより安全、

ロビンスモバイルマイナー MM130 は、硬
い岩を効率よく掘削するためのディスクカッ
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低コスト、迅速、そして容易に行えるようにな
りました。

出典 : RIOTINTO.COM; ATLAS COPCO; EN.WIKIPEDIA.ORG
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未来型の採掘

新しいスクープトラムロー
ダーにはレーザースキャナ
が搭載されており、鉱山トン
ネル内を自動で 進みます。

リオ・ティント鉱山会社 イノベーションリーダー、ジョン・マッガー氏

「 世界中の人々が、私たちが享受している
生活と同様の生活水準を望んでいます。

20 億人の人々が その発展段階に近づきつつあり、
り、音と振 動が疲労をもたらします。
「大して面
白くないし危険を伴う作業です」とハートウィグは
言います。

彼らの鉱物への 需要は今後著しく高まるでしょう。
私たちには、彼らが 現代の生活水準を
確立・維持するために必要な鉱物や金属、

新しい自動スクープトラムでは短時間での移動
が容易になります。さらに、この機械には鉱山トン
ネルの壁を「見る」レーザースキャナがあるため、
行きたい場所へ進むことができます。やはり荷積
みは最も複雑な作業なので人間の監視が必要で
すが、荷積みが済んだらトンネルを通って自動で
岩を運搬し、それを降ろしてからまた荷積みの
現場へ独りで帰ることができるのです。
地下深部で車両の運転席に座るのではなくオ

すなわち都市、道路、公共の交通機関、電気、
水と排水システムなど、私たちが当たり前とする

インフラ を提供することで、
発展途上国の経済を支援する責任があるのです。
これらのニーズを満たすには、

フィスで操作をすることができるのは、オペレータ
にとってはるかに安全で 快適なことです。また、

ただ過去の 技術 に頼るわけにはいきません」

スクープトラムはまるで女性が運転しているような
優しい動き方をします。
「女性オペレータがスクープトラムを操作すると
燃料とゴムの減りが少ないことが知られていま
す」とハートウィグは言います。
「コンピュータと少
し似ていますね。コンピュータは人間の男性が 扱
うよりも機械を優しく扱うのです」
さらに、自動化されたスクープトラムは、人間の
れることがないため、生産の予測可能性と再現性

ダイアヴィクでの
野生動物の観察

が向上します。■

■ リオ・ティントのダイアヴィク・ダイアモ

オペレータと違って窮屈な状況や騒音、振動に疲

ンド鉱山はカナダ・ノースウェストテリト
リーズ州のとある島にあり、北極圏からさ
ほど遠くありません。アトラスコプコとリ
オ・ティント社は、はるか北の地でのサス
テイナビリティへの取り組みの一環として、
共同で現地の野生生物を保護する活動を
行っています。その内容は次のとおりです。
■ カリブーの数と移動パターンの観察
■ 水鳥および猛禽類の観察
■ クズリの追跡調査
■ ハイイログマの調査
■ 鉱山に生息する生物の種の大半の目撃
情報を記録

www.atlascopco.com
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環境対策の推進

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

CARMAKERS
PAVE A
NEW ROAD
自動車メーカーが新たな道を切り開く

世

界経済が回復するにつれ、世界の多くの
地域で自動車の新たな消費需 要が 生ま

れ、自動車産業の成長が加速しています。しかし、
新たな自動車大国が 市場に参入したこと、そして
環 境に関する厳しい基 準に合 致する新たな製 造
技術が出現したことによって、これまでとは違う多
くの変化が生じています。
一つだけ変わらないのは高品質の製造技術と製
品に対するニーズであり、アトラスコプコのような確
固たるサプライヤーはそれに応えて長期的に産業機
器を提供しています。
「このセクターには自信があり
ます」とアトラスコプコ産業機器事業エリア社長の
マッツ・ラームストロムは言います。
「自動車産業は
常に未来に目を向けており、研究開発への投資を常
に怠らないリーダー的産業です」

輝く新星
前

世紀に自動車産業を開拓し、
これを形作ってきた欧米や日

本は、長年にわたり世界の自動車生産
を独占してきました。しかし、近年で
はこれらの成熟市場の自動車販売数
は急激に落ち込み、新興市場の急速
な台頭と相まって、全く新たな世代の
産業構造が生まれています。
世界の自動車製造業は 2018 年まで
に年平均 3％の割合で成長すると予想
されていますが、その中でも近年急速
な成長が見られる中国、インド、ブラジ
ルでは、特にその割合が高くなること
が期待されています。 ■

「従来の自動車メーカーが
自らを改革し、新たな道を
模索している姿は

中国は 2009 年に 1,379 万台の自動車を製造しました。アジアは現在、
世界の自動車生産台数の 40％を占めています。

刺激的です」
アトラスコプコ産業機器事業エリア社長
マッツ・ラームストロム

中国
■中国は世界をリードする自動車製 造国として、群を抜いた
存在になっています。パリに本部を置く世界自動車工業会が作
成した生産統計データによれば、
このアジアの大国は 2009 年に

1,379 万台の車を製造しており、第 2 位の日本の生産台数（793
万台）
の約 2 倍、米国（571万台）
の約 3 倍でした。このためアジア
は現在、世界の自動車生産台数の 40％を占めています。
それだけではありません。国内メーカー 16 社、外国メーカー

25 社を抱える中国は、自動車メーカーとブランドの数において
も世界トップです。中国は 2006 年に自動車の販売台数がそれ
までより 40 ％近く急増して 410 万台に達し、世界で第 3 位の自
動車市場となりました。所得の上昇、借入枠の拡大、自動車価格
の下落、そして中国においては未だ 1,000人当たりの自動車普
及率が 24 台という低い水準にあることなどを考慮に入れると、

2011 年には第 2 位の座につくと期待されています。

www.atlascopco.com
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世界で最も安い自動車、
ナノに 対 する 需 要 が 予
想外に大きかったため、
タタは最初の顧客 10 万
人を選 ぶ ための 抽 選を
行いました。

自動車産業擁護派

インド
■ インドの自動車業界は現時点ではそれ

売して市場を独占しており、これは第 2 位

ほどの 規 模 ではありませんが、製 造と販

の 2 倍に相当し
のヒュンダイ（244,030 台）

売における近年の伸び 率は著しいものが

ます。

あります。

■ 東欧の一部の地域、特にポーランドとルーマニアでは、西
側の隣国、とりわけ欧州最大の自動車生産国であるドイツ向
けの小型車の生産が大幅に伸びています。

ジャガーとランドローバーを傘下に持つ

SUV（スポーツ用多目的車）など、数年前までは総販売台

下層中産階級の乗り物が二輪車から小

インドのトラックメーカー、タタ・モーターズ

数の約半分を占めていた、燃費があまりよくない高級車種の

型車へ移行し始めたこともあって、インド

は、同社が発表した世界で最も安い自動車

販売台数が落ち込んでいる一方で、国外で製造される小型

の自動 車 産 業は 2010 年 第 1 四 半 期に乗

であるナノの注文を、昨年だけで 203,000

の国産ブランドに対する需要は増加しています。

用車が 25 ％、商業車が 21％、多目的自動

台（当初の売上予想の 2 倍以上）も受けま

車に関しては 41％の売上増を記録しまし

した。
需要が予 想外に大きかったため、同社

ありません。欧州自動車工業会によれば、EU 諸国での乗用

は 2010 年 7 月から年末までにナノを納品

車の生産は 2009 年に 23％上昇し、今年も堅調を維持すると

する最 初の顧 客 10 万人を抽 選 で 選 んだ

いいます。アジアでもまた、自動車生産が世界第 2 位の日本

ほどです。

と第 4 位の韓国において需要が上向いており、日本のホンダ

た。インドはアジアで 4 番目の市場規模に
なっています。
インド自動車 製 造 会 社 協会によれば、
この国最 大の自動車メーカーであるマル

しかし自動車産業擁護派にとって悪い情報ばかりでは

チ・スズキ・インディアは 636,707 台を販

は生産台数の拡大を予想しています。
米国の「ビッグスリー」として知られるゼネラル・モーター
ズ、フォード、クライスラーもまた再生の努力を進めています。

南アメリカ

政府による低燃費車への買い換え助成金制度のおかげで
今年に入って売上が急速に好転したことに加えて、これらの
3 社は、従来のノウハウと新素材を組み合わせたハイブリッ
ド車の開発、さらに自動車自体や製造工場においてエネル
ギー消費と有害排出物を最小限に抑えるという目標に向け
て邁進しています。
成長軌道への復帰、そして世界の自動車メーカーにとって
明るい時代の到来は、アトラスコプコのように長期にわたり

■ より軽量でコンパクトな省エネ自動

2020 年までに世界第 3 位の自動車生産

産業機器を供給してきた企業にとってもうれしい知らせで

車への需要が、ブラジルの自動車産業

国になると予想されています。

す。
「自動車メーカーが自らを改革し、新たな道を模索して

にも活気をもたらしています。バイオ燃

西欧と米国の自動車メーカーは、製

料生産では世界最大を誇る南米の大国

造コストが安い場所へ生産拠点を移転

また、自動車産業の変貌の速さはアトラスコプコにとって

ブラジルは、ガソリンとエタノールをど

し続けることで、新しい市 場に対応し

新たなビジネスチャンスをもたらしていると彼は付け加えま

のような混合比率でも走らせることので

た生 産 能力を急 速に伸ばしています。

す。
「ますます多くの自動車メーカーが国内だけではなく国

きる国産フレックス燃料車で驚異的な

例えばアルゼンチンは、フォード、ゼネ

際レベルで意思決定をしています。私たちは世界中に資源を

成功を収めています。2003 年に販売が

ラル・モーターズ、フォルクスワーゲン、

持っているので、圧倒的に優位です。お客様はどこからでも

開始されたフレックス車は、2009 年に

ルノー、フィアット、プジョー、メルセデ

当社の情報源にアクセスしたり、世界中にいる当社のスタッ

はブラジルの乗用車と商用小型トラッ

ス・ベンツなど世界中の自動車メーカー

クの販売シェアでなんと 92％を占めま

向けに、乗 用車、軽トラックからバス、

した。今年 3 月にはフレックス燃料車が

商用トラックに至るまで様々な自動車

1,000 万台を突破しており、ブラジルは

の主要な製造基盤を提供しています。
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いる姿は刺激的です」とラームストロムは言います。

フと直接取引ができます。競合他社はしばしば代理店を通
しますが、当社はそうしません。お客様のニーズに耳を傾け、
それに応えることが、当社の企業文化の重要なポイントだか
らです」■

HYUNDAI’S TOOLS
support sustainability
ヒュンダイの成長を支える工具たち
韓国のヒュンダイ・モータースは数カ国に
工場を構えており、アトラスコプコはその全てに

チェコにはヨーロッパで最も先進
的な自動車工場の一つがあります。
2008 年、ポーランドとスロバキアとの

動力工具と組立システムを供給しています。

東側の国境に程近いノショヴィツェと

もっとも最近に稼働を開始したのが、

マニュファクチャリングチェコ工場で

チェコ共和国ノショヴィツェにある工場です。
文＆写真 アトラスコプコ

いう村で開業したヒュンダイ・モーター・
す。ここでは、ヒュンダイi 30 モデルと
i30 cwコンビバージョンを生産し、近隣
のスロバキアの都市ジリナにある工場
にトランスミッションの供給も行ってい
ます。

www.atlascopco.com
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小型のねじは燃料消費を節減する
■ 電動工具を使えば、最大の締め付け荷重でボルトを
締めることができます。また、より小型のねじの使用も
可能になり、結果として車 1 台当たり 20kg の重量削減
につながります。もし、すべての自動車が 20kg 軽けれ
ば、全 世界で 年間 120 億リットル の 燃 料消費 が 削 減
されるでしょう。これは満載の石油タンカー 5 隻分に
相当します。

ノショヴィツェ工場では現在 2,300人の

ビスが工場の近くに立地しています。工場

従業員が 2 交代制で働いており、年間 20

設備を順調に稼働させるため、アトラスコ

万台の自動車を生産しています。2011年

プコはモービスにも現場のサービス作業

にはさらに1,100人の従業員が 3 番目の

室を置いています。

シフトに配備され、それによって生産台

「ヒュンダイにとって品質はナンバーワン

数は年間 30 万台に達する見込みです。

の優先事項です。アトラスコプコが高品

この工場は、環境に優しい乗用車のラ

質の工具に基づく優れた技術ソリューショ

インナップを目指すヒュンダイの「ブルー

ンを提供してくれるので、上質の締め付け

ドライブ」構想に沿って生産を行ってい

が可能になるのです」と最終組立工場の

ます。

生産責任者オルドジフ・ファブラン氏は言

「アトラスコプコのサービススタッフが
現場でサービスを
提供してくれるので助かりますね。
いつでもサービスエンジニアが
いてくれるのは大きな利点です」
最終組立工場 生産責任者、オルドジフ・ファブラン氏

います。
「アトラスコプコのサービススタッ
例えば、ここで製造されるモデルは革
新的な「アイドリングストップ＆ゴー（ISG）
」

フが現場でサービスを提供してくれるの
で、助かりますね」

システムを搭載。車が停止したり4km/h

かつてトヨタとPSAプジョーシトロエン

以下で進んでいる時には自動的にエンジ

の製造技師であったファブラン氏は、ヒュ

ンが切れるようになっています。その結果

ンダイが最終組立作業にテンサー電動工

として燃料消費量が減り、排ガスが 15％

具を選択した主な理由は、アトラスコプコ

削減されます。

が品質の強化に取り組んでいるからだと

環 境と品質に関する同社の目標を達

言います。また、別の理由としてはエルゴ

成するため、ノショヴィツェ工場の 5 本す

ノミクスの観点も挙げています。
「アトラス

べての組立ライン全体にアトラスコプコの

コプコの工具は軽くて使いやすく、しか

工具とシステムが導入されており、その

も騒音が少なくて取り扱いが簡単です」

ほとんどが電動です。
また、工場内に設備の整った作業室を

アトラスコプコには最善の工具とサービ

置き、サービスエンジニアを常駐させてい

スを期待しており、今後もそうあり続ける

るのも、アトラスコプコが 提供する重要な

ことを願っているとファブラン氏は言いま

サービスの一つ。サービスエンジニアはこ

す。
「アトラスコプコのコードレス技術も魅

こで予防的メンテナンスを含め 様々な任

力ですね。同社には今後も優れた製品を

務をこなしています。

作り続け、私たちの問題を解決するために

世界中のヒュンダイの工場と同様に、ノ

手助けしてほしいと思っています」■

ショヴィツェでもタイヤメーカーであるモー
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良い方向へ
■ 成長過程にあるチェコの自動車産業にとって、状
況は明るくなっています。チェコ自動車産業協会が
発表した最新データによれば、自動車産業は 2009
年の国の総 工 業生 産高の 16 ％を占め、雇用者数は

106,000 人でした。これらの数字は同産業が不況前
の 2007 年に記録した史上最高の数字をわずかに下
回るだけです。

2010 年第 1 四半 期における乗 用車と小型商用車
の国 内 総 生 産は 265,985 台であり、そのうち 95 ％
以上が輸出されました。これは、前年同期の乗用車
および小型商用車の生産台数 205,000 台と比べる
と 23％の増加になります。

出典 : ACEA.BE; OICA.NET; SIAMINDIA.COM; ATLAS COPCO
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環境対策の推進

ノショヴィツェ工場の 5 本すべ
ての組立ライン全体にアトラス
コプコの工具とシステムが導入
されています。

www.atlascopco.com
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アイデアの交換

Come together
足並みそろえて
アトラスコプコは一丸となって、
企業パフォーマンスのさらなる改善に向けた
新たな方法を模索しています。
またサステイナビリティの問題をさらにつきつめ、
よりお客様中心の運営をすることで、
組織全体としてより優れた製品をお届けします。
文 LINAS ALSENAS 写真 アトラスコプコ

議論から生まれるもの
重要な機会になっています。しかし

たのが、世界規模のオンラインセミ

4 年おきに世界中のマネジャーが

アトラスコプコグループでは、3、

2009 年の世界経済 危機に見舞わ

ナーです。グループのマネジャーた

一堂に会して意見交換や実践例の

れた中では、何百人ものマネジャー

ちは業務から離れることなく、世界

発表を行うイベントを開催し、各地

が一斉に業務から離れることは不

中の拠点を結んだオンラインセミ

のマネジャーが共同で戦略を練る

可能でした。そこで代わりに開かれ

ナーを通じて顔を合わせることが
できました。このアトラスコプコ初
めての試みは大成功を収めたため、
テレビ会議とオンラインセミナー
は、ミーティングの新たな手法とし
て積極的に採用されるようになりま
した。
2009 年のグループ・イベントはテ
レビのトーク番組のように行われま
した。見どころとなったのがアトラス

社 長 兼 CEO の ロ ニー・
レテンは、就任 12 日目に
してこのイベントのホス
ト役を務めました。

コプコの5つの実話シリーズ「ブルー
ボックス体験」の上映でした。出身
国とバックグラウンドがそれぞれ全
く異なる7人の社員がスウェーデン
の大自然の中へ集められ、
会社がよ
りお客様志向になるための方法を
模索するという内容です。不屈の精
神を持ちユーモアに富んだその「優
秀な7人」は、抜き打ちの課題に取
り組み、72 時間の制限時間の中で
7つの要点からなる推薦プランを熱
心に練り上げました。
■
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グループ・イベントの概要とメリット
■ ストックホ ルムを 拠 点とした

■ 各地 域のマネジャーたちはオ

ウェブ会議に 5 カ国、18 地域から

フィスを離れる必要がないので、

参加がありました。

目の前の課題に集中することがで

■ アトラスコプコのマネジャー

きました。

それぞれの地 域 からイ
500 人 が、

■ アトラスコプコの新しいイニシ

ベントに参加しました。

アチブや成 功事例が会 議で 発 表

2009 年のグループ・イベントはトーク番組形式で行われ、

■ 社 長 兼 CEO の ロ ニ ー・レ テ

世界中の人々との生インタビューを取り上げました。

ンは、就 任 12 日 目 にしてト ー ク
ショーの司会を務め、彼のオープ

され、その 後ウェブサイトでも公
開されました。
■ イベント開催中、マネジャーた

ン で 勇 気を与えるコミュニケ ー

ちによってオンラインの 共 有ス

ションスタイルを従業員たちに示

ペースがテストされ、現在ではグ

しました。

ループ内で幅広く使われています。

www.atlascopco.com
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巨大な中国市場に向けて
The great market of

アトラスコプコにとって
中国は最大かつ
大きな可能性を持った

HINA
文 JAN HÖKERBERG 写真 アトラスコプコ、ISTOCKPHOTO

市場です。
2010 年の上海万博では、
サステイナブルな
生産を実現するために、
当社がどのような
お手伝いができるかを
お客様とビジネスパートナーに
提示しました。

2010年 5月の1週間、上海万博でアトラス
コプコはお客様やビジネスパートナー、そ
の他の関係者と会い、当グループが中国の
ためにサステイナブルな生産をどのような
かたちで提供できるかを説明しました。
「当社がオフィシャルパートナーを務め
るスウェーデンパビリオンへ、地元のお客
様、ディーラー、サプライヤー、関係官庁、
投資家、学生、教員、メディアの皆様を招
き、イベントの一環として中国で販売する
当社の13 ブランドをすべて紹介したので
す。パビリオンには 1日1,000人もの人々が
来場しました」とアトラスコプコ中国投資
会社の副社長マグヌス・ギロは言います。
アトラスコプコにとってアジアの重要性
は確実に高まっています。2009 年 10月
に中国はアトラスコプコの最大の市場に
なりました。この成長をさらに支援するた
め、現在では土木鉱山機械事業エリアと
オイルフリーエア部門の本部を欧州から
上海へ移転させています。

e

アトラスコプコは世界で最もサステイナブルな
企業を選出する 2010 年度「グローバル 100」
に選ばれています。当社の製品とソリューショ
ンが 2010 年上海万博で紹介されました。万
博期間中の数々の活動の一環として、アトラス
コプコは 175 の投資家とアナリストのための
協議会を開きました。

www.atlascopco.com
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出典 : ATL AS COPCO; WORLDBANK.ORG; EN.WIKIPEDIA.ORG; CNNIC.NET
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「世界最速で成長を続ける経済のより近くにい
るため、私たちは中国へ移転しました」と上級副
社長兼土木鉱山機械事業エリア社長のビョルン・
ローゼングレンは言います。
オイルフリーエア部門社長のクリス・ライバート
もまた、同部門ビジネスコントローラーのカテリン・
リシャルドとアジア地域マーケティング責任者の
アニール・ヒンゴラニとともに、ベルギーのアント
ワープから上海に移動しました。
「2005 年以来、中国は私たちの部門にとってナ
ンバーワンの市場であり、中国のみならず他のア
ジア地域にも大きな成長の可能性があります。ア
ジア市場を十分に開拓するため、私たちは部門

「古い技術を売るようでは
今日の中国には居られません。
彼らは最新の技術を求めています」
アトラスコプコ AB 上級副社長、ビョルン・ローゼングレン

本部を中国に移転した上で、さらに欧州と同じよ
うな組織を立ち上げる予定です」とライバートは
述べています。
アトラスコプコが中国に進出したのは 1920 年
代。1998 年には外国企業の完全子会社として中

「これらの投資はすべて、アトラスコプコのよ

国政府に登録され、中国本部を香港から上海へ

うな企業にプラスになります」とギロは言います。

移しました。

「私たちは長い間中国にいますが、それが競合他

この10 年間に当社は著しく成長しました。従

社と比べて強みになっています」

アトラスコプコのブランドとしての約束はサステ
イナブルな生産を約束すること、つまり正しい判
断に基づいて人材・天然資源・資金を使用するこ
とで信頼性・継続性のある成果を保証するという

業員は 500人から 3,850人に増え、グループ全体

また、ライバートは「中国全体でコンプレッサの

の約12％を占めています。2009 年にはグループ

需要が高まっています。世界金融危機で一度は

「中国では、エネルギー効率は政府が課してい

総売上の12％に貢献し、米国とドイツを抜いて最

減速しましたが、アジア、特に中国では西欧より

る最優先事項で、企業はエネルギーを削減する

大の市場に成長しました。

もはるかに速いスピードで経済が回復していま

製品を選択するよう奨励されています」とギロは

す」と語ります。

言います。

アトラスコプコは中国に完全子会社を18 社所

ことです。

有していますが（うち12 社は生産工場）、この数

中国にある当グループの12 の工場のうち 5 つ

はおそらく中国に進出している他のどのスウェー

は土木鉱山機械事業エリアに属しています。世

アトラスコプコはエネルギー回収キャンペーン

デン企業よりも多いでしょう。このほか、100 を超

界のセメント産業の半分以上は中国にあり、アト

を開始し、
より賢くよりサステイナブルなエネル

える販売／サービスオフィスと多くのディーラー

ラスコプコは露天採掘事業用の掘削リグを提供

ギーを使用する数々のソリューションを考案し

を中国に置いています。

しています。中国は金属鉱業においても主要国

ています。その一つが空気の圧縮から熱エネル

の一つであり、金や鉄鉱石などが大量に埋蔵さ

ギーを回収するオイルフリー VSDインバータ制御

れています。

コンプレッサです。

当グループにとって中国は偉大なる可能性を
秘めています。中国ではフルスピードで産業化が

「中国で販売する製品の約 6 割は現地で製造

「製造施設でのエネルギー消費の約1割が圧

進んでおり、製造施設では今後高性能なコンプ

していますが、その割合は今後さらに増えるで

縮空気の使用によるものです。VSDコンプレッ

レッサや工具を必要とするでしょう。また、中国は

しょう」とローゼングレンは述べています。

サはエネルギーの約 3 割を節約するほか、残っ

天然資源とそのインフラの開発が急速に進んで
おり、土木鉱山機械に大きな需要があります。
すでに中国は水力と原子力を戦略的なエネル

当社のどの製品開発においても指針となるの
が、新製品は既存の製品よりも省エネルギーでな
ければならないという原則です。

たエネルギーを回収することができます」とライ
バートは語ります。
エネルギー回収機器に加えて、アトラスコプコ

ギー源として設定しており、今後それらへの大規

「古い技術を売るようでは今日の中国には居ら

は製品のライフサイクルコストを削減し、生産性

模な投資によって石炭への依存を減らすと考え

れません。彼らは最新の技術を求めています」と

増大のためのサステイナブルな方法を提供する

られます。

ローゼングレンは言います。

べく、絶えず技術革新を行っています。■
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アトラスコプコの VIP エリアには
1日に約 1,000 人が訪れ、その多く
が中国のお客 様でした。

BUSY AT THE EXPO
万博での盛況ぶり
■ アトラスコプコは万博のスウェーデンパビリ

イナビリティ・インデックスにも含まれています。

オンのオフィシャルパートナーです。5 月に行わ
れた 1 週間のプログラムでは、スウェーデン総領

■ サステイナビリティの応用

事館と共同で特別のイブニングイベントを実施

ここでは、各製品がどのようなプロジェクトで使

し、スウェーデンと中国の国交樹立 60 周年を祝

用され、なぜお客様がアトラスコプコのソリュー

いました。1950 年 5 月 9 日、スウェーデンは西

ションを選んでいるのか、3 つの事業エリアが

欧諸国で初めて中華人民共和国との国交を樹

それぞれ実例を挙げて説明しました。

人口：13 億 4,000 万人
（2009 年国連情報）
首都：北京
最大都市：上海

立したのです。
また、70 人以上のマスコミ関係者を対象に

中国に関する情報

■ 地域への貢献

主な言語：中国語

世界中でアトラスコプコが行っている活動を示
す数々の例を展示しました。Water for All は

平均寿命： 71 歳
（男性）
、
（国連情報）
75 歳（女性）

さらに、パビリオンの最上階にある VIP エリア

スウェーデンのアトラスコプコの従業員が設立

通貨単位：人民元
（元）

では、3 つのテーマからなるアトラスコプコ独自

した非営利組織で、世界中で新鮮な飲料水を提

の展示会を行いました。

供する手助けをしています。中国でも 2009 年に

記者会見を開くほか、175 の投資家とアナリス
トのための協議会を開催しました。

最初のプロジェクトが開始されました。

■ サステイナビリティの認定

2008 年に中国四川省で生じた壊滅的な地震

GDP 成長率：8.7％（2009 年）
1 人当たりの国民総所得：
2,940 米ドル
（2008 年世界銀行の情報）
携帯電話の利用者数：

当社が様々な認証や認定を取得していることを

の影響で、中国ではもう一つのプロジェクトが

来場者に提示したいと考えました。例えば、アト

スタートしました。アトラスコプコと従業員は、

10 億 9,400 万人

ラスコプコは世界で最もサステイナブルな企業

西昌に住む 400 人の子供たちに学校（アトラス

インターネット利用者数：

を選出する 2010 年度「グローバル 100」に選ば

コプコ・サンシャイン・スクール）を作るための資

3 億 8,400 万人

れています（34 位）
。また、FTSE4Good サステ

金を寄付しました。

www.atlascopco.com
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より良い都市、より良い生活
より良い都市、より良い生活――これは 2010 年上海
万博のテーマです。
1800 年当時、都市に住む人口の割合は世界総人口比
でわずか 2％でした。ところが、1950 年までには 29％へ
と上昇。そして現在、国連の調査によると、都市に住む
人口は世界総人口の 55％を占めると見られています。
世界万博のスウェーデンパビリオンのオフィシャルパー
トナーであるアトラスコプコは、将来の都市環境の安全
性、サステイナビリティ、生産性を確実に向上させる取
り組みを行っています。この後のページでは、
「より良い
都市、より良い生活」のために当社が提供している様々
なソリューションについて詳しくご紹介します。

写真:

GETT Y IMAGES

A CLEANER,
GREENER CITY
Building

よりクリーンでグリーンな街づくり
より静かで安全で、環境に優しい街づくりを
支えるため、アトラスコプコは
多くの製品とソリューションを提供しています。
文 NANCY PICK イラスト SVENSKA GRAFIKBYRÅN

改良された道路舗装

廃棄物からクリーンな燃料を

より安全な建設プロジェクト

エネルギー効率の優れたコンプレッサ

地熱暖房のための掘削

よりクリーンな発電

■ ダイナパックのコンパクトアスファルト

削岩の騒音を減らす

■ごみ処理場などの廃棄物が発するガスを

■密集した住宅地での建設作業の場合、既

アトラスコプコの水冷式オイルフリースクリュコンプレッ

■ スカンジナビア地方ではかねてから地

■ 都市に電気は不可欠です。アトラスコプコは、より環

方式なら、2 層のアスファルトを同時に敷

■アトラスコプコのサイレントドリルなら、

利用することは、炭酸ガスの放出量を効果

存の建 物を害しないような注 意 が 必要で

サに搭載されたエネルギー回収システムなら、エネル

熱暖房が一般に普及していました。今日で

境に優しい発電に取り組んでおり、二酸化炭素を一切

くことが可能。この技術を使うと上層部

削岩の絶え間ない騒音による迷惑を気にす

的に抑えるための賢い方法でしょう。アトラ

す。アトラスコプコの新エレメックスシステ

ギーコストと炭酸ガス排出量の削減が可能です。コン

は、この 省エネルギー技 術 が世界中に広

排出しない地熱発電所ではアトラスコプコのタービン

分を薄くできるため、使用するアスファル

ることなく作業ができるので、新たな公共交

スコプコの技術なら、バイオメタンを圧縮

ムは、圧縮空気駆動のダウンザホールハン

プレッサから発生する熱を回収して再利用するこの技

まったことで、石油への依存度を下げるこ

と発電機が使用されています。例えば米国ネバダ州の 2

トの量を抑えることができます。さらに、

通システムの掘削に最適です。また、消音ス

して天然ガスの配管網へ注入し、天然ガス

マーを使用することで、周囲の地面へ逃れる

術は、幅広い産業において大幅なエネルギーコストの

とにも寄与しています。アトラスコプコのム

つの発電所。そこではクローズドシステムが利用されて

2 つの層の結合度が増して耐久性が高ま

電動工具で燃料消費を削減

マートリグの強力なドリルは音を弱めるフー

自動車の燃料スタンドで使用することが可

空気を最小限に抑えることができます。この

削減をもたらすでしょう。

スタング 4-F1 掘削リグは、住宅地の地熱源

おり、地熱井から抽出した温水を蒸発させ

ドで覆われているため、全体の騒音レベルを

能。さらに自動車の燃料をガソリンからバ

新システムによって作業現場の安定性が高

■ 自動車業界においてサステイナブルな生産を実

約 10 デシベル削減でき、世界で最も静かな

イオメタンへ切り替えれば、CO2 排出量は

まり、既存の建物と作業者を守ることができ

そ の 温 水を再 び 地 下へ

現させる上で、重要な役割を果たすのが電動工具で

リグの一つになっています。

約 95％も削減できます。

るのです。

戻しているのです。

ることにより、路 面の寿 命も延びます。

す。電動工具を使えば最大の締め付け荷重でボルトを
締めることができるため、より小さなねじの使用が可能
になります。小さなねじを使うことで、車 1 台あたり平均で

20kg の軽量化につながります。もしすべての自動車が 20kg
ずつ軽くなれば、年間の燃料消費量が世界全体で 120 億リットルも
削減されることに。これは満載の石油タンカー 5 隻分に相当します。加
えて、アトラスコプコの新時代のバッテリー式工具を使えば、風 力や太
陽発電からのエネルギーをバッテリー充電に活用することも可能です。

に到達するよう、特別に設計されています。

て発電機を回転させたあと、
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新しい女性国
ラスコプコ
文＆写真 アト

プレイアデスと呼ばれるこの女性の世
界的ネットワークの目的は、有能かつ熱
心で意欲的な女性たちを組織的なネッ
トワークへ参加させ、機能・部門・地理

「アトラスコプコにとって、

的な境界を越えて交流させることにあ

この世界的ネットワークを

ります。女性研修プログラムでの経験
から、女性ネットワークでの交流には

支援する最大の目的は、

多くの利点があることを学んだ、と当

有能な女性指導者を

時の創設メンバーは口をそろえて言
います。例えば、このネットワークに

育成することです」

は様々な職 歴 や責任、事 業分 野を

人事および組織開発部門の統括責任者、

持った人々が混在するため、グルー

シャネット・リヴィーン

プ経営について理解が深まります。
グループ経営陣から正式に承認
されたこの新しい世界的ネットワー

プレイアデスのもう一つの目標は、女

クは、理事会を置いて常時管理上

性をいかに惹きつけ、採用し、育成して

の支援を受けるだけでなく、世界

会社に引き止めるか、そしてどのように

中の国々に地域支部を設置するこ

経 営の多様化の重要性についてグルー

とで、
世界規模のイベントを企画し

プ内で共通の理 解を得るかということ

ていく予定です。すでに中国、ロシ

です。

ア、スウェーデン、ベルギー、南ア

女性研修プログラムとは、
有望な女性と

フリカには支部が設立されまし

ジェネラルマネジャーの男性をペアにし、

た。支部のメンバーはそれぞれ

女性がそのポストに就くための準備を支

独自の研修グループや話し合い

援するものですが、同プログラムを設立し

ネスネットワークは、ギリシャ神話の登場

の場を設け、また年に最低 4 回

た 動機は上 層部内の多様化でした。人

人物からプレイアデスの名前をつけまし

のセミナーやワークショップを

事部門の統括責任者であるシャネット・リ

た。ギリシャ神話では、タイタン族アトラス

企画します。現在は、年次で行

ヴィーンが約1 週間にわたるセミナーを主

と海の精プレイネオには 7 人の娘がいた

う世界規模の交流会や社長と

催し、参加者はここでプレイアデスの憲章

と言われています。娘たちはハトの姿に変

の朝食、テーマに沿ったオンラ

と計画を作成しました。その際に社長兼

えられ、空高く飛んで星になったそうです。

インセミナーについての計画

CEO のロニー・レテンがプレイアデスのス

が進行中です。

ポンサーになることに同意しました。■

プレイアデスの由来
■ アトラスコプコ・グローバル女性ビジ
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環境と調和する建物

「VSDコンプレッサを
作業場のフロアに
置いたところ、15 万ドルの
節約になりました」
OGSI 社長、ジョー・マクマホン氏

TAKING
THE LEED
LEED の先駆者
米国グリーンビルディング評議会は、

LEED 格付けシステムを通じて環境に優しい建物に
「グリーン」認証を付与しています。

OGSI の認証取得に、エネルギー効率の良い
アトラスコプコのコンプレッサが貢献しました。
文 SCOTT A. WILLIAMS 写真 アトラスコプコ、ISTOCKPHOTO

Oxygen Generating Systems International（OGSI）
は、製品だけでなく自社の製造工程においてもアトラスコ
プコのコンプレッサを使用し、それがニューヨーク州ノース
トナワンダにある新施設の環境認証取得に貢献しました。
OGSI では、ガス分離システムにおいてアトラスコプコの
VSD インバータ制御コンプレッサを使用して酸素ボトルを
作っています。OGSIの製品の約半分は病院や医療関係
へ、残りの半分は製造工場、廃水処理場、金属切削・加工
工場へ出荷されます。
OGSI は工場の規模を拡大する必要があったため、エ
ネルギー効率に優れた新しい施設を建設しました。同工場
は、建造物のエネルギー効率の良さを評価する非営利組
織、米国グリーンビルディング評議会からLEED の認証を
受け、アトラスコプコは米国グリーンビルディング評議会に
参加した世界初のコンプレッサ会社になりました。
OGSI はニューヨーク州で最初のLEED 認証工場にな
り、アトラスコプコのコンプレッサがその達成に貢献したの
です。
「新しい工場では、コンプレッサを使って空気動力工具
と酸素生成システムの検証に必要な空気を生産していま
す」とOGSIの社長、ジョー・マクマホン氏は言います。
「通
常のコンプレッサでは音がうるさいので、コンプレッサ室

VSD インバータ制 御コン
プレッサは 騒 音を抑える
だけでなく、エネルギーの
消費量も削減します。この
技 術 は アトラスコプ コに
よって開発されました。

を別に建てなければならなかったでしょう。VSDコンプ
レッサはそのような騒音の心配がないので作業場のフロ
アに置くことができ、15 万ドルの節約になりました」
また、このグリーンな取り組みの成果として、
「以前使用し
ていた小さい建物の時と電気代が変わっていません」とも述
べています。 ■

48 ACHIEVE 2010

www.atlascopco.com

Fuelin’ good
地球に快適な燃料を目指して
コロンビア水素燃料スタンドは、
未来の燃料スタンドかもしれません。
文＆写真 アトラスコプコ

炭化水素や水という形で地球上のどこにでも

けです。2009 年 3月、コロンビア水素燃料スタン

存在する水素。サステイナブルなエネルギー資源

ドは米国サウスカロライナ州コロンビアで事業

という観点で言えば、水素はとてつもない可能性

を開始しました。このスタンドはサウスカロライ

を秘めています。アトラスコプコグループの一員

ナ大学コロンビア燃料電池組合のプロジェクト

であるグリーンフィールド・コンプレッションは近

で、その目的は水素燃料を使った新たな交通

年、水素燃料電池技術を開発するための水素

システムを支援することです。

燃料スタンドの設置に貢献しました。
この燃料で厄介なのは、水素燃料電池はそ

スタンドの最初の顧客は、連邦運輸局の全米

の発電に水素原子ガス（H 2）を使用するという

燃料電池バス計画。同計画は燃料電池バス試

ことです。このガスは地球大気ではまれである

験プログラムの一環として、バスを1年間コロン

ため、水素含有化合物を分 解しなければ生成

ビアに提供しています。

することができません。しかし、燃料電池はプラ

グリーンフィールドは、輸送燃料として水素は

グ式の電気設備とは比較にならない可能性を

まだ 開発段階であると認めています。
「多くの

秘めています。

新技術と同様に、まだ経済的な意義はありませ
ん」とグリーンフィールドのセールスマネジャー、

水 素 燃 料電 池の自動 車は、推 進 力に電 気

ジャレッド・ハイタワーは言います。
「しかし、温

モーターを使用する点で電気自動車と似ていま

室効果ガスの排出ゼロを実現するために、水素

すが、エネルギーをバッテリに蓄えずに済むの

を研究する価値は十分にあります」■

です。その上、排気管から排出されるのは水だ

グリーンフィールド・
コンプレッション
GREENFIELD COMPRESSION
■ 欧州と米国にオフィスを構えるグリーン
フィールドは、産業用圧縮ガスと代替燃料の
分野で世界的リーダーであり、事業の半分以
上を代替燃料、主に天然ガスの車両燃料の
開発が占めます。またグリーンフィールドは、
米国やカナダ、中国、欧州諸国でまもなく合
計 12 カ所の水素自動車燃料スタンドを保有
する予定です。
そのうちのコロンビア水素燃料スタンドに
は、オイルフリーレシプロコンプレッサ一式、
バルブシステム、制御盤、水素ガス分配装置
を提供しています。
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クリーンな燃料

SUSTAINABLE PRODUCTIVITY

省エネの達成

ENVIRONMENTAL

CZECH
チェコで活躍する
エネルギー消費コストゼロのコンプレッサ
テバ・チェコインダストリーズは医薬品の生産に
アトラスコプコのエネルギー回収技術を
利用することで多額の光熱費を節約しています。
文 LINAS ALSENAS 写真 アトラスコプコ

界的な巨大 製薬会社テバの子 会社

すれば、年間で総額 60,000 ユーロの光熱費を

であるテバ・チェコインダストリーズ。

節約できます。その結果、同社は 1年足らずでコ

チェコ北東部のコパヴァ、コマロフを

ンプレッサへの投資分を回収することができまし

拠点とし、主にジェネリック医薬品を生産して

た。その後、光熱費のエネルギー価格が上昇し

世

いる同社は、経費削減と環境保護の両面に配

ているため、さらに 2 台のコンプレッサを設置す

慮しています。この会社はアトラスコプコの長年

れば、テバ・チェコインダストリーズの光熱費の年

のお客様であり、近年新しいオイルフリーコンプ

間節約総額は 24 万ユーロ超という驚くべき数

レッサを設置したことによってエネルギーの大幅

字になるでしょう。■

な節約に成功しました。しかも、それにより1年
足らずでコンプレッサの導入コストを埋め合せ
ることができたのです。
投資の価値を確信したテバ・チェコインダスト
リーズは、工場拡大に備えてさらに 2 台のオイル
フリーコンプレッサの購入を決めており、このコ
ンプレッサは 2 年以内に納品される予定です。
同社がそれだけ多くの資金をこの技術に投
じるのはなぜでしょうか。それは、
アトラスコプコ
の水冷式オイルフリーコンプレッサは、コンプレッ
サに投入された電気エネルギーのほとんどを温
水という形で回収できるからです。
テバ・チェコインダストリーズにとってこれは計
り知れない節約になります。現在、エネルギー価
格はキロワット時当たり約1ユーロのため、稼働
時間の 60％以上でこの廃熱移送システムを利用
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使用した電気エネルギーを温水という形で
再回収できるアトラスコプコの画期的なコンプレッサ。

技術を重視
■「テバが最新式コンプレッサの購入とい
う投資をしたことはごく自然な流れです」
とアトラスコプコのセールスマネジャー、ダ
リボル・ザミカルは言います。
「テバ・チェ
コインダストリーズ が 1996 年にアトラス
コプコのオイル注入コンプレッサを初めて
購入したときから両社の協力関係は始ま
り、2010 年にはオイルフリーコンプレッサ
を初めて導入しました」
。同社はさらに、
アトラスコプコの最新のオイルフリーコン
プレッサ 2 台の購入を決めており、これら
は 2 年以内に納品される予定です。

アトラスコプコのコンプレッサを数年使うことにより、テバ・チェコインダストリーズは
光熱費の大幅な削減に成功。この新技術への投資額を回収することができました。

「テバ・チェコインダストリーズの
毎年の光熱費の節約は
総額 60,000 ユーロにも上ります」

薬の歴史
■有能な薬剤師であったグスタフ・ヘルが
設 立したテバ・チェコインダストリーズは

1883 年から薬剤を生産しており、中欧で
最も古い製薬会社の一つです。現在、この
会社はイスラエルの巨大製薬会社テバの子
会社になっています。
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再生可能エネルギー

凍らないダム

REMOVING
that DAM ICE
文 アトラスコプコ

写真 アトラスコプコ、ISTOCKPHOTO
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あるイタリアの発電所では、
アトラスコプコの技術を利用して
サステイナブルな水力発電を実現しています。

イ

タリア・ヴァルテッリーナのサン・
ジャコモ・ディ・フレール・ダムにあ

る水力発電所では、10メガワットの再生
可能エネルギーを生産しています。ダムを
維持することは、漏えい電 力を減らし、
継続的に発電するために不可欠な作業
です。
冬の間は、乾燥した圧縮空気でダムの
壁の結氷を防ぎます。また、アトラスコプ
コの圧縮空気を用いた防氷発電所には
エネルギー回収システムが備わっている
ため、コンプレッサが消費した電力の最大
80％を回収するだけでなく、周辺の建物
を温める温水も提供できます。
エネルギー回収システムは 総コストを
最小限に抑えることに貢献します。さらに
信頼性の強化や稼働時間の最大化によっ
てサステイナブルな生産性にもつながる

アトラスコプココンプレッサテクニークビジネスエリア社長、ステファン・クーン。

のです。■

新しいコンプレッサが
消費エネルギー削減に威力を発揮

エネルギー
回収
制御装置

■ 2009 年、アトラスコプコはエネルギー回収システム
を備えた水冷式オイルフリーコンプレッサを新たに発表

水

しました。このコンプレッサは一定の条件下 * で、消費し
た電力の大部分を相殺できます。コンプレッサで生成さ

70-90℃の温水

れた熱エネルギーを回収して再利用することにより、幅
広い産業で大幅なエネルギーコストの削減が可能とな
ります。

圧縮空気

「消費エネルギーの多くを温水という形で回収できる
圧縮空気ソリューションをお客様に提供できることをう
れしく思います」と話すのはコンプレッサテクニークビ
ジネスエリアの社長、ステファン・クーン。
「今日、企業は

は、大きな経費削減につながります。

CO 2 排出削減目標の達 成を迫られています。このエネ

このコンプレッサはドイツの技術検査協会、TÜV（テュ

ルギー回収システムがあれば、コンプレッサから出た熱

フ）による型式検査、検証、認証を受けています。テュフ

エネルギーを産業プロセスで活用することができます。

は国際的な第三者機関で、技術の安全性および品質の

環境面だけでなく、企業の最終収 益にも大きな影響を

評価を専門としており、その独立性と中立性、専門性の

与えるでしょう」

高さで世界的に認められています。

多くの産業では、暖 房やシャワーなど、主に電力を消
費する設備に温水を利用できます。新しいコンプレッサ
は、食品や飲料、パルプ、紙、化学薬品、発電所など、そ

* 気温 40 ℃、相対湿度 70 ％、冷却水温 20 ℃、圧力 10
bar(e)/145 psig の環境下

の産業プロセスで温水やスチームを使う産業にとって
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情報の共有

アトラスコプコのコンプレッサテクニー
クサービスは世界最大のコンプレッサ
サービス組織。4 つの重要な情報チャ
ネルを使って 5,300 人の従 業 員に最
新情報を発信しています。

News to use
今、必要な情報を

高い生産性を維持するためには円滑なコ
ミュニケーションが不可欠ですが、大きな組織
が効果的に情報を共有するのは難しいことで
す。5,300人以上の従業員を抱えるアトラスコ
プコのコンプレッサテクニークサービスは世界
最大のコンプレッササービス組織。従業員の大

毎日何千人ものサービスエンジニアが現場でお客様に対応しており、
彼らは常に最新の製品・技術情報を必要としています。
この課題に応じるため、アトラスコプコでは
情報チャネルを組み合わせて活用しています。
文 LINAS ALSENAS 写真 アトラスコプコ、ISTOCKPHOTO

半は現場で働くエンジニアなので、オフィスと
の日々の連絡は電話か電子メールに限られま
す。しかし顧客にできる限り良いサービスを提
供するため、エンジニアは製品の変化やサービ
スの方法に関する最新情報を得なければなり
ません。
アトラスコプコでは、4 つの重要な情報チャ
ネル
（グローバルビジネスポータル、動画サイト、
ニュースフラッシュ、毎月の「ツールボックス」会
議）
でこの問題を解決しています。グローバル
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「ツールボックス会議は
顧客満足度の向上に
役立ちます」

ュ
ッシ
ラ

コンプレッサテクニークサービス プロダクトマネジャー、
ティエリー・クラル

ビジネスポータルはエンジニアにとって最も重

報を掲載しています。これをもとに、各国のカ

要な情報源です。自身の業務に関連するサー

スタマーセンターは世界規模の記事をそれぞ

ビスの指示、スペアパーツリスト、サービスキッ

れの言語に翻訳し、地域の話題を加えて現地

ト情報はすべてここで得られます。6 週間ごと

版のニュースフラッシュを作成しています。

に行うウェブ会議では、新しいアフターマーケッ
ト製品、新しい手続きなどの重要情報が 伝

最後に、全てのサービス担当（エンジニアと

えられ、情報はすべてグローバルビジネスポー

サービスプランナー）が毎月集まるツールボッ

タルに掲載されて簡単に検索することができ

クス会議があります。会議では運営上の問題

ます。

や新製品に関する内容を中心に話し合い、従

■ 2004 年にアトラスコプコに入社したスペイ

業員はここでもお客様に対するサービスの研

ン、マドリッドのコンプレッササービスエンジニ

従業員はアトラスコプコ・イントラネットを通
じて動画サイトにアクセスでき、新製品やメン

修を受けます。
「ツールボックス会議は顧客満足度を高め、

テナンスの動画、顧客により良いサービスを提

従業員のお客様に対する忠誠心を生み、アト

供するための研修ビデオが見られるようになっ

ラスコプコに収益をもたらしています」とスイ

ています。

スのプロダクトマネジャー、ティエリー・クラル

ニュースフラッシュはオンライン上のニュー

は言います。■

ツールボックス会議の利点

ア、フランシスコ・ハビエル・ルイスは言います。
「ツールボックス会議によって私たちの社内で
の連絡は明らかにスムーズになりました。今何
が起こっているか、正確で詳細な情報を知るこ
とができます。何よりも重要なのは、それを直に
得られるということです」

スレターで、次の活動や新製品についての情
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利用者に優しいソリューション

PRODUCTION

that

SOARS
生産性も上昇気流に乗って
航空機を製造するには信頼できる工具が必要です。アトラスコプコは、
ラテコエール・ド・ブラジル社が高い生産性を実現するために貢献しています。
文 アトラスコプコ 写真 THIAGO MARQUES GRATO

サンパウロ州にあるラテコエール・ド・ブラジル
社は、主要な航空機メーカー向けに機体のコン
ポーネント（胴体、翼など）を製造しています。欧
州や米国にあるフランスのラテコエールグループ
の工場と同様に、ラテコエール・ド・ブラジルでも
難しい最新素材を扱っているため精密な工具が
不可欠。そこで使われているのがアトラスコプコ
の工具です。
サンジョゼ・ドス・カンポスにある同社の敷地は
総 床面積 11,100m2 の 2 棟の巨大な建物からな
り、工場では 400人の作業員が 2 本の生産ライン

優れた人間工学をもとに
■ アトラスコプコの工具は、炭素繊維な
ど強 力で 軽 量な 素 材を使 用しているた
め、出力と重量の割合に優れ、また振 動
を弱める技術にも秀でています。さらに、
加工する対象に狙いを定めやすいように
配置とバランスが保たれているため、長
時間でも安全に作業ができます。
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で中央胴体の組み立てを行っています。
2005 年の設立以来、ラテコエール・ド・ブラジル
社は、工具ソリューションのパートナーとしてアトラ
スコプコを選んでおり、ドリル、リベットハンマー、
スクリュドライバなど、会社で使用する工具の約
70％がアトラスコプコ製品です。工場マネジャー
であるフレデリック・レハ氏は、選んだ理由はいろ
いろあるが、重要なのは工具の品質と信頼性だ
と言います。
「ドリルを作れる会社は多数ありま
すが、問題は耐久性です」
安全性と人間工学の観点もまた重要な検討事
項です。ラテコエール・ド・ブラジル社の現場には、
2 人の安全技術者がいます。
「アトラスコプコの工
具を選んだもう一つの理由は、オペレータの安
全確保のためです」とレハ氏は言います。
「アトラ
スコプコの力を借りて、この工場で働く300人の
オペレータに安全研修を行っています。また彼ら
の健康を守るため、アトラスコプコの支援のもと、
人間工学の観点から当ワークステーションの評価
を行いました」
レハ氏にとって顧客サポートは重要です。
「他
の工具サプライヤーが同じような技術ソリュー
ションを提供したとしても、アトラスコプコの方が

サポートと責任のレベルがはるかに高いですね」
この技術提携を目の当たりにしているレハ氏
は「アトラスコプコのセールスマンは非常に積極
的」だと言います。
「週に一度訪れて新たな工具ソ
リューションを一緒に探し、オペレータ研修を行
いながら、工具の問題を解決してくれるのです」
さらに現在、同社において環境への配慮は最
重要課題となっています。このことと、アトラスコ
プコがお客様の生産性を高めながら工具の消
費エネルギーを削減することを最優先事項の一
つに挙げていることは、決して偶然ではないの
です。
レハ氏はラテコエール・ド・ブラジル社の将来を
どう思い描いているのでしょうか？「私たちの課
題は多様化すること、つまりお客様の基盤を広げ、
技術をより深めることです。オートメーションをさ
らに進め、エラー防止手段を導入したいと思って
います。アトラスコプコに関しては、今後も有益な
提携を続け、生産性の高いソリューションで当社
の業務を最適化し続けてほしいですね」
従業員と環境に対する責任を真摯に受け止め
る企業として、ラテコエール・ド・ブラジル社は工具
ソリューションのサプライヤーを明確な観点から選
んでいます。 ■

ラテコエールグループ
■ 1917 年にフランス・トゥールーズ
に設立されて以来、ラテコエールは
専門 知 識と技 術を通じて航 空部門
に不可欠なサービスを提供してきま
した。
同 社 は、子 会 社を 通して民 間 用
（EADS エアバス）
、地域用（ボンバル
ディア）
、業務用
（ダッソー）
など様々な
航空機を扱っています。
アトラスコプコはラテコエールが
300 人のオペレータを対象に行っ
ている安全研修を支援しています。

「ドリルを作れる会社は多数ありますが、
問題は耐久性です」
ラテコエール・ド・ブラジル社 工場マネジャー、フレデリック・レハ氏
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クリーンエネルギー

大地のパワー

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

EARTHLY
未来のクリーンなエネルギー源として、

地熱貯留層が有望視されるようになりました。
米国ネバダ州の人里離れた場所にある
エネル・グリーン・パワー社の 2 基の発電所が今、
地熱発電の可能性を示す良い例として注目されています。

熱発電市場をリードする企業

加えてこの 2 基の発電所は、エネルギー

の一つ、エネル・グリーン・パ

の供給先である 4 万世帯の健康と生活の

ワー社（EGP）
。同社がネバダ

質の向上にも貢献しています。クリーンな

州のスティルウォーターとソルトウェルズ

エネルギー源を利用することで、大気への

で 運営 する2 基の地 熱 発 電 所 が、画期

CO 2 排出量が 30 万トン以上削減されてい

的な成果を収めています。アトラスコプコ

るからです。

地
ネバダ州の地熱発電所は、1 つの中堅都市に十分
供給できるだけの電力を生成しています。

58 ACHIEVE 2010

www.atlascopco.com

Mafi-Trench エクスパンダ発電機 6 台を

この地熱発電所によって、ネバダ州は野

用い、年間 4 億 kWhの電力を生成してい

心的な目標に一歩近づきました。その目標

るのです。

とは、2015 年までに再生可能エネルギー

4

POWERS
資源から電力の 20％を生成するというも

容量を持つエネル・グリーン・パワー社は、

のです。

地熱発電市場においてすでに世界をリー

地熱流体から電力を解き放つには二流

ドする企業です。

エネル・グリーン・パワー社とは
■ 2008 年 12 月に設 立されたエネル・グリーン・パ
ワー社は、再生可能資源からの発電を世界規模で開

体サイクル技術を用いなければなりませ

当プロジェクトによってこの成長市場

んが、これはアトラスコプコが得意とする

でのアトラスコプコの地位も強固なもの

分野です。発電所の蒸発した作動流体

にできるため、当社にとってもこれは画期

欧州と米国に進出しています。水力、太陽光、風力、

は 6 台のアトラスコプコ・ターボエクスパ

的な出来事だとアトラスコプコ・ガス＆プ

そして地面の熱から約 210 億 kWh の電力を生成し

ンダ発電機によって膨張され、これが発

ロセスの社長アンドレ・シュミッツは言い

ており、この業界の世界的リーダーです。

電機を回転させて電気を発生させます。

ます。
「この有意義な地熱プロジェクトに参加

より大きな視野で見れば、アトラスコプ

できて光栄であり、
エネルとの今後のパー

コとネバダ州のエネル・グリーン・パワー

トナーシップにも期待しています。これは、

社による協力体制が成功したことは、今

再 生可能 燃 料 の製品ラインの拡大とク

後の二流体サイクル地熱発電所に新たな

リーンなエネルギーに対するアトラスコプコ

道を開いたといえます。約 0.7GWの設備

のコミットメントの一例です」■

発・管理するエネル（ENEL）グループの会社であり、

約 5,700MW の総設備容量を持つ同社は、この分
野でのトップ企業。再生可能資源からの発電に関し
て統合 的な国 際 事 業を展開し、世界中で 600 基を
超える発電所を稼働させています。
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建設工事の生産性を高める

Good vibrations
生産性の新たな基準

振動を、より少なく

■ 重量 10 トン、従来よりも最

マンハッタンの科学センター付近での掘削には、大きな課題がありました。

わる費用効率の高い代替手段

発破が禁じられているからです。しかし、新しい高性能ブレーカのおかげで、
ニューヨーク・コンクリート社は硬い岩盤を難なく掘ることができました。

です。このブレーカは、振動率
が低く制限されている地 域で
特に価値のある選択肢になり
ます。

文 アトラスコプコ 写真 アトラスコプコ、ISTOCKPHOTO

カンスカUSAは、新しいビルの用地として34,400m3 の

しかし、近くに科学センターの建物があり、放射性映像システ

巨大岩盤の掘削をニューヨーク・コンクリート社に委託

ムを使った電磁試験を行っていることが分かりました。その機

しました。スカンスカ社は世界有数の建設グループです。

器には耐震性に関する仕様がなかったため、振動の許容値は

2012 年に完成するニューヨーク市立大学先端科学研究センターには 2

ゼロ。これでは発破は不可能です。そこで、この状況を監視する

棟の建物に共通の地階があり、その間の面積は 37,160m2 に及びます。

地震計を設置しました。

広い空間があり、管理も容易で近くに建物もないことから、当初こ

「試験段階で 1台のブレーカを試しましたが、マンハッタンの片

の用地は発破に最適と思われていました。
「岩石を砕くには発破しか

岩と花崗岩はビクともしません。でも幸いなことに、非常に強力な

ないだろうと、どの専門家も納得していましたね」とプロジェクト責

ブレーカを見つけたのです」

任者フランク・フォルト氏は振り返ります。
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HB10000 油圧ブレーカは、掘
削と発破による一次破砕に代

同センターに特殊な精密機器が設置されているため、

ス

大 50 ％ の 生 産 性 向 上を誇 る

www.atlascopco.com

16,000 ジュールの打撃出力で 毎 分 400 回叩くことのできる

「貨物列車のような叩き方です。
このブレーカの性能は
途方もないですね」
プロジェクト責任者、フランク・フォルト氏

HB10000 油圧ブレーカを、アトラスコプコが発表したところでした。

レーカなら、1日に1つの工具を消耗するのではないかと思いま

「貨物列車のような叩き方です。このブレーカの性能は途方も

ヤード
（13,700メートル）は進みましたね。従来のブレーカの2 倍の

ないですね」とフォルト氏は言います。ニューヨーク・コンクリー

仕事をしてくれます」
。順調な日には 1日で 1,400 〜1,800m3も進

ト社の業務リーダー、ジョン・ルッソ氏は、必要なブレーカは 3 台

んだといいます。

したが、実際には 1つ目のポイントで 6 週間もちましたし、15,000

と見積りましたが、プロジェクトの大半において 2 台で掘削機と
運搬トラックに対応できました。
掘削機のオペレータ、ジョン・トリプレット氏はこのブレーカの性
能と工具寿命を高く評価しています。
「HB10000 ほど強力なブ

トリプレット氏はこれまでニューヨークで2 6 年間、様々な機器
を操作した経験があります。
「あらゆるハンマーを操作してきまし
たが、これは本当にすごいブレーカですね。素晴らしいの一言
です」■

www.atlascopco.com
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社会貢献

Dinosaur
恐竜の洞窟

オーストラリアで発見された 1 億 500 万年前の
化石は、ティラノサウルスが 南半球に存在したこ

ダイナソーコーブ（恐竜の洞窟）と

とを世界で 初めて証明しました。2010 年 3月に

名づけられた洞窟の実地調査に、

『サイエンス』
で発表されたこの発見は、恐竜の進

この数十年間、アトラスコプコは

化に関する科学者の理論を塗りかえています。
1984 年から1994 年まで、この調査 チームは

発掘機材を寄贈しています。

オーストラリア南東部の入江にある「ダイナソー

ここでの最近の発見は、

コーブ」として知られる洞窟で毎日、化石の発掘

巨大なティラノサウルス・レックスの

作業を行っていました。ところが 2009 年 10 月に

進化に対する科学者の見方を
変えつつあります。

なってようやく、ケンブリッジ大学とロンドン歴
史博物館の科学者たちによってここで発掘され
た化石がティラノサウルスのものであると特定さ
れました。化石標本は一見ただの骨片ですが、

文 LINAS ALSENAS
写真 ISTOCKPHOTO、アトラスコプコ
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それはティラノサウルスに特有の寛骨だったの

10 年がかりの発掘調査

ビクトリア博物館 古脊椎動物学の
上級学芸員のトーマス・H・リッチ氏。

■ ビクトリア州で初めて組織的に実施された 10

でした。その信頼の実績があったからこそ、その

年がかりのダイナソーコーブでの大規模な恐竜発

後 2007 年にアラスカ・ノーススロープの永久 凍

掘は、ビクトリア博物館の古脊椎動物学上級学芸

土層に研究用トンネルを掘って恐竜の化石を回収

員トーマス・H・リッチ氏とモナシュ大学のパット・

する際にも、アトラスコプコの機材を使うことを

ヴィッカース・リッチ氏によって指揮されました。

強く主張したのです」

10 年に及ぶダイナソーコーブでの集中的な作業

アトラスコプコは、現在もエアツールを寄贈し

で研究者たちが頼りにしたのが、アトラスコプコの

て、オーストラリアの古生物学的調査を支援して

機材です。

います。
「幸い、今の作業現場へ到達するのにトン

「2 台のコンプレッサを組み合わせて 1,000 日
間作業を行いましたが、1 台が一度故障しただけ

ネルを掘る必要はもうありません」とリッチ氏は
言います。

アトラスコプコサウルス
■ ダイナソーコーブで収 集された化石の約半数

定期的に浸水する現場（後の通称：コプコ湖）で

は、新たに発見された 2 種を含む小型の二足恐竜

発掘した化石を含め、さらに多くの標本が発見され

のものと判明。そのうちの 1 種は、アトラスコプコ

ました。1988 年に新種の恐竜と認められ、1989 年

による発掘への貢献が認められ、
「アトラスコプコ

に正式に名付けられたアトラスコプコサウルスロア

サウルスロアデシィ」と正式に命名されました。こ

デシィは、鳥盤類の草食動物で、高く隆起した歯を

の “ロアデシィ”という名前は、このプロジェクトの

持ち、走るのが速かったと考えられています。

支援に同意したビクトリア州のアトラスコプコ・マ
ネジャー、ビル・ローズから取ったものです。
また、リッチ氏はダイナソーコーブで最初の標本
を発見した様子をこう話しています。
「 私が特に当

Cove

時のことを覚えているのは、発見の仕方がいつもと
違ったからです。最初は何も見えませんでした。むし
ろ感じたのです。ザラザラした砂岩の上に手を置いて
いたら、とても滑らかな部分に触れたのです。ふと下
を見ると、岩に囲まれて美しい歯が輝いていました」

です。では、その骨がミニティラノサウルス・レッ

2009 年、彼は摘出した化 石の一部を携えて

程の隔たりが埋まり、これらの恐竜は北半球で

クスのものであると特定するのにどうしてそれ

自己資金で世界中を回り、それがどういった種

のみ進化したというこれまでの通説が覆されま

ほど長い時間がかかったのでしょうか。ビクトリ

の恐竜のものであるか古生物学者たちに評 価

した。

ア博物館の古脊椎動物学上級学芸員トーマス・

をしてもらいました。彼らが出した結論は世界

その一方で新たな疑問も残されました。それ

H・リッチ氏は、ダイナソーコーブで10 年にわたり

中の研究者たちを驚かすものとなります。その

は、なぜ北半球でのみティラノサウルス・レックス

何百人ものボランティア学生を指揮してきた研究

結論とは、骨の大きさはティラノサウルス・レック

は巨大に進化したのかという疑問です。

者の一人です。

スの 4 分の1ほどであるが、その独特の寛骨から

骨の特定までに長い時間がかかったことにつ

ティラノサウルスの一種であることが示される、

「巨大な大陸がオーストラリア、インド、アフリ

いて、リッチ氏は言います。
「地面の下から骨の

というものでした。その骨から全長は約 3 メート

カ、南米に分裂する前は、ティラノサウルスは南半

かけらを発見する時、通常はほとんど表に現れ

ル、重さは 80 キログラムと推測されます。通常の

球にも存在していたことがこの発見により証明さ

ていません。見つけた化石の周辺の岩の塊を取

ティラノサウルス・レックスは 12 メートルにまで

れました。このことは、これらの国々でもティラノ

り除き、これを包んで博物館へ持ち帰るのです。

成長し、重さは 4トンにも及びます。

サウルスの化石がさらに発見される可能性があ

その後何年もかけて、セメントのように硬い岩を
その骨から慎重に彫り除かなくてはなりません」

ることを意味しています」■
この発見によって、ティラノサウルスの進化過
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Signs of
change

T H E A N N UA L
M AG A ZI N E O F T H E

2010/2011

ATLAS COPCO
GROUP

2010/2011

炭鉱の街から
文化首都へ
2010 年の欧州文化首都は
ドイツのルール地域に
位置する都市、エッセンです。
そこでかつての
炭鉱の位置を示す、
大きなバルーンが
揚げられましたが、
その 1 つはアトラスコプコが
出資したものでした。
文＆写真 アトラスコプコ

■ 2010 年欧州文化都市、ルール地
域では 311 個の大きな黄色いヘリウ
ムバルーンを空へ向けて放つ「シャフ
トサイン」と題されたパフォーマンス

TEXTILES
IN BANGLADESH

が行われました。これは世界最大級
のアートインスタレーションとなりま
した。2010 年 5 月 22 日土曜日の正

主要産業を支える
圧縮空気

午ちょうどには、すべてのバ ルーン
が 80 メートルの高さにまで到達しま
した。
直径 4 メートルのバルーンのうち
の 1 つはアトラスコプコのものです。
ボランティア従業員が準備したその

Sustainable productivity

バルーンは、アトラスコプコの 60 年
に及ぶ地域社会への取り組みを象徴

サステイナブルな生産性
それは壮大な
コンセプトによって導かれる

していました。
ルール地域のかつての炭鉱の位置
を示すバルーンは、石炭と鉄鋼の地
域だったルールが現代的な大都市へ
と変貌を遂げたことを視覚的に表現
してみせたのです。

アトラスコプコは、世界中に何百カ所もの
カスタマーセンターを有しています。
当社の情報についてはこちらへどうぞ。

www.atlascopco.com

9853 8056 95-JP

Atlas Copco AB
SE-105 23 Stockholm, Sweden
電話：+46 8 743 80 00
登録番号：556014-2720

より良い都市、より良い生活 S WATER FOR ALL（すべての人々に水を）S 高速で突き進む自動車産業

