現在、パナマ運 河では、2014
年までに運航許容量を倍増す
るプロジェクト、第三閘門計画
が企業 4 社のコンソーシアムに
よって進められています。
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48
黄色い巨人 アルゼンチンでは、大西洋と太平洋を結んで大陸を横断す
る現代的な道路システム Route 150 の建設に、アトラスコプコの巨大なド
リルリグが活躍しています。

36
8
広範な用途 宇宙ロケットの推進技術試験から製紙業界まで、圧縮技術の用
途はさまざまな産業領域に広がっています。

リナ・ナイマン 中国の張家口土木鉱山機械のゼネラルマネジャーを務
めるリナ・ナイマンは、職場でも地域でも唯一の外国人です。日々直面す
るさまざまな難題を全力で解決しています。
写真 © Keith Wood / Johnér

10

28
カスタマイズされたツール 炭素繊維を使って軽量化と燃料効率の向上を実
現したエアバス社の新型旅客機、A350 。この旅客機の製造には、専用に開発
された特別なツールが欠かせません。
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運河拡張プロジェクト パナマ運河が拡張され、通航許容量が倍増すれ
ば、輸送船舶の航行時間の短縮、利便性の向上、消費エネルギー量の削
減などが実現します。
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58
研究開発 ロックテック事業部が開発した新しい室内テスト装置により、テス
トの効率が大幅に向上。新製品が誕生するまでの時間も、今後確実に短縮さ
れるでしょう。

62
世界最高級 イタリアのランボルギーニ社は、アトラスコプコの協力を得
て、デザインも性能も他の追随を許さない、スーパースポーツカーを世に
送り出し続けています。

20

40
繁栄への道 世界中で、道路インフラへの投資が経済発展への道を切り開い
ています。ポーランド、コロンビア、ブルキナファソ、カタール、インドの事例を
ご紹介します。

革新性 アトラスコプコが 5 年の歳月をかけて開発した次世代のリグシ
ステムプラットフォームは、原材料コストと組み立て時間を大幅に削減し
ます。

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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経営者の視点

常により良い方法がある

There’s

ALWAYS a
BETTER WAY
アトラスコプコの社長兼 CEO のロニー・レテンは、グループ全体が
サステイナブルな成長を遂げるために優先すべき事項について
明確に示しています。それは、マーケットシェアの拡大、技術革新、
サービスと業務運営の質の向上です。今回は、このうち2 つの優先事項、
技術革新とサービスについて、ロニー・レテンが語ります。
文 DANIEL FRYKHOLM

写真 STEWEN QUIGLEY

アトラスコプコの優先事項のうち、

お客様への影響が最も大きいものは何ですか？

技術者を現場に配置したりすることで、お客様に寄り添うサービスを実
現しています。土木鉱山機械事業では、採掘シミュレータを使ったオペ

技術革新とサービスです。技術革新はアトラスコプコの全社員に関わ

レーター用トレーニングの開発に挑戦しました。もちろん、効率化と稼

る重要な課題であり、特に製品についてはいかに価値を付加し、お客

働時間の拡大についてもアイディアを提供しています。建設機械事業の

様にタイムリーに提供できるかにかかっています。また、サービスはお客

サービス部門は最も新しく、現在物流の強化に努めています。

様の成功とサステナビリティ（持続可能性）をサポートする上で鍵とな
る領域です。当社がこの業界で市場をリードし続けるには、この 2 つの
領域で他社を凌駕する必要があります。

グローバルなサービス組織を構築する場合、
何が課題となりますか？
ビジネスの成長スピードに合わせてサービスエンジニアを雇用し、ト
レーニングすることが一番の課題でしょう。日々の業務でお客様と接す

まずサービスについて、この 1 年でアトラスコプコのサービスは

どのように向上しましたか？

るのは現場のエンジニアです。彼らの能力開発には多くのリソースを投
入しています。

すべての事業分野に専門のサービス部門を開設したのは、
長期的に見
ても大きな前進でした。この前進は、当社にもお客様にも必ずや大きな
成果をもたらしてくれるものと確信しています。現在サービス部門では、

お客様はなぜ自社で修理せず、

アトラスコプコのサービスに任せるのですか？

当社でトレーニングを受けた優秀な社員たちが活躍していますが、彼ら

現在の技術の進歩を考えると、お客様が修理に関する最新の知識を

のミッションは業界トップレベルのサービス組織を作り上げることです。

すべて社内に蓄積するのは容易ではありません。広範囲の知識をもつ
当社のサービスエンジニアが定期的にお客様を訪問し、機器が常に最

サービス部門の全事業部門への設置は、

短期的にはどのような変化を生みましたか？

高のパフォーマンスで稼働できるようメンテナンスを行う。これはお客
様にとって大きなコスト削減となります。

コンプレッサ事業では、接続のリアルタイム性を強化し、導入環境の
リモートモニタリングと付加価値の高いサービスを導入することができ
ました。産業機器事業では、キャリブレーションを行ったり、サービス

サービスの革新に必要なものは何ですか？
機能が向上した新製品を世に送り出すために不可欠なのは、独創性

4 ¦ www.atlascopco.com
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「技術革新のためには、
外部から新しいアイディアを
積極的に取り入れると同時に、
その分野のエキスパートである
ビジネスパートナーの革新力も
最大限活用していきます」
アトラスコプコ社長兼 CEO、ロニー・レテン

に優れた人材を集めて育成することです。サービスの革新も製品と同じ

か」と。革新の促進にはもちろん、上に立つ人間のリーダーシップも重

で、結局は
「人」という同じリソースに依存しています。専門的なトレーニ

要ですし、外部からも新しいアイディアを積極的に取り入れていかなく

ングを受けた当社のサービスエンジニアには、
直面する問題に果敢に取

てはなりません。

り組み、解決していく革新的な能力が備わっています。
次に技術革新の話ですが、
その重要性は年々高まっているのですか？

外部との関係、パートナーとの協力はなぜ重要なのですか？
私たちの戦略の基盤となるのは、当社の基幹事業を重視し、優良な

当社は何年も前から、技術革新、相互理解、責任遂行の 3 つを基本

パートナーと長期にわたる協力関係を築くことです。パートナーはそれ

理念に掲げており、中でも技術革新は最も重視しています。お客様に

ぞれの事業分野のエキスパートであり、それを当社の技術革新に活用

価値を提供し続けるには、当社のプロセス、製品、製品開発について

しない手はありません。また、最先端技術に後れをとることのないよう、

常に新たな思考パターンを取り入れる必要があります。例えば、当社は

大学やその他の専門家とも密接な協力関係を築いています。新しいシ

自社とお客様のエネルギー消費量を 2020 年までに 20％削減するとい

ステムEDGE が良い例です。深層掘削の進行状況をモニタリングする

う意欲的な目標を掲げています。事業が拡大しても、水の消費量は現

高度なセンサーを備えたこの製品は、パートナーとの協力のもとで開発

在のレベルを維持し、廃水はすべて再利用したいと考えています。こ

されました。

の実現には、製品開発においてもプロセスにおいても多くの革新が必
要です。

小さな改善と技術の大きな進歩。より大切なのはどちらですか？

組織内で革新を促進するには何が大切ですか？

に描かれていたイラストがいつも頭に浮かびます。一跳びで大きく先へ

技術革新について考えるとき、アトラスコプコの戦略概要の社内資料
アトラスコプコには、私たちがよく口にする「常により良い方法がある」

進むウサギと、動きはのろいが着実に山を登っていくカメを並べたイラ

という優れた企業文化があります。これこそが当社の事業運営の中核

ストです。たゆまぬ向上を象徴するカメは、私たちが重視すべき姿です。

であり、現状に甘んじることなく常に向上を目指す姿勢を表しています。

日々の地道な努力は、飛躍的な革新を生み出します。
「常により良い方法

私たち全員にとって大切なのは、日々自身にこう問いかけることです。

がある」と考え、さらなる向上を追求し続けること。これが、私たち全員

「今日の仕事は、お客様やアトラスコプコに革新をもたらすものだった

の目指すべき姿です。■

www.atlascopco.com ¦ 5
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革新
エネルギー量の削減への挑戦
オイルフリーピストンコンプレッサから高
速駆動のターボコンプレッサに至る、数年
間の技術の進化は、効率性を向上させると
ともに、コンプレッサのエネルギー消費量
を削減しました。次の図は、さまざまなコ
ンプレッサタイプとそのエネルギー消費
量を年代順に示したものです。

オイルフリーロータリー
スクリュコンプレッサ
メンテナンスコストを削減。
標準的な製造プロセスでは
ピストンコンプレッサよりも
効率に優れている。

オイルフリー
ピストンコンプレッサ
当時の最先端技術。
エネルギー効率よりも
信頼性を重視したため、
サイズは大型。
乾燥剤式ドラムドライヤ

Business built on

INNOVATION
今日のビジネスを
支える革新

圧縮熱を回収して、
圧縮空気の湿気を除去する
乾燥剤を乾かすための
ドライヤ。

現在のコンプレッサの消費エネルギーは、1904 年の 11％にまで削減され
ています。とどまることのない技術革新は、企業のサステイナブルな生産
性の維持に大きく貢献しています。

「私たちは製品の開発と改良を絶え間なく続けていますが、とき

文 ÅKE R MALM イラスト ROBERT HAGSTRÖM

搭載することに成功しました。

に、技術を大きく前進させる節目が訪れるときがあります」と話す

「これは効率化の終わりなき追求です」とレイサム。
「コンプレッ

のは、アトラスコプコのオイルフリーエアディビジョンでマーケティ

サに投入した同じ量のエネルギーから、より多くの空気を得る新た

ング担当副社長を務めるコンラッド・レイサムです。

な方法を、私たちは常に模索しているのです」

アトラスコプコがお客様の効率を向上させる技術革新に優先的

一般的に、製造業における圧縮空気のコストは、エネルギーコス

に取り組んできたことを示す例として、レイサムはオイルフリーエア

ト全体の約10％に相当します。このことから、エネルギー効率を向

コンプレッサを挙げます。

上させることが、新たなコンプレッサ技術開発の重要な鍵になる

オイルフリーエアコンプレッサは、医薬品や食品の製造など、圧

のです。一定量の空気を圧縮するのにかかるエネルギー量は、現

縮空気に含まれる油分による製品汚染が許されない業種に不可

在、1904 年の11％にまで削減されています。そして、開発は今も続

欠なコンプレッサです。アトラスコプコは、1904 年に自社初のオ

いているのです。

イルフリーピストンコンプレッサを発表して以来、オイルフリースク

「お客様が空気の供給に使用する機器は 1台だけではありませ

リュコンプレッサ、圧縮熱エアドライヤ、インバータ駆動コンプレッ

ん。この点から、当社が現在視野に入れているのは、非常に効率

サ、高速ターボコンプレッサなど、大きな開発成果を残してきまし

の高いコンプレッサ室を提供することです。そのためには、お客様

た。最近の技術革新としては、2011年に発表した製品に、かなり

の作業プロセスを理解し、圧縮技術と制御システムの最適な組み

の量の電気エネルギーを熱水として回収できる熱回収システムを

合わせを提案できるようになることが重要だと考えています」■

1904

1952

1
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アイディアをお客様の価値に
■アトラスコプコのコンプレッサ事業では、新しい製品とサービスの

開発に、特別な「革新的プロセス」を採用しています。それは、コストと

技術の両面の予測分析を含む「アイディアをコンセプトに変える」プロ
セスで始まります。そこで実現可能と判断されたアイディアが、各部署
に引き継がれます。

「難しいのは、市場の進化と新たな技術の進化のバランスをとること

です」とオイルフリーエアディビジョンの開発責任者であるリュク・ド・
ビューエルは言います。

彼が担当するのは、新しい製品やサービスを市場に投入する「コン

セプトを製品に変える」プロセスです。製品化までの全取り組みを各

ステージに分けて考える、このステージゲート方式のプロセスは、実
現可能性の調査、機能の試作品の作成、製品の試作品の作成、試験的

バッチ生産、現場のフォローアップなどの複数のフェーズで構成され

ており、いずれのフェーズもビジネスプランとしての再評価と実行可否
の判断を行う
「ゲート」で終わります。

「目標は、常にターゲットとなるお客様に最良の価値をもたらす高

品質な製品シリーズを提供することです。その達成には、同じことを
繰り返していたのでは不十 分

ターボコンプレッサ

です」とド・ビューエル。
「 技術

動作原理はジェットエンジンと
同じ。大量の空気を効率よく
供給する用途で広く使用される。

革 新 はプロセスだけでは な

く、組 織 のすべての人 間 が そ

の意 気 込 みを持ち続け、行 動
に活かしてはじめて実現する
のです」

電子制御
コントローラがコンプレッサの
導入環境を分析・制御し、
パフォーマンスと生産性を
最適化する。

インバータ駆動
コンプレッサ

高速駆動
ターボコンプレッサ

高度な駆動システムを備え、
負荷がゼロの状態にならない
ように、空気の需給状況に
応じて回転数を変える
コンプレッサ。

1969

圧縮部分とモータ部分の
間にギアが不要なタイプの
コンプレッサ。エネルギー消費が
大きく削減できる。

熱回収システム
投入した電気エネルギーを
熱水として再生して
製造プロセスで使用し、
石油やガスの消費量と
排出ガスを削減する。

1994

1995

2002 2011

2012
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The fourth utility of

INDUSTRY
文 アトラスコプコ

写真 アトラスコプコ、GETTY IMAGES 、ISTOCKPHOTO

製造業を支える第 4 のエネルギー

企業にとって圧縮空気は、水、ガス、電気に続く第 4 のエ

電力の大幅な削減を可能にします。また、コンプレッサで生

ネルギーと言われています。圧縮空気は、繊維産業、食料や

じた熱を温水に変換し、シャワーなどのさまざまな用途に活

飲料の製造、発電・医薬品・自動車の生産、製紙・パルプ事

用することもできます。これは、お客様のエネルギーコストと

業など、あらゆる業種で必要とされ、石油やガスと同様、社

CO2 排出量の削減にもつながり、誰にとっても大きなメリット

会と経済の維持・発展に不可欠な多くの用途で使用されてい

となります。

ます。コンプレッサは問題なく動作している限り、表立って意

アトラスコプコのコンプレッサを使って生産性を向上させ

識されることはありません。しかし、不具合が生じたときは、

ている多くの用途の中から、いくつかをご紹介します。いず

時間、コストに多大な影響を及ぼしてしまいます。

れもドイツの事例ですが、同じ成果を世界各地で実現するこ

進化した技術と革新的な圧縮空気ソリューションは、消費

とが可能です。■

宇宙探査センターでの
信頼性の高い空気供給

写真 GERMAN AEROSPACE CENTER (DLR)

ケルンにあるドイツ航空宇宙センター（DLR）では、宇
宙飛行士の訓練と同じくらい重要なプロジェクトが実行
されています。それは、推進技術開発エリアで行われてい
る、
実際の圧力をかけて行う燃焼チャンバのテストです。
お客様の仕様によって異なりますが、燃焼チャンバに
は最大で毎時 14 万立方メートルの空気が必要になりま
す。なくてはならない空気を確実に供給するために、同セ
ンターでは、アトラスコプコの 2 段エアコンプレッサ 2 台
と、新型の 6 段ターボコンプレッサを導入しました。■

ドイツの醸造所が獲得した
特別なメリット

製紙業界の利益向上に貢献する
革新的なコンセプト

ド イツ の シ ュ ペ ッ サ ート・ブ ライエ レ イ 社

ハーゲンにあるストラエンソ社（Stora Enso）の拠点では、年

（Spessart-Brauerei）は、新しい22キロワットのイン

間約 50 万トンの紙を生産しています。製紙機械の稼働のため

バータ駆動コンプレッサを瓶詰め工場に導入し、圧

に生成される圧縮空気は、1日17 万立方メートル。5 台のコン

縮空気の生成に使用されるエネルギーの 30％を削

プレッサが内部で圧縮空気を供給し、ピーク時には毎時 5,000

減。圧縮空気が必要なときのみ動作するため、稼働

立方メートルにまで変動する需要に対応しています。

時間は従来の半分になりました。この新しい圧縮空

アトラスコプコのES 130 T 制御システムは、現場内のすべて

気システムに対応するため、アトラスコプコはエレク

のコンプレッサを調査・制御します。また、分析データの検証、

トロニコンレギュレータを提供しました。

保存、分析も行い、最適なコンプレッサを稼働させます。これに

醸造所の経営者には、個人的なメリットもついて

より、ストラエンソ社のエネルギー消費量は大幅に削減されま

きました。アトラスコプコが設置した空冷式コンプ

した。コンプレッサの運用の最適化は、エネルギー消費だけで

レッサと水冷式アフタクーラにより、コンプレッサの

なく、二酸化炭素の排出量とコストも削減します。その一方で、

廃熱を利用して、85 立方メートルのプールに温水を

コンプレッサの耐用年数を延長する効果ももたらします。■

供給できるようになったのです。■
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エネルギーを節約するギア
ドイツのギアメーカー、アイエムエス社（IMS）は、ギア
技術分野での開発パートナーです。電気機械式ステアリ
ングシステムやパーキングブレーキなどの成長分野で、重
要なコンポーネントの組み立て部品を提供しています。
アイエムエス社の圧縮空気の供給要件は多種多様で
す。数種類のコンプレッサを中央制御システムに接続す
ることによって、必要な圧縮空気の流量に合わせて最適
なコンプレッサを稼働。これにより、エネルギーの節約

写真 STORA ENSO

を実現しました。■
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革新

ともに大空へ

COME FLY
WITH ME
ジェット旅客機メーカーのエアバス社が誇る、
軽量で燃料効率に優れた革新的な長距離旅客機、A350。
その製造現場では、アトラスコプコの画期的な工具が活躍しています。
文 NANCY PICK

写真 エアバス社、アトラスコプコ

10 ¦ www.atlascopco.com
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素材にアルミニウムが使用されている従来
の航空機の製造は、空圧式の標準的な工具で
十分に対応できました。ところが、新型のワイ
ドボディ旅客機、エアバスA350 XWB では、
胴体と翼に軽量な炭素繊維が採用されている
ため、より高度な工具が必要となります。機動
性に優れ、精度が高く、製造工程の各段階で
適切なスピードを提供してくれる工具です。
このような画期的な機能を持つ、ワイヤレス
通信にも対応したコードレス工具のサプライ
ヤーにエアバス社が選んだのが、アトラスコプ
コでした。アトラスコプコは、ヨーロッパ中の販
売チームを動員して、航空宇宙産業向けの特
別な製品ラインを作り上げました。エアバス社
に新しく求められた工具は、標準的な工具と
比べて初期費用は高いものの、非常に正確で
高度なフィードバック機能を備えていることか
ら、実際の運用コストは低く抑えられます。こ
の点で、このツールには十分な投資価値があ
るとアトラスコプコは判断したのです。
「工具の供給パートナーを選ぶ際に私たち
が最も重視しているのは、そのパートナーが私
たちのニーズを確実に満たす、真に信頼できる
高品質な製品を提供できるかどうかという点
です」とエアバス社のカテゴリマネジャーであ
るイザベル・ミショー氏は言います。
また、これらの工具はエネルギー消費量が
少ないので、エアバス社の CO2 排出量の低減
にも貢献します。
「新しい工具は回転スピード
を制御できるので、
これまでより

www.atlascopco.com ¦ 11
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「工具の供給パートナーを選ぶ際に
最も重要なのは、そのパートナーが
真に信頼できる高品質な製品を
提供できるかどうかという点です」
エアバス社のカテゴリマネジャー、イザベル・ミショー氏

アトラスコプコの
Tensor ナットランナ
も使いやすく、安全で、品質も保証されます」と
エアバス社の開発エンジニアであるジャニー・
ロジャー氏は話します。
「アトラスコプコが開発
したこの新しい工具は、使う人のことを真に考
えて生み出された工具だと言えるでしょう」
A350 は、非常に軽量で強度の高い素材で
ある炭素繊維強化プラスチックを主体（53％）
に使った、エアバス社初の旅客機となります。
重量が軽減された上、設計技術が進歩してい
ることから、A350 の燃料消費量は同規模の
旅客機よりも25％ほど減少する見込みです。
ルーズにある新しい組立ライン施設で、ワイド
組み立て工程が複雑なA350 にとって、アト

ボディ機の最終組立を開始しました。この最

ラスコプコのナットランナ（締め付け工具）は

初の機体は、新型旅客機の開発時に必ず実施

必要不可欠な工具です。最初のA350 テストモ

される地上テストの専用機になる予定です。

デルは、3 か国の異なるセクションで製造され

飛行しないテストモデルのA350 が 2012 年

ました。翼は英国製、前部胴体はフランス製、

に完成した後は、実際に飛行する初のA350

後部胴体はドイツ製です。

が組み立てられます。アトラスコプコがエアバ

ミショー氏はこう話します。
「アトラスコプコ

ス社に提供した精度の高い画期的な工具は、

は、
当社にとって非常に重要な戦略的サプライ

この高性能旅客機の成功の一端を間違いなく

ヤーと言えます。私たちエアバス社は統一され

担っていると言えるでしょう。

たグローバル企業として、すべての工場で工具

「アトラスコプコの革新性は、当社にとって

とプロセスを標準化することを主要目標に掲

非常に重要です」とロジャー氏は言います。
「エ

げています。だからこそ、アトラスコプコが世

アバス社には、新たなプロジェクトのため、ま

界中で同じソリューションを提供していること

た、これから出てくるであろう課題のために、

が重要な意味を持っているのです」

新しい素材や技術を開発できる強力なパート

2012 年春、エアバス社はフランスのトゥー

ナーが必要なのです」■

正確な締め付け：Tensor ESB はプログラミ
ング可能なので、オペレーターは状況に応じ
たトルクで締め付けることができます。ボル
トを締め過ぎた場合、または締め付けが足り
ない場合は、即座にオペレーターに警告しま
す。エラーをすぐに直せるので、作業のやり直
しにかかるコストを抑えられます。
コードレス：オペレーターは楽な姿勢で作業
できるので、疲労が軽減されます。また、コー
ドレス工具はケーブル付きのモデルよりも
軽いので、頭上での作業に適しており、全長

67m の航空機のどこででも使用できます。
ワイヤレス通信：Power Focus コントローラ
と組み合わせると、Tensor ESB で産 業 用
無線通信（Bluetooth 技術がベース）を使用
できるようになり、正確なモニタリング設定
が可能になります。
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革新

競争が激化している鉱山業界では、
グローバルに事業展開する多くの企業が、
機器のオペレーターのトレーニングを重視するようになっています。
アトラスコプコは、自社のさまざまな採掘機器に対応する
専用シミュレータを開発しました。
文＆写真 アトラスコプコ

バーチャル採掘

Virtual mining
採掘機器オペレーターの候補者はまず、教

さまざまな採掘現場を再現できるという点で

「アトラスコプコは、採掘現場などで使われ

室で採掘の基礎を学びます。その後、シミュ

す。
「ノリリスクニッケル社では、オクチャブリス

る機器を実際に見て、その上、操作することも

レータを使ったトレーニングに移り、効率性、

キー鉱山（Oktyabrsky）やコムソモリスキー鉱

できる貴重な機会を学生たちに提供してくれ

安全性、生産性を最大限に高めるために、実

山（Komsomolsky）など、実際にオペレーター

ています」とノリリスクニッケル社のタイミルス

際の機器の正しい、かつ、効率的な操作方法

が働く採掘現場の環境をシミュレータで忠実

キー鉱山（Taimyrsky）で副ゼネラルディレク

を頭と身体を使って習得していきます。

に再現しました。それによって、生産工程全体

ターを務めるエレナ・トマノワ氏は言います。

トレーニングにシミュレータを活用すること
で、他の方法では得られないほど、生産性と効

の価値も向上させることができました」とスト
ランドバーグは付け加えます。

「掘削マスター、オペレーター、炭坑作業員な
ど、熟練したスキルを持つスペシャリストを必

率性を向上させることができるようになりまし

アトラスコプコのシミュレータは、学生向け

要とする鉱山業界では、若者たちへの職業指

た。シミュレータで受講者のテストもできるの

の職業指導プログラムでも使用されています。

導は最重要課題のひとつなのです。参加した

で、事前にオペレーターとしての適性を見極め

ノリリスクニッケル社は、毎年約 6,000人の高

学生たちが将来、当社の社員になる可能性も

ることも可能です。

校生の職業選択を支援しています。

大いにあるわけですから」■

ロシアでは、さまざまな場所にアトラスコプ
コのシミュレータが導入されています。例え
ば、ニッケルとパラジウムの採掘の最大手企業
であるノリリスクニッケル社（Norilsk Nickel）
の本拠地にあるBoomer E2C などです。

シミュレータを使えば、
オペレーターは間違い
を恐れることなく、技術
を習得できます。

「シミュレータでは、失敗を恐れる必要があ
りません。失敗しても、実際の作業のように機
器が故障したり、
作業が中断したりしないから
です」と話すのは、ロシアのアトラスコプコで
部品およびサービス部門のマネジャーを務め
るマッツ・ストランドバーグです。
「オペレーター
のスキルを磨くことは、ノリリスクニッケル社に
とって深刻な課題のひとつでした。コストの
無駄につながる、機器の故障や修理
による作業の中断はあってはな
らないことだからです。今で
は、この高度なシミュレー
タによって、排出量や 燃
料消費量を削減する方法
まで教えられるようにな
りました」
お客様にとってシミュ
レータのもう1つの利点は、
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インフラ

最新のコンプレッサ技術がカタチとなった
アトラスコプコの低圧オイルフリーブロアシリーズ。
廃水処理時のエネルギー消費を従来の
ロータリーローブブロワと比べ、30％以上も効率化します。

エネルギーを無駄にしない

LESS ENERGY
TO WASTE

文 ÅKE R MALM

写真 アトラスコプコ、

アトラスコプコは、廃水処理施設のエネルギー消費量を削減する、効
率に優れた低圧オイルフリーブロワシリーズを開発しました。スクリュ
技術とインバータ駆動システムをベースにしたこの製品は、旧式のロー
タリーローブブロワよりも平均で 30％少ないエネルギーで稼動します。
アトラスコプコのオイルフリーエアディビジョンでプロダクトマネ
ジャーを務めるベン・ヴァン・レイブロエックは次のように説明します。
「1854 年に発明されたブロワ技術は、背圧でパイプに空気を注入する
ポンプと同じような、極めて単純な仕組みでした。コンプレッサとして
は非常に効率の悪いものだったのです」。同部門では、2010 年にこの
ようなコンプレッサの供給を中止しています。
ブロワは基本的に、1バール以下の圧力で空気を供給するコンプレッ
サです。スクリュ技術によって、従来のロータリーローブ型よりもエネル
ギー効率の高い原理に従って空気が圧縮されます。また、無駄の原因と
なるトランスミッションがない直接駆動システムによっても、効率の向上
が促進されます。そして、インバータ駆動システムが空気を常に必要な
分だけ供給するので、空気を過剰に圧縮しすぎてエネルギーを無駄に
するということがなくなります。
ブロワは、廃水処理施設で巨大な水槽に空気を送るために使用さ
れており、有機廃棄物を分解するバクテリアに酸素を供給しています。
分解された有機廃棄物は粒子となって、水槽の底に貯まります。この貯
まった粒子を収集、除去することで、水が浄化されます。
この処理は継続的に行われ、大量の空気が必要になることから、典
型的な廃水処理施設のブロワで消費されるエネルギーは、施設全体で
消費される電力の 60％以上を占めています。そのため、エネルギー消費
を30％削減できるブロワは、施設全体のコストに大きな影響を与える
のです。
「従来のロータリーローブ式と比較した場合、技術的に進化したこの
14 | www.atlascopco.com
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現 在 の オイルフリーコン プ
レッサは、1 バール以下の圧
力で空気を供給。潤滑油がな
くても作動します。

コンプレッサ技術
■ブロワ：1 バール以下の圧力で空気を供給

■ ターボコンプレッサ：空気の運 動エネル

するコンプレッサ。最新のものは、スクリュ

ギーが増すことにより圧力を高める、遠心式

またはターボ技術をベースとしており、イン

コンプレッサ。高効率。

バータ駆動（ VSD）です。ギヤボックスがな

■ローブコンプレッサ：パイプに空気を送っ

いものもよくあります。

て内部圧力を高めるポンプと同じ原理の旧

■ オイルフリー：オイルフリーのコンプレッ

サには、潤滑油は不要です。これは、生産工

程にいかなる汚染も許されない業種で重視

式の技術。低効率。

■ インバータ駆動：周波数 変換 器付きの制
御システム。必要な空気の量に合わせてコ

されているポイントです。例えば、廃水処理、

ンプレッサの回転 数が 変化するので、過 剰

排煙脱硫、不織布繊維製造、空圧式輸送な

な空気を供給してエネルギーを無駄にする

どの用途で使用されます。

ことがありません。

■スクリュコンプレッサ：並べられた 2 個の

■ 直接駆動：エネルギー損失の原因となる

スペースを徐々に狭くすることによって圧力

ンプレッサ。

スクリュの間から空気を供給し、その間隔の

ギヤボックスなしでモータに接続されたコ

を高めるコンプレッサ。高効率。

コンプレッサは初期コストは高くなりますが、長い目で見ると節約につ
ながります。ライフサイクルコストは間違いなく、安くなるのです」とヴァ
ン・レイブロエック。
廃水処理施設で使用されるブロワのエネルギーコストは、その耐用
年数全体でかかるコスト総額の最大 80％に相当します。エネルギー消
費はブロワの性能でも重視される点ですが、ユーザーにとってはそれ
以上に重要なことがもう1 点あります。
「それは、空気が 100％オイルフリーであり、汚染の危険性がないこ
とです」とヴァン・レイブロエックは強調します。
「その安全性を確信で
きることが、ユーザーの真の望みなのです。これは、浄水ビジネスに携
わるユーザーに限ったことではありません」■
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未来はすぐそこに

The future
is now
バイオニクスやバーチャルリアリティ、拡張現実の世界は、
映画やゲームの中だけの話ではありません。

音声コマンド

人工頭脳のオペレーターが登場する日も近づいています。
文 DAVID BENNETT

イラスト BJÖRN GEVERT

今日の製造業界では、生産プロセスにさら

「これからのツールは、データの蓄積が 可能

なる柔軟性が求められるようになっています。

で、オペレーターの生体機能をバイオニクスに

例えば、自動車業界が導入しているような高度

よって応用したものになるでしょう」

なオートメーションプロセスでは、1 本のライ

イヤホン、マイク、カメラを備えた高度なワイ

ンで 1台ごとに、多様な車種の異なる仕様やカ

ヤレスヘッドセットを使って人間の知覚をコン

スタマイズに対応しなければなりません。競争

ピュータで拡張し、工場の生産システム全体に

優位を維持するために、企業はさらに高度化

アクセスし、コントロールできるようになれば、

されたツールと、必要な情報を必要なときに提

人工頭脳のオペレーターが登場する日もそう

供する柔軟なシステムを必要としています。

遠くはないと彼らは言います。未来のオペレー
オペレーターが電子デバイスと人間工学を追求し
たインタラクティブなツールを使って作業する時
代はすぐにやって来ます。

アトラスコプコのツール研究開発部門でプ

ターは音声コマンドと高度な視標追跡技術を

ログラムマネジャーを務めるアンダース・ネルソ

使用し、腕に付けたスマートフォンほどのスク

ンとヨハン・ウォルグレンは、バイオニクスなど

リーンで組み立てツールのデータを入力した

の新しい技術が製造業の生産プロセスを大き

り受信したりできます。高機能な小型デバイス

く変革すると確信しています。

はすべて工場の生産システムとリアルタイムに

ターは締め付け作業を行う製品やステーショ

ワイヤレス接続されます。

ンを間違えることがなくなります。製品とツー

「バイオニクス、バーチャルリアリティ、拡張

「これまで説明してきたことは、未来の夢物

ルにタグを付けることで、超広帯域無線周波

現実の分野では、技術が日を追うごとに進化

語ではありません。そのほとんどが、今すぐに

数技術を使って位置を検索できるようになり

しています」とネルソン。2 人が予想する未来

でも実現できるのです」とウォルグレンは言い

ます。TLS は実に 50 センチの分解能で、ツー

では、オペレーターが人間工学を究極まで追

ます。
「私たちはすでに、工場の高度なネット

ルと製品の位置を正確に特定するのです。

求したツールを使用し、インタラクティブな電

ワークや、ハンドツールと据え置き型ツールの

子デバイスを通じて作業の指示やサポートを

制御システムは提供しています。屋内版 GPS

「新たに開発された、またこれから開発される

受けることができます。オペレーターが単調な

システムともいえる、ツール位置検索システム

であろうエキサイティングな技術は、終わりな

作業だけに従事するような生産環境は時代遅

でさえ、実現済みなのです」

き可能性を持っています。私たちにはアイディ

れだと彼らは考えています。

ネルソンは次のように話を締めくくりました。

アトラスコプコのツール位置検索システム

アがあります。必要なのは、優先すべきものを

「これまでオペレーターとツール間の通信は

（TLS）には革新的で信頼性の高い機能が備

見極めること。未来に限界を作るのは、私たち

押しボタンで行われていました」とネルソン。

わっており、これを活用することでオペレー

自身の想像だけなのですから」■
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Training
Center

トレーニングセンター
文＆写真 アトラスコプコ

カメラ

トレーラー、バン、荷台など陸上輸送に関連

視標追跡

する製品を製造するブラジルの大手メーカー、
ゲラ社（Guerra SA）は、運用プロセスを根本

ディスプレイ

的に改善することを決断しました。改善するに
あたって不可欠と考えたのは、
社員の徹底した

イヤホン

トレーニングです。しかし、同社にはこれに対
応する部署がありませんでした。そこでゲラ社
は、長年パートナー関係にあったアトラスコプ

位置情報タグ

コにサポートを依頼しました。そして、ゲラ社
の社員のスキルと専門知識を向上させるため
のトレーニングセンターが完成したのです。そ
れは、社員の潜在能力を最大限に引き出すよ

レーザースキャナ

う特別に設計された施設です。
このセンターでは現在、オペレーターやメン
テナンス技術者向けのトレーニングが実施され
ています。ドリル、スクリュ、ネジ、研磨剤など、

Wi-Fi

装置や消耗品を変えて比較テストを行うことも
可能です。受講者たちはここで、運用コストの
削減や、組み立てラインで時間のかかるテスト

OK

を行わずに済む新しい方法などを学びます。

8
27,

「アトラスコプコは、ラボで使うツールの選定

高性能スクリーン

を助けてくれただけでなく、組み立てラインで
使用するツールに関する有益な情報や、
実際の
トレーニング、そのサポート資料なども提供し
てくれました」と話すのは、ゲラ社のプロセス
エンジニアリング部門に所属するパウロ・フェ
レリア氏です。
「今では、新入社員それぞれに
特別なプランを用意して、トレーニングを実施
することが可能になりました。トレーニングの
内容は、各社員が担当することになる仕事や
ツールを考慮して個別に決定されます」■

ご存知ですか？
■ 拡張現実：現実の物理的環境をリアルタ

研究する学問。

その各 要素は、音声やビデ オ、グラフィッ

サーを使って資 産、製品、ツールの場所を

イムに映し出す、直接または間接のビュー。
ク、GPS データなど、コンピュータで生成

された知覚情報により拡張されます。

■ バイオニクス：生物学的な方法や自然界

で発見されたシステムを用いて、エンジニア
リングシステムや最新技術の研究と設計を
行うこと。

■ 人工頭 脳：機械と生物を分けずに、その

コミュニケーションと自動制御システムを

：セン
■ ツール 位 置 検 索システム（ TLS）

特定するシステム。広帯域無線周波数技術
を搭 載し、50cm の 分 解能で 信 頼 性の高
い検索結果を提供します。

■バーチャルリアリティ：コンピュータでシ

ミュレーションされた環境の総称。現実環

境に物理的に存在するものや、想像上の世
界をシミュレーションすることができます。

ゲラ社のプロセスアナリストであるパウロ・フェレ
リア氏は、アトラスコプコが提 供した改善に関す
る助言やトレーニングを高く評価しています。
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医療ガス

最新の設備が整えられた手術
室では、高度な情報システムを
使って、より次元の高い手術と
教育が日々実践されています。

た病院なので、
「ここは医師や看護師の養成も兼ね
ルアップだけでなく、
このような最先端技術は医療のレベ
教育の向上にも役立てられます」
ェーン
アガ・カーン大学 病院 のサプライチ

ムラド・ジヴァン氏
管理 担当グローバ ルディレクター、
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手術の成功のために

Successful

OPERATION
パキスタンのティーチングホスピタル
（医師や看護師の養成も兼ねた医療施設）である
アガ・カーン大学病院は、ビーコンメダエス社と協力し、
最先端技術を整備した高度な手術室の導入を実現させました。
文 NANCY PICK

写真 アトラスコプコ、GETTY IMAGES

2012 年 4 月、パキスタン最大の都市、カラチ

た。新しい手術室のメインシステムのサプライ

ンメダエス社に依頼したいですね」とアリ氏は

にあるアガ・カーン大学病院で、小さな穴から

ヤーとして、同病院はカールストルツ社（Karl

話します。

胆嚢を取り出す手術が行われました。この手

Storz）を選んでいたのです。カールストルツ社

この手術室の高度な機能の恩恵を受けるの

術自体はよくあるものですが、いつもと違うこ

は、世界中で約 3,000 件の同種システムの導入

は、パキスタンだけにとどまりません。カラチ

とが 1つだけありました。それは、さまざまな

実績を持つドイツの企業です。また、同病院に

にあるアガ・カーン大学病院は、3 つの大陸の

デジタル機器が設置された、同病院の新しい

は 6 台の
「ペンダント」
（手術器具や医療器具を

医療機関が参加するネットワークに加盟して

手術室で実施された最初の手術だったことで

保持し、光ファイバー通信にも対応した金属製

います。現在の状況について、ジヴァン氏は誇

す。この手術室は、パキスタン初の高度な医療

のフレーム）も必要でした。具体的には、麻酔

らしそうにこう話します。
「ケニアのナイロビに

施設です。

用のペンダントが 3 台と、内視鏡検査と外科手

いる医師たちがカラチの手術室で行われてい

術用のペンダントが 3 台です。

る手術の様子を見ることができるし、アフガニ

「最先端技術が導入されたことによって、こ
れまでとは次元の違う医療活動が可能になり

この分野をリードするカールストルツ社は当

ました」と同大学でサプライチェーン管理担当

初、自社と関係の深い同じドイツを基盤とする

グローバルディレクターを務めるムラド・ジヴァ

サプライヤーと協力しようと考えていました。

ン氏は述べています。この高度な手術室では、

しかし、アガ・カーン大学病院がビーコンメダ

手術の様子をライブ配信することで、外科医

エス社を強く推薦したのです。

の専門知識を地域の医師や医学部の学生と共
有することができます。

同病院の建 設プロジェクトのシニアマネ
ジャーであるハッサン・ラムザン・アリ氏は次の

また、手術室の高度な情報システムによっ

ように述べています。
「ビーコンメダエス社はこ

て、患者の医療記録、X 線写真やスキャンなど

れまで、どんな難しいことを頼んでも満足のい

の画像データに医師がオンラインでアクセスす

く対応をしてくれました。その信頼感が今回の

ることもできます。さらに、中央制御システムを

業者の選択に影響したのです」。新システムに

備えたこの手術室は、人間工学に基づいた設

は多大なカスタマイズが必要でしたが、アリ氏

計が施されています。

の言葉によれば、
「（ビーコンメダエス社は）非

このプロジェクトはアトラスコプコにとって、
競争の厳しい分野で新たな契約を獲得する絶

常に柔軟にすべての要件を満たしてくれた」と
いうことです。

好のチャンスとなりました。アトラスコプコのグ
ループ企業として 25 年の歴史を持つビーコン

新しい手術室には、酸素と窒素を供給する

メダエス社が、アガ・カーン大学病院に医療ガ

特殊な機器のほか、無菌環境に清浄な空気を

ス設備を納入しており、そこで確立された信頼

送るコンプレッサも必要です。

関係が新たなプロジェクト獲得への道を開い
てくれたのです。
しかし、今回の状況は予想よりも複雑でし

「これは初めての試みでしたが、いずれ、3
つの新しい手術室すべてを高度な手術室に変
えたいと考えています。そのときはまた、ビーコ

スタンのカブールに映像を配信することもでき
るんですよ」■

ビーコンメダエス社について
■ 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、

世界的な専門企業です。

5 つの大陸すべての医療機関にサービス

を提供し、重篤な状態の患者の生命を維持
するという使命に誇りを持って取り組んで
います。

ビーコンメダエス社は、世界 40 か国の地

元の代 理 店や、140 か所以上のアトラスコ

プコのカスタマーセンター（販売拠点）を通

じて事業を展開しています。

60 年以上もの間、医療技術の進歩ととも

に歩んできた同社は、現代の医療機関に不

可欠な生 命 維 持 装 置に 対 する 複 雑 化 する
ニーズを満たしながら、患者と医 療 従事 者

をつなぐ中心的存在であり続けています。
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革新

完全なる制御

All under

control
アトラスコプコがドリルリグのさらなる効率化に

取り組み始めて 5 年。燃料効率を高める優れた革新性をもつ、
次世代のシステムプラットフォームが完成しました。
文＆写真 アトラスコプコ

お客様がアトラスコプコの製品を使って作

このプラットフォームは現在、実地試験の段

業をする。それはすなわち、間接的ではあって

階に入っており、現場でも期待どおりの性能を

も、アトラスコプコが環境になんらかの影響を

発揮しています。

与えていることになると、当社は考えています。

SmartROC T35 ／ T40リグ と 新 し い 制

だからこそ、アトラスコプコは、新しい製品の

御システムの実地試 験はスウェーデン、ノル

設計に革新的な環境対策を採り入れることを

ウェー、ドイツ、ポーランド、トルコで実施され

グループ全体の責務としているのです。

ており、ドリルの性能を維持または向上させな

アトラスコプコは 5 年前、サーフェスドリル

がら、燃料の使用量を同等の機器と比較して

事業部を設立し、ドリルリグのさらなる効率化

最大 45％削減できるという結果が出ています。

を実現するための研究を開始しました。ドリル

また、新しい制御システムによってエンジン負

リグのエネルギー効率の向上はもちろん、コン

荷が平均 40 ～ 50％削減されるので、エンジ

ポーネント数の削減、ユーザーにとっての使い

ンの耐用年数を延ばすこともできます。さら

やすさを追求したキャビン設計、お客様の総

に、ドリルストリングの消耗品の耐用年数も最

所有コストの削減、環境負荷の低減など、同事

大 30％長くなります。

業部の研究内容は広範囲にわたりました。

新しい制御システムを搭載した新世代のリ

そしてこのたび、研究の成果として完成した

グ SmartROC T45とT50 においても、従来モ

のが、統一された制御システムであるリグシス

デルと比較して消費燃料が 35 ～ 45％削減さ

テムプラットフォームです。このプラットフォー

れます。アトラスコプコは今後数年以内に、こ

ムは今後、スウェーデンのエーレブルーで製造

の統一された制御システムプラットフォームを

実現に大きく近づけることができました」とホ

されるすべてのサーフェスドリルリグに搭載さ

全製品に搭載することを目標としています。

ラー。
「実地試験の結果、漏れはほぼゼロであ

れます。そして最終的には、中国、日本、インド
で生産される製品にも搭載される予定です。

SmartROC T35をスウェーデンで標準的な

ることが証明されました」

用途で使用した場合、年間あたり2 万 250リッ

新しいプラットフォームでは、オイル内の空

「電子系統、油圧、コンプレッサシステムが

トルの燃料を節約できます。これは、
リグ 1台あ

気の泡を圧力で追い出すサイクロンが搭載さ

刷新されたこの画期的なプラットフォームが採

たり5 万 3,460 キロの CO2 削減に相当します。

れた油圧タンクとともに、
油圧のオイルのリター

用されれば、
極めて高いエネルギー効率でドリ

ンラインも設計が見直されました。タンクのサ

ルリグを制御できるようになります」
とリグシス

新しい油圧システムでは、油圧ホースの数が

イズが縮小化され、油圧システムに必要なオイ

テムデザインマネジャーのジミー・ホラーは語

半分に、また、継ぎ手の数は 3 分の 2 以上少な

ルの量が削減されました。これにより、大きな

ります。
「新しい制御システムは、作業に必要な

くなっています。
「それに、ソフトシールされた

故障が起こっても、漏出するオイルが少なくて

電力だけを供給する仕組みになっています」

継ぎ手を使用することで、漏れのないリグの

すみます。
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リグシステムデザインマネジャー、ジミー・ホラー（環境アワードの表彰状を
持っている男性）とチームメンバーたち、アンナ・ブランドルストサッツコルン
（土木鉱山機械事業の統合管理システム担当副社長、右から 2 番目）、コブス・
マラン
（ロックテック事業部前社長、後列右）

サイズに関わらず、すべてのサーフェスドリ
ルリグに同じタンクを使用できます。オイルの
量は 450リットルから90リットルに減り、これ
は 75％以上の燃料削減になります。
さらに、油圧タンクに搭載された独自仕様の
リターンフィルタとブリーザフィルタには鉄が
使用されていないので、従来のタンクよりも環
境への負荷が少ない方法で償却できます。
キャビンのオペレーター環境は、これまで
とまったく異なります。外部パートナーと協力
して定義した、汎用的なヒューマンマシンイン
ターフェイスにより、可能な限り快適な環境で
ドリルリグを操作できるようになっています。
このタイプのシステムを搭載するリグでは、
平均的な原材料コストを大きく削減すること
ができます。また、組み立て時間も1台あたり
最大 50 時間短縮でき、大幅なコスト削減を実
現します。
さらに、種類の異なるリグに共通性を持た

リグシステムプラットフォームの革新がもたらすメリット
■原材料コストと組み立て時間を大幅に削減
■消費燃料を最大 45％削減

■ アイドリン グ 時 の エ ン ジ ン の 回 転 数 を

1,200 rpm から 800 rpm に減らし、騒音を

削減

■ エンジン負荷を減らして、エンジンの耐用
年数を延長

■油圧ホースの数を半分に削減
■継ぎ手の数を 71％削減

■消耗品の耐用年数を最大 30％延長

■ 新しい油圧タンク技術により、タンクの小

型化を実現。このタンクは、機種やモデル
を問わずすべてのリグで利用可能

■オイルの消費量を 75％以上削減

■オイルタンクの小型化により、こぼしたとき
に無駄になる量を削減

せることで、在庫の備蓄、購入レベル、パーツ
番号の管理など、他の製造コストも削減されま
す。全面的な導入が完了すれば、この共通性
が各種リグの電子システムで約 90％、油圧シ
ステムで約 75％になり、コスト削減に多大なメ
リットをもたらすことになります。
この革新性に満ちた新しいリグシステムプ

■継ぎ手をソフトシールすることで、漏れを防止

ラットフォームは、開発前に設定されていたす

■ 異 なるリグの電子システムの共 通 性を約

料 効率を高める優れた革新 性が 評 価され、

■年間 5 万 3,460kg の CO2 排出量を削減
90％にまで向上

べての目標を達成し、カタチとなりました。燃
サーフェスドリル事業部は 2011年 6月にアトラ
スコプコの環境アワードを受賞しました。■
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倫理綱領

文 MICHAEL MILLER、アトラスコプコ
写真 アトラスコプコ
情報源＆イラスト TRANSPARENCY INTERNATIONAL*

SCORE
VERY
CLEAN

8 - 8.9
7 - 7.9
6 - 6.9

ON
NS
1

OF
PTION
TORIES

E

9 - 10

5 - 5.9
4 - 4.9
3 - 3.9
2 - 2.9

HIGHLY
CORRUPT

1 - 1.9
0 - 0.9
No data

ビジネスでは、賄賂や不正行為への
関与を拒むと取引がスムーズに

進まなくなることもあります。しかし、
それが常に正しい行動です。

アトラスコプコは、不正を絶対に

Zero
tolerance
許さない姿勢を、当社の企業文化に

深く浸透させようと取り組んでいます。

RANK

COUNTRY/TERRITORY
SCORE
RANK
COUNTRY/TERRITORY

46
France
7.0
Mauritius
5.1
143
Belarus
120
Bangladesh
2.7
49
Saint Lucia
7.0
Rwanda
5.0
143
Comoros
120
Ecuador
2.7
50
Uruguay
7.0
Costa Rica
4.8
143
Mauritania
120
Ethiopia
2.7
50
United Arab Emirates
6.8
Lithuania
4.8
143
Nigeria
120
Guatemala
2.7
50
Estonia
6.4
Oman
4.8
143
Russia
120
Iran
2.7
50
Cyprus
6.3
Seychelles
4.8
143
Timor-Leste
120
Kazakhstan
2.7
54
Spain
6.2
Hungary
4.6
143
Togo
120
Mongolia
2.7
54
Botswana
6.1
Kuwait
4.6
143
Uganda
120
Mozambique
2.7
56
Portugal
6.1
Jordan
4.5
152
Tajikistan
120
Solomon Islands
2.7
57
Taiwan
6.1
Czech Republic
4.4
152
Ukraine
129
Armenia
2.6
57
Slovenia
5.9
Namibia
4.4
154
Central African Republic
129
Dominican Republic
2.6
57
Israel
5.8
Saudi Arabia
4.4
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154
Congo Republic
129
Honduras
2.6
60
Malaysia
4.3
Saint Vincent
and
154
Côte d´Ivoire
129
Philippines 5.8
2.6
the Grenadines
61
Cuba
4.2
154
2.6
Guinea-Bissau
129
Syria
Bhutan
5.7
61
Latvia
4.2
134
2.5
154
Cameroon
Kenya
22
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5.6
61
Turkey
4.2

不正ゼロをめざして

RANK

SCORE

69
2.4
73
2.4
73
2.4
75
2.4
75
2.4
77
2.4
77
2.4
77
2.4
80
2.3
80
2.3
80
2.2
80
2.2
80
2.2
80
2.2
86
2.2
86

Samoa
168
Brazil
168
Tunisia
168
China
Romania
168
Gambia172

Angola
Chad

3.9
3.8

3.8
Democratic Republic
of the Congo3.6
3.6
Libya
Burundi

3.5

Lesotho
172
Vanuatu
172

3.5
Equatorial Guinea
Venezuela 3.5

Colombia
175
El Salvador
175

Haiti

3.4

Iraq

3.4

Greece177
Morocco
177

Sudan

3.4

Peru 177
Thailand
180
Bulgaria
180
Jamaica
182

Turkmenistan3.4
Uzbekistan 3.4
Afghanistan 3.4
3.3
Myanmar
Korea (North)3.3

COUNTRY/TERRITORY

SCORE

95
2.0
95
2.0
95
2.0
95

India

3.1

120

B

Kiribati

3.1

120

E

Swaziland

3.1

120

E

Tonga

3.1

120

G

100
2.0
100
1.9

Argentina

3.0

120

I

Benin

3.0

120

K

100
1.9
100
1.9

Burkina Faso

3.0

120

M

Djibouti

3.0

120

M

100
1.8
100
1.8

Gabon

3.0

120

S

Indonesia

3.0

129

A

100
1.6
100
1.6

Madagascar

3.0

129

D

Malawi

3.0

129

H

100
1.6
100
1.5

Mexico

3.0

129

P

Sao Tome and Principe

3.0

129

S

100
1.5
100
1.0

Suriname

3.0

134

Tanzania
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3.0

134

C

E

* 腐敗認識指数マップ 2011 年版より許諾を得て転載。
より詳しい情報は www.transparency.org へ。
ⓒ 2011 Transparency International:
the global coalition against corruption

腐敗認識指数
■非営利団体トランスペアレンシー・インター

ナショナルは、世界各地のビジネスパーソンを

対象に、現地の腐敗がどの程度認識されてい

るかを毎年調査・分析しています。2011 年は

183 の国や地 域を 0（腐敗 度 が高い）から10

（腐敗度が低い）の指数でランク付けし、その

結果を腐敗認識指数として公開しています。こ

SCORE

の調査結果から、腐敗度が特に高い国と低い

VERY国を以下に示します。
9 - 10
CLEAN
8 - 8.9
腐敗度の低い国
7 - 7.9 ：

ニュージーランド 9.5

6 - 6.9

デンマーク、フィンランド 9.4

5 - 5.9

スウェーデン 9.3

4 - 4.99.2
シンガポール
3 - 9.0
3.9
ノルウェー
2 - 2.9
腐敗度の高い国
1 - 1.9 ：

HIGHLYソマリア、北朝鮮 1
0 - 0.9
CORRUPTビルマ、アフガニスタン
1.5

No dataトルクメニスタンスーダン 1.6
ウズベキスタン、
イラク、ハイチ 1.8

ニュージーランド
最も腐敗度が低い国

見なされていたのです」とオ
スワルドは打ち明けます。
「今
企業や社会全体に影響を与えるあらゆる金

はこのようなことは許されませ

銭的な違反行為のうち、特に損害が大きいの

ん。その国では普通のことであっ

が不正です。

たり、現地特有の文化であったりしても、不正

これは、ロンドンの総合専門サービス企業、

が許される理由には決してならないのです」

プライスウォーターハウスクーパース（PwC）が

反すると、関係者が懲役刑に課されたり、関係

価値あるブランドとしてグローバルに事業を

ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスと共同

者や会社が多額な罰金を支払うことになりま

展開しているアトラスコプコは、全社員がビジ

で実施した世界的な調査に基づく結論です。

す。当社の事業やブランドにも、多大な損失を

ネスにおける健全性を理解し、それを指針とし

不正に関わった企業は、新たな資金調達が

及ぼす可能性があります。さらに、労働

困難になり、顧客を他社に奪われかねません。
契約の見地からは、
RANK
COUNTRY/TERRITORY
SCOREほとんどの国の

120

さらに、公共機関への納入契約から締め出さ
143
Bangladesh
2.7
Belarus
れる場合もあり、
社員たちの士気の低下にも

司法でこのような行為は雇用契
168
2.4
Angola
約違反と見なされるので、
即時

て行動するようになるには、積極的な働きか
けが必要であることを認識していま
す。目標は、
アトラスコプコのグロー
2.0
バルな事業全体において、不正行

129

143
168
Ecuador 対処しなくてはなりません。
2.7
Comoros 解雇となる場合もあります」
2.4
2.0
と Chad
為が 1件も起きないことです。
143
168
Ethiopia
2.7
Mauritania
2.4
Democratic
Republic
2.0
アトラスコプコは不正行為を絶対に許しま
オスワルド。
of the Congo
143
Guatemalaせん。
2.7
Nigeria
2.4
「このメッセージは、
アトラスコプコAB
オスワルドによれば、
彼がアト
当社の倫理綱領では、何らかの
168
Libya
2.0
143
Iran
2.7
Russia
2.4
の取締役会が発信するもので、
全社員が従わ
ラスコプコに入社した1985
年当時
便宜を得る場合も含めた、いかなる
172
Burundi
1.9
143
Kazakhstan
2.7 とアトラスコプコの上席
Timor-Leste は、現地のマネジャーはその地域の
2.4
ホーカン・オスワルド 不正行為も許されないということが
なくてはなりません」
172
Equatorial
Guinea
1.9
143
Mongolia 副社長であるホーカン
2.7 ・オスワルドは言います。
Togo
2.4
慣習に従った方法でビジネスを行ってもよいと
厳格に定められています。賄賂を贈ることを
172
Venezuela
1.9
143
Mozambique
2.7
Uganda
2.4
「これは事業の面でも非常に重要です。理
いう暗黙の了解があったといいます。
「つまり、 拒否した社員は、どんな不利益も被ることは
175
Haiti
1.8
152不正行為は多
Solomon Islands
2.7
Tajikistan
2.3
由はいろいろあります。
例えば、
顧客に高価な品物を贈ることがその国で普通
ありません。
175
Iraq
1.8
152その法律に違
Armenia くの国で法的に禁止されており、
2.6
Ukraine
2.3
に行われている慣習なのであれば、
問題なしと
当社は、不正行為の防止、発
177
Sudan
1.6
154
Dominican Republic
2.6
Central African Republic 2.2
177
Turkmenistan
1.6
154
Honduras
2.6
Congo Republic
2.2
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177
Uzbekistan
1.6
154
Philippines
2.6
Côte d´Ivoire
2.2

129

Syria

120
120
120
120
120
120
120
120
129
129
129

134
134

Cameroon

2.6
2.5
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Eritrea

2.5

154
154
154

Guinea-Bissau
Kenya
Laos

2.2

180

Afghanistan

1.5

2.2

180

Myanmar

1.5

2.2

182

Korea (North)

1.0
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倫理綱領

、
「その国では普通のことであったり
現地特有の文化であったりしても、

」
不正が許される理由にはなりません
社長、ホーカン・オスワルド
アトラスコプコの法 務担当上 級副

見、対処に積極的に取り組んでおり、発見した

員という順序で、そのトレーニングは行われま

行為に対しては、その内容に応じた断固たる

した。

措置を取ることを辞しません。また、不正行為

「ビジネスの拡大によって、お客様が増え、

や贈収賄のリスクを最小限に低減するため、

取引する代理店やサプライヤーも拡大してい

職権の分離を含めた内部統制手順も用意して

けば、このトレーニングの意味がより社員に理

います。

解してもらえると確信しています」とアヴィラは

アトラスコプコグループのポリシーでは、社
用での物品の授受は現地の法律と商慣習に必
ず従うことが規定されています。

話します。
「今年もまた、販売とサービスの全国的な年
次会議に合わせ、販売担当者を対象とした倫

ウェブサイト
（www.atlascopco.com）でも公

理綱領のセッションを計画しています。今回の

開しているアトラスコプコの倫理綱領は、国連

セッションでは、インドネシアでの不正防止に

グローバルコンパクト、OECD 多国籍企業倫

関連するリスクについて検討するなど、前回よ

理綱領、国連の世界人権宣言、および ILO が

りも現地の特異性に焦点を当てた内容になる

定める指針に基づいて作成されています。

予定です」

しかし、倫理綱領は、制定しただけでは意

それでもやはり、トレーニングは始まりにす

味がありません。全社員がそれを理解し、確

ぎません。アヴィラはこう続けます。
「トレーニ

実に順守するには、多大な努力や仕掛けが必

ングセッションと意識向上運動を行っただけ

要なのです。

で、すべての社員と現地関係者が直ちに私た
ちの意図に沿って行動してくれるとは思ってい

インドネシアがその一例です。
「インドネシア

ません。より多くの社員や現地関係者たちにこ

でのビジネスにリスクがあることは、すべての

の取り組みへの参加を求めるきっかけを用意

社員が知っています」と語るのは、PT アトラ

することも、同じくらい重要な活動です」

スコプコインドネシアでゼネラルマネジャーを
務めるノエル・アヴィラです。
「そのようなリス

インドネシアでは、現地の管理者が顧客に

クを回避し、全社員が当社の倫理綱領が定め

見積書を送るとき、倫理綱領の冊子も付ける

るガイドラインに従って日々のビジネスを遂行

ことにしました。
「これによって、賄賂などの不

するためには、社員への特別な働きかけが大

健全な関係を抑止しようとする私たちのメッ

切だと考えています」

セージをお客様にわかりやすく伝えることが

する式典も催しました。
「この式典は、ただの

インドネシアの経営陣はまず、倫理綱領を

できます。それに、まだ取引のないお客様に

形式的なルールと捉える社員に考えを改めて

現地のバハサ語に翻訳した冊子を作成しまし

も、アトラスコプコが他の企業とは違うことを

もらい、活動の意義を高める目的で開催しまし

た。しかし、アヴィラは言います。
「冊子を翻訳

知っていただくことができます」とアヴィラは

た」

しただけでは不十分でした。社員の推測や解

説明します。

釈に任せるのではなく、この内容の説明に特

サプライヤーに対しては、監査や視察を行う

倫理綱領に従って行動すると、ビジネスが

化したトレーニングを実施することを重視すべ

ことから始めました。また、大量に購入する際

スムーズに進まなくなったり、短期的な観点で

きだったのです」

は、これまで実施してきたサプライヤーの評価

は最良の結果を得られないケースも出てくるで

と選定の通常の手順に加えて、徹底した入札

しょう。しかし、それが正しい行動なのです。

制度を導入しました。

オスワルドは、インドで工場拡張のために土地

インドネシアの現地経営陣は 2011年に、全
社員を対象に倫理綱領に関するトレーニング
を実施しました。最初は主なマネジャーとチー

さらには、倫理綱領の重要性が全員に理解

を購入したときのことを例に挙げて、次のよう

ムリーダー、次にスーパーバイザー、その次に

されていることを確認するために、倫理綱領に

に説明します。
「インドでよい土地を手に入れ

販売とサービス担当者、最後はそれ以外の全

従って行動することを約束する誓約書に署名

るのは、不可能に近いことでした。結局は手に

24 ¦ www.atlascopco.com
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倫理綱領を読むだけでは十分では
ありません。世界中で 働くアトラ
スコプコの社員すべてが指針を理
解して順守するには、内容を掘り
下げたトレーニングが必要です。

倫理ヘルプライン
■アトラスコプコグループの制度である倫理ヘルプラインは、不

正行為を防止するための重要なツールです。

社員とその他関係者は、このヘルプラインを通じて、アトラス
コプコの倫理綱領への違反が疑われる行為を報告することが
できます。
ヘルプラインのプロセスは、現地レベルで解決できない場合
に利用されます。報告された内容は、グループの法務部門によっ
て調査され、すべて機密として取り扱われるため、不正が疑われ
る行為を報告した人物の匿名性は保証されます。

2011 年には、倫理綱領の違反が疑われる行為が合計 25 件、
倫理ヘルプラインを通じてグループの法務担当者に報告されま
した。報告内容は、組織的変更や経済的な問題、個人的懸念な
ど多岐にわたっています。報告された 25 件のうち 22 件について

入れることができたのですが、もし賄賂を支
払っていたら、その 3 年か 4 年前には工場がで
きていたことでしょう」
「賄賂を拒み、待つことが最良の戦略だった
と今でも考えていますか？」という問いに、オス
ワルドは確信を持って肯定します。
「当社は賄
賂に対して断固たる態度で臨んでいます。そう
することで不正行為が起きなくなるのです。倫

は内容が実証され、内部監査、警察への届出、懲戒処分などの
対処が行われました。他の 1 件は、詐欺行為に関わったことが明
らかであったため、当該人物を解雇するに至りました。残り 2 件
はまだ調査中で、うち 1 件は不正疑惑です。
「このヘルプラインは、贈収賄などの不正行為を防止する上で
重要なツールです」とアトラスコプコ上級副社長で法務担当の
ホーカン・オスワルドは言います。
オスワルドは、違反行為を報告した人物と同じくらい、不正が
疑われた人物の匿名性を守ることが重要だと強調しています。

理綱領に従ったためにビジネスチャンスを失

「法廷と同じく、罪が証明されない限り、罰を与えるべきではあ

うことになったり、案件の成約までに時間が

りません」とオスワルド。
「 証拠がなければ解放するのが何より

かかったりすることになっても、それは倫理に
適った健全な事業運営を遂行するための必要

も優先されるポリシーであり、会社が行動を起こすのは明らか
な証拠がある場合のみです」

コストなのです」■
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インフラ

世界中のインフラに貢献
■アトラスコプコは世界中のさまざまな

インフラ整備プロジェクトに参加してい
ます。以降のページでは、アルゼンチン

で導入されたドリルリグが大西洋から太
平洋まで横 断 する道 路 の建 設にいかに

役 立っているかをご覧いただけます。ま

たそ の 他 の 進 行 中 のプ ロジェクトとし

The

て、混雑するパナマ運河の通航許容量を

経済活動のバックボーン

backbone
of economy

2014 年までに 2 倍にする拡張工事、そし

て、アンカラからイスタンブールまでの

主要 都 市を結ぶトルコの高 速 鉄 道 建 設

のプロジェクトについてもご紹介します。
これらは、経 済 や社会、その 他あらゆ

る発展に寄与するインフラ整備プロジェ
クトのほんの一部にすぎません。
パナマ運河

インフラへの投資と交通網の整備は、

産業を活発化させ、経済発展にも貢献します。
世界中の国や企業がインフラの重要性を認識しています。

アルゼンチン

文 CARI SIMMONS 写真 アトラスコプコ、GETTY IMAGES

OECD（経済協力開発機構）の推計では、

れ、鉄鋼やセメントなどの資材の需要が増える

今後数十年間の世界のインフラ需要を満たす

だけでなく、労働集約型産業への投資需要も

には、53 兆米ドル（361兆スウェーデンクロー

増えるでしょう。これにより多くの雇用が創出

ネ）の投資が必要だとされています。

され、長い目で見れば、インフラ整備によって、

「これまでの開発の歴史を見れば、どのよう
な種類の投資も成長に役立つことがわかりま

トルコ

その国の経済全体の競争力が高まることにな
るのです」

す。しかし、特に既存のインフラへの需要が増

インフラへの投資はさらなる投資を促 進

え続けている途上国では、インフラへの投資

するため、多面的なインパクトをもたらすとサ

がその国の経済や人々の暮らしに、より大き

フー氏は説明します。反対にインフラが未発

な恩恵、インパクトをもたらすと言えるでしょ

達だと、国の競争力が低下することにつながる

う」と語るのは、インドにあるデリー大学の経

とも言及します。例えば、中国の輸出コストが 1

済発展学会に所属し、中国のインフラ開発と

ドルなのに対し、インドでは同じものを輸出す

経済成長に関する論文の著者でもあるプラバ

るのに 2ドルかかります。これは、インドでは

「中国は GDP の15％をインフラ整備に投資し

カール・サフー准教授です。
「インフラ整備に

道路インフラが十分に整備されていないため

ているのに対して、インドでは社会的インフラ

よる経済効果は、他のさまざまな業種に波及

だとサフー氏は説明します。

と物的インフラ（道路、民間航空、水道、電力

かかるほどコストは上がります」とサフー氏。

します。例えば、道路網などの輸送事業に大

「輸出コストが高いのは、工場や鉱山から港

など）に約 7％しか投資していません。中国の

規模な投資を行った場合、都市が道路で結ば

までの輸送に何日もかかるためです。時間が

GDP がインドの 3 倍であることも考慮に入れ
るべき重要な点です」

高さは、
「インフラの不備による輸送コストの
世界市場でのアフリカ大陸全体の
輸出競争力を低下させています」
・カベルカ氏
アフリカ開発 銀行 総裁 、ドナルド

あらゆる種類のインフラが十分に整備され
ていない多くのアフリカ諸国もまた、同様の輸
送のジレンマに直面しています。アフリカの輸
送コストの高さは世界トップレベルです。
「インフラの不備が原因で輸送コストが高い
ことは、世界市場におけるアフリカ大陸全体の
輸出競争力を低下させるとともに、消費者が
手にする輸入品の価格も上げることになりま
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途上国のインフラ
■ インフラが 十 分に整 備されてい ない

と、社会や経済が正常に機能しなくなり

ます。特に途 上国では、未発 達なインフ
ラによる国民の暮らしへの弊害が、他の

国よりも顕 著に現 れることがあります。
これらの国が貧困から容易に抜け出せな

す」とアフリカ開発銀行のドナルド・カベルカ
総裁は国連の情報紙『Africa Renewal』の中
で語っています。

きないのです」
インフラの開発を阻む最大の問題のひとつ
は、資金です。サフー氏は次のように述べてい
ます。
「インドでは、第 12 次 5 か年計画（2012

この情報誌ではさらに、インフラ整備の問

～ 2017年）のインフラ投資に1兆米ドル（6 兆

題は開発の手の及ばない農村地域で特に深

8,200 億スウェーデンクローネ）を必要としてい

刻で、そのしわ寄せを一番受けているのは、料

ますが、その 50％は民間企業からの出資を見

理や暖をとるための焚き木を何時間もかけて

込んでいます」

い理由のひとつに、既存の公共 施設（電
気、水道、ガス）、通信、輸送のインフラの

水準が低いことが挙げられます。

インフラ整備は、途上国が自立したひ

とつの国として、グローバル経済に参加

するのに不可欠なバックボーンなのです。

しかし、さまざまな困難があるにもかかわ

拾い集めなくてはならない女性たちであるこ

インド政府のコスト負担を軽減するため、官

らず、先進国と途上国のいずれにおいても、こ

とにもふれています。
「水道設備や井戸のない

民のパートナーシップが形成されようとしてい

こ数年のインフラ投資は増加していると、サ

農村に暮らす女性たちは、川や水場に行くた

ます。しかし、手続きの煩雑さ、プロジェクト

フー氏は強調します。
「景気が後退した状況で

めに1日平均で 6 キロも歩きます」とカベルカ

設計上の不備、さまざまな関係者間の対立、イ

は、生産力を創出するインフラに資金が流れ

氏は言います。
「道路事情が悪いため、せっか

ンフラへの資金調達の選択肢の欠如、環境問

る傾向があるのです。今後も途上国を中心に、

くの収穫物を市場に出荷することもままなら

題への対応の難しさなどから、状況は複雑化

世界各地でインフラの整備は行われていくで

ず、病気の子供を病院に連れていくことさえで

しています。

しょう」■
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インフラ
1世紀にわたって世界の物流に貢献してきた
パナマ運河では現在、水路の幅と深さを拡張する
プロジェクトが進行中です。完成すれば、
年間通航許容量が倍増する予定です。
文 アトラスコプコ

パナマ運河

写真 アトラスコプコ、NASA

between
the seas
A deeper path

太平洋

拡張運河が 2 つの海を結ぶ
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大西洋

4
1世紀前にパナマ運河が建設された当時、
その工事の巨大さは、エジプトのピラミッド

ています。
この状況を改善するべく開始されたのが、

やローマ水道、万里の長城に匹敵すると世の

2014 年までにパナマ運 河の通航許容量を

人々を驚かせました。このパナマ運河では現

倍にするプロジェクト、Third Set of Locks

在、通航許容量を倍増する拡張プロジェクト

Project（ 第三閘門計画）です。スペイン、イ

が進行しています。アトラスコプコの各種建

タリア、ベルギー、パナマの企業 4 社で構成

設ツールを含む最新の機器が、この歴史的

されたコンソーシアム、グルーポ・ウニドス・

大事業の実現を支えています。

ポール・エル・カナル（Grupo Unidos Por El

世界各地から25 万人以上をパナマに集め

Canal：GUPC）がプロジェクトを進行してい

た最初のプロジェクトは、1903 年に始まり、

ます。この運河の岸壁独特の形状を維持す

1914 年に完了しました。この運河の開通によ

るため、プロジェクトに導入されたのが、アト

り、それまで南米大陸の最南端を回って航行

ラスコプコのHB 3000 油圧ブレーカです。

していた船舶が大西洋と太平洋の間を短時

「このような岩は、これまで見たことがあり

間で通り抜けられるようになり、運河は完成

ませんでした」と語るのは、グルーポ・ウニド

当初から時間とエネルギーの大幅な削減に

ス・ポール・エル・カナルのプラント機器マネ

貢献することになりました。

ジャーを務めるゲルト・キャスティリン氏で

しかし、完成から1世紀が過ぎた現在で
は、世界のコンテナ船の約 37％は船体が大
きすぎてパナマ運河を通航することができま

す。
「1メートルごとにその形状が違っている
のです」
岩が巨大すぎてジョークラッシャーでは破

せん。そのような大型船は、南米大陸を迂回

砕できなかったため、アトラ

するか、運河の入り口で積み荷を降ろして反

スコプコのブレーカが 役に

対の出口まで列車で輸送することを強いられ

立ったとキャスティリン氏は
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現 在、世 界 のコン テ ナ 船
の 37％は船体が大きすぎ
てパナマ運河を通航でき
ません。運 河を拡 張する
ことで、時 間、コ スト、エ
ネルギー、CO2 排出量の
すべてが削減されます。

るまで、
「プロジェクトが完了す
予想されたので、
相当な頻度で使うことが
が必要だったのです」
真に品質の高いブレーカ
ルステーレ氏
ジャー、ピーターハン・ベ
アシスタント機器マネ

パナマ運河拡張プロジェクトに
参加するアトラスコプコ
2014 年までに通航許容量を 2 倍にするこのプロジェクト

には、アトラスコプコの多くの機器が採用されています。

■サーフェスドリルリグ 1 台

■高圧油圧ブレーカアタッチメント 4 台

言います。
「用途に合ったツールを使うことの重要性を再認
識しました」
アシスタント機器マネジャーのピーターハン・ベルステー
レ氏は、精度が重要だと話します。彼らが求める高い性能
を備えていたのが、アトラスコプコのHB 3000 でした。
「作
業現場の複雑さは口では説明できません。計画が非常に
複雑で、プロジェクトの間に何度も変更されるのです」とベ
ルステーレ氏。

軽量で小型の低圧ポー
タブルコンプレッサの
機 動力が、困 難な作業
で力を発揮。

■コンピュータ制御式サーフェスクローラ 6 台
■照明塔 15 〜 20 台

■冷凍式圧縮空気ドライヤ 23 台

■定置式オイルインジェクションスクリュコンプレッサ

24 台

■ポータブルコンプレッサ 40 〜 45 台
■空圧式ハンマ 200 台
■バイブレータ 500 台
■ドリル鋼の供給契約

このプロジェクトでは、最終的に 7,000もの人々が工事に
参加することになります。不完全な部分を削ったり、狭い

予想されたので、真に品質の高いブレーカが必要だったの

場所で作業するには手作業が必要になります。これに対応

です」とベルステーレ氏は言います。

するため、グルーポ・ウニドス・ポール・エル・カナルはアト

プロジェクトが完了すれば、このパナマ運河の第 3 閘門

ラスコプコのハンドヘルド型の空圧式ブレーカを150 台購

は、航行時間の短縮や利便性といった恩恵を世界中の船

入しました。軽量で耐久性に優れていることが選ばれた理

にもたらすことになります。現在のように、大型船が南米大

由です。

陸の最南端を迂回する必要もなくなり、消費エネルギーと

「プロジェクトが完了するまで、相当な頻度で使うことが

CO2 排出量の大幅な削減にもつながります。■
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インフラ

静寂という価値

achievement
安達臣道の開発では、道路の
敷 設、排 水 システムの 整 備、
擁壁の建設が行われ、起伏の
ある地域にはスロープも設け
られます。

S m a r t Ri g R O C D 7C

サーフェスドリルリグのノ
イズ レ ベ ル は、政 府 が 規
制する上 限 値の半 分以下
です。

成長するアジア圏を牽引する大都

市、香港では、静けさは貴重です。ア

トラスコプコの SmartRig サーフェ
スドリルリグなら、大規模な開発プ

ロジェクトでも周辺地域の人々を騒
音で悩ませることはありません。
文＆写真 アトラスコプコ

速な経済発展と人口増加によって年々高まり

口が密集する秀茂坪の住宅地域に近いため、

続ける土地の需要。それに対応するために、香

香港政府は 2014 年を期限として、工事の騒音

港は従来の方法に取って代わる革新的な土地

に対する規制を設けました。この規制に対応

供給計画を実施することを決定しました。

するため、騒音を減らす対策のひとつとして

九龍東部のアンデルセンロード（Anderson

建設業者に選ばれたのが、アトラスコプコの

Road：安達臣道）では、住宅とその他の用途

SmartRig ROC D7C サーフェスドリルリグで

1,104 平方キロメートルの面積に約 700 万の

に利用可能な 20 ヘクタールの用地を供給する

す。香港政府が規制する上限値の半分以下に

人々が暮らす香港は、世界でも特に人口密度

ことを目的に、2008 年から大規模な都市開発

あたる55デシベル（A特性）という低いノイズ

が高い都市のひとつです。中でも、香港島と海

プロジェクトが進行しています。

レベルを実現したこの製品は、建設プロジェク

をはさんで向かい合う中国本土の半島にある

このプロジェクトでは、およそ 260 万立方

九龍地区には、特に人口が集中しています。急

メートルの土や石の掘削が行われますが、人

ト対象地域の騒音公害を最小限に抑えること
に一役買っています。■
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インフラ

国家再建

nation

re-creation
アトラスコプコは、機器、知識、人脈を提供することで、

戦争で荒廃したアフガニスタンの再建に参加しています。
文 NANCY PICK

写真 アトラスコプコ、GETTY IMAGES
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アフガニスタンでのプロジェクトを引き受けることができるリ
ソース、ノウハウ、勇気を持つ企業は世界でも限られています。そ
れでも、米国防総省が圧縮天然ガス（CNG）スタンドをシェバル
ガーン（アフガニスタン北部にあるシルクロード沿いの人口 15 万
人の都市）に建設すると発表すると、アトラスコプコはその難題に
立ち向かうべくプロジェクトへの参加を決定しました。
「このプロジェクトの難易度を10 段階評価で表すとしたら、20
にはなるでしょうね」と語るのは、プロジェクト調整役を担当した
米国防総省の独立系エネルギーコンサルタント、アレック・シャビ
ロ氏です。
「金属に触れると凍傷を起こしてしまうほどの激しい吹
雪、雨、寒さの中での作業でした。反米デモにより軍事基地に避
難しなければならない日もありました。19日間で終わるはずの
作業に 36日間もかかりました」
それでも、苦労しただけの価値があったとシェバルガーン市民
は答えるでしょう。困難な建設工事と車両改造作業の結果、この
「補給拠点」ではタクシー 100 台分の CNG を生産、供給できるよ
うになりました。多くの市民にとってタクシーは唯一の移動手段
です。
「最初の1台に充填したとき、人々は涙を流して喜びました」
とシャビロ氏は振り返ります。
「また、この街で金銭の流れがで
き、実際に雇用が創出されたのは、ここ15 年間で初めてのことだ
と、ある企業の社長は話していました」
このプロジェクトは、米国防総省のビジネスと持続可能性のた
めのタスクフォース（Task Force for Business &
Sustainability Operations：アフガニスタンの民間
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シェバ ルガーンに 建 設
された新しい CNG スタ
ンドでは、CNG とガソ
リンの両 方を 供 給 する
ことが可能です。

企業の景気刺激を目的とするグループ）に所属するクリス・ハーグ氏の
ビジョンが生んだものでした。ハーグ氏は、同グループのエネルギープ
ロジェクト責任者です。アフガニスタンは依然として外国の石油に依存
しているため、ガソリン価格が高騰しています。その一方で、同国は天
然ガスの産出国であり、石油よりもはるかに低価格で天然ガスを入手す
ることができます。
アトラスコプコが最初に行ったのは、国防総省のチームとともにマ
レーシアを訪れ、発展途上国での CNG 機器の活用を視察することでし
た。また、アフガニスタンのワヒヅラ・シャハラニ鉱業相とも面会し、強い
支持を得ることもできました。
それでも、プロジェクトの開始は一筋縄ではいきませんでした。
「そも
そも、人々をアフガニスタンに赴かせることが非常に困難なのです」と
シャビロ氏。
「ある供給業者はアフガニスタンに行くことを頑なに拒否し
ました。
『申し訳ありません。私は臆病者です。どうしても行きたくあり
ません』という手紙を書いてきた人もいるほどです」
アトラスコプコは機器の供給だけでなく、プロジェクトで重要な役割
を果たす企業からの資材調達も支援しました。
「アトラスコプコが自社
の資源を活用して、これだけの短期間でプロジェクトを完了させたのは
驚異的です。パキスタンのアトラスコプコから派遣された社員は、度重な
る遅延にもかかわらず、現地に留まり続け、顧客への驚くべき献身性を
示しました」とシャビロ氏は話します。
オイルフリーエアディビジョンでビジネスラインマネジャーを務める
ナーシャ・アジャマルはこう話します。
「CNG スタンド建設プロジェクト
では、パッケージの設計、機器の調達、過酷な気象条件の中での設置、
現地の能力開発など、さまざまな困難に直面しました」
完成したスタンドの品質は、ヨーロッパや米国のものと比較しても遜
色がないとハーグ氏は断言します。利用する市民の中には、こんな優れ
た施設が、いかなる種類のサクセスストーリーとも無縁の、戦争で荒廃
したここアフガニスタンに存在しているなんて今でも信じられないと話

この複雑なプロジェクトを進行した、米国防総省のエネルギーコンサルタン
トのアレック・シャピロ氏。

CNG ソリューションによる再建
■ 2002 年以降、米国政府はアフガニスタンに安全と安定をもたらす
ためのプログラムに約 4,850 億スウェーデンクローネ（約 550 億ユー

ロ）を費やし、同国のインフラの再建を支援してきました。シェバル

ガーンの CNG スタンド建設も、このプログラムの一環として実 施さ

れました。アトラスコプコは、この CNG スタンドの建設と運用にさま
ざまな機器やサービスを提供しました。アトラスコプコグループの貢
献内容をいくつかご紹介します。

■天然ガスから硫黄を除去し、使用可能なレベルまで浄化する施設。
■ 燃料としてガソリンまたは CNG のいずれかを使用できる 2 系統燃
料車に改造するための修理工場。

■ 4,000kg 分の貯蔵設備、および 4 台の車両に同時充填可能なディ
スペンサー。

■ CNG の輸送用モバイルトレーラーに充填できる補給ホース。

します。■
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インフラ

課題：英国の交通量の多い高速道路に設置された、

500 トン、85 メートルの立体交差高架橋 5 基を
36 時間以内に解体すること。
文＆写真 アトラスコプコ

Faultless

非の打ち所のない性能

performance
英国中部にあるキャスソープ高架橋は長年

また同社は、アトラスコプコの油圧コンビ

械はどれも、ほとんど休ませることなく酷使し

にわたり、M1高速道路の上をまたぐ M6 高速

カッター CC 6000 を使用して、コンクリートを

たにもかかわらず、プロジェクトを通じて非の

道路の南行方面の交通を支えてきました。そし

解体し、厚さ32 ～ 50ミリのコンクリート強化

打ち所のない性能を発揮してくれました」

て 2011年 12月、耐用年数に達したため、新た

鉄筋を切断しました。CC 6000 は、高い破断

アトラスコプコは、万が一機械が故障したと

な高架橋が建設されました。

荷重と短い開閉時間を備えた、生産性の高い 6

きのことを想定し、工事に遅延が発生しない

トンの機械です。

よう、プロジェクトが完了するまで予備の機械

翌月の2012 年1月、週末の36 時間以内に古
い高架橋を撤去することになりました。高架橋

アーマック社の契約ディレクターであるノエ

を現場に用意することでアーマック社を強力

を解体・撤去するには、両高速道路の南行方面

ル・マクリーン氏は次のように話します。
「注目

にサポートしました。しかし、予想していたと

を通行止めにする必要があります。その上、工

度が高く、スピードが重視されたこのプロジェ

おり、予備の機械が必要になることはなく、短

事が遅延すれば、高額な費用が発生し、広範囲

クトで、アトラスコプコの機械を使用できたこ

い時間ですみやかに解体・撤去作業は終了し

にわたる交通に影響が生じることになります。

とに大変満足しています。アトラスコプコの機

ました。■

英国道路庁でプロジェクトマネジャーを務
めるイヴァン・マリオット氏は BBC の取材に応
じ、この解体工事には「非常に特殊な工学上
の問題」があったと認めています。工事を請け
負った解体業者のアーマックグループ
（Armac
Group）は、アトラスコプコの油圧ブレーカを
10 機以上使用しました。

「注目度が高く、スピードが重視された
このプロジェクトで、アトラスコプコの
機械を使用できたことに満足しています」
アーマック社の契約ディレクター、ノエル・マクリーン氏
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注目の人

現地の人々とともに
リナ・ナイマンにとって、アトラスコプコの

張家口
（ちょうかこう）削岩機工場を指揮することに比べたら、
中国語の習得は実に容易な挑戦でした。

彼女は今、やればできるの精神で生きがいを感じながら、
さまざまな困難に立ち向かっています。
文 CARI SIMMONS 写真 SUSETTA BOZZI

アトラスコプコのロックドリリングツールス

した。
「超硬合金と呼ばれる素材に魅力を感じ

事業部で設計および開発マネジャーに就任し

ていました。特にアトラスコプコの削岩機での

たリナ・ナイマンは、初めて中国に赴任した際、

使用は興味深いものでした」と彼女は振り返

そのあまりにも手ごわい挑戦に圧倒されまし

ります。

た。上司が困難な状況に日々直面する姿を目

入社したその年に、中国への赴任が決定し

の当たりにしていた彼女は、
「 自分は決してゼ

ました。当初、最も苦労したのが言葉の壁でし

ネラルマネジャーにはなりたくない」と思って

た。そこで、中国語の集中講座を受講し、夢中

いたと言います。

で言葉の習得に励みました。

しかし 4 年後、彼女の思いとは裏腹に、難題

その努力のかいあり、現在では問題なく中

を次々と乗り越え、決して就きたくないと思って

国語を話せるようになり、仕事と日常生活の両

いた職務に就くことになります。実際のところ、

方で使用しています。彼女は張家口工場で働

彼女はこの職務に就くべくして就いたのです。

く唯一の外国人です。そしておそらく、25 万

「日々、レベルアップを図りたいと考えていま

人の人口を抱える同市内に住む、唯一の外国

す」とアトラスコプコ土木鉱山機械事業の張家

人でもあります。
「張家口の人々はみな親切で、

口地域担当責任者に就任したナイマンは言い

私のような外国人を快く受け入れてくれていま

ます。
「複数のことを同時進行するのは、あまり

す」とナイマン。
「中国の人々は、仕事以外でも

好きではありません。1つ1つのことに全力を

同僚と交流する傾向があります。私も同僚たち

注ぎたいのです」

と頻繁に夕食をともにしたり、卓球を楽しんだ

このような姿勢こそが、彼女を183 名の社員を

りしています」

擁する張家口工場の上級職へと導いたのです。

しかし実際のところ、ハンマーと岩石片消

ナイマンは、2007年に材料開発エンジニアと

耗品を製造するこの工場で働く彼女には、自由

してスウェーデン、ファーガシュタのアトラスコ

に過ごせる時間はそれほど多くありません。ナ

プコに入社し、カーバイドの開発に取り組みま

イマンはこう話します。
「ここ中国では、競合他

LINA NYMAN
アトラスコプコ、

張家口土木鉱山機械

（Zhangjiakou

Construction and
Mining Equipment
Ltd.）、

ゼネラルマネジャー、
リナ・ナイマン

国籍： スウェーデン

居住地： 中国河北省
家族：

北京で働くスウェーデン
人の夫
使用可能言語：
中 国 語、英 語、スウェー
デン語
中 国 に 赴 任する外 国 人
へのアドバイス：

人の話を徹 底的に聞き、
学ぶこと。言葉を習得す
ること。
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「日々、レベルアップを図りたいと考えています。
複数のことを同時進行するのは、
あまり好きではありません。
1つ1つのことに全力を注ぎたいのです」
リナ・ナイマン
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社に後れを取っているという切迫感がありま
す。私たちは、競合他社の一歩先を行く、マー
ケットリーダーになりたいのです」
競争が日に日に激しくなってきている中国で
は、どの顧客も価格に対して非常に敏感です。
「これまで安価で低品質の製品を製造してい
た競合他社が、高品質の製品を製造するよう
になってきています。価格と品質のギャップが
縮まってきているのです。これまでの常識が根
本的に変わってきている。それが、アトラスコ
プコの最大の市場にまで成長した、ここ中国

よりよい方向に
「アトラスコプコは常に
つことを目標としている
進むよう努め、先頭に立
で働くことを
革新的な企業です。ここ
誇りに思っています」

リナ・ナイマン

市場の現状です」
アトラスコプコには削岩に関する特別な専
門知識があり、中国の設計チームは中国固有
のニーズに向けた製品を開発しています。
「当
社の中国人設計者はグローバルな研究開発
チームの一員でもあります。彼らと協力して革
新的な製品の製造に日々取り組んでいます」と
ナイマンは語ります。
中国の削岩市場では、製品の安定した品質
と耐用年数の長さが重視されます。保守サー
ビスの利用が困難な遠隔地での運用が多いた
め、使いやすく壊れにくい製品でなければなら
ないのです。中国では、ハンマーのネジを開け
やすくするなど、非常に些細な点も含めて、設
定や手作業を簡素化することが競争上の優位
性につながるとナイマンは考えています。
「中国の土木鉱山関連の需要は、一年をと
38 ¦ www.atlascopco.com
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中国のアトラスコプコ
アトラスコプコは、中国で 100 年近くにわたり
事業を展開しています。中国は現在、当グルー

プにとって最大の市場です。以下は、中国にお

けるアトラスコプコの沿革です。

■ 1920s

コンプレッサの販売を中国で開始

■ 1981
Atlas Copco (Hong Kong) Co., Ltd.

■ 1993
Atlas Copco (Nanjing) Construction &
Mining Equipment Ltd.

■ 1994
Atlas Copco (Wuxi) Compressor Co., Ltd.

■ 1998
Atlas Copco (China) Investment
Co., Ltd.

■ 1999
Atlas Copco (Shanghai) Trading
Co., Ltd.

■ 2001
Atlas Copco (Wuxi) Exploration Equipment
Ltd.

■ 2002
Liuzhou Tech Machinery Co., Ltd.

■ 2003

おして安定しています。唯一、需要が落ち込

Atlas Copco (Shenyang) Construction &

むのは旧正月の時期でしょうか。旧正月を

Mining Equipment Ltd.

祝って誰もが毎日飲み食いに明け暮れるの

■ 2004

で、中国ではこの時期になるとGDP が少し

Atlas Copco (Zhangjiakou) Construction &

落ち込むのです。でも3月か 4 月になると、

Mining Equipment Ltd.
Tooltec (Qingdao) Tool Co., Ltd.

また元の水準にまで回復するんですよ」
とナ

■ 2005

イマンは冗談交じりに話します。

Wuxi Pneumatech Air/Gas Purity

アトラスコプコはナイマンの業績を評価
し、彼女との契約を2015 年まで延長しまし
た。よって、彼女は中国の旧正月をこれか
らも体験することになります。
「私は、短期
的な利益だけでなく、現在と未来に目を向

競合他社の存 在により切迫感があるもの
の、ナイマンと彼女の同僚たちは中国削岩
機市場での優 位性を維持するために奮闘
しています。

Equipment Co., Ltd.

■ 2006
Shanghai Bolaite Compressor Co., Ltd.

■ 2007
Shenyang Ruifeng Machinery Ltd.

けるアトラスコプコの企業文化を大変気に

Dynapac (China) Compaction & Paving

入っています。アトラスコプコは常により良

が求められる中国では、特に重要な要

Equipment Co., Ltd.

い方向に進むよう努め、先頭に立つことを

素となります」

■ 2008

目標としている革新的な企業です。この会

仕事以外では、ナイマンはどんなことに

社で働いていることを誇りに思っています」

打ち込んでいるのでしょうか。
「マラソン

Co., Ltd.

です。運動不足を解消するために、数年

Shanghai Tooltec Pneumatic Tool Co., Ltd.

アトラスコプコは分散型の組織ですが、
ナイマンはこのグローバル組織の一員であ

前から走るようになりました」とナイマン。

ることに安心感を抱いていると言います。

「ある日、工場で最終検査を担当する

「アトラスコプコには、知識、手法、ビジネス

社員に誘われ、彼の友人たちと一緒に

チャンスなどに関する巨大なグローバルネッ

走るようになりました。彼らは 50、60

トワークがあるため、常に安心して仕事に

歳という年齢なのですが、元気にマラ

打ち込めます。非常にオープンな社風で、

ソンを楽しんでいます。初めのうちは、

社員同士で助け合う文化が根付いていま

私のペースに合わせてゆっくり走って

す。失敗から学ぶことも奨励されているの

くれていたくらいです。でも彼らのお陰

で、失敗を恐れず、新しいことに挑戦するこ

で、今では私が一番速く走れるように

とができます。これは、迅速な対応と変化

なったんですよ」■

Atlas Copco (Shanghai) Equipment Rental

Atlas Copco (Wuxi) Research and
Development Center Co., Ltd.

■ 2010
Kunshan Q-Tech Air System
Technologies Ltd.
Atlas Copco (Shanghai) Process
Equipment Co., Ltd.

■ 2011
Shanghai Beacon Medæs Medical Gas
Engineering Consulting Co., Ltd.
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道路インフラが未来を拓く

Road infrastructure

経済や社会が発展するには、優れた道路網が欠かせません。
実際、経済協力開発機構のレポート
『Infrastructure to 2030』によると、

2020 年〜 2030 年の間に世界各地で推定 2,920 億米ドル（2 兆スウェーデンクローネ）が
道路インフラの整備に投資されると予想されています。この推定値は、
既存の道路網に対する右肩上がりの需要や世界の道路網を継続的に拡張、

40
JP_40_foldout_centerspread_6019.indd
47
7 17:06 JPN40-45_foldout_0924.indd

改善する必要性があることを表しています。
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繁栄への道

Paths to
本誌では、アトラスコプコが携わってきた
世界各地の道路インフラ建設プロジェクトを調査し、
それらのプロジェクトが各地域の経済に
どのような影響を与えているのかを検証しました。
文 SUSANNA LINDGREN、HANNA SISTEK、JEAN-PAUL SMALL
写真 ISTOCKPHOTO, GETTY IMAGES & SHUTTERSTOCK

ポーランド
2012 年の夏、Euro 2012（サッカー欧州
選手権）がポーランドとウクライナで共同開
催されました。この大会に備え、両国のイン
フラは大幅に改善されました。
ポーランドでは、ワルシャワ、ポズナン、ブ
ロツラフ、グダニスクで試合が開催されまし
た。100 万人を超える国外のファンや旅行
者の大半は飛行機を利用しましたが、ドイ
ツやスロバキアなど近隣諸国からの旅行者
の多くは車を利用してやって来ました。
ポーランドでは、A2 高速道路の完成を
優 先事 項として取り組みました。A2 は、
Euro 2012 の開催都市であるワルシャワと
ポズナンを含む、中央ポーランドを東西に
横断する高速道路です。その他に、A4 高
速道路、A1 高速道路、S5 高速道路などの建設プロジェク

用制限のある複数車線の自動車専用道路と高速道路が合

トも実施されました。Euro 2012 がスペインの優勝で幕を

計で 820 キロしか走っていませんでした。この未熟な輸送イ

閉じた今、これらのインフラ改善プロジェクトは、ポーランド

ンフラは、国外からの投資や国家的な経済繁栄の大きな障

の輸送ニーズを支えるという、より重要な段階に突入したの

害となっていました。

です。

Euro 2012 は、数十年にわたる輸送インフラへの過少投

ポーランドでは驚くべきことに、1994 年〜 2001年の間に

資を埋め合わせる絶好の機会となりました。A2 高速道路

高速道路が 1キロも建設されませんでした。約 31 万 2,680

の建設を請け負ったユーロビア社（Eurovia）は、この重要な

平方キロメートルの国土面積に対して 2005 年時点では、使

工事で 60 機以上のダイナパック機械を使用しました。■
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コロンビア
コロンビアでは現在、新しい高速道路が建設されていま
す。この高速道路は、首都のボゴタを起点にコロンビアの中
心部を通り、カリブ海に面するサンタマルタ港まで至る、総延
長 1,000キロ以上の道路です。
「Ruta del Sol（太陽のルート）
」
と名付けられたこの建設プロジェクトは、コロンビア最大のイ
ンフラプロジェクトであり、中南米で現在行われている同様
のプロジェクトの中でも最大級のものとなっています。建設
プロジェクトの第 1 段階を請け負ったヘリオス（Helios 建設共
同企業のプロジェクトディレクターであるポール・リトルニ氏
は、次のように述べています。
「これは国家的重要性を持つプ
ロジェクトです。輸送時間の改善や輸送コストの削減により、
大きな経済効果も期待できます」
建設される高速道路の大半は、アマゾン川の支流である
リオネグロに沿って通ります。しかし建設予定地には、およそ
700 万立方メートルの岩盤・土壌の除去が必要となる山や、
1,400 万立方メートルの岩盤・土壌の除去が必要となる丘陵
地も含まれています。アトラスコプコの機器の活躍が期待さ
れています。■
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カタール
カタールのドーハ南部に位置するアルワーブ地区では現在、
道路の建設・改修工事が行われています。アルワーブは、1990
年代半ばから驚異的な発展を遂げている地区で、地元住民の
住宅地や外国人の別荘地、さまざまな商業施設や医療機関など
の建設ラッシュが続いています。
2006 年のアジア大会で 多くの競技 が開催されたドーハス
ポーツシティをはじめ、カタール最大の建造物であるアスパイ
アタワー、カタール最大のスタジアムのハリーファスタジアム、イ
タリアのベニスをテーマにしたカタールで最も有名で大規模な
ショッピングセンターのヴィラジオモールといった施設が、この
道路プロジェクトの恩恵を受けることになります。また、この地
区には、ドーハ大学やアメリカンスクールオブドーハなどの学校
も点在しています。さらに、ドーハとサウジアラビアを結ぶサル
ワ通り沿いにはいくつもの商店街が連なり、多くの人々で賑わっ
ています。■

ブルキナファソ
ブルキナファソでは、同国と隣国のガーナ、マリ、コートジ
ボワールを結ぶ幹線道路の改修工事など、大規模なインフラ
プロジェクトが進行しています。これらのプロジェクトはブル
キナファソに大きな影響を与えることになると、ガーナのアト
ラスコプコに勤務する販売エンジニアのリチャード・エイサー
は指摘します。エイサーは、現在進められている道路建設・改
修工事のいくつかの現場を実際に訪れています。
この道路建設プロジェクトは、米国の独立系海外援助機関
であるミレニアム・チャレンジ・コーポレーション（Millennium
Challenge Corporation）がブルキナファソ政府と交わした契
約の一部に過ぎません。全体で 32 億スウェーデンクローネ（3
億 6,000 万ユーロ）規模になるこの契約の一番の目的は、かん
がい事業を通じて農業生産を高めることにあります。これは、
ブルキナファソが度重なる干ばつに苦しんできた国であり、
多
くの国民の収入の糧が綿花生産であるためです。また、この
投資契約には、女性の教育機会を向上させるプロジェクトも
含まれています。■
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インド

ご存知のとおり、インドは現在、経済大国の仲間入りを果

バイク、原動機付き軽三輪車、そして場合によっては去勢牛

たすべく、急成長を遂げています。しかし、この目標の障害

の引く荷車が、4 車線の道路に密集して走行しています。ア

のひとつとなっているのが、劣悪な道路インフラ事情です。

トラスコプコのダイナパック機械を使用して新しく建設され

12 億人もの人口を抱えながら、アクセス制御された現代的

る道路は、車線の数が 6 〜 8 に拡張され、距離が 45 キロも

な幹線道路は国の道路網のほんの一部に過ぎないのです。

短縮されます。

しかし、状況は変化しています。インドの複合企業である

ジェイプラカッシュ社の N.K.シング氏は、この新しい高速

ジャイピーグループ（Jaypee Group）傘下のジェイプラカッ

道路が完成すれば、ニューデリーとアグラ間の移動時間が 2

シュ社（Jaiprakash Associates）は、首都のニューデリーと

時間に半減すると説明します。
「ニューデリーで朝食を食べ

タージマハールのあるアグラを結ぶヤムナ高速道路を建設し

て、アグラで昼食を食べることだって可能になりますよ」■

ています。既存の道路では、普通車、トラクター、トラック、
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インフラ
トル コ 高 速 鉄 道 の 掘
削作業は 2009 年に開
始されました。

トルコの
大都市を結ぶ
文 SUSANNA LINDGREN
写真 TORE MARKLUND、GETTY IMAGES

アンカラとイスタンブールを結ぶ

新しい高速鉄道は、トルコにとって

最も重要なインフラ投資のひとつです。

トルコの 2 大都市を結ぶこの高速鉄道は、

1 日当たり 5 万人以上の乗客が

利用すると予想されています。

トルコで 2013 年開業予定の新しい高速鉄道は、1日当たり5 万人以
上の利用者が見込まれています。この高速鉄道により、アンカラ- イスタ
ンブール間の移動時間が、6 時間半からわずか 3 時間に短縮されます。
この大規模インフラプロジェクトは複数の段階に分けられており、い
くつかの段階はすでに完了しています。トルコのジェンギス- イシュタ
シュ - ベレン（Cengiz-Ictas-Belen：CIB）コンソーシアムのトンネル担当
責任者であるムスタファ・ヤシャール氏は 2009 年の開始時からこの高
速鉄道プロジェクトに携わっており、約 52キロにわたるトンネル工事を
指揮してきました。
ヤシャール氏は言います。
「ローダーや油圧ブレーカなどの機器はす
べて、アトラスコプコ製を使用しています。これだけの規模を誇るプロ
ジェクトですから、アトラスコプコのような世界有数の一流企業の製品
を使用したかったのです」
建設チームは硬い岩盤や粘土に苦しめられました。CIBコンソーシ
アムの掘削機オペレーターであるアハメット・キョセ氏はこう明かします。
「あるとき、油圧ブレーカのピストンが固まり、動かなくなってしまいま
した」。
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ピストンの故障は、現場での不満を生じさせるとと
もに、お客様とアトラスコプコの関係にあつれきを

イスタンブール

生む原因にもなります。
当時アトラスコプコの販売エンジニアで、現在
はサーフェスドリル事業部のビジネスラインマ

アンカラ

ネジャーを務めるグルカン・ブラック・ブユガ
ンはこう話します。
「当然、私たちはすぐに問
題解決に取り掛かりました。故障の原因は、
かなり硬い岩盤を掘削したためでした。ま
た、オペレーターが当社製品を使い慣れて
いなかったことも原因のひとつでした」。そこ
で、オペレーター向けに講習を開いて一方の問題を解

トルコの新しい高速鉄道は、アンカラ
とイスタンブール間の移動時間を半
分に短縮します。

決し、従来のピストンをより耐久性の高い SilverLineピストンに交換
することでもう一方の問題を解決しました。
「それ以降、工事は非常に円滑に進むようになりました」とキョセ氏。
「それに、アトラスコプコの油圧ブレーカは通常では届きにくい場所に
も届くので、非常に気に入っているんです」

地下の有効活用
■「陸上輸送の交通渋滞を緩和するには、地下の空間を有効に活用
する必要があります」と話すのは、アトラスコプコの地下専門家のグ

ンナー・ノルドです。
「 現代の削岩工具を使用すれば、それが可能に

なります」

ストックホルムからシンガポールまで、世界中の都市計画立案者が

「高速鉄道プロジェクトに参加したことで、当社のアフターマーケット
サービスがより充実したものになりました」とブラック・ブユガンは話し
ます。
「オペレーター講習を実施した後、機械の修理方法に関する講習
やオペレーター向けのトレーニングイベントも実施するようになり、大変
好評を得ています」
トルコのアトラスコプコでコンストラクションツールス事業部担当ビジ
ネスラインマネジャーを務めるトゥルグト・キリシュは次のように述べて

この意見に同意しており、世界各地で魅力的なインフラシステムが

います。

の構造物を安全かつ効率的に地下に設置することで、地上の貴重な

いることを実証しています。これを励みに、今後もお客様との対話を継

地下に建設されつつあります。輸送、エネルギー、暖房、発電所など
空間を節約することができます。

「CIBコンソーシアムからの高い評価は、私たちが優れた仕事をして
続し、当社の販売部門やアフターサービス部門を一層強化して、お客様
のどんなニーズにも応えていきたいと考えています」■
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トリアシックパークの
黄色い巨人

かつて恐竜が歩いていた土地。その場所で今は、
別の巨人が唸りを上げています。現在、国道を接続する
道路網拡張工事がアルゼンチンで進められています。
文 アトラスコプコ

写真 アトラスコプコ、GETTY IMAGES
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アルゼンチン北部に位置するサンファ
ン州イスチグアラストの山には、世界最
大規模の数を誇る三畳紀（トリアス紀、
1億 9,500 万～ 2 億 2,500 万年 前）の 恐
竜の化石があります。今、そこでは先史
時代とは無縁の巨大な黄色い機器によ
り、掘削作業が進められています。
その巨大な機器とは、アトラスコプコのドリルリグ Boomer E2 CとBoomer
XE3 C です。アルゼンチン初となるこれらの機械を使用して、現在、Route 150
のチリとの国境付近に 6 車線のトンネルが建設されているのです。2013 年にこ
のプロジェクトが完了すれば、アルゼンチンの複雑な道路網がつながり、最終
的には南米大陸を大西洋から太平洋まで横断する、現代的な道路システムが
完成します。
Route 150 は、アンデス山脈よりも古い地層を持つ山々を通っています。恐
竜が生息したかつての肥沃な大地が、現在では寒暖差の激しい過酷な砂漠に
なっています。その上、トンネル建設現場は化石保護地域に位置しているため、
道路やトンネルの向きだけでなく、その特徴も制限されることになります。
ホセ・カルテイオネ・コンストラクシオネス・シビイレス社（Jose Cartellone
Construcciones Civiles）の道路建設および鉱業担当マネジャーであるダニエ
ル・カストロ氏は、アトラスコプコ社製リグの性能はもちろん、アトラスコプコの
サービスの素晴らしさにも感銘を受けたと言います。
「リグが到着したときに、
スウェーデンのアトラスコプコからエンジニアが 2 名やって来て、当社の掘削オ
ペレーターをトレーニングしてくれました。そして、トレーニングを受けたオペ
レーターが他のオペレーターを指導したので、全員が機器を正しく操作できる
ようになりました。お陰で、誤用や誤操作による故障はこれまで一度も発生し
ていません」■
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革新
近い将来、自動車のサビに悩まされることがなくなるかもしれません。
多くの自動車メーカーでは、従来の溶接の代わりに接着剤を使用して
組み立てる軽量炭素繊維素材の採用に取り組んでいます。
文 アトラスコプコ

写真 アトラスコプコ、SCA シュッカー

並外れた接着力
世界中の自動車メーカーが、燃 料 効率の

接着剤およびシーリング剤用機器分野は、

ニアが日々お客様に対応しています。独自のカ

向上と排出ガスの削減を追求しています。こ

比較的規模の大きいニッチ産業であり、近年

スタマーセンターを22 か所に構え、車両を製

れを実現するための鍵となるのが、車体の軽

急速に市場が拡大しています。この分野に特

造するすべての拠点に販売とサービスの事業

量化です。現在、多くのメーカーでは、部品の

化したグローバル企業の数は、それほど多くあ

所があります。つまり、
アトラスコプコには SCA

結合に従来の溶 接に加え、接着剤を使用し

りません。SCAシュッカー社の魅力は、優れ

シュッカー社製機器の販売対象を世界に拡大

ています。

た技術ソリューションと、それを自動車産業で

させる基盤がすでに備わっているのです」

アトラスコプコは最 近、ドイツの自動車用

応用するための知識を持っている点です。

「ブランド名を変更することなく、これまでの

接着剤塗布システム企業のSCAシュッカー社

「アトラスコプコの産業機器事業をさらに成

SCAシュッカー社の価値を全力で維持しなが

（SCA Schucker）を買収し、産業機器事業の自

長させるには、従来の締め付け工具以外にも

ら、真のグローバル事業へと発展させていきま

動車産業関連事業部に組み込みました。この

事業を拡大させる必要があるとの結論に至り

す。私たちは、両社の知的資本を組み合わせ、

買収の目的は、自動車組み立てにおけるアトラ

ました」と産業機器事業担当社長のマッツ・ラ

互いに学び合いながら、それぞれの技術を共

スコプコのリーダーとしての地位を固めながら、

ムストロムは語ります。
「接着剤やシーリング剤

有していきたいと考えています。そうすれば、

他の事業分野への拡大を模索することです。

は、未来の接合技術であると確信しています。

世界中のお客様にさらなる価値を提供できる

「多くの自動車メーカーが取り組んでいるの

複数の設備技術を評価した結果、これら技術

ようになるでしょう」■

が、軽量の金属や炭素繊維などの新素材を採

には将来性と大きな成長機会があると判断し

用した車体の軽量化です」とSCAシュッカー

たのです」

社のゼネラルマネジャーであるベルトルト・ペー
タースは言います。
「新素材を使うことで強度

ラームストロームは、SCAシュッカー社の

や剛性も増すので、車両の衝突耐久性が向上

買収はアトラスコプコはもちろん、SCAシュッ

します。また、軽量化により優れたハンドリン

カー社にとっても大きなメリットをもたらすと

グも実現します」

確信しています。
「両社は設備工程において顧

大手自動車メーカーだけでなく、航空機、電
気製品、ソーラーパネル、風力タービンなどの
各メーカーも、すでにこういった新素材を取り
入れ始めています。

客層が共通していますが、アトラスコプコの販
売やサービスは世界を相手にしています」
「アトラスコプコツールスでは、500 名以上

SCA シュッカー社
■ 年間売上高： 7,000 万ユーロ以上（6 億ス
ウェーデンクローネ以上）

■ 社員数： 約 300 名

（ドイツ）
■ 本社および製造拠点：ブレッテン

■ 販 売およびサービス事業 所：英国、スペ

イン、米国、ブラジル、メキシコ、韓国、日
本、中国

の販売担当者と700 名以上のサービスエンジ
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接 着 剤 は自動 車 の 軽 量 化
を実 現するだけでなく、車
体へ の水、塩、土の 侵 入を
防ぎます。
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アフターマーケット

Commitment

AROUND
THE CLOCK
信頼あるサービス

優れたサービスを提供し、高い顧客満足度を獲得するには、
適切な態度で仕事に取り組む、適切な人材が必要です。世界各地で働く
アトラスコプコのサービス技術者は、日々お客様と顔を合わせ、
問題の解決や防止に努めています。
文 SUSANNA LINDGREN 写真 アトラスコプコ、GETTY IMAGES

アフターマーケットサービスは、アトラスコプコグ

近年、事後対応型のサービスから事前対応型の

ループの貴重な資産のひとつであり、お客様にとって

サービスへのパラダイムシフトが世界中で起きてお

の大きなメリットです。サービス技術者の働きによっ

り、サービス契約には予防保全オプションが含まれ

てアトラスコプコのプロ意識を評価するお客様にとっ

るようになっています。事前対応型のサービスが収

ては、サービス技術者その人が当社の顔となります。

益性の改善につながる理由を理解するには、サービ

「現場に足を運び、すべてが円滑に機能しているこ

スの
「階段」モデルが役立つとリーマンズは話します。

とを確認するのが、サービス技術者の役割のひとつ

「階段の一番下は、機械を購入し、使用し、保守を

です」と話すのは、コンプレッサテクニークサービス

行わず、故障したら問い合わせるという従来型のお

事業部の能力開発およびコミュニケーション担当副

客様です。機械の保守を行わないため、消費エネル

社長を務めるピーター・リーマンズです。

ギーが増え、性能や生産品質に悪影響が生じます。

アトラスコプコでは最近、事業エリアごとに専用の

高いエネルギーコスト、故障による操業停止、高額

サービス事業部を創設しました。その結果、コンプ

な修理などが伴う事後対応型のサービスは、その性

レッサ事業、産業機器事業、土木鉱山機械事業、建

質上、事前対応型のサービスよりもコストが高くなり

設機械事業の各事業エリアごとに、十分なトレーニ

ます」

ングを受けた、優れたサービス技術者が配属されま
した。

「お客様は、真に信頼できる

この階段の数段上には、事前対応型のお客様がい
ます。このようなお客様は、機械が良好な状態に維持
されることを保証するサービス契約を結んでいます。

人間からサービスを受けたい

そして階段の最上段にいるのが、アトラスコプコが

と思っています」

エネルギーと稼働時間を最適化するフルサービス契

コンプレッサテクニークサービス事業部

能力開発およびコミュニケーション担当副社長、

ピーター・リーマンズ

機械にモニタリング機器を接続し、機械全体の消費
約を結んでいるお客様です。
とは言え、結局のところ、優れたサービスを可能に
するのは優れた人材であることを忘れてはなりませ
ん。
「お客様は真に信頼できる人間からサービスを受

それでもやはり重要なのは、当グループのお客様

けたいと思っています」とリーマンズは続けます。
「私

が「1つのアトラスコプコ」からサービスを受けている

たちは専門家としての知識と作法を提供すること

と感じることだとアトラスコプコの社長兼 CEO であ

で信頼を獲得します。作法とは、礼儀正しさ、敬意、

るロニー・レテンは言います。
「カザフスタンでも、ペ

心遣い、親切さ、そして清潔な身なりです。お客様と

ルーでも、ザンビアでも、同じ優れたサービスを受け

しっかりとした信頼関係を築くことが、その後の円滑

られることが重要なのです」

なやり取りのための基盤となります」■
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アトラスコプコのサービス技術者は、

その優れた能力とサービス提供力により、

世界各地のさまざまなパートナー、お客様に
安心感を与えています。何名かの

サービス技術者に注目し、彼らの仕事や仕事への

姿勢などについてご紹介します。

モハメド・サイード
職種：コンプレッサ事業、サービス技術者
勤務地：エジプト、カイロ

サービス技術者のサイードは、何があっても自分の職務

を遂行します。2011年の歴史的な「アラブの春」のデモ

のときでさえ、その姿勢に変わりはありませんでした。

デモにより、夜のカイロを出歩くことが危険になった際

には、お客様が必要なものを確実に入手できるよう、す
べての配送手続きを日中のうちに済ませました。

クレイトン・ジョーンズ
職種：アトラスコプコ、建設機械事業、

ケリーン・ジャオ

勤務地：米国、テキサス州ラポート

勤務地：中国、上海

テクニカルサービススーパーバイザー

職種：上級サービス販売エンジニア

テクニカルサービススーパーバイザーを務めるジョーン

ジャオがお客様から尊敬される最大の理由は、彼女が

トに勤務する彼は、米国アトラスコプコ建設 機械事業

ンジニアのジャオは、お客様第一主義の方針に従って、

ズの担当エリアは広範囲に及びます。テキサス州ラポー

全体を対象としたテクニカルサポート業務の調整作業

を担当しています。アトラスコプコ製品を取り扱う国内
ディーラーは数百にも上り、それらすべてのディーラー

お客様のことを真に理解しているからです。上級販売エ

契約販売を中心とした販売活動を展開し、価値あるソ

リューションをお客様それぞれに提供しています。

のテクニカルトレーニングおよびサポートに関する要求

に応えるのがジョーンズの仕事です。

ハイメ・アパリシオ
職種：可搬型エネルギースペシャリスト

ブルース・リー・アレシャンドリーノ
・
デ・ヴァスコンセロス
職種：電子技術者

勤務地：ブラジル、カマサリ

アトラスコプコのカマサリ（ブラジル）サービスセンター
で電子技術者として勤務する最大の喜びは何かと聞か

勤務地：スペイン

可搬型エネルギースペシャリストのアパリシオは、スペイ

ン中心部を担当しています。彼が担当するお客様は、さ

く井、基礎工事、転圧、発電機設置、救急病院など、さま
ざまな分野にわたります。彼は、あらゆる種類の自走式
装置を扱い、お客様の幅広いニーズに応えています。

「1つは、
れ、ヴァスコンセロスは2つの点を挙げました。

お客様にその分野における有能な問題解決者として認

識されること。もう1つは、解決策を自由に提示できる

ことです。私が提示した解決策を同僚や上司が尊重し、
採用してくれると嬉しいですね」

ドミトリー・ユシュケヴィッチ
職種：建設機械事業、サービスチーム

リーダー

勤務地：ロシア、モスクワ

ユシュケヴィッチは、複雑な問題や未知の問題を解決す

ることに喜びを感じます。
「解決が困難であればあるほ

ど、やる気が刺激されます。難しい問題を解決すること
が、プロとしての成長につながると考えています」
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エネルギーを貯蔵する
中国北部の青島で、大量の液化石油ガスを貯蔵できる
大規模地下貯蔵施設を建設するプロジェクトが進行しています。
文 JEAN-PAUL SMALL

の独立系精製業者の間で普及したことが原因
とみられています。2011年には、海外からの
輸入液化石油ガスへの依存が低下しました。

イラスト アトラスコプコ

黄島プロジェクトでは、依存率の低下を維持す

中国北部にある青島（チンタオ）市は、100

液化石油ガスは炭化水素ガスの可燃混合物

年前にドイツ人が設立したビール会社の人気

であり、一般に車両や暖房器具の燃料として

ることを目標としています。
このプロジェクトでは、発破掘削にアトラス

商品「青島ビール」の製造地として世界に広く、

使用されます。ほぼ 100％化石燃料に由来して

コプコのBoomer 353Eドリルリグ 2 機が使用

その名を知られています。

おり、燃焼による大気汚染が比較的少なく、気

されています。建設会社、チャイナ・レールウェ

またここは、黄島（ハンダオ）液化石油ガス

体であるため土壌汚染や水質汚染の危険もあ

イ・トンネルグループ（China Railway Tunnel

（LPG）プロジェクトの現場でもあります。この

りません。中国のような大規模なエネルギー消

Group ）の No. 1チーフエンジニアであるツォ

プロジェクトでは、中国北部最大となる液化石

費国にとって、液化石油ガスの使用は非常に

ウ・ツェンファ氏は、使用するリグの選択に迷

油ガス地下貯蔵施設が建設されることになっ

意味のあるものになります。

いはなかったと言います。

ています。建設予定地の面積は、地上施設地

2011年の国内液化石油ガス市場は、前年比

区で 7ヘクタール。その下の巨大地区貯蔵タン

で 19％拡大しました。液化石油ガスの消費量

Boomer 353E 油圧式ドリルリグには多くのメ

「 発 破 掘 削 に 関 す る 長 年 の 経 験 上、

クが完成した際には、35 万立方メートルの液

は、2005 年以降、毎年 2 桁の伸びをみせてお

リットがあると感じています」とツェンファ氏。

化石油ガスと15 万立方メートルのプロパンが

り、現在は 2,280 万トンに達しています。これ

貯蔵可能となります。

は、液化石油ガスの高純度精製が、特に中国

「操作や保守が簡単で、動作が安定しているこ
とを高く評価しています」■

青島施設の貯蔵タンクが
完成すれば、約 35 万㎥の
液化石油ガスを貯蔵する
ことが可能になります。
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インフラ

Power trips
増える水力発電

ブラジルの農村地域や中国内陸部では、インフラプロジェクトによって
水力電気が普及し始めています。
文 アトラスコプコ

写真 アトラスコプコ、GETTY IMAGES

は、
電気
水力
電の
発
の
世界
を
以上
16％ ます。
い
て
占め
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ブラジルの水力発電
建設では、ダイナパック製
ローラーが活躍して
います。

ブラジル
ブラジル、ロンドニア州の州都ポルトベリョ

D y napac 振 動

はかつて、アマゾンの熱帯雨林の中にある、人

ロ ー ラ ーと8 台

め 速 度の 速さ

口 30 万人の小さな町でした。観光客が訪れる

のタンピングロー

（最高時速 21キ

こともめったにないその小さな静かな町は、あ

ラーを含む、2,000

ロ）にあると、カ

るプロジェクトが開始されたことをきっかけに

台の機器を導入・活

活気ある町へと変貌を遂げました。

用しています。

そのプロジェクトとは、2 基の水力発電ダ

が、その締め固

マールゴ・ココヘ
イア社の自走式機器

優れた圧 縮 能 力を備

担当マネジャー兼エン

ムの建設です。ポルトベリョの近くに建設され

えたこれらのローラーは、発

ジニアであるルイス・パウロ・

るサントアントニオダムの発電量は 3,150メガ

電所建設地の主要ポイントへのアク

ワット、100 キロ下流に建設されるジラウダム

セスを短縮しました。ロックフィルダムで使用

サントアントニオダムの建設現場では、重力

の発電量は 3,450メガワットになる予定です。

する締め固め機械としてカマールゴ・ココヘイ

ダムなどのコンクリート構造物の建設にダイナ

この 2 基のダムにより、ブラジルの水力発電量

ア社が選んだのが、高さ35メートル、長さ550

パック製の機械が使用されています。コンク

が 6％上昇すると見込まれています。

サントス氏は言います。

メートルのダムで最大直径 1メートルの岩を処

リートを降ろして敷き詰めた後は、振 動ロー

両ダムの建設プロジェクトでは、アトラスコ

理できる強力な振 動ローラーでした。ダムで

ラーの出番となります。

プコのDynapacローラーが 使 用されていま

の埋め立て作業や粘土質地盤の締め固めに

2015 年までには、マデイラ川発電所のすべ

す。ジラウダムでは、ブラジルの請負業者であ

は、ブラジル国内のソロカバ製造部門で製造

てのタービンが完全稼働します。その後、数年

るカマールゴ・コヘイア社（Camargo Corrêa）

された新型のDynapac CT300 が採用されま

にわたって、ブラジル北部地域の開発が行わ

が およそ 2 万人の 労 働 者を 採 用し、6 台 の

した。CT300ローラーを選んだ理由のひとつ

■
れる予定です。

中国のジンピン水力発電プロジェ
クトでは、堅固な岩 盤を安 全に掘
削することが不可欠です。

中国
を効率よく回転させることができると

た。上部 7.5メートルの掘削には、アトラスコプ

判断した中国政府は、ジンピン川に

コのBoomer 明かり掘り機が使用されました。

水力発電所を建設するプロジェク

上半分の掘削作業が完了したら、アトラスコプ

トを立ち上げました。

コのベンチ式掘削用のサーフェスクローラを

このプロジェクトでは、2 つの

使用して下半分が掘削されます。プロジェクト

発電所で作り出した電気を、電力

全体で、アトラスコプコの 25 台以上のBoomer

需要が上昇し続ける中国西部の

トンネルジャンボと7 台のサーフェスドリルが

工場に供給します。ジンピンI は、
3,600メガワットの発電容量を持ち、

使用されています。
プロジェクトマネジャーのクァン・リー氏は、

年 間 発 電 量 が 16 ～ 18 テラワット時

アトラスコプコ製機器の性能を称賛していま

（TWh）になります。ジンピンIIの合計設

す。
「すべての機器が期待どおりの働きをして

備容量は 4,800メガワットに達し、年間平均

くれています。特に Boomer 353 Eドリルは操

発電量は 24テラワット時
（TWh）を超えます。

作が簡単で、今回のようなトンネル工事には最

この水力発電建設プロジェクトでは、水量

適なドリルだと考えています」

中国のエンジニアたちは 50 年以上をかけ

調節装置付きのスルースダムをはじめ、越流構

リー氏がアトラスコプコ製品を好むもうひと

て、錦塀（ジンピン）川の湾曲部における水力

造物、発電用トンネル、発電所、入口から発電

つの理由は、その高い安全性にあります。
「ア

発電の可能性を調査してきました。この湾曲

所までの16.6 キロの導水路トンネル4 本が建

トラスコプコの優れた機器とサービスのお陰

部は、長さ150 キロの雅礱江（がろうこ）の折

設されます。このトンネルは世界でも最大規模

で、今回のプロジェクトではこれまで、けが人

り返し地点になっており、標高差は 300メート

のものとなります。

が 1 人も出ていません。スタッフを大切にする

ル以上あります。そこに水力発電所を設置す

直径 14 メートルの導水路トンネルの掘削作

れば、落下する水の力で複数の巨大タービン

業（発破工法）は、2 段階に分けて行われまし

私たちにとって、これは非常に重要なことで
す」■
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Jobba med utmaningar i världsklass
あなたのチカラを世界レベルのチャレンジへ

スウェーデンに本拠を置く産業機械企業グループ、アトラスコプコは、
真のグローバルカンパニーです。事業を展開している国は、170 か国

以上。市場は今なお、急速に拡大しています。世界のそれぞれの市場
で先頭を走りながら、新たな基準を打ち立てているのは、3 万 5,000

Hur skulle du förenkla styrningen av en gruvlastare?

人以上の社員です。

I Diavik, Kanada, är tusen personer i arbete – oavsett tid på dygnet. Systemet för fjärrstyrning gör att fler av

アトラスコプコにとって、
他社との違いを生み出す
dem kan arbeta från kontor
på ytan, istället för att「人材」
befinnaは、
sig 最も貴重
på plats flera hundra meter – ibland kilometer

採用情報は携帯サイトでも
ご覧いただけます。

– under jord. Tidigare system krävde att man var tvungen att ha viss
sikt och översyn nere i själva gruvan,
な資産です。当社は社員の能力開発に真剣に取り組んでいます。
あな

men med det nya systemet kan många moment köras helt utan mänsklig inblandning. Det har bland annat
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
medfört att man kan gå från gruvdrift i form av dagbrott till underjordsutvinning. Tekniken gör det med

ません。
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.

アトラスコプコの一員として世界レベルのチャレンジに挑みませんか？

ぜひ、
ウェブサイトの採用情報をご覧ください。
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
www.atlascopco.com/careers
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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革新

掘削作業をより簡単に
ロックテック事業部は、
テストの効率を大幅に向上させる、革新的な室内テスト装置を新たに開発しました。
文 & 写真 アトラスコプコ

これまでアトラスコプコでは、ある思い込み
に基づいて削岩機の製品テストを行ってきま

ト装置には、比較的出力の低い機械しかテス

50 キロワットまでの削岩機をテストできるよう

トできないという課題がありました」

になりました。現場テストで 6 週間かけて得ら

した。その思い込みとは、削岩機の品質や性
能を評価するには、現場の条件下でテストす

れるような結果を、わずか1 週間で得られるよ
ロックテック事業部は 3人編成のチームを

うになったのです。

る必要があるというものです。しかし、これま

組織し、スウェーデンにあるリンショーピ

でのテスト方法に不満を感じていたある事業

ング大学工学部の学生の協力の下、

部が、革新的な室内テスト装置を新たに開発。

削岩機のパワーを油圧式に吸収

ます」とペルソンは言います。
「こ

それによって、テストの効率は大幅に向上しま

するための「人工岩石」を評価し

れからは、ほとんど保守をする

した。

ました。これまでのテスト装置で

ことなく、テストを100 時間実

は、機械式のエネルギー吸収装置

行することも可能になります。

この画期的な室内テスト装置を開発したの
は、
土木鉱山機械事業エリアの主要なコンポー

を使用していたため、定期的な保

ネントの開発を担当するロックテック事業部で

守と部品交換が必要だったのです。

す。同部の研究開発マネジャー、ラーシュ・ペ

その後、ロックテックの研究

「これにより、新型油圧式削岩機の製
品化までの時間を大幅に短縮でき

これまでは、同様のテストには
るかに多くのコストが必要で、その

ロックテック事業部の研究開発
マネジャー、ラーシュ・ペルソン

わりには、それほど高い効率

ルソンは言います。
「私たちの一番の目的は、

室に 2 台の新しい油圧試験台

現場でのテスト時間を短縮することでした。現

が導入されました。これまでは、最大およそ 20

来、現場テストは、お客様に新製品の効果をア

も望めませんでした。近い将

場でのテストはとにかく時間がかかり、コスト

キロワットまでの削岩機しかテストできなかっ

ピールするため以外には必要なくなるかもし

も高くつきます。一方で、これまでの室内テス

たのに対して、この新装置の導入により、最大

れませんね」■
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Secoroc EDGE にはハンマーの振動

を感知・解釈するセンサーが搭載され
ており、作業者は穴の中の状況をタイ
ムリーに把握しながら作業を進めるこ
とができます。

ロックテックとリンショーピング大学が行った「人工岩石」
の評価の結果、ドリルテストの質と効率が大幅に向上しまし
た。これにより、油圧式ドリルの製品化までの時間も短縮さ
れることでしょう。

作業効率が大幅に向上
掘削作業を行う際、何百メートルも地下の状況を表す正確なデータがすばや

く入手できれば、生産性が大幅に向上します。アトラスコプコの研究開発チー

ムが開発した新技術を活用すれば、深い穴を掘削する際に曖昧な推量に基づ
いて作業する必要がなくなります。

「ハンマーが穴の底を叩くたびに、ドリルストリングに振動が伝わることは把

握していました。この振動は、固有の特徴を持つ音波のようなもので、この振動
を解釈することで、その瞬間の穴の特徴を特定できるのではないかと考えまし

た」とロックドリリングツールス事業部の製品ラインマネジャーであるレイフ・

ラーションは言います。
「 問題は、その振動を正確に感知して、解釈できるかど
うかでした」

アトラスコプコは、パートナーの SPC テクノロジー社の協力の下、Secoroc

EDGE という新システムを開発しました。高度なセンサーがハンマーの振動を

感知し、それをパフォーマンスデータとして読み取り、コンピュータソフトウェ

ロックテック事業部
■ロックテック事業部は、地下掘削事業

部およびサーフェスドリル事業部向けに

削岩機、コンポーネント、システムを開

発・製造しています。スウェーデンのオレ
ブロにある近代的な実験室と研究セン

ターでは、土木鉱山機械事業エリア内の

すべての事 業部にサービスを提 供して
います。

アが解釈し、作業者に視覚的に表示します。突然の変化もすぐに把握できるの

で、掘削作業を正確に調整できます。

「EDGE 導入前、作業者は穴の底で何が起きているかを常に推測する必要が

ありました。計測器で穴の底の掘削状況を読み取っても、どうしても時間差が
発生してしまうため、迅速に反応できるかどうかを心配しながら作業するしか

ありませんでした」とラーション。

EDGE を導入した今では、未知の場所であっても、その場所の地質学的形成

や固有の特徴を迅速に把握できます。EDGE は、北米の石油・ガス掘削や北

欧のさく井の現場においてすでにテスト済みで、現在は発破孔掘削のテストが

行われています。■
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インフラ

キックオフに備えて

for
ブラジルでは今、2014 年に開催される
ワールドカップの準備が着々と進められています。

ブラジル北東部に位置するバイーア州の州
都、サルバドールでは現在、2014 年のサッカー
ワールドカップに向けて、5 万6,500人の収容

12 の都市で既存のスタジアムの改築や

が可能なフォンテノバスタジアムの改築工事が

新スタジアムの建設が進行中で、

に位置するミナスジェライス州のベロオリゾン

行われています。一方、リオデジャネイロの北

それぞれの作業現場では

テでは、6 万6,800人収容のミネイロンスタジ

アトラスコプコの機器が活躍しています。

ブラジル12 都市に新しく建設、または改築さ

文 アトラスコプコ

写真 GETTY IMAGES

アムの改築工事が進行中です。これらを含め、
れるスタジアムは、ワールドカップ以降も何世
代にもわたりブラジルの人々に利用されること
になります。
サルバドールにあるフォンテノバスタジアム
の改築工事では、アトラスコプコの 3 種類の粉

60 | www.atlascopco.com

JPN60-61_footbal_0927.indd 60

12/09/27 17:11

は
機器
で、
コの
コプ
ったの
ス
だ
ラ
の
ト
も
ア
い
を
「
高
事
性の
に工
生産
らず
」
した
どれも 日もかか
ま
き
120
がで
、
と
員
こ
役
る
氏
社、
終え
レット
ニック
ド・バ
デトロ
ベ
ゼ
・ア
ス・デ
アイレ

ブラジルのサルバドールと
ベロオリゾンテにある
スタジアムでは現在、
2014 年のワールドカップに
向けて解体・改築工事が
行われています。

砕機を使用して、1日当たり150 立方メートル

ために、建設会社のデトロニック社（Detronic）

のコンクリートを処理しています。アトラスコプ

が観客席エリアの解体を行っています。

大型機器が使用できる環境を整備した後、
デトロニック社は大型ブレーカを導入して観

コの粉砕機は、解体作業のほかに、スタジアム

デトロニック社の役員であるアイレス・デ・ア

のコンクリートに埋め込まれた鉄筋を分離す

ゼベド・バレット氏は、ピッチレベルを3.9メー

の機械に取り付けられたブレーカを使用して、

るためにも活用されています。

トル引き下げるために 7 万立方メートルの土を

2,500 立方メートルのコンクリートを解体した

除去する必要があったと話します。

のです。

解 体 作 業 を 担 当 するア ル コ ー エ ン 社
（Arcoenge）のプロダクションエンジニアであ

客席の解体に取り掛かりました。最大 50トン

契約上、解体作業とピッチの引き下げ作業

るホセ・ビルギリオ・マッサ・バチスタ氏は言い

工事を進めるにあたって、大型機器を導入

ます。
「コンクリートは建設現場の自走式クラッ

する前に、まずは小型機器を使用する必要が

し、
「使用したアトラスコプコの機器はどれも、

シャーに送られ、埋め立ての基礎やコンクリー

あったとバレット氏。
「工事の第 1 段階ではス

非常に生産性の高い優れた機器だったので、

ト土台として使用するのに適切な粒度に粉砕

ペースが限られていたため、小型機器しか使

120日もかからずにすべての工事を終えること

されます。一方、鉄筋はリサイクルされます」

えなかったのです。そこで、1.8トンの小型掘

ができました」とバレット氏は話します。■

ベロオリゾンテでは、FIFA（国際サッカー
連盟）が定めた基準に従って観客席を増やす

は 150日間で完了する必要がありました。しか

削機に取り付けられた 140 キロの SB 152 油圧
式ブレーカを使用しました」
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製造業

Running with

力強さ、美しさ、強烈な個性。
スポーツカーのあるべき姿と性能を具現化している

雄牛を乗りこなす

ランボルギーニの価値創造の一端を、
アトラスコプコも担っています。
文 JEAN-PAUL SMALL
写真 アトラスコプコ、SIMON HAMELIUS

黒色の盾に、後ろ足を蹴りあげる金色の雄牛。イタリアのスポーツカー
メーカー、ランボルギーニ社のロゴマークです。
ランボルギーニ社のフラッグシップモデルであるアヴェンタドールは、
そのほとんどがイタリアのサンターガタボロニェーゼ工場で手作業によ
り組み立てられています。今から 3 年前、ランボルギーニ社が工具の供
給パートナーを探していた際、最も重視した条件は、締め付け工具に追
跡情報機能が搭載されていることでした。
「当社では現在、安全性が求められるすべての作業において、アトラ
スコプコの電動スクリュドライバとトルクレンチを使用しています」と話
すのは、ランボルギーニ社の製造マネジャーを務めるアンドレア・コンス
タンティーニ氏です。
「アトラスコプコの工具を選択した決め手となった
のは、工具に組み立てプロセスを追跡するための統計的工程管理機能
が搭載されている点でした」
アトラスコプコでは、定期的なキャリブレーションサービスや保守
サービスなどもランボルギーニ社に提供しています。■

高流量エアフィル

ランボルギーニ社の社員は、アトラスコプコの工具を正しく使用するための
実地訓練を受けます。
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価格：270 万スウェーデンクローネ
（30 万 6,000 ユーロ）

ヒューマン - マシン

インターフェイス中央コンソール

700 馬力 V-12 ミッドエンジン、
2.9 秒で 0 〜 100km ／時、
最高速度 350km ／時

クロームリム、

335 ／ 30 ／ R18
リアタイヤ

長さ 4.78m、幅 2.26m、

高さ 1.136m

上に開くシザースドア
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現在、パナマ運 河では、2014
年までに運航許容量を倍増す
るプロジェクト、第三閘門計画
が企業 4 社のコンソーシアムに
よって進められています。

2012/2013

革新性
常に視野を広げ
目標の達成に向かって
新たな課題に挑戦すること

9853 8148 95–JP
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