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遠隔操作などの自動化技術
が進むことで、オペレータは
より安全な場所で作業する
ことが可能になります。

進化する革新
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大規模ガスビジネス　産業向けガスの大手メーカー、エア・リキード社は、
予防メンテナンスによって円滑で持続的な操業を維持しています。

成功の技術　大手ミシンメーカー、シンガー社のブラジル工場では、年間何
百万本ものミシン針が、アトラスコプコの圧縮空気を活用して製造されてい
ます。

能力開発　南アフリカにあるアトラスコプコのアカデミーでは、地元の技術者
や実習生、社員を対象に、競争力向上を目的とした様々なトレーニングを実
施しています。

厳しい環境下で　極寒のロシア辺境地域からエチオピアの乾燥地帯まで、アトラ
スコプコの製品とサービスは過酷な環境下でも最大限のパフォーマンスを発揮し
ています。

成長戦略　フランスの航空宇宙産業向け高度掘削装置とソリューションのメー
カー、セティ-テック社など、優れた企業を戦略的に買収することで、アトラスコプ
コは競争力を高めています。 
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砂糖ビジネス　スイスの製糖会社、ズッカーファブリケン・アールベルク・ウ
ント・フラウエンフェルト社の工場では、アトラスコプコの1段圧縮式蒸気コ
ンプレッサが活躍しています。

新たなアプローチ　無駄をなくして効率を高める“リーンパッケージ”が、ア
トラスコプコとお客様のさらなる生産性の向上に大きく貢献しています。 

創業140周年　創業140周年を記念して、世界で活躍するアトラスコプコの社員
が自分たちの日々の生活の写真を撮影し、特設Webサイトにアップしました（総
数約3,500枚！）。

安全のために　チリの鉱山で安全の責任者を務めるハビエル・アラマジョは、現
場に安全衛生の文化を根付かせることが、社員の健康を維持する第一歩であるこ
とを認識しています。

アトラスコプコグループのオフィシャル・マガジン
製作： アトラスコプコ
（Appelberg出版グループとの共同制作）
印刷： Trydells 2013
著作権： アトラスコプコ
住所： Atlas Copco AB, SE-105 23 
Stockholm, Sweden
ウェブサイト： www.atlascopco.com

表紙： アトラスコプコ、セバスチャン・リー
発行人： アニカ・ベルグルンド
編集長： ケリー・ラングパップ
編集委員会： インゲル・バルメ（産業機器事業
エリア）、ロッタ・ビンケ（コンプレッサ事業エリ
ア）、エルジー・ヴェストラーツ、メルセデス・ヘ
ルデナンデス（建築機械事業エリア）、パウラ・
ブランベリ（土木鉱山機械事業エリア）

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

経営者の視点

アトラスコプコの社長兼CEOのロニー・レテンが、当社のあらゆる分野で

革新を継続的に進めることの重要性について語ります。
文 アトラスコプコ　写真 TORE MARKLUND

革新をどのようにとらえていますか？
革新というと、すぐに新製品の開発を思い浮

かべる人が少なくないでしょう。しかし、アトラスコ
プコについて言えば、すべての部門に所属する
すべての社員が革新に貢献できます。例えば、
お客様への対応方法やサービス提供のやり方、
会計処理、ビジネスのフォローアップなど、革新は
あらゆるところで可能です。
とはいえ、革新の中核に位置するのはやはり
新製品の開発であり、お客様の生産性向上に
役立つ画期的な製品を生み出すことです。そし
て究極的には、より良い製品やサービスの提供
を通じて、お客様の生産性や利便性を高め、ビ
ジネスを成功に導くことこそ、私たちが目指すべ
き革新なのです。

アトラスコプコのこれまでの革新的製品につ
いて教えてください。
アトラスコプコは1873年の創業以来140年に
わたり、多くの革新を成し遂げることで成長して
きました。例えば、産業用工具をエアツールから
電動工具に移行したことは大きな革新の一つで
す。またドリリングの分野では、1人で1台の機
械を操作できるいわゆる「スウェーデン方式」を
開発し、1950年代の産業発展に貢献しました。
さらに今日では、より安全で効率的なリモートコン
トロール式掘削機Boomerシリーズへと進化し
ています。

そのほかにも、固定速コンプレッサからドライヤ
内蔵の可変速コンプレッサへの進化も大きな革
新といえるでしょう。後から考えれば、いずれも
簡単でシンプルなことに見えますが、当時こうし
た技術開発は業界を揺るがす画期的なブレー
クスルーでした。

今はまだ存在していないものの、将来確実に
実現したいと考えている革新はありますか？
革新の芽はすでにたくさん存在しています。
例えば、建設会社へのサービスについてはまだ
向上の余地があり、お客様の生産性を高める方
策は多数考えられます。現在のところ、アトラス
コプコは販売した機器の一部に対してしかサー
ビスを依頼されていません。機器を購入された

お客様にサービスもアトラスコプコに任せるのが
一番だと理解していただけるよう、私たちはもっ
と工夫を凝らす必要があります。私たちは誰より
も適切に機器に関するサービスを提供できます。
なぜなら、私たちほどアトラスコプコの製品を知
る者はいないのですから。
サービス対象の機器が増えると、より大きな責
任を負うことになります。お客様に効率的に質の
高いサービスを提供できるよう、アトラスコプコは
現在、装備と組織の強化を進めています。

サービスの中で革新という考え方が当てはま
る例はほかにもありますか？
サービスにおける革新のポイントは、業務全体

を把握してサービスを迅速かつ正確に提供でき

革新への投資
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「必要なのは、
飽くなき向上心です。
仕事を楽しむことは
重要ですが、
満足は禁物です」
アトラスコプコ社長兼CEO、ロニー・レテン

るよう、多数のプロセスを統合することです。革
新的な最先端のサービス組織の実現は、有能
で訓練されたサービス技術者に加え、その業務
遂行に必要なツールの確保にかかっています。
だからこそ、アトラスコプコのサービス技術者は
常に必要なリソースを手に入れる環境にいなけ
ればなりません。
またサービスには、より革新的な新製品開発
に役立つという側面もあります。機器が現場で
実際に使用されている様子を直接目にし、お客
様のニーズを知ることができるのは、サービス担
当者です。彼らが現場で得た知識を確実に吸
い上げて活用すれば、お客様の生産性を高め、
ビジネスを成功に導く新しい機器を必ずや開発
できます。 

2012年にアトラスコプコの製品開発費は前
年比で24パーセントも増加しました。今後も
研究開発リソースを強化していく予定ですか？
それは必須だと考えています。製品と組織の
開発に投資しなければ、進歩はありません。アト
ラスコプコは世界規模で常に競争にさらされて
います。例えば、アスリートがトレーニングをやめ
たらそれ以上の成長はありません。アトラスコプ
コの設計と研究開発もそれと同じです。社内リ
ソースの開発に投資し、効率を高め、製品化期
間をより短縮する必要があります。

アトラスコプコの開発と設計センターの将来
展望を聞かせてください。
こうしたセンターは、アトラスコプコの最大の市

場でお客様のそばにあるのがベストだと考えて
います。過去3年間はアジア市場、特にインドと
中国で研究を強化してきました。これらの地域は
まだ研究開発の始動段階にあるため、新しい技
術革新センターについては当面、アジアの優先
度が高くなると考えています。
しかし、どのセンターに対しても、必要な投資
をためらうことはありません。今後10年間の展
望を聞かれれば、ヨーロッパとアジア、さらには北
米と南米にも間違いなく設計と開発の拠点を展
開していると答えます。
この業界では、各社が革新の先駆者になろう

としのぎを削っています。世界で事業を展開す
る私たちアトラスコプコにとって、お客様の身近
な場所で競争することこそ、アドバンテージにな
ると確信しています。

革新的な企業文化をどのように醸成していき
ますか？
全社員が自分の環境を、そして将来を信じ

ることが重要です。同じ目標に向かって一丸と
なって進むことの重要性を全社員が認識するこ
と、そしてその取り組みの結果、自分も会社も成
長できるということを皆が実感する必要がありま
す。共に歩む将来を信じて初めて、革新的な企
業文化が醸成されるのです。
アトラスコプコが進めているビジネスはすべて
成長事業です。だからこそ、私たちは常に意欲
的に能力向上に励み、より多くの知識を蓄積す
る必要があります。現状に満足してはなりませ
ん。必要なのは、飽くなき向上心です。仕事を楽
しむことは重要ですが、満足は禁物です。■

JPN04-05_ceo_0913.indd   5 2013/09/13   18:33



成長戦略

■石油／ガスの掘削用ロータリPDC
（Polycrystal l ine Diamond 

Compact）ドリルビットを中心にし
た掘削製品の開発・製造
■社員20名
■本拠地は米国ユタ州ソルトレーク
シティ
■2012年9月に買収

ニューテク・ドリリング・
プロダクツ社
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企業は有機的に成長するのが望ましいと多くの人が考えています。

一方で、急速な成長を可能にする企業買収も重要な成長戦略の一つです。

アトラスコプコでは、1＋1を3にする企業買収に取り組んでいます。

文 MICHAEL MILLER　写真 GETTY IMAGES、アトラスコプコ

アトラスコプコのロックドリリングツールス事業
部はこれまで、明かり掘り／地下掘削業界を対
象に、市場のニーズに応える様々な機器を提供
することで業績を上げてきました。しかし、米国
市場の潜在顧客などについて詳しく調査したと
ころ、石油／ガス採掘業界に特殊タイプのドリル
ビットを提供すれば、売り上げがさらに伸び、ビジ
ネスが急速に拡大する可能性のあることがわか
りました。
「私たちは、専門の採掘に関しては幅広く深い
知識を持っています。でも、石油やガスに関して
は、それほど知識があるわけではありません」と
話すのは、土木鉱山機械事業エリアの担当社
長、ヨハン・ホーリングです。

アトラスコプコは2012年、ユタ州ソルトレークシ
ティに拠点を置き、石油／ガス生産業者に向け
てPDC（Polycrystalline Diamond Compact）
ドリルビットを製造・販売するメーカー、ニューテ

ク・ドリリング・プロダクツ社（NewTech Drilling 
Products）を買収しました。
「私個人の意見では、有機的成長の方が望ま
しいと考えています。しかし今回は、“スピード”
を重視しました。もちろん、当社でもこの製品を
開発することはできるでしょう。しかし、商品化ま
でたどり着くには、おそらく何年もかかります。時
間をかけていては、ビジネスチャンスを逃してしま
う。今回はそう判断したのです」（ホーリング）

有機的成長は、アトラスコプコの第一の成長
戦略です。一方で、市場で地位を確立した企業
を買収して、効率的に新しい製品、技術、市場、
熟練した人材を取り込むことも、もう一つの重要
な成長戦略です。
「アトラスコプコが企業買収をする際、通常、新
市場への参入と既存市場への新製品投入がそ
の目的にあります」と話すのは、土木鉱山機械事
業エリアの元上級副社長、ボブ・ファスルです。

企業買収の価値

JPN06-10_aquisition_0830.indd   7 2013/09/11   11:26
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■航空宇宙産業向け組立装置を製造
■社員20名
■本拠地はフランス・パリ近郊のローニュ
■2011年11月に買収

セティ-テック社

■金属加工、繊維、製造などの産業向け工
業用スクリュコンプレッサを製造
■社員およそ160名
■本社はトルコのイスタンブール、製造拠
点はエディルネ
■ドイツとロシアで販売およびサービス事
業を展開
■2012年8月に買収

エコマック・グループ

彼はこうも続けます。
「自分たちで開発して販売しないのかとよく聞
かれます。しかし、特殊な業界の特定の機器を
ゼロから設計して商品化するには、時間がかか
るのはもちろん、用途に関するかなりの知識が
必要になってくるのです」

そうした専門的な知識は、買収した企業の社
員から得ることができます。しかし、ここで重要な
のは、その社員が新しいオーナーの下で従来以
上に前向きに、生き生きと働ける環境をつくること
です。アトラスコプコは2004年、テキサスに拠点
を置く土木鉱山業向け掘削装置のメーカー、イ
ンガソール・ランド社（Ingersoll Rand）のドリリ
ングソリューションズ部門を買収しました。ファス
ルはその当時のことを振り返ります。
「私たちが買収の話を持ちかけたころ、インガ
ソール・ランド社は、ビジネスの重点をエンジニア
リングからマス・マーケットに移行させることを決
定していました。社員も会社の決定を理解して

おり、だからこそ、アトラスコプコに買収されること
を納得したのです。企業を買収する際には、買
収先の社員がその事案についてどの程度受け
入れているのかを知る必要があります。この会
社は本当に買収されることを望んでいるのか、当
社は買収先の会社と社員、そして新規の顧客
が寄せる期待に応えられるのか、買収先の社員
は別の会社の社員になることに抵抗はないかな
ど、経営者は自問自答しなければなりません」

アトラスコプコはこれまで数多くの企業を買収
し、そのほとんどに成功しています。この成功体
験から言えるのは、新しい社員や資産を迎え入
れる前、そして不慣れな新規市場に参入する前
には、慎重に計画を練る必要があるということで
す。アトラスコプコポータブルエネルギー部門社
長のノルベルト・パブロツキが言います。
「事業統合に際して、私たちはえり好みをしが
ちです。買収したいと考えている企業が安定し
て事業を展開している場合は、特にそうなる傾
向にあります。グローバル企業が地域の会社を
買収したものの、ただ混乱させるだけに終わっ
てしまったという残念な事例はいくつもあります。
私たちは、重要な分野でタイミングが重視される
場合は統合を迅速に進めるために集中的にアプ

ローチしますが、そうではない場合は通常、“安
定”を重視して企業買収に取り組みます」

2011年にアトラスコプコは、主要電源と待機
電力用のディーゼル／ガソリン発電機を製造・
販売するスペインのヘサン社（Gesan）を買収し
ました。その企業買収に関与していたのが、当
社のポータブルエネルギー部門です。ヘサン社
製発電機のサイズ展開は、当時のアトラスコプコ
のほぼ2倍はありました。

ポータブルエネルギー部門は従来、ポータブル
コンプレッサに重点を置いたビジネスを展開して
いましたが、数年前に発電機に新規参入するこ
とを決定しました。市場進出を成功させるため
に選択したのが企業買収です。ヘサン社の製品
ポートフォリオは幅広く、市場でのブランド力もあり
ました。さらに、経営構造も堅実で、発電機事業
に関する豊富な知識とノウハウを持っていました。
「かなりの相乗効果が期待でき、将来的に成

セティ-テック社（SETI-TEC）の
高度な組み立てツールシリーズ
は、特に航空宇宙産業で活躍し
ています。

JPN06-10_aquisition_0830.indd   8 2013/09/11   11:26
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■バイオガスを天然ガスに改良するシステム
の設計、販売およびサービス。改良バイオガス
はサステイナブルな再生可能エネルギーであ
り、天然ガス網への供給や輸送燃料としての
使用が可能
■社員42名
■本社はオランダのアペルドールン
■2010年10月に買収

サーマック・インターナショナル社

長する分野もいくつか特定できました」（パブロ
ツキ）

そこでアトラスコプコは、ベルギーにあった発
電機の研究開発拠点を、ヘサン社の製造組み
立て施設があるスペインのサラゴサに移すこと
に決めました。

企業を買収することで市場拡大の足場を迅
速に固めるというアトラスコプコの戦略は、2011
年にドイツの接着剤塗布システムメーカー、SCA
シュッカー社（SCA Schucker、以下SCA社）
を買収したことにも表われています。

自動車メーカー各社は現在、燃料コストと排ガ
スを低減するために、アルミニウムやプラスチック
などの部材を積極的に取り入れるなど、車体の
軽量化に取り組んでいます。そのため、部材を
留めるのにも、重い鋼鉄ボルトではなく、軽量の
接着剤を使用しています。

アトラスコプコはすでに自動車業界に各種装

置を販売していましたが、よりビジネスを拡大す
るため、成長分野である接着剤用装置にも進出
したいと考えていました。自動車メーカーに納入
した実績のあるSCA社は、魅力的な買収対象
に見えました。

アトラスコプコ自動車産業関連事業部ツール
ズ＆アセンブリ・システムズ社長のトビアス・ハー
ンは言います。

「当時、SCA社は接着剤塗布装置の市場で
圧倒的なシェアを誇っていました。アトラスコプコ
はすでに、自動車メーカーにナットやボルトを締め
付ける電動工具などを販売していました。これら
に加えて、接着剤用装置を提供できれば、自動
車の組み立てプロセスにおける当社の地位をよ
り高められると考えたのです」

パブロツキは、企業買収の大きなメリットの一
つは、新製品を迅速に市場に提供できることだ
と言います。その点は、本記事の冒頭で紹介し
たニューテク・ドリリング・プロダクツ社のケースと
同様です。しかし反対に、企業買収では時に攻
められ、守りに入らなければならない場合もあり
ます。
「当社が高いシェアを占める市場に新たに参入
しようと、他社が販売店や中小企業を買収する
ケースも珍しくありません」（パブロツキ）

このような場合は、別の会社を買収して市場
シェアを守る方法もあります。

企業を買収する際、アトラスコプコは既知の分
野から離れ過ぎないように注意しています。パブ
ロツキは次のように言います。
「まったく手掛けたことのない、
未知の分野には飛び込まないと
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■自動車などの業界向けに粘着剤やシーリン
グ材装置を製造
■社員400名以上
■本社と製造拠点はドイツのブレッテン 

■販売およびサービス事業を英国、スペイン、
米国、ブラジル、メキシコ、韓国、日本、中国で
展開 

■2011年10月に買収

SCA社

いうのが、アトラスコプコの一般的
な企業買収のアプローチです」

パブロツキが指摘するように、ヘ
サン社のディーゼル駆動発電機
の買収は、アトラスコプコの既存の
ディーゼルコンプレッサから大きく飛
躍するものではありませんでした。
「新たに手に入れたヘサン社の
発電機は、当社の既存の製品を
補完する製品です。企業によって
は成長・拡大のみを目的に企業買収をするとい
うところもあるでしょう。しかし当社は、戦略上の

“適合性”を大切に考えています」
ハーンは、「できることなら有機的に発展させ

たい」と言う一方で、「適切に実行された企業買
収では、買う方、買われた方、どちら側にとっても
プラスになる」と付け加えます。買収する側は新
しい製品、市場、熟練した人材を獲得でき、買収
される側は新たな資本やインフラを利用できるよ
うになります。

SCA社は、アトラスコプコの傘下に入ったこと
で、新たに航空宇宙産業、電子機器産業、白物
家電（冷蔵庫などの大型耐久消費財）などの分
野への進出を計画しているとハーンは言います。
「どの企業も、生産にかかる時間やリソースを

抑えたいと考えています。企業買収はその目的
を迅速にかなえることのできる戦略の一つである
ことに間違いはありません」

企業買収では、複雑な財務分析を大量にこ
なす必要があります。しかしパブロツキは、こうし
た分析以外に、数学の教科書にも載っていない
ある方程式を常に心に留めていると言います。
「その方程式とは、“1＋1＝3”というものです。
企業を買収する場合、1＋1が 2では不十分で
す。1＋1を3、もしくはそれ以上にしなければな
りません。相乗効果を実現し、支払った金額を
上回る対価を得てこそ、企業買収が大きな意味
を持つことになるのです。この方程式を実現し
ようとする際、やはり重要になってくるのが、コア
ビジネスから離れ過ぎないようにするというアプ

ローチです。例えば本拠地に近ければ、その市
場を知っているので“1＋1＝3”に到達するのも、
より簡単なわけです。3以上にするのはもちろん
難しいチャレンジですが、近い将来それを実現
できることを見込んだ上で企業買収を考えてい
ます」  ■

ヘサン社
■主力電源や待機電力用ディーゼル・ガソリン発
電機を製造
■社員約160名
■代理店ネットワークを85カ国以上で展開 

■拠点はスペインのサラゴサ
■2011年7月に買収

ヒューストン・サービス・インタストリーズ社
■排水処理や工業プロセス分野向けの低圧ブロ
ワおよび真空ポンプを製造
■社員123名
■拠点は米国テキサス州ヒューストン
■2012年1月に買収

アトラスコプコGIA社（坑内作業専門）
■地下採鉱用機器 （電動式鉱山用トラック、連続
式ローダー、機関車やシャトルカー、実用車、換
気ファンやダクト装置など）を製造
■社員113名
■拠点はスウェーデンのグレンゲスベリ
■2011年12月に買収

アトラスコプコMEYCO社
■地下建設プロジェクトで吹き付けコンクリート
（ショットクリート）を塗布する移動式装置を製造 

■社員約40名
■拠点はスイスのウィンタートゥール
■2013年3月に買収

ラピッド-トルク社
■油圧式トルクレンチを開発および販売 

■社員30名 

■拠点は米国テキサス州ヒューストンとベルギー
のブリュッセル 

■2013年4月に買収

アトラスコプコ STONETEC社
■自然石ブロックを産出する規格石材業界（採石
場）向けに、ダイヤモンドワイヤーソーなどの掘
削および切削機器を製造
■社員43名
■拠点はイタリアのバニョーロ・ピエモンテ
■2012年1月に買収

近年アトラスコプコグループに加わった注目企業
買収実績
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革新

顧客満足度を高め、社内組織の効率を向上させ
る。コストを削減し、事業の拡大を促進する――。
世界中のあらゆる企業は、それを可能にする革
新的な手法を日々追い求めています。アトラスコ
プコ産業機器サービス組織は2010年、まさにそ
うした革新的な手法、WheresMyTool.comを
導入しました。シンプルな質問にシンプルな方法
で答えようとした結果、生まれた技術です。
Where's My Tool開発プロジェクトは、米国

ミシガン州に拠点を置くアトラスコプコ・ツールズ
＆アセンブリ・システムズで始まりました。そのきっ
かけは、ビジネスラインマネジャーを務めるジョー・
ムロシュが、ソフトウェアコーディネータのトム・
ヒースフィールドに、サービスサポートの効率を上
げられないか相談したことでした。

お客様からサービスサポートに寄せられる電
話の90パーセントは、修理に出した工具が現在
サービスプロセスのどの段階にあるのかという
質問です。ムロシュはその点に気付いていまし
た。お客様自身で情報を検索できれば、多大なリ
ソースを他の業務に振り向けられます。
同組織には、修理済みの機器や工具を管
理するために作成された“サービス管理データ
ベース”があります。プロジェクトのシステムを構
築するために、それを開放することにしました。
アトラスコプコのIT部門の協力を得て、デー
タベースが業務システムに接続され、サービス
Webサイト、WheresMyTool.comが完成しま
した。
お客様がWheresMyTool.comのサイトにア

クセスすると、パスワードで保護されたページで
各工具の修理状況などを確認できます。また、
工具を追跡したり、Excel形式のレポートを作成
したりすることも可能です。さらには、オンライン
でコメントの作成、注文書の発行、修理の承認
などをすることもできます。これによって販売担当
者や代理店は修理状況を確認する電話を減ら
すことができ、サービス販売チームは本来の業
務に集中できるようになりました。
地域セールスマネジャーのエイミー・シャイの日
常業務の一つは、お客様を訪問し、その生産ラ
インを見て、個別の運用状況に応じた最適な工
具管理ソリューションを特定することです。シャイ
は言います。
「予防保全をしなかったために工具が故障して
しまった、または適切なスペア工具の在庫を確
保していないというお客様が多数いらっしゃいま
す。WheresMyTool.comは、ご自身で工具の
ステータスを追跡できる優れたシステムです。見
積書や修理／キャリブレーションレポート、発送
書なども必要に応じてダウンロードできます」
サービス管理データベースとWheresMy
Tool.comの開発により、アメリカのサービス組織
のビジネス規模は5年足らずで8倍に拡大しま
した。■

「サービスWebサイトの
WheresMyTool.comでは、
すべての工具のステータスを

即座に確認できます」
文 アトラスコプコ　写真 JENNY UNNEGÅRD

WheresMyTool.com
を使えば、お客様自身で
工具の修理状況を容易
に追跡できます。

革新的なツール

JPN11_where is my tool_0830.indd   11 2013/09/11   11:27



12 | achieve

エネルギー効率

1972年に創業したトルコのエリフ社（Elif）は、
フレキシブル・パッケージング・ソリューションのグ
ローバルサプライヤとして、食品・飲料、トイレタ
リー用品、家庭用清掃用品、家庭用ティッシュ
ペーパーなどの業界に革新的なサービスを提供
しています。同社は2004年、それまで3カ所に
分散していた生産施設を統合。トルコ最大の都
市、イスタンブールに最新鋭の技術を導入した
新工場（敷地面積約11万平方メートル）を建設
し、操業を開始しました。
環境への配慮でも業界をリードしているエリフ
社は、その最先端の工場でもサステナビリティに
関する様々な新しい取り組みを導入し、業界の
注目を集めています。例えば、省エネルギー型
乾燥装置をはじめ、空気循環を促進してエネル
ギー消費を抑える改良型屋根システム、環境に
配慮した冷却乾燥システムなどがすでに設置さ
れ、エネルギー消費量の削減に効果を上げてい
ます。また同社は2012年、人権・労働・環境・腐
敗防止の4分野10原則を軸に活動を展開して
いる“国連グローバル・コンパクト（UNGC）”にも
署名しています。 
エリフ社は2010年、アトラスコプコから大規模
熱回収システムを購入することを決定しました。
これはサステナビリティへの取り組みの一環で

ありながら、それとは別の戦略的判断がありまし
た。生産時に大量のエネルギーを使用・放出す
るエリフ社は、エネルギーを効率的に再利用す
るシステムに改善することで、生産性の面でもよ
り高いレベルの工場にしようと考えたのです。
トルコのアトラスコプコでゼネラルマネジャーを
務めるティム・ラストは次のように言います。
「エリフ社からの要望を受け、私たちは2010年、
アトラスコプコ製品シリーズの熱回収システム、最
新4種類の実用性テストを準備・実施しました。
その後、テストの結果を詳細に評価し、技術ミー
ティングを重ね、他社工場にも視察に行きました。
こうした入念なプロセスを経て、エリフ社は私た
ちが提案した見積もりを承認したのです」

この業界最大規模のエネルギー回収システムを
導入したことで、エリフ社はコンプレッサから放出
される余剰熱を効率よく回収し、そのエネルギー
を生産サイクルで再利用できるようになりました。
総エネルギー消費量の削減効果は、生産設備
全体で月平均35パーセント（前年比）にも上って
います。
 「この熱回収システムの導入プロジェクトでアト
ラスコプコを選んだのは、私たちエリフ社が信頼
性の高い、高品質の製品・サービスを提供する

イスタンブールにあるエリフ社の巨
大な最先端施設には、熱回収システ
ムなど多様なサステイナブル機能が
装備されています。同社の顧客の一
つであるコカ•コーラ社がこのプラ
スチックメーカーを「地球に優しい
エネルギーマネージメントサプライ
ヤ」として評価しているのも、アトラ
スコプコの熱回収ソリューションの
おかげです。

パッケージング専門企業のエリフ社は、イスタンブールにある
自社の最先端工場に、燃料使用量とエネルギー消費の大幅削減を
実現する大規模な熱回収システムを導入しました。
この種のシステムでは、初めての設置例です。
文 JEAN-PAUL SMALL　写真 アトラスコプコ

熱回収の実現

JPN12-13_sustainabilityoil free air_0830.indd   12 2013/09/11   11:28



achieve | 13

■10年間で節減される燃料：
300万㎥
■10年間で節減される燃料コスト：
180万米ドル
■プロジェクト総費用：
7万2,222米ドル

熱回収システム導入の
費用対効果（予測）

「この熱回収プロジェクトでアトラスコプコを選んだのは、
当社が高品質の製品・サービスを提供する優れたサプライヤしか

採用しない方針を貫いているからです」
エリフ社の機械エンジニア、アイハム・ユクセル氏

優れたサプライヤとしか仕事をしない方針を貫
いているからです」とエリフ社の機械エンジニア、
アイハム・ユクセル氏は語ります。 
新システムの導入により、エリフ社はCO2排出
量を10年間で3,500トン削減できることになりま
す。また、熱水ボイラーシステム1基の稼働が不
要となったため、このプロジェクトへの投資金も1
年未満で回収できました。■

この熱回収システムは、CO2排出量を導入後
10年間で約3,500トン削減します。 
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人材

中国は何年にもわたって経済指標を次 と々
塗り替え、世界中にニュースを提供し続けて
きました。2012年に全体的な景気減速を経
験したものの、石炭鉱業とインフラ投資が回
復するにつれて、2013年末までに需要が安
定するとみられています。
アトラスコプコ（瀋陽）コンストラクション＆マイ
ニングエクイップメント（Atlas Copco （Shenyang）
Construction & Mining Equipment Ltd.）
のゼネラルマネジャー、マーク・リーとデリック・
リュウによれば、2012年の新政権発足以来、
中国市場では数多くの変化が起こり、今後も
その傾向が続くといいます。リーが語ります。
「新政権は発展モードからサステナビリティ
（持続可能性）と都市化を進めるモードにシ
フトしています」

新たな発展段階を迎えた中国市場。

ここで生まれるチャンスをつかもうと、アトラスコプコは

独自の手法で優秀な人材の確保に取り組んでいます。

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

さらにリュウが付け加えます。
「これまで中国は輸出主導で経済発展を
遂げてきました。しかし新政権は、内需拡大
と都市化に重点を置く方針を打ち出してい
ます」
中国では現在、急ピッチで都市化が進行し

ています。大都市に住む人の割合はこの10
年で総人口の36％から50％近くに増加。この
傾向が続けば、2005年に約5億7,000万人
だった都市人口は、2025年に9億2,500万
人になると言われています。増え続ける中流
層は、その大部分が都市部で暮らし、2030
年までに世界の中流層人口の3分の2を占め
るようになるとの予測もあります。
新政権は今後、こうした都市化対策のほ

か、腐敗防止、資産・所得分配の公正化、公

害対策などに重点的に取り組んでいくとみら
れています。
もう一つ議題に上がっているのがサステイ
ナブルな成長です。この方針こそ、GDPと
企業収益に重点を置いていた前政権の政策
を転換する象徴だ、とリーは言います。
小売業においてもサステナビリティに配慮

した企業が好まれるトレンドがある、とリーは
指摘します。この傾向は特に中級品から高
級品の分野で顕著です。
とはいえ、消費者は依然として購買に際し
てコストを重視し、品質のみならず価格面で
の魅力を求めています。そこで地元の製造
業各社は、こうした要素を組み合わせた値打
ちある商品を開発し、矢継ぎ早に市場に投入
し始めています。

人材の宝庫
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アトラスコプコにおけるキャリア
アップの機会は、人材豊富な中
国で労働者を魅了しています。

人材の宝庫
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新政権は、所得を増やして国内の消費需要を
喚起しようと、年率10パーセントの賃金上昇を目
標としています。瀋陽をはじめ製造業が多く集ま
る地域では、人材の獲得競争が激化して、平均
賃金がさらに上昇しています。
若者を引き付けるには賃金の高さだけでは不
十分だ、とリュウは指摘します。
「就職を希望する若者たちは、職場環境の良さ
にも注目しているのです」
アトラスコプコも昨年、カフェテリアやミーティン

グルーム、エルゴノミクスを考えたチェアやデス
ク、観葉植物などのグリーンを豊富に備えたオ
フィスに移転しました。
「一流の人材を獲得したいと考える企業にとっ
て、オフィス環境を整備するのは今や必須事項
です。失業率がかなり低く、売り手市場ですから
ね」（リュウ）
業界での評判が高いアトラスコプコは、他社

と比べて採用活動を有利に進められるポジショ
ンにいます。それでも、マネジメントなど特定のス
キルを持つ人材を探し出すのは困難です。それ
に加えて、エンジニアリングはもはや若い世代に
とってそれほど魅力的な分野でなくなっている、
とリュウは打ち明けます。
「若者たちの多くは、デスクに座ってばかりでな
く、他の人とコミュニケーションを取りながら仕事
をしたいと考えています」
上海にあるアトラスコプコ柳州テックマシーナ

リー（Atlas Copco's Liuzhou Tech Machinery）
のカスタマーセンターでゼネラルマネジャーを務
めるジェニー・ホンは、若い人たちに所属意識を
持ってもらい、明確なターゲットに基づく目標を与
えることが重要だと言います。
「中国に投資して市場に深く関わる決定を下し

たアトラスコプコは、若者たちに大いにアピール
しています。彼らがアトラスコプコに大きな魅力
を感じているもう一つのポイントは、グループ内に
様々な職種の求人があるため、キャリアアップの
機会が得られることです。これは優れた人材を
引き付けるだけでなく、私たちにとっても長期に
わたって彼らを雇用し続ける助けになります。自
らを成長させてくれる企業が今、求められている
のです」
アトラスコプコは賃金の面で業界一というわけ
ではありません。しかし、社員を適切に扱い、能
力に見合った待遇と報酬、そして数多いキャリア
アップの機会を用意することで、多くの才能を引
き付けておくことができるとホンは言います。買
収を通じて8年前にアトラスコプコに入社した彼
女自身も、自分がこの会社で働き続けているのは、
「信頼、尊敬、そして明確な将来像があるから

だ」と語ります。
ホンは、中国経済が発展するにつれて、管理
職とレベルの高い専門家に対する需要がますま
す高まると考えています。今日の上海では人口
の4分の1が大卒です。ホンの言葉を借りれば、
企業は広大な人材プールの中から自由に人を
選択できるということなのです。
同時に彼女は、雇用格差を埋めるために、い

つかは外国人を雇い入れる必要が出てくるとも
考えています。
「若い中国人エンジニアを支援する、会社固有
の技術マネジャーが求められるようになるでしょ
う。そうした人々がいれば、中国製品が海外の
製品と肩を並べられるようになります」  ■

アトラスコプコ（瀋陽）コンストラクション＆マイニン
グエクイップメントのゼネラルマネジャー、マーク•
リー（左）とデリック•リュウ

「新政権は現在、

内需拡大と都市化に重点を置いています」
アトラスコプコ（瀋陽）
コンストラクション＆マイニングエクイップメント、

カスタマーセンター、マーク・リー

大中華圏における事業の概要
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グローバルなサポート

Androidスマートフォンを最近購入した方が
いたら、それはアトラスコプコの機器を使用して
製造されたものかもしれません。その可能性は
大いにあります。
スマートフォンとフィーチャーフォンの製造で世
界をリードするサムスン社（Samsung）は、人気
の高いGalaxyハンドセットをはじめ、その他の多
種多様な携帯電話の組み立てにアトラスコプコ
の制御システムとスクリュードライバを使用してい
ます。2012年2月に締結された契約に基づき、
アトラスコプコは約2,500個のMicroTorqueス
クリュードライバユニットをサムスン社に納入。今
後も継続的に発注される予定です。
これらのスクリュードライバは、韓国、中国、イン

ド、ブラジル、ベトナムにあるサムスン社の工場で
使用されています。サムスン社は現在、全世界
で販売される携帯電話の約4分の1を供給。調
査会社ガートナーによれば、2012年の販売台
数は3億8,000万台を超えています。
サムスン社グローバル製造サポートチームの

モバイル部門に所属するオー・チャンウォン氏は、
アトラスコプコのグローバルサポートの能力にサ
ムソン社は非常に満足していると語ります。
「当社のモバイル部門は、過去4～ 5年にわ
たってスマートフォン事業に集中的に投資し、常

に生産性の向上と品質の改善に注力してきまし
た。当社はアトラスコプコが提供する品質、価
格、納期、グローバルなサポートなどにとても満足
しています。だからこそ、最終的にビジネスパー
トナーに選んだのです」
取引開始に先立つ2011年、サムスン社からア

トラスコプコに、他のサプライヤ2社と共同開発
プロジェクトに参加しないかという要請がありまし
た。韓国のアトラスコプコで産業機器事業部担
当ゼネラルマネジャーを務めるケニー・チャンが
当時を振り返ります。
「もちろん私たちは参加しました。このプロジェク
トを通じて、当社の信頼性、耐久性、世界的な
事業展開、サポート能力などがテストされ、結果
的にアトラスコプコはビジネスパートナーの契約
を勝ち取り、世界中のサムスン社の拠点へ製品
を供給することになったのです」
チャンは、この地域におけるアトラスコプコの
強みは、お客様の特定のニーズに対応する能
力、迅速な対応、グローバルな事業展開、業界
での高い評判だと語ります。 
オー・チャンウォン氏は最後に、サムスン社とア

トラスコプコが将来、緊密に連携して数々の共
同プロジェクトに取り組んでいくことを楽しみにし
ていると語りました。■

Samsung Galaxy S4

世界をリードする携帯電話メーカーのサムソン社がスクリュードライバの

供給パートナーを選定した際、品質、価格、サポートの点で他社を凌駕し、

契約に至ったのはアトラスコプコでした。
文 DANIEL DASEY　写真 サムスン社

「ビジネスパートナーであるアトラス
コプコの品質、価格、

納期、グローバルなサポート、すべ
てに満足しています」

サムスン社グローバル製造サポート
チーム、オー・チャンウォン氏

完ぺきにフィット
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革新

アトラスコプコでは、どのように技術革新を
推進・奨励していますか？
ウィム　そもそも、社内で技術革新を推進する
必要はあまりないのではないかと私は思っていま
す。技術革新はアトラスコプコのDNAに組み込
まれていますから。
ペトラ　私たちは常に、何事ももっと優れた方法
でできるはずだという信念を持っています。そし
て当社には、技術革新に取り組むことが評価さ
れる環境があります。
技術革新を推進するには、事前開発プロジェ

クトを利用するのも手です。エンジニアが厳しい
納期に追われることなく大きなリスクを取って新し
いアイデアをテストすることができるからです。ま
た、技術革新にはコミュニケーションも重要です。
一人のアイデアだけでなく、様々なアイデアを組
み合わせることで、革新的なソリューションが生
まれます。
マッツ　アトラスコプコでは、プロジェクトの進行
に複数の部門が関わります。様 な々部門や役職
のメンバーが参加し、通常は外部パートナーも加

わります。多種多様な人材が関与することで、い
ろいろなタイプの思考を取り入れることができる
のです。

技術革新を生む企業文化ができた要因は？
ペトラ　アトラスコプコは大企業ですが、社風は
まるで起業家精神に溢れた小さな企業です。
ウィム　変革と革新をし続けなければならない
という共通認識もあります。
ガイ　自己満足することはほとんどありません。
ペトラが言ったように、私たちにはもっと優れた方
法が必ずあるという思考が身に付いています。
アトラスコプコは新製品から一定のビジネスを創
出することを定めたKPI（重要業績評価指標）
を設けています。この指標を評価して技術革新
を促しているのです。

エンジニアにとってアトラスコプコで働く魅
力は？
ガイ　アトラスコプコは多国籍企業で、組織構
造上は大企業そのものです。しかし、一つのビル

アトラスコプコの研究開発担当者4人に、

技術革新を生み出す当グループの企業文化について、

そしてアイデアを市場での成功に結び付けるのに

必要な条件について話し合ってもらいました。

文 CARI SIMMONS　イラスト GETTY IMAGES

ウィム・バウウェン
コンプレッサ事業、研究開発および
共有エンジニアリングサービス担当
副社長

ペトラ・カステンソン
産業機器事業、事前開発担当プログ
ラムマネジャー

マッツ・シェルマン
土木鉱山機械事業、エンジニアリン
グサービス担当副社長

ガイ・ラップス
建設機械事業、テクノロジ＆イノベー
ションマネジャー

ディスカッションに
参加したメンバー

創造をもたらす精神

「私たちはアイデアを
取り扱うための

専門プロセスを設けていて、
フォローアップするものを
決めるのに役立てています」

「技術革新には
コミュニケーションも

重要です」
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にマーケティング、エンジニアリング、製造などす
べての機能を備えた比較的小さい単位で仕事
をしています。部門間の距離の近さは他の大企
業ではあまり見られないものです。 
ペトラ　だからこそ、エンジニアはアイデアの段
階からお客様が使用する段階に至るまで、製品
やソリューションの全行程を追うことができます。
これはとてもいい刺激になります。

ある製品を開発すべきかどうか、いつわかり
ますか？
マッツ　技術革新を裏で支える強力で情熱的

な推進者がいる時は、そういう予感がしますよ。
それがお客様である場合も、当社の社員である
場合もあります。もちろん、判断基準はそれ以外
にも数多くあります。
ペトラ　最も重要な判断基準は、お客様のニー
ズです。開発する製品がお客様のニーズを十
分に満たすものか、お客様に変革をもたらすか、
ということを知る必要があります。 
ウィム　もう一つの有力なシグナルは、技術革
新に対するお客様の投資意欲です。お客様の
多くは、ニーズを抱えながら、それを満たすもの
に投資する準備ができていません。

革新的なアイデアの選定方法は？
ウィム　アトラスコプコでは、アイデアを取り扱
うための専用プロセスを設けていて、フォロー
アップするものを決めるのに役立てています。
ガイ　あらかじめ方向性を定めることで、優れ
たアイデアを瞬時に感じ取り、その優先度を上
げることができます。私たちは社内で寄せられ
た技術革新のアイデアを「プッシュ」タイプと呼
んでいます。それ以外にも、お客様、サプライ
ヤ、大学など社外から寄せられ
た「プル」タイプのアイデアもあり
ます。

「一人のアイデアだけでなく、
様々なアイデアを
組み合わせることで、
革新的なソリューションが

生まれます」

「開発する製品が
お客様のニーズを
十分に満たすものか、

お客様に変革をもたらすか、
ということを知る必要が

あります」
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なぜアトラスコプコは研究開発で外部パート
ナーと協力しているのですか？
ガイ　何もかも自分でこなし、すべての分野の
専門家となるのは不可能です。物事が目まぐる
しく変化する現代においては、社外にも協力を
求め、アンテナを張り巡らせて、外部から新しい
情報と技術を得る必要があります。すべてを自
社開発で済ませられる時代は終わったと断言し
ていいでしょう。
ペトラ　私たちは、優れた最先端技術を持つ
組織や人材と協力する必要があるのです。

外部パートナーにはどのようにアイデアを提
供していただいていますか？
ペトラ　技術セミナーに大学やサプライヤを招
き、最新の技術や傾向について発表していただ
いています。
ガイ　また、アトラスコプコのWebサイトの技術
革新セクションには、アイデアを投稿するページ
があります。これは、大学ネットワークと関わりを
持たない新興企業や一般企業が利用するのに
適しています。 
マッツ　この業界でわからないことがある場
合、Webサイトを利用するととても便利です。そ

うすれば、アトラスコプ
コに連絡を取って確実

に返事を受け取ることができます。

社外の方がアトラスコプコにアイデアを寄せ
るメリットは何ですか？
マッツ　技術革新をより迅速に製品化できま
す。
ペトラ　そして、アトラスコプコのグローバル販
売チャネルを使えば、製品を世界中で販売でき
ます。また、当社はお客様窓口を用意している
ため、新しい技術を早い段階からお客様ととも
にテストできます。 
ウィム　技術革新の発案者は、アイデアの価
値を過大評価する傾向があります。反対に、そ
の製品化に必要なものを過小評価しがちです。
アトラスコプコでは、技術的な視点だけでなく、
設計、テスト、製造、マーケティング、販売、サー
ビスといった各種要因も考慮して、必要なもの
を把握しています。当社が提供するのは、アイ
デアに対する多元的な評価です。その大部分
が、発案者一人でやろうとしても不可能なもの
です。
例えばアトラスコプコは、より小型でエネルギー
効率に優れたエア供給用ターボコンプレッサシ
リーズを発表しました。この技術革新を開始す
るにあたって、長期にわたり流体力学に投資しま
した。その結果、性能が大幅に向上した機械を
作ることが可能になりました。■

「すべてを自社開発で済ませられ
る時代は

終わったと断言していいでしょう」
テクノロジ＆イノベーションマネジャ

ー、ガイ・ラップス

■ガイ　私が気に入っている技術革新は、
Hard Hat保護カバーです。レンタルをご利用
のお客様の意見を取り入れ、キャノピの素材
を回転成形ポリエチレンに変えることで、製品
全体の強度が増し、魅力と再販価値を高める
ことができました。仕事以外でのお気に入り
の技術革新は愛用の iPad。

 

■ウィム　給油式
とオイルフリーのス
クリュコンプレッサ
です。何十年にもわ
たって注ぎ込まれて
きた技術革新はすばらしいものです。仕事以
外では、私もiPadの技術革新が大好きです。

■マッツ　鉱業用機械Coprodは、トップハ
ンマの高速さく孔とダウンザホールハンマの
せん孔品質を取り入れています。この技術

革新により、お客様はこのメリットの
二者択一を迫られるこ
とがなくなりました。
仕事以外でのお気
に入りは愛用のゴ
ルフクラブです。

■ペトラ　ピストルグリップを備えた高トルク
の組み立てツールTensor Revoです。この技
術革新のポイントは、核となる技術を新しい方
法で利用したことです。
モータとギアを新しい位
置に配置したり、トルク
値や筐体素材を変えたり
しました。仕事以外では
愛用のスキーブーツ。こ
れほど創意工夫を凝らし
た楽しいものはありません。

お気に入りの技術革新
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コラボレーション

製品やソリューションを開発する際、アトラスコ
プコの研究開発とインダストリアルデザインの各
チームは、社外パートナーと頻繁にコラボレーショ
ンします。そうすることで、最先端の技術やアプ
リケーション、さらには最良のノウハウを最終製
品やソリューションに組み込みます。社外パート
ナーの中には、サプライヤ、大学、研究者、お客
様などが含まれます。
このような事例の一つに挙げられるのが、
ディーイーアイエフ社（DEIF）、ならびにユー
ザエクスペリエンス設計のデザイン・ピープル社

（Design-people）とのコラボレーションによって
開発した新しいハイエンドのポータブル式電力コ
ントローラです。
このプロジェクトの目標は、ポータブル式のコン
プレッサ市場向けに、過酷な環境に耐え、シンプ
ルで直観的なユーザー操作を備えたトップクラス
の制御装置を開発することでした。
「私たちは、使いやすさ、診断機能の性能、設
定機能、接続性の点で、ユーザーに真の付加
価値を提供したいと考えました」と言うのは、アト
ラスコプコ ポータブルエネルギーのテクノロジ＆

イノベーション部門でコーディネータコントローラ
を務めるマルニックス・ドムスです。 
アトラスコプコは、ハードウェアとソフトウェアの
開発をパートナーのディーイーアイエフ社に依
頼しました。両社の取引関係は、2002年に最
初のコントローラを共同開発した時に始まりまし
た。それ以来、両社は多様なコントローラとアプリ
ケーションを共同開発してきました。 
ディーイーアイエフ社のビジネスサポート＆キー

アカウント部門でキーアカウントマネジャーを務め
るアンダース・H・オドゴード氏は次のように述べ
ています。
「社外パートナーと協力する利点の一つは、知
識を共有し、両社のスキルを利用できることです。
お互いが補足し合うことで構想が拡大します。
当社とアトラスコプコはこのプロジェクトを通じて、
信頼できるパートナーシップなしには実現の難し
い新しい技術やアプリケーションを
開発することができました」

専門的技能を備えた社外パートナーとのコラボレーションは、

アトラスコプコの可能性をさらに広げます。

文 CARI SIMMONS　イラスト ISTOCKPHOTO　写真 アトラスコプコ

アイデアをカタチに
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またこのコラボレーションではデザイン・ピー
プル社が、コントローラに搭載する新しいディス
プレイのユーザー対話処理を改良し、可能な限
り直観的に操作できるようにしました。デザイン・
ピープル社の戦略ディレクター兼CEOで、インダ
ストリアルデザイナーのクラウス・シュローダー氏
が言います。
 「操作概念を最大限単純化することで、ユー
ザーはその機械を頑丈で信頼できると感じます」
アトラスコプコのアプリケーションについて理
解を深められるよう、パートナー向けに実施した
様 な々研修会を含め、約16カ月に及ぶ開発期間
を経て、新シリーズのハイエンドコンプレッサコント
ローラの構想が現実のものとなりました。この新
しいコントローラは、ユーザーにとっての使いや
すさと高度なテクノロジを併せ持ち、高い信頼性
と過酷な環境に対する耐久性を兼ね備えていま
す。さらに、熱や冷気、湿気、大きな振動、衝撃へ
の耐性があり、様 な々機能が強化されています。

その他の社外パートナーとのコラボレーショ
ン例として、ドイツのダイムラー・クライスラー社
（Daimler Chrysler）との画期的な組み立て用ド
リルの開発や、ボーイング社（Boeing）とのポジ
ティブフィードドリルの共同開発が挙げられます。
多くの新製品がお客様の具体的なニーズか

ら生まれます。すべてのニーズを満たせるよう、
お客様との連携は開発の初期段階から始まりま
す。ボーイング社との共同開発に際して、アトラス
コプコの開発チームは数回にわたってボーイン
グ社の技術チームを訪問し、航空産業のニーズ
について話を聞き、開発中の製品のテストを依頼
しました。 
その結果完成したツールは、修理の際にも予
備のツールが不要なモジュラー式設計です。こ
の製品が航空業界のニーズにマッチすること
は、ボーイング社とのコンサルティングで確認され
ました。ボーイング社はこのドリルを大量に購入
し、新しいモデルも現在開発中です。■

■お客様とのコラボレーションは、新製品の開
発にとどまりません。アトラスコプコは、サービ
スの分野でもお客様とコラボレーションするこ
とによって、新しいソリューションを生み出し
ています。
例えばアメリカでは、いくつかの建設機器

メーカーと協力して、サービス製品を開発して
います。
お客様のコンプレッサ、発電機、油圧式ア

タッチメントを修理する工程には、検査、コン
ポーネントのクリーニング、塗装、再組み立て
などがあります。
「このような修理をどの範囲でするのが適切
であるかを判断するには、お客様との入念なや
り取りが欠かせません」とアトラスコプコの建
設サービス担当副社長であるマット・セドナム
は話しています。
建設機器メーカーと緊密に協力してニーズ

に対応することにより、パートナーとの関係が
強固になるだけでなく、他のより大規模な建設
機器メーカーに提案できる革新的なサービス
プログラムが生まれる可能性もあります。

サービスでもコラボレーション

Xc3003コントロー
ラは、外部パートナー
2社との協力によって
開発されました。
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エネルギー効率 

FCCエンバイロメント社は、アトラスコプコの

フィルタソリューションを使用して、ノッティンガムの

廃棄物を効率よくエネルギーに転換しています。

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

廃棄物を有効活用
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イギリスのFCCエンバイロメント社（FCC 
Environment）は、リサイクルと廃棄物処理の
技術をリードする企業です。同社は、アトラスコ
プコが提供するエネルギー効率の高い最新の
コンプレッサとフィルタソリューションを使用して、
ノッティンガムにある処理場で廃棄物をエネル
ギーに転換しています。
同社の施設から排出されるエネルギーは熱と
蒸気に転換され、化石燃料を必要としない発電
に使用されます。この施設は39年前の開設以
来、埋立地に投棄される廃棄物を500万トン削
減してきました。
FCCエンバイロメント社の施設では、空気品
質が極めて重要です。給気が汚染された場合、
燃焼排ガス監視に不可欠な機器に影響を及ぼ
し、同社の環境ライセンス条項に違反する危険
性があるからです。
同社は圧縮空気のニーズを満たすにあたり、

自ら設定した高い基準に対応する必要がありま
した。アトラスコプコに白羽の矢を立てた理由は
そこにあります。
施設には2台のスクリュコンプレッサを設置し

ました。1台は固定速度の装置で、もう1台は
ユーザーの要求に合わせて出力を調整してエ
ネルギー効率を最適化するインバータ駆動装置
付きです。システムは3台の垂直エアレシーバの
ほか、使用時点で最高レベルの乾燥空気が供
給されるように、マイナス70度の露点が保証さ
れた乾燥剤式ドライヤ3台で補強されました。こ
れらをさらにアトラスコプコの最新の粒子フィルタ
と融合フィルタに接続し、排水の汚染を防止す
るため、EWD復水管理システムを設置して環
境保護対策を施しました。

FCCエンバイロメント社は、アトラスコプコの新し
いフィルタシリーズを設置した初期コンプレッサ
のユーザーです。この画期的なフィルタは、
従来の融合フィルタや粒子フィルタと比
べて圧力損失がわずか半分になるよ
うに設計されています。その結果、大
幅な省エネルギーにつながります。
アトラスコプコのコンプレッサ事業
サービスのセールスエンジニアであ
るアラン・バーキルは次のように振り
返ります。
「潜在的なニーズについて検討を始
めた時、誰もが重要だと考えたのがライ

フサイクルコストとエネルギー効率でした。アトラ
スコプコは、お客様にとってコストを最小限に抑
制できる画期的なソリューションを提案しました。
そのソリューションの重要で不可欠な要素が、エ
ネルギー効率の高いフィルタです」

イーストクロフトにあるFCCエンバイロメント
社の施設から発生した蒸気は、国立アイスセン
ターをはじめ、ノッティンガムの多くの公共施設で
使用されています。
またこの蒸気は、自然本来の涼しい気候に影
響を与えることなく、5,000世帯に暖房を供給し
ています。
アトラスコプコはいかなるエネルギーも無駄に

しない努力を続ける企業として、この地域で高く
評価されています。
FCCエンバイロメント社のメンテナンスマネ

アトラスコプコはFCCエンバイロメント社に対し、
エアコンプレッサ、エアレシーバ、フィルタなどトータ
ルなシステムソリューションを提供しています。 
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ジャーを務めるフィリップ・エア氏は次のように
語っています。
「私がアトラスコプコを初めて知ってから23年に
なりますが、いつも変わらず、どの点から見ても
優れた品質のサービスを提供してくれます」  ■

■フィルタは、アトラスコプコの革新的な省エネルギーソリューションの重
要な要素です。 

アトラスコプコのフィルタ

ヘッドは効率の高い設計
で、圧力損失を低減する
ことでランニングコスト
を削減します。

現行のフィルタに
は6層のフィルタ
メディアが搭載さ
れ、性能を確かな
ものにしています。

内部リブは、構成部
品を損傷から保護
し、落下したオイル
を誘導します。 

アトラスコプコのフィルタに関する情
報提供ビデオ（英語）をYouTubeでご
覧いただけます。スマートフォンで右の
QRコードをスキャンしてください。

廃棄物から発生し
た蒸気によって、国
立アイスセンターを
はじめとする同地
域の多くの家庭や
企業に電気が供給
されています。

「私がアトラスコプコを
初めて知ってから23年に
なりますが、いつも変わらず、
どの点から見ても優れた
品質のサービスを
提供してくれます」
FCCエンバイロメント社のメンテナンスマネジャー、
フィリップ・エア氏
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自動化

技術の自動化が進むことで、投資コストが減り、機器の寿命が伸び、

安全性、燃料効率、信頼性が高まります。

文 MICHAEL MILLER & ULF WIMAN　写真＆イラスト アトラスコプコ

地下採鉱は危険を伴う仕事です。管理者に
とっても、鉱山労働者と機械が地下で進めて
いる作業をタイムリーに把握するのは困難で
す。お客様がこの難題に効率的に対処でき
るように、アトラスコプコは現場作業の自動化
と統合を可能にする製品やシステムの開発
に取り組んでいます。
自動化技術によって、地下作業を手掛ける
会社は機械のオペレータを危険な場所から
遠ざけることができると、アトラスコプコの地下

土木機械事業エリアで自動化担当プロダクト
ラインマネジャーを務めるジュリアン・レイノル
ズは言います。
アトラスコプコは現在、スイスに拠点を置

く多国籍企業ABB社と提携して、「坑内モ
バイル機器統合（Underground Mobile 
Equipment Integration）」というプロジェクト
を進めています。ABB社は基礎となる自動
化開発プラットフォームを持っています。これを
活用することで、アトラスコプコは鉱山労働者

や機械を監視・制御するためのプラットフォー
ムを完成させることができます。ABB社はこ
のプロジェクトのプロセス制御部分に関わり、
アトラスコプコは機械からのデータの収集と
転送に重点的に取り組むことになります。
アトラスコプコとABB社が描く採鉱作業の

“自動化と統合”が実現すれば、鉱山労働者
の危険性が少なくなり、管理者はより効率的
に、そしてタイムリーに地下で何が起こってい
るかを知ることができるようになるでしょう。■

地下作業の自動化

自動化の今日と未来
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鉱山機械を遠隔操作することによって、採掘作業の生産性が増大し、オペレータ
を危険な場所から遠ざけることができます。
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文書化の改善

トルコの電力

コンプレッサのデータを
モバイル端末へ
アトラスコプコのコンプレッサやドライヤなどの
機器の操作を、時間や場所に関係なく、手元の
スマートフォンやタブレットで簡単にモニタリング
できたらと想像してみてください。近い将来の
話？ いいえ、実はすでに実現しているのです。
Elektronikon®アプリは、アトラスコプコ初のコ

ンプレッサ市場向けモバイルアプリです。これを
インストールすることで、モバイルデバイスとアトラ
スコプコのコンプレッサやドライヤのコントローラ
がダイレクトにつながります。これまでもコンプレッ
サのオペレータは、機器の動作をElektronikon 
Mk5コントローラを通じてイントラネット上で監視
できました。このアプリを使えばさらに、運転時間、
アナログ入力、稼働状況や停止状況など機器の
状況をリアルタイムで監視することができます。
Elektronikonコントローラとアプリは32の
言語に対応。Apple iOSおよびAndroidモ
バイルデバイス用に設計され、App Storeか
Google Playから無料でダウンロードできます。
Mk5 Elektronikonコントローラを搭載した従来
のアトラスコプコ製コンプレッサをお持ちのお客
様も、ソフトウェアを更新した後でこれらのアプリ
をご利用いただけます。■

トルコ北部で建設が進んでいるカルギ
（Kargi）水力発電所は、およそ15万世帯に
電力を供給するため、年間4,700億ワット／時
の発電量を目標としています。
同発電所の元請負業者はヨーロッパで最
大の再生可能エネルギー電力会社であるノル
ウェーのスタットクラフト社（Statkraft）で、トル
コの建設会社グレルマック社（Gülermak）が
首都アンカラの中心地から200キロ北東の地
でトンネル掘削を担当しています。
それまでのトンネル掘削機でいくつか問題

を抱えていたグレルマック社は、この大規模プ
ロジェクトを遂行するにあたって、アトラスコプ
コの完全に自動化されたコンピュータ制御ドリ
ルリグに切り替えました。同社の地質学チーフ
エンジニアであるオマール・イエネ氏は次のよ
うに言います。
「アトラスコプコを選んだ最大の理由は、豊か
な経験を持っているためです。アトラスコプコ・
トルコのサービス範囲は他社を凌駕しており、
品質面でも最高レベルだと確信しています」
グレルマック社は現在、アトラスコプコの

Elektronikonアプリを
使えば、機器の状

態をリアルタイムで知る
ことができます。

締固めの結果は、ポータブル圧密アナライ
ザユニットの画面に直接表示されます。記
録されたデータは、メモリカードを使用して
デスクトップコンピュータに簡単に移行で
きます。
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Boomer切羽掘削リグを使用して、長さ11キ
ロ、切羽面104平方メートルのトルコ最大のト
ンネルを掘削しています。
「作業の過酷さと重大性を考えたら、最高
の機械を用意しなければならないと考えまし
た。注文したBoomer切羽掘削リグが工事現
場に到着したその時から、8人のアトラスコプ
コのスタッフたちは、当社のエンジニア、監督者、
そしてもちろん、オペレータを指導する準備をす
でに整えていました。これには感心しました」（イ
エネ氏）  ■

建造物の強度は、その土台の強度を超える
ことはありません。基盤となる土台を強化す
ることは、人の人生においてはもちろん、建物
や道路の建設工事においても重要なポイント
です。
土壌の締固めは、道路工事の品質を保証
するために、常に正しい方法で実施されな
ければなりません。しかし、スウェーデン国立
道路運輸研究所（Swedish National Road 
and Transport Research Institute）は報
告書の中で、実施される締固めに関する記
録文書には改善が必要なものが少なくないと
指摘しています。
そこで役立つのが、コンピュータ制御の文
書記録システムです。例えば、アトラスコプコ
の圧密アナライザ（DCA）システム。このシス
テムでは、締固め結果やパスの数などデータ
の処理と記録に欠かせない様々な情報を調
べる測定器としてローラーを使用します。ま
た、GPS情報をポジショニングに活用すること
で、測定結果を地図や図面に表示することも
できます。
個々のプロジェクトのパス数を知っておくこ

とは、請負業者にとって大きな利点となります。
パスの数が少な過ぎるとその結果として品質
低下につながり、最悪のケースでは高額の損

害賠償責任を負うことにもつながります。だか
らといって、必要以上にパスを増やすのは時
間、コスト、燃料の無駄であり、機器の余計な
損耗の原因にもなります。
ノルウェー南西部のヴェストランにある
大手掘削会社、ヴァスバック＆ストール社
（Vassbakk & Stol AS）は、アトラスコプコ
のDCAシステムを活用しています。コペルビ
クにある同社の本社でトレーニングコーディ
ネータを務めるヨン-オーグ・オデゴード氏は次
のように言います。
「作業の文書記録をスムーズに、また効率的
に提供できるおかげで、大きなプロジェクトをい
くつも勝ち取ることができました」
DCAシステムは、予備調査のために使用
することも、プロジェクト全体の効率性と品質
を制御する運用基盤に使用することもできま
す。このシステムによりオペレータは、締固めし
た領域に関する概要がわかります。また、ロー
ラーの場所が常に表示されるだけでなく、前
のパスの場所も表示されるため、作業全体を
容易に進められます。
このように様々な機能を備えるDCAシステ
ムは、文書記録が不要なプロジェクトにおいて
も活躍する、優れた締固めツールの一つと言
えるでしょう。■

アトラスコプコの完全に
自動化されたコ

ンピュータ制御ドリルリ
グが長さ11キロ

のトンネルを堀削してい
ます。

ローラーは、衛星ナビゲーション
システムを使用してポジショニン
グされます。

ドラムアクセロメーターは、締固
めた地表の剛性を測定します。 

締固めメーターは、地表の支圧強度を
測定します。
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お客様第一

トップクラスのサプライヤがお客様のビジネスに精通すれば、そのサプライヤはお客様にとって

戦略的リソースとなります。アトラスコプコとフォード・モーター社の

一部門の関係はその一例です。

文 MICHAEL MILLER　写真 アトラスコプコ、フォード・モーター社

車両の動力源であるエンジンは、
パワートレインを構成するコン
ポーネントの一部に過ぎません。

お客様にとって真のサプライヤに
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欲しい商品をはっきりと認識しているお客様に、
それにマッチした商品を販売するのは一つのビ
ジネス手法です。しかし、それよりも困難ながら、
実践する価値の大きな手法があります。お客様
のニーズを十分に理解した上で、そのビジネスを
新しいやり方で前進させるソリューションを販売
することです。
こうしたスキルこそ、アトラスコプコが日々追い
求めているものです。ポール・テイバーはアトラス
コプコのグローバルキーアカウントマネジャーとし
て、乗用車やトラックのエンジン、トランスミッション、
アクスルを製造するフォード・モーター社（Ford 
Motor Company）の一部門、フォードパワートレ
イン（Ford Powertrain）を担当しています。アト
ラスコプコ・ツールズ＆アセンブリ・システムズは、
単純なエアハンドツールから組み立てライン向け
の高度な完全自動制御機器まで、幅広いレンジ
の優れた機器を業界に提供してい
ます。
お客様と連携して作業する場合、

アトラスコプコにとっての最大の課題
は、その業務とプロセスを完全に把握
することです。テイバーは言います。
「特にお客様がグローバルに事業
を展開している場合、ニーズが重層
的で複雑になりがちです。業務の遂
行方法や現在直面している問題点
を真に理解して初めて、その解決方
法を判断できます。お客様を完全に
把握する取り組みは、長年にわたっ
て地域ごとに進められてきました。しかし現在、
当社の重要なお客様の多くは、事業をグローバ
ルに展開する傾向が強まっています。フォード・
モーター社も例外ではなく、一つの地域で成功
したことを世界の他の地域でも同じように実施し
ようとしています」
それに対応するべく、アトラスコプコは世界中
の製造工場に適用できる標準化したソリューショ
ンをフォード・モーター社に提供しようと取り組ん
でいます。
マーク・エアーズは、アトラスコプコ グローバル プ

ロジェクト担当副社長として、ヨーロッパ、北米、中
国、インド、南米の地域アプリケーションセンターを
統括しています。エアーズは言います。
「当社の戦略は、複数のアプリケーションセン
ターの中で一貫性を保つことです。グローバルな
チームと協力することで、どこにでも同じソリュー
ションを同じ品質で提供できます。このことは、
フォード・モーター社のようなお客様とグローバル
に協力する場合、特に重要なスキルです」
テイバーは言います。

「私たちは、フォードパワートレインの製造エンジ
ニアリングプロセスチーム、コアコントロールズエ
ンジニアリングチームと協力して、フォード・モー
ター社の標準化作業を基盤作りから支援してき
ました。最高品質のステーション固定・締め付け
用機器の製作に注力するだけでなく、世界中ど
このフォードパワートレインラインでも、アトラスコ
プコの機器のプログラミングや接続が同じ方法

でできるように、標準化された制御
を組み込みました。これにより、機器
の品質が向上し、発売までの時間
が短縮され、全体のコストを削減で
きました」

テイバーが率いる地域担当キー
アカウントマネジャーのチームは、アト
ラスコプコのアプリケーションエンジ
ニア、プロダクトマネジャー、プロダク
トマーケティングスペシャリスト、サー
ビスチームと連携しています。 
「開発に際して締め付けに何らか

の懸念がある場合や、締め付けプロセスの開発
でサイマルテニアスエンジニアリングの支援を必
要とする場合、また既存システムのエルゴノミク
スを向上させる必要がある場合など、フォード・
モーター社のエンジニアには、
まず私たちアトラスコプコに相
談してほしいと思っています」
（テイバー）
お客様が何か問題に直
面したときや新しいことを始
めようとするとき、真っ先に
思い浮かべられてこそ、そ
のお客様にとって優れた真
のサプライヤだといえるの
です。■

「私たちは、
フォード・モーター社の

標準化作業を基盤作りから
支援してきました」
アトラスコプコ、ポール・テイバー

アトラスコプコのフォー
ドパワートレイン担当グ
ローバルキーアカウント
マネジャー、ポール・テ
イバー

マルチスピンドル
ステーションによ
り、フォード・モー
ター社は世界中
で一貫した締め
付けプロセスを実
現しました。
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注目の人

チリ政府にとって産業、特に鉱業における安全性の遵守
は最優先課題の一つです。2007年に鉱山事故が頻発した
のを受け、鉱業省の地質鉱山局内に安全を監督する鉱業検
査官職が新設されました。チリはすでに大規模な鉱業に対し
て厳しい基準を制定していたため、安全基準自体に不備は
ありませんでした。問題はその運用方法で、特に中小規模の
採掘作業には改善すべき課題が存在していました。
チリ北部にあるラドミロトミック露天掘り鉱山（Radomiro 
Tomic opencast mine）でアトラスコプコの安全衛生担当
上級責任者を務めるハビエル・アラマジョにとって、“安全”とは
“情熱”です。アラマジョが熱く語ります。
「自分の安全を最終的に守る人は誰ですか？ 答えは鏡を見
ればわかります。つまり、自分の安全は自分でしか守れないの
です」 

チリでは、大規模な鉱業に対して

厳しい安全基準が制定されています。

しかし、その運用には常に困難が伴います。

アトラスコプコのハビエル・アラマジョにとって、

“安全”とは“情熱”です。
文 RICHARD SURMAN　写真 NICOLAS WORMULL

備えあれば憂いなし
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「全員が安全基準に従う理由を理解しなければ、
どんな対策をしても役に立ちません」

アトラスコプコのラドミロトミック鉱山プロジェクトの
安全衛生担当上級責任者、ハビエル・アラマジョ

■アトラスコプコのラドミロトミック鉱山
プロジェクト（チリ）の安全衛生担当上級
責任者

■生年 : 1972年

■家族 : 妻、娘2人、息子1人の5人家族

■趣味 : チリ南部で家族と休日を楽しむ
こと

■好きな音楽 : ラテンロック、80～ 90
年代の英国ポップス

■好きな本 : 推理小説とハリー・ポッター

■夢 :子供たちがきちんと育ち、プロフェッ
ショナルな仕事に就いて成功すること

ハビエル・アラマジョ
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ラドミロトミック露天掘り鉱山はアンデス山脈の中腹、海抜
3,000メートルのアタカマ砂漠に位置しています。ここでアラマ
ジョは、世界最大の銅生産量を誇るコデルコ社（Codelco、チ
リ国営で世界最大の銅生産企業）から受注した掘削作業に
従事する社員の安全を監督しています。アラマジョは、仕事
において一人ひとりが安全衛生に責任を持つことの重要性
を強調し、それを達成するには安全衛生の文化が根付いて
いる必要があると話します。
アラマジョはがっしりした体格の真面目な人物で、鉱山で働

く誰もが彼のことを知っています。毎日現場を忙しく動き回り、
アトラスコプコの作業員が関与するあらゆるレベルの活動に
目を光らせています。 
 「私たちは、この仕事が本質的に危険なものであることを認
識しなくてはなりません。家で待つ家族のもとに毎日作業員が
無事に帰れるよう、確認しなければならないのです」（アラマ
ジョ）
アラマジョが常に心掛けているのは、鉱山で働くアトラスコ
プコチームの社員77人が、リスク防止と安全の課題をしっか
りと心に刻んでいるかどうかを確認することです。社員の所
属先は管理からエンジニアリングメンテナンス、ロジスティクス、
運営、そしてアラマジョ自身が所属するリスク防止ユニットま
で。彼の責任は広範囲に及びます。アラマジョは、良い慣行
はアトラスコプコチームの枠を越えて、鉱山で働く全員に好影
響を与えると強調します。 
「危険な環境では、全員の安全は互いに関連しています。
私たちアトラスコプコチームが模範を示すことで、これまでにも

鉱山全体の安全基準に良い影響を与えられたのではないか
と思っています。優れた安全ポリシーとは、作業を共にする全
員が心に刻み行動するようなもののことを言います。ポリシー
なんて自分には関係ないと思う作業員が一人いるだけで、そ
の現場は危険に満ちたものになってしまうのです」
アラマジョは、情熱的な口調で次のように締めくります。
「全員が安全基準に従う理由を理解し、自分と仲間の安全
について責任を持たなければ、どんな対策をしても役に立ち
ません。これを達成した上で、機械や設備のメンテナンスに最
善を尽くせば、この過酷な作業環境でも安全性を最大限に
高めることができます」  ■

■アトラスコプコグループは、労働安全衛生評価シリー
ズ18001とISO14001の認証を取得しており、その安
全性、健康、および環境システムのレベルの高さは世界
的に認められています。
アトラスコプコグループ各社は、社員を対象に安全
性と健康の自覚を促すための関連トレーニングを積極
的に実施しています。監督者と作業員は、機械と設備を
最高の状態に保ち、企業ポリシーに記載された作業の
安全慣行をすべて遵守する必要があります。
すべての作業員は担当する作業分野に関するトレー
ニングを十分に受けており、グループ各社は安全性と
健康に関するすべての対策と手順が作業場に完全に導
入され、浸透しているかを常にチェックし、その徹底に
努めています。

認証済みの安全性

現場の作業員に慎重に
作業することの重要性
について説明する、安
全性・健康担当上級責
任者のハビエル・アラ
マジョ。
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Jobba med utmaningar i världsklass

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

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

革新、そして信頼と絆の140年

アトラスコプコグループは、2013年2月に創業140周年を迎え
ました。アトラスコプコの成功の歴史は、革新の歴史です。製品や
サービスの改善につながる課題やアイデアを、日々私たちに与えて
くださっている170カ国以上のお客様に心より感謝いたします。

世界各地域のアトラスコプコはこれからも、大切なパートナーであ
るお客様のサステイナブルな生産性向上の実現に全力を尽くしま
す。少なくとも、次の140年間は、お客様の期待を超える価値を
提供し続けることをお約束します。

アトラスコプコの
革新についての詳細は
サイトをご覧ください。
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予防メンテナンス

エア・リキード社では予防メンテナンスを実施する際、

細部まで注意深く調整し、確認を繰り返します。

文 アトラスコプコ　写真 アトラスコプコ、GETTY IMAGES

■1902年に設立されたエア・リキード社は、医療産
業、化学産業、電子機器産業で使用される産業用ガス
を生産しています。主要製品は酸素、窒素、水素で、そ
れらを顧客向けにパッケージ化して販売しています。
本社があるのはフランスのパリで、80カ国以上で

4万6,000名以上の社員が働いています。2011年
には、140億ユーロ以上の収益を上げました。 

エア・リキード・ポルトガル社は1923年に設立さ
れ、現在3万5,000社を超える顧客を抱えています。

エア・リキード社について

準備がすべて
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エア・リキード社は、メチ
レンジフェニルイソシアネート
（MDI）の製造で使用される一酸
化炭素を供給しています。MDIは接
着剤や床張り材から、自動車の座席、
スケートボードの車輪まで、あらゆ
るものに使われるポリウレタン
の製造に使用されます。
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ポルトガル北部のシルバーコーストに位置する
エシュタレジャ。冷え込みが厳しい11月の午後、
街が静寂に包まれている中、エア・リキード・ポル
トガル社（Air Liquide Portugal）の化学工場
は忙しく活気に満ちていました。工場マネジャー
のルイス・フェレイラ氏が率いるチームが、“ター
ンアラウンド”と呼ばれる予防メンテナンスを実施
しているのです。
このターンアラウンドをするには工場を33日間
停止しなければなりません。しかしこのプロセス
は、最も重要な機械であるアトラスコプコの遠心
式ガスコンプレッサをはじめ、すべての生産機器
が問題なく稼働し続けるのに欠かせません。
どのような産業でもスムーズな稼働が重要で
す。しかしエア・リキード・ポルトガル社のケース
は特殊です。同社は1923年に創業した地元
を代表する企業で、敷地内には同じく地元の
化学薬品メーカーであるコンパニア・ウニアン・
ファブリ社（Companhia União Fabril：CUF）
と世界的大企業であるダウ・ケミカル社（Dow 
Chemical）の施設もあります。
3社は単に敷地内で隣接しているだけではな

く、ビジネスパートナーでもあります。2009年、3
社がそろって事業規模の拡大に取り組むとい
う重要な協定を結んだ後、エア・リキード社が
エシュタレジャでは3カ所目となる化学工場を設
立。同工場が一酸化炭素と水素を製造し、それ
をコンパニア・ウニアン・ファブリ社とダウ・ケミカ
ル社が処理して様々な化学製品を製造します。
つまり、エア・リキード社の生産工程で技術的問
題やダウンタイムがわずかでも発生すると、他の
2社に影響を与えてしまうのです。 
工場の中核部分に導入されたアトラスコプコ

のコンプレッサは、長い生産チェーンの中で最も
重要な部分の一つです。コンプレッサのサポート
により、エア・リキード社は一酸化炭素をダウ・ケミ
カル社に供給し、ダウ・ケミカル社ではそれを使っ
てメチレンジフェニルイソシアネート（MDI）を製
造します。この有機化合物はその後、ポリウレタ

ンの製造に使用されます。ポリウレタンは、接着
剤や床張り材から、自動車の座席、スケートボー
ドの車輪まであらゆるものに使われています。
メチレンジフェニルイソシアネートの主要原料
は、エア・リキード社の水素を使用してコンパニ
ア・ウニアン・ファブリ社が製造するアニリン化合
物です。
この複雑な生産工程の相互作用を完ぺきに
機能させるため、予防メンテナンスを慎重に計画
しなくてはなりません。ターンアラウンドは2年ごと
に実施されます。2011年後半にフェレイラ氏の
チームが実施したのが、この工場初のターンアラ
ウンドでした。
準備期間中、予備部品を注文して確保し、

ターンアラウンドのスケジュールを細部まで調整
して、確認を繰り返します。たった1個の部品の
欠品や細部の見落としがあれば、時間とコスト
の面でエア・リキード社とその顧客に多大な損害
をもたらしかねません。

点検やメンテナンスで停止する機器には、アト
ラスコプコのコンプレッサも含まれています。アト
ラスコプコチームは3週間かけてドライシールを
分解し、入口／出口パイプを検査して、安全バル
ブをチェックします。一酸化炭素は大気中に放
出できない危険なガスであるため、どのプロセス
も重要です。
実際のターンアラウンドにかかる期間は約1カ

月ですが、その数カ月前からフェレイラ氏の多忙
な毎日が始まります。
「ターンアラウンドには、計画と準備に約半年か
かります。このメンテナンス作業に向けた準備で
は、アトラスコプコのチームと緊密に連携して素
晴らしい成果を上げられました。アトラスコプコ
のチームは、当社のチームと一体になってすべ
ての作業を期限どおりに進めてくれました。それ
は、今後のより効率的な生産につながる貴重な
体験でした。彼らのプロフェッショナルな仕事に
とても満足しています」（フェレイラ氏）  ■

「このメンテナンス作業に向けた準
備では、

アトラスコプコと緊密に連携して

素晴らしい成果を上げられました」
 

エア・リキード・ポルトガル社の工場
マネジャー、ルイス・フェレイラ氏
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トレーニング

メーカーにとって優秀な技術者を確保すること
は、お客様に優れたカスタマーサービスを提供
するため、そして業界で高い競争力を維持して
いくために必要不可欠な要素です。アトラスコプ
コは優れた技術者の育成に優先的に取り組ん
でおり、2007年に南アフリカにトレーニング専門
のアカデミーを創設したのもその一環です。アト
ラスコプコホールディングス南アフリカ副社長の
バーニー・ハナライが言います。
「当アカデミーでは現在、73名の実習生がプロ
グラムに参加しています。ここは社内トレーニン
グの基盤であると同時に、これまで不利な状況
に置かれていた個人に対する能力開発とキャリ
アアップの機会を提供する場でもあります」
このアカデミーで実施されているプログラム
は、技術的な実習に中核を置きつつ、マネジメン
トやリーダーシップ、企業文化（安全性、保健衛
生、環境、品質）などのトレーニングを提供してい
ます。また、社外のお客様向けにも個々の製品
に関するトレーニングを主催しています。
南アフリカ政府は過去の不平等の賠償を目
的とした黒人経済力強化（Black Economic 
Empowerment）政策を進めており、すべての
企業がその方針に従わなければなりません。技
能開発はその柱の一つで、アカデミーはこうした
要求に応える上で重要な役割を果たしています。
「アカデミーがトレーニングや能力開発を実施す
ることで、現地の若者たちはより有利な就業機

会を得ることになります。アカデミーの活動は、ア
トラスコプコがここ南アフリカで魅力的な雇用者
となる上でも重要な役割を担っています」（ハナ
ライ）
受講を希望する若者たちの数は年々増加し

ています。アカデミーマネジャーのトリシャンタ・ペ
ルサドが言います。
「主に工学系の資格を持つ新卒者を対象とし
た卒業者対象能力開発プログラム（Graduate 
Development Program）は、限られた数の定員
に対し、応募が殺到しています。受講者を決定
するために、徹底した審査と選考をしています」

2014年、アカデミーはより規模の大きい施設
に移転する予定です。そこはヨハネスブルクの
東部に新設されるアトラスコプコハウス南アフリカ
で、講義室、コンピュータ／オンライントレーニン
グ室、トレーニングマネジャー用の事務所を備え、
20名の土木鉱山機械トレーナーとその他のアカ
デミー職員が勤務します。
「新しい施設では、オペレータ研修用、実務ト
レーニング用の作業場とシミュレータがより利用し
やすくなります。環境が整備されることで、当社
の社員やお客様のあらゆるニーズに対応できる
ようになると私たちも期待しています」（ペルサド）
南アフリカの鉱山会社ゴールドフィールズ社

（Goldfi elds）は、アトラスコプコ最大のお客様
の一つです。同社の教育トレーニングおよび能

南アフリカにあるアトラスコプコのアカデミーでは、

地元の実習生や社員を対象に、

お客様に高度な技術サービスをお届けするための

様 な々トレーニングプログラムを実施しています。 

文 GÖRREL ESPELUND　写真 ANDREAS KARLSSON

南アフリカにおける能力開発
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力開発監督者であるエディー・ストーンハウス氏
が言います。
「当社に入社した社員は全員、使用する機械
の理論的・実務的知識と技能を身につけるため
のトレーニングを受講します。この新入社員向け
トレーニングは、もっぱらアトラスコプコに依頼し
ています。トレーニングは、オペレータ、エンジニア
リング、実務の3部で構成されています」 
アカデミーのテクニカルトレーニングマネジャー
であるハネス・ファン・ディフェンターは、社員個
人がトレーニングから得られるメリットについて事
例を挙げて説明します。
「カーヤ・ンケザ氏は、私の下でトレーニングを
開始した若者の一人です。最初は小さな機械
について学び、知識やスキルを身につけるに従
い、より高度な機械を扱えるようになりました。そ
の後、彼をスウェーデンに送り出し、さらに詳細
なトレーニングを6週間受講してもらいました。そ
して帰国したンケザ氏は、今度は教える側として
ゴールドフィールズ社のトレーニング部門に異動
になったのです。この素晴らしい事例は、トレー
ニングによって、技術者は自分の選択した方向に
キャリアを伸ばす機会が与えられることを示して
います」  ■

ガーナ出身の訓練生ア
ダマ・アブバカル（上）。

シミュレータは、オペレー
タをトレーニングする安
全でコスト効率の良い
方法です。サーフェスド
リル事業部オペレータト
レーナー、エリアス・モ
コエナ（左）、製品スペ
シャリスト、ベン・デビア
（右）

「アカデミーは、これまで
不利な状況に置かれていた
個人に対する能力開発と
キャリアアップの
機会の場でもあります」
アトラスコプコ・ホールディングス南アフリカ副社長、
バーニー・ハナライ
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トレーニング

アトラスコプコは毎年、お客様向けに膨大な
数のトレーニングコースやセミナーを開催してい
ます。数千名のお客様を対象に職場の安全性
や収益性の向上などに役立つ各種ノウハウを教
えるのは、当社の習熟したトレーナーたちです。
近年、オンライントレーニングやYouTubeビデオ
といった先進的なトレーニングテクニックの利用
も増加しつつあります。
アトラスコプコがトレーニングに積極的に投資
するのには、合理的な理由があります。カスタ
マートレーニングはお客様とより良い関係を築く
のに役立つだけでなく、お客様の安全性、満足
度、効率性、そして生産性を高めることにつなが

サービスセンターで実施される集中セッションから、
YouTubeでの安全教育ビデオまで、アトラスコプコは
様々な形態のカスタマートレーニングに多額の投資をしています。
これにより、お客様とのより良い関係を構築し、
ビジネスの効率と収益性の改善に貢献しています。
文 DANIEL DASEY　写真 アトラスコプコ、GETTY IMAGES

学習、上達、成長
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るからです。
アトラスコプコの建設機械事業でアフター
マーケット担当副社長を務めるマット・カドナム
は言います。
「お客様がアトラスコプコの機器の操作方法
を理解し、大規模な修理が必要になる前に
適切に対処いただけるようになれ
ば、現在生じている問題の多くを
事前に回避できます」 
カドナムが集中的に取り組んで
いるのは米国市場です。この地域
では、ビジネスの約60パーセントが
アトラスコプコの機器を他社にレン
タルする企業に関連しています。
レンタルされる機器は、小型の
油圧ブレーカから大型コンプレッ
サ、道路建設用のアスファルト舗装
機、圧延まで多種多様です。
「アトラスコプコの製品設計の概要と、なぜ
そのような設計になっているのかを具体的に
説明することが、テクニカルトレーニングの大
部分を占めます」（カドナム）
コンプレッサ事業部スカンジナビアカスタ
マーセンター担当ゼネラルマネジャーのウラ
ジーミル・コズロフスキーは、担当する事業地
域のトレーニングについてこう語ります。
「私たちが実施しているトレーニングは、圧
縮空気の消費と廃棄物の低減、コンプレッサ
から発生する熱の再利用、低コストでの空気
品質の管理についてのベストプラクティスの
共有に重点を置いています」
ヨーロッパとロシアのアトラスコプコで幅広
い経験を積んできたコズロフスキーによれば、
トレーニングプログラムは各地域特有のニー

ズに適応した内容になっているといいます。
 「トレーニングは、製品のマーケティングを目的
としたものであってはならず、方法とプロセス
を重視したものにする必要があります。私た
ちはあくまでも、お客様の利益のために知識
を共有しているのです」
コズロフスキーはポーランドの例を挙げ、同
国では過去3年間に約1,100社の1,600名以
上がアトラスコプコのトレーニングに参加して
いると言います。彼のチームは現在、お客様
がトレーニングの時間を確保しやすくするた
めに、Webセミナーやオンライントレーニング
の提供に力を入れています。
ステファン・イスキーは、アトラスコプコの土
木鉱山機械事業エリアでグローバルトレーニ
ングマネジャーを務めています。
 この事業エリアは、ドリルリグなどの機器を担
当しています。イスキーによれば、同事業エ
リアのサービス部門は、2012年に世界中で
687回のトレーニングセッションを実施し、3,998
名が参加しました。
同事業エリアは、トレーニングを商品化し、

お客様に販売するビジネスも展開しています。 
「トレーニング市場は大きな可能性に満ちて

います。今後3年間でこの領域は
確実に成長すると考えています」
そのためイスキーは、今後より多

くのトレーナーが必要になると予測
しています。すでに、そのニーズに
対応するためのプログラムを準備
していると言います。
「どの機械の操作についても、アト
ラスコプコには豊富な知識と経験
を持つ有能な社員がいます。しか
し、現時点で全員がトレーナーの

スペシャリストというわけではありません。この
プログラムは、一定レベルの知識と経験を持
つ有能な社員を特定し、トレーナーとして能力
開発することを基盤としています」

社内における同様の取り組みとして、安全
教育フィルムの製作が挙げられます。これは、
ナットランナやグラインダの安全な使用に関す
るビデオで、YouTube経由で配信されます。
これとは別に産業機器事業エリアでは、社
内外の参加者を対象に、効率性を高めるリー
ンテクニックに関するトレーニングを実施して
います。これは3日間の実践的なコースで、
リーンパッケージ（コンサルティング、監査、ネッ
トワーキングのサポートを含む）の一環として
提供されます。詳細については、本誌54ペー
ジを参照してください。■

■アトラスコプコは、グループが持つエ
ンジニアリングとアプリケーションの専
門知識を大学、代理店、既存および潜在
的なお客様と共有する広範なマニュアル
を作成、発行しています。

以下は、アトラスコプコのWebサイトか
ら入手可能です（複数言語）。

● Compressed Air Manual（圧縮空
気マニュアル）
● Power Tool Ergonomics（電動工
具におけるエルゴノミクス）
● Compaction and Paving（転圧と
舗装） 
● Milling Manual（切削マニュアル） 
● Operator Safety and Comfort 

Manual（オペレータの安全性と快適性
に関するマニュアル） 
● Compaction Concepts（圧縮のコ
ンセプト）

アトラスコプコの
ナレッジ・マニュアル

マット・カドナム
土木機械サービス
担当副社長 

カスタマートレーニングはお客様と
の関係構築に役立つだけでなく、お
客様の安全性、満足度、効率性、生
産性を高めることができます。
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アトラスコプコの社員3万9,113名から寄せられた、

毎日の生活を切り取った写真をご紹介します。

文 アトラスコプコ　写真 アトラスコプコ

写真が物語るもの
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ある晴れた日に自由に向かってジャンプした（左から）セルゲイ・リ
ティコフ、ヤコフ・エゴルシェフ、セルゲイ・フォメンコ。旗には「アト
ラスコプコがトップの座に就いて140年！  飛躍し続けよう！」の文字。
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社員から届いた写真
アトラスコプコは創業140周年を記念して、世界中の社員に

「アトラスコプコワールド」フォトサイトへの写真のアップロード

を依頼しました。多くの社員がこの企画に意欲的に参加し、

集まった写真は58カ国から3,500枚以上！ どの写真からも、

今日のアトラスコプコ、つまり多様性と情熱に満ちた、誇り高

い真のグローバル企業の姿が伝わってきます。ぜひ、www.

atlascopco.com/ourworldでご覧ください。

アトラスコプコ・サンシャインスクールの生徒たちと（中国・西昌）。

GTG 40タービングラインダは、強力なハンドヘルドグラインダの一つ

です。 

カナダの現場でサンプルを検査中。

スロバキアのマリノ・
ブルドでスキーを楽し

むプラハのサービス
センターの社員たち

。（左から）ラディス
ラフ・ミハレック、ア

ンドレイ・エレニック
、パヴラ・

ヴェイロヴァ、デビッド
・イラク。
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信頼性

アトラスコプコのお客様は、世界各地で最も過酷な環境にも対応できる

製品やサービスを求めています。アトラスコプコ製品の真価が

問われた事例をいくつかご紹介しましょう。

文 MICHAEL MILLER、SUSANNA LINDGREN　写真 TOBIAS OHLS、GETTY IMAGES

極限まで
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内陸に位置するエチオピアには、地表水が十
分にありません。地下の水源から水を確保しな
ければならないのですが、国土を覆う厳しい岩
地には井戸もほとんどありません。
最近の都市化傾向によって、この国の水需要
量は過密な都市井戸へと移ってきています。そ
の一方で、8,000万人を超える国民の食を支え
ようと国内農業も活発化しており、農業用水の
需要も上昇を続けています。あらゆる方面にお
いて、エチオピアは水の供給量を早急に増加さ
せる必要に迫られているのです。

KLRエチオウォーターウェルドリリング社
（KLR Ethio Water Well Drilling Plc）でオ
ペレーションマネジャーを務めるアワギー・ゼリー
ク氏が言います。
 「エチオピアには貯水池や湖がわずかしかあり
ません。地下水が命なのです」
同社はエチオピアで井戸を掘削する事業を
展開しており、アトラスコプコのドリルリグを2台導
入しています。「ニーズは高まるばかりです」とゼ
リーク氏。
専門家たちも、急増する水需要に対応するに

は、地下水の利用が最善かつ唯一の策である
と考えています。つまり、エチオピアで今必要とさ
れているのは、掘削作業が困難な場所にある帯
水層に到達するための信頼できる機器なので
す。
アトラスコプコのリグやドリリングツールは信頼
できるソリューションです。困難を伴う破砕岩の
掘削作業も、アトラスコプコの機器を活用すれば
無事完遂できます。現在、多くの女性や子供た
ちが毎日、遠隔地まで水を汲みに行っています。
井戸ができればその過酷な作業から解放されま
す。ゼリーク氏は、アトラスコプコのリグの性能に
満足しています。
「掘削したすべての穴でアトラスコプコのリグを
使いましたが、問題はまったく発生しませんでし
た」  ■

「エチオピアには、貯水池や湖がわずかしかありま
せん。

地下水が命です」
KLRエチオウォーターウェルドリリング社、アワギー・ゼ

リーク氏

エチオピアの多くの女性や

子供たちが、水を得るため

に毎日重い容器を担いで長

い道のりを往復しています。

エチオピアに水を
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地熱エネルギーは、地殻の下にある高温のマン
トルを利用して熱や電力を作り出す、将来有望
な再生可能エネルギー資源です。
アトラスコプコの地熱コンピテンスセンター

（Geothermal Competence Center：GCC）に
所属するラルス・エリアソンは、以前から地熱エ
ネルギーを利用しているアイスランドの人々につ
いて次のように言います。
「地熱エネルギーが最も安価で効果的なエネ
ルギーとして注目されるようになったのは、第二
次世界大戦後、石油危機を経験したのがきっか
けでした。アイスランドの人々は、“地球にやさし
いエネルギー”として、すでに15年から20年、地
熱エネルギーを活用しています」

GCCのチームは、環境の異なる世界3カ所に
拠点を置いています。一つ目は、旧火山によって
形作られた丘に雪が舞うアイスランドのレイキャ
ビーク。二つ目は、アトラスコプコのコンプレッサ
事業部門の本拠地であるドイツのケルン。そして
三つ目は、地熱発電プロジェクトに欠かせない高
効率ターボエキスパンダを製造するアトラスコプ
コ Mafi -Trenchの拠点、太陽が降り注ぐカリフォ
ルニアのサンタマリアです。
GCCには様々なバックグラウンドを持つ人々が
集まっており、GCC主要メンバーが持つ地熱に
関する専門的ノウハウをフルに活用できるのはも
ちろん、アトラスコプコの国際的プレゼンスやエネ
ルギー産業の他のセクターに関する専門知識を

得ることもできます。
「技術革新の75パーセントは、新たな発明では
なく、確立されているプロセスを異なる技術分野
に適応させることで成し遂げられています」（エ
リアソン）
彼は、世界中のいくつかの潜在市場に注目し

ています。
「地熱エネルギーの可能性に最も期待できるの
は、インドネシアです。現在当社が参入しているト
ルコ、ドイツ、アメリカのほかに、フィリピンとニュー
ジーランドもターゲットにしている市場です。グ
ローバルな販売力を持つ世界規模の企業とし
て、アトラスコプコはあらゆる場所に地熱発電所
を建設できる技術、ノウハウを有しています」  ■

「地熱エネルギーが最も安価で効果的なエネルギー
として

注目されるようになったのは、第二次世界大戦後、

石油危機を経験したのがきっかけでした」

アトラスコプコ 地熱コンピテンスセンター、ラルス・エリアソン

アイスランドでは長い
間、地熱エネルギーが
活用されています。

地熱エネルギーへの期待
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冬の嵐の後、アトラスコ
プコはコングスバーグ
自然保護区にフェンス
の建設に必要な機器を
寄付しました。

南アフリカのコムスバーグ（Komsberg）原
生自然保護区は、山岳地帯に広がる125平
方キロメートルの私有自然保護区です。ここ
は2002年にワイルドライフ・フォー・オールトラ
スト（Wildlife For All Trust）によって設立
されました。クーズー、スプリングボック、バー
チェルサバンナシマウマ、オジロヌー、絶滅危
惧種のケープヤマシマウマなど、数多くの動
物種を保護するのが目的です。
2012年半ば、これまでにないほど激しい冬

の嵐に見舞われ、保護区東部のフェンスが35
キロにわたって吹き飛ばされたため、スタッフ
はその復旧作業に追われていました。
保護区はボランティアの職員によって運営さ

れ、必要なものはすべて現物寄贈に頼ってい
ます。コムスバーグの2人のスタッフ、ワシー・
ガードナー氏とヴィッキー・デ・ラス・エラス氏
は、非常に長いフェンスをわずか4日間で仮支

えすることができたものの、より耐久性のあるソ
リューションを必要としていました。
強度の高いフェンスにするには、さらに
2,000本の金属製Yポストと380本の木製ポス
トが必要で、すべてを岩の多い地面に深く打
ち込まなければなりませんでした。この作業に
は、削岩機とブレーカ、それに付随する発電
機が必要です。しかし、保護区にはフェンス
のある場所まで行くための車両がなかったた
め、すべての機器とフェンス材をかついで、長
い距離を運ばなければなりませんでした。 
最適なソリューションとなったのが、アトラス

コプコの削岩機とブレーカのポータブルコンビ
ネーションでした。これには、ガソリンタンクも
内蔵されています。南アフリカのアトラスコプコ
は必要な機器を寄贈し、機器の正しい使い方
をスタッフに教えるためにヨハネスブルグからト
レーナーを派遣しました。■

ベルギー救急＆サポートチーム（Belgian First 
Aid & Support Team：B-FAST）は、1999年
にトルコに壊滅的な被害をもたらした大地震の
後に設立されました。
トルコの惨事をきっかけに、自然災害、人的災
害を問わず、惨事に見舞われた国に緊急援助
を迅速に提供する必要性が浮き彫りになりまし
た。そこでベルギー政府はいち早くこのチーム
の設立に着手したのです。
それ以降、B-FASTはアルバニア、ハイチ、
ペルー、フィリピン、ルーマニア、タイなどの国々で
救援活動に当たっています。いずれの場合も、
チームは派遣決定後12時間以内に動員され、
最大10日間、現地で活動しました。B-FASTの
ディミトリ・デフレ氏が言います。
 「現地でのレスキュー活動やサポート活動には、
信頼できる電源が不可欠です。指揮所はもちろ
ん、チーム内、他国の人 と々の間の通信手段が
ないと、私たちは活動全体の連係を取ることが
できません。これは安全衛生、何より人の命に重
大な影響をもたらす恐れがあります」
災害には通常、数多くの困難な作業が伴いま
す。発電機の携帯性は、B-FASTにとって重
要な課題の一つでした。
「険しい地形でも簡単に動かせる強力な発電
機が必要でした。そこで採用したのが、アトラス
コプコのトレーラ付き発電機です。指揮所に電
力を供給し、衛星電話、キャンプの照明、給湯
器、無線システムなど、すべての電気機器を充
電できる十分なパワーを備えています。さらに、
軽量で、わずか数名で取り扱うことができます。
私たちB-FASTが求める性能を十分に満た
す、優れた発電機です」（デフレ氏）  ■

救助の現場で

自然保護のために
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信頼性

気候条件の厳しいロシアは、土木鉱山機械の
維持が非常に困難な地域の一つです。国土の
大部分が永久凍土に覆われ、気温がマイナス
60度を下回ることもあります。最果ての地で機
器を稼働させることを考えれば、お客様が品質、
信頼性、生産性の高い機器を求めるのはもっと
もなことです。
また一方で、遠隔地では様々な理由で予備
部品の配送が遅れる恐れがあり、機器のメンテ
ナンスも問題になります。予備部品やサービスを
待っている間、機器を止めておくのは良い対応
策ではありません。これはお客様がどこにいる場
合にも言えることですが、特に極寒の遠隔地で
は遅延の代償が高く、大きな問題となります。
アトラスコプコでは、お客様へのタイムリーな
予防保全、トラブルシューティング、サービス、
修理、予備部品の提供を目標に掲げています。

ロシアのアトラスコプコでは、この目標を達成す
ることで、お客様との距離が可能な限り縮まり
ます。
ロシアのアトラスコプコのサービスネットは、8
つのタイムゾーンに対応しています。主要なお
客様の拠点近くにサービスセンターを設置して、
24時間365日体制で予備部品の提供などの
サービスを実施しています。
ロシア初のサービスセンターは、2000年にノリ

リスクニッケル社（Norilsk Nickel）の炭鉱があ
るノリリスクに開設されました。当時そこに常駐
していたサービスエンジニアは6名。現在では、
60名以上のサービスエンジニアや技術者を抱え
るロシア最大のサービスセンターに成長していま
す。対応範囲も広がり、200あるアトラスコプコ
の装置すべてが効果的に稼働しています。
アトラスコプコは、広大なロシア全域で効果的

かつ迅速にサービスを提供できるよう、約20カ所
に倉庫を設置しています。さらに、アパチートゥイ、
ミルヌイ、アイハルでもサービスセンターを展開中
です。
ロシアのサービスセンターチェーンで最も興味
深いプロジェクトの一つは、辺境地マガダン地域
で実施されている案件です。現場は港湾都市
マガダンから459キロのところに位置しています。
2010年末、ポリュスゴールド社（Polyus 
Gold Company）がナタルキンスコエ鉱床
（Natalkinskoe）の開発に着手しました。ここ
は世界で3番目に大きい金鉱床と考えられてい
ます。また、マトロソフ鉱山（Matrosov）では、
完全に凍結した地面から鉱石を採掘するという
難題に取り組んでいます。これを可能にする唯
一の方法が掘削とブラスト処理で、アトラスコプコ
は特殊油圧ホース、ディーゼルエンジン熱供給オ

広大なロシアで

極寒への挑戦
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サイヴァランゲル鉱山（Sydvaranger Gruve）
は、北極線の約400キロ北、ノルウェーの最北東
部に位置する鉱山です。冬の気温がマイナス
25度にまで下がるこの極寒の地域では、すべて
が天候次第といってもよいでしょう。しかし、アトラ
スコプコの機器にとって、気象条件は問題になり
ません。
広さ約35平方キロメートルの鉄鉱石の採掘
所は、小さな町キルケネスに程近い山の斜面に
位置しています。一番近い都市はロシアのムルマ
ンスクで、ビョルネバトン露天採鉱（Bjørnevatn）
が国境線からわずか数百メートルのところにあり
ます。サイヴァランゲル鉱山は、鉱石の価格と需
要の低下によって、1990年代終わりに一時閉
山に追い込まれました。しかし、オーストラリアの
上場企業であるノーザンアイアン社（Northern 
Iron Ltd）が2009年に再建しました。
サイヴァランゲル鉱山の稼働条件はあらゆる
種類の機器にとって過酷なものだと、アトラスコ
プコのコンプレッサ事業スカンジナビア地域マネ
ジャーであるルネ・ミヨルド・ハンセンは言います。
彼のグループは、再開された鉱山にエアドライ

ヤ、給油式ロータリースクリュコンプレッサ、オイ
ルフリーコンプレッサを納品しました。ハンセンが
言います。
「サイヴァランゲル鉱山の施設では、清潔で乾
燥した、最低でマイナス40度の露点が保証され
る空気を供給するドライヤが選ばれました。圧
縮空気は生産工程の中核です。空気が凍結し
てしまうと、生産が止まってしまいます」
エネルギー効率も強力なセールスポイントです。
「コンプレッサがエネルギーを最も消費するという
わけではありませんが、生産性向上の一番の近
道は運転コストを最小限に抑えることです。低圧
力損失と露点に応じて切り替える動的制御は、
欠かせない条件でした。アトラスコプコの周波数
制御オイルフリーコンプレッサは、圧力を正確に制
御できるので、最大35パーセントの省エネを実現
するのも珍しいことではありません」
アトラスコプコは、様々な種
類のドリルやトップハンマーリ
グ、照明セットもサイヴァラ
ンゲル鉱山に納品していま
す。■

遠隔地では、適切な機器を使
用することが生産性の維持
に極めて重要です。

ロシアにおけるアトラス
コプコのサービスネット
は8つのタイムゾーンに
対応し、サービスサポー
トを24時間365日提供
しています。

プション、予熱コンプレッサバルブを含む、“極
寒仕様”のリグ24台を納品しました。■

「空気が凍結してしまうと、

生産が止まってしまいます」
アトラスコプコのコンプレッサ事業スカンジナビア地域

、

ルネ・ミヨルド・ハンセン

北極圏の近くで
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トレーニング

企業は常にビジネスの効率を上げる方法を模索
しています。しかし、変化をもたらすポストについ
ている人々の中には、事業の運営に没頭するあ
まり、大局が見えていない人も少なくありません。
生産革新シニアコンサルタントのトーマス・グラ

ソウは、「リーン（無駄を省く）」という考え方が多
くの企業を救う鍵になると主張します。
リーンアプローチはもともと、自動車業界で生
まれた概念です。しかし、リーンサービスの責任
者であるグラソウは、無駄な部分を見つけて省
いていくというリーンアプローチの原則こそ、自動
車産業のみならず、あらゆるビジネスの効率性
改善に寄与する考え方だと指摘します。
「リーンという考え方は、どんな業種にも、またど
んなプロセスにも適用できます。リーンアプローチ
を導入した企業は、お客様に対してより柔軟に、
より迅速に対応できるようになります」
日本の自動車メーカーのトヨタは、この概念の

もととなった企業です。アメリカのマサチューセッ
ツ工科大学（MIT）がトヨタの生産方式を研究
し、その成果を再体系化したのが、いわゆるリー
ン生産方式です。このシステムによって、企業は
事業運営から一歩引いた視点で、「ワークフロー

を改善して在庫を減らすにはどうすればよいか」
「廃棄物を削減またはゼロにするにはどうすれ
ばよいか」「異なるビジネス部門が互いに連携す
るにはどうすればよいか」などといった重要な課
題に取り組むことができるようになります。
アトラスコプコは、同様の原則を事業全体で
長期にわたって運用しており、さらにこのほど、お
客様にその価値を提供するサービスを開始しま
した。
「将来的に、あらゆる企業がリーンアプローチ
をプロセスに適用するようになるでしょう」（グラ
ソウ）
アトラスコプコが提供するリーンパッケージは、
次の4つの要素で構成されています。
第一に、お客様はスウェーデンのストックホル

ム郊外のナッカにあるアトラスコプコ本社でリーン
アカデミーに参加し、総合的な実践トレーニング
を受けることができます。
第二に、お客様はリーンコンサルティングサー

ビスを利用できます。このサービスでは、アトラス
コプコのスタッフをお客様の施設に派遣し、リー
ンの実践に関する詳細なオンサイトアドバイスを
提供します。

第三に、リーンへの取り組みを開始して準拠レ
ベルの評価を求めている企業に対し、リーン監
査と認証を実施します。
第四に、リーンネットワークとコミュニティを利用

できます。このサービスを使えば、アトラスコプコ
のリーントレーニングを受けた企業が連絡を取り
合い、互いに学び合うことができます。
「リーンアカデミーのトレーニングは、非常に学び
やすい構成になっています」と言うのは、アトラス
コプコのトレーニングプロフェッショナル、ピーター・
カールストレムです。
セッションは、生産ラインが稼働している部屋も
含めた複数の教室で3日間にわたって実施され
ます。参加者には、協力して解決すべき実践的
な問題が提示されます。

アトラスコプコの“リーンアプローチ”が当社の、

そしてお客様の生産性を高めます。

文 DANIEL DASEY　写真 TOBIAS OHLS

「リーン」の概念をビジネスへ
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スウェーデンのアトラスコプコハウスで
トレーニングを受ける参加者。

■トレーニングコースは年間を
通じて毎月開催されます。
■コース期間は3日間で、1コー
スの定員は12人です。
■中国、インド、スウェーデン、ド
イツ、ブルガリアからの参加実績
があります。
■毎日の作業では、理論と実践
を組み合わせています。
■社内外、両方の参加者を受け
入れています。

リーンアカデミー

「私たちは自前の生産施設を持っています。参
加者は、リーンの概念を学んだ後に、教室を出て
現場を実際に自分の目で見て、リーン導入の効
果を体験することになります」（カールストレム）

リーンアカデミーは2012年11月に設立されま
した。いくつかの試験的なワークショップを経て、
2013年1月に正式に活動をスタート。現在は、ア
トラスコプコの社員や外部企業を対象に毎月ト
レーニングを実施しています。
カールストレムによると、アカデミーに対する関
心は高く、予約は5カ月先までいっぱいで、コー
ス参加者の感想も良好だといいます。
「参加者の一人から『アトラスコプコでこれまで
受けたコースの中で最高のトレーニングだ』との
感想をもらった時は、本当に誇らしい気分でし
た。このトレーニングは本当に有効です。家に
帰ってこの原則に従ってガレージを整理してみて
ください。極めて実践的なテクニックを学んだこ
とに、あらためて気付いていただけることでしょう」
（カールストレム）
グラソウによると、プログラムが進むにつれて

「ひらめき」の瞬間が多く訪れ、最終的に参加
者は事業運営を改善するヒントに自ら気付くとい
うことです。■
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インフラ

インドの首都ニューデリーの中心部に住むカ
ヴィタ・マーサーは以前、毎日3時間もかけて職
場に通勤していました。これは、都心部の道路
が慢性的に渋滞しているためです。
2002年に地下鉄デリー・メトロの最初の区
間が開業し、徐々に路線が整備されていった
ことで、彼女の通勤時間は半分に短縮されま
した。彼女が勤務するシカゴニューマチック社
（Chicago Pneumatic）は、デリー・メトロを利
用する数百万人の乗客が毎日快適かつ安全に
移動できるよう、技術面でサポートしています。
交通インフラに同様の投資を検討している他

のアジア諸国は、デリー・メトロの成功事例に関
心を寄せています。
アトラスコプコのグループ企業であるシカゴ
ニューマチック社は、エキスパートチームであり

販売代理店でもあるオリエンタルニューマチック
社（Oriental Pneumatic Company）の活動を
通じ、2005年にデリー・メトロのトンネル換気ダン
パーシステムに圧縮空気システムを提供するプ
ロジェクトを受注することに成功しました。
圧縮空気は空圧アクチュエータを作動させ、
強制換気のエアフローを調整するダンパーの開
閉を制御します。また、火災な
どの緊急時には、煙や熱を
素早く排出できます。 
エアコンプレッサの容量と
圧力は、主要駅からダンパー

までの距離とトンネルの長さに基づいて科学的
に導き出されています。
シカゴニューマチック製品の品質と信頼性に
加え、販売代理店のサービスを高く評価したデ
リー・メトロは、21の駅に設置する42基のコ
ンプレッサを追加で発注しました。サムソン・イ
ンディア社（Samsung India）のゼネラルマネ
ジャー、ラジェッシュ・クマール氏が言います。
「シカゴニューマチック社のスクリュコンプレッサ
を過去7年にわたって採用しています。性能と
サービスにはとても満足しています」
ニューデリーで高い存在感とパフォーマンスを
発揮したシカゴニューマチック社とオリエンタル
ニューマチック社は、ジャイプールとムンバイでも
受注に成功しました。

オリエンタルニューマチック社のマネージ
ングディレクター、ヴィジェイ・クマール・ア

ワスティ氏が言います。  
「デリー・メトロは私たちの誇り
であり、その優れた交通網の高
い安全性をシカゴニューマチッ
クブランドが日々 支えていること
が、大きな自信につながってい
ます」  ■

シカゴニューマチック社のコン
プレッサは、デリー・メトロの
トンネル内のエアフロー管理
をサポートしています。

ニューデリーの先進的な高速交通網である地下鉄デリー・メトロは、

圧縮空気システムを導入し、都心を移動する人々のための

快適で安全な交通を支えています。

文＆写真 アトラスコプコ

デリーを結ぶ高速網
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エネルギー効率

チョコレートと腕時計、そして雪を頂く山々で知られるスイス。

この国で唯一の砂糖メーカーは、アトラスコプコの機器を使って

製造プロセスの合理化を実現しています。

文 アトラスコプコ　写真 ISTOCKPHOTO、アトラスコプコ

一点の甘さも許さない製造プロセス
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エネルギー効率

ズッカーファブリケン・アールベルク・ウン
ト・フラウエンフェルト社（Zuckerfabriken 
Aarberg und Frauenfeld）は、スイスのアール
ベルクとフラウエンフェルトに拠点を置く砂糖メー
カーです。生産量は年間25万トン以上。運搬す
る貨物列車の長さに換算すると、これら2つの
都市間の距離175キロの約4倍に相当します。

同社の製造プロセスでは、アトラスコプコの1
段圧縮式蒸気コンプレッサがおよそ30年にわ
たって使われてきました。テンサイ（甜菜）から白
砂糖を精製するアールベルク工場になくてはなら
ない機械です。
 「アトラスコプコの蒸気コンプレッサがなかったら
工場全体が止まってしまいます」と工場長のトー
マス・フランケンフェルト氏は話します。

砂糖生産が最盛期を迎える9月からクリスマ
スまでのシーズンには、スイス全土の農家から、
1日約1万トンのテンサイが工場に運び込まれま
す。これが砂糖の製造プロセスの始まりです。

最初にテンサイを洗浄して裁断し、糖度が約
65パーセントになるまで加熱して水分を蒸発させ
ます。晶析装置でさらに水分を除去すると、糖
液が徐々に結晶化します。この結晶を分離、抽
出、再結晶化すると、白砂糖が出来上がります。

ズッカーファブリケン・アールベルク・ウント・フラ
ウエンフェルト社の道のりは常に平坦だったわけ
ではありません。2000年頃、同社は大きな問題
に直面していました。その当時、安価な砂糖を
生産するブラジルが国際的な取引価格を支配し
ていたため、多数の市場で価格差が大きく開い
てしまっていたのです。同社はこの問題に取り組
むため、製造プロセスの合理化に着手しました。
 「その時、前向きに困難に立ち向かったことで、
事業内容の質を向上させることができました」と
フランケンフェルト氏は振り返ります。

アールベルク工場ではここ10年で30パーセン
トのエネルギー消費量削減に成功し、現在は世

砂糖製造の最盛期には、1日1
万トンを超えるテンサイがアール
ベルク工場に運び込まれます。
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界のどの砂糖工場よりも消費燃料が少なくなって
います。この実現に大きく貢献したのが、砂糖の
結晶化プロセスにおける廃熱の再利用でした。
 「熱エネルギーを常に再利用できる新しい方法
を確立したのです。当社では、摂氏40度以下
の熱はすべて廃熱です」（フランケンフェルト氏）

新しいプロセスでは類似した手法と比べて必
要とする蒸気が減り、効率が向上します。しか
し、蒸気にはエネルギー供給の役割もあるため、
蒸気を減らすと、適切な濃度の糖液（砂糖にな
る前のシロップ）の生産に必要な動力源を確保
できなくなってしまいます。ここで登場するのが、
アトラスコプコの蒸気コンプレッサです。

アトラスコプコのコンプレッサによって圧力と
温度が高められたシステム内の蒸気は、熱媒体
となって既存の蒸気が作り出す糖液を加熱し
ます。この糖液を冷却すると砂糖の結晶になり
ます。
 「消費燃料の削減には、蒸気コンプレッサの機
能が直接的に貢献しています」（フランケンフェル
ト氏）

生産シーズンが終わると、残りはメンテナンス
期間です。アトラスコプコのコンプレッサも、アトラ
スコプコのエンジニアによる定期的な予防保全
点検を受けます。
 「機械のメンテナンスは、製造全体の高い効率
と信頼性を確保する上で非常に重要です」と語
るフランケンフェルト氏は、アトラスコプコの蒸気コ
ンプレッサを「トリプルAのマシン」と高く評価し
ています。

今年も9月になれば、1985年から稼働を続け
るこの機械の音がアールベルク工場に響きわた
ることでしょう。■

蒸気コンプレッサの役割

■ズッカーファブリケン・アール
ベルク・ウント・フラウエンフェ
ルト社の工場では、アトラスコプ
コの1段圧縮式蒸気コンプレッサ
を使って、システム内の蒸気の圧
力と温度を高めています。高温に
なった蒸気は、砂糖の結晶の前段
階である糖液を加熱する媒体とし
て使用されます。

「機械のメンテナンスは、
製造全体の高い効率と信頼性を
確保する上で非常に重要です」

工場長、トーマス・フランケンフェルト氏
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予防メンテナンス

スウェーデンのトラック・バスメーカー、スカニ
ア社（Scania）は、オランダのズウォレ工場で様々
な種類の工具や機器を使用しています。そのほ
とんどがアトラスコプコ製で、予防メンテナンスと
修理作業をするワークショップを工場内に常設し
ています。そこでは、アトラスコプコの「サステイ
ナブルな生産性」というブランドプロミスを確実に
実践することで、スカニア社のコスト削減に大きく
貢献しています。
ワークショップには3名のアトラスコプコ社員、リ
シャルト・ロイシンク、ヘルハルト・ブス、ヘルハン・
ヴァン・ウイヘが産業用工具と機器の専任サー
ビス技術者として常駐しています。ロイシンクは
ワークショップを常設する意義について次のよう
に言います。

「工場内にワークショップがあれば、工具や機
器に不具合が生じてもオンサイトで修理できま
す。また、ほとんどの作業は平均1日で完了しま
す。私たちが現場にいることで、工場から運び
出す手間も時間も輸送費も必要なくなるというわ
けです。作業量も多く、すべてが急ぎの作業な
ので大変ですが、お客様にとって価値ある仕事
をしていることに誇りを感じています」
ブスは、ケーブルの取り扱いについて改善策

を考案しました。彼は1本のタイラップで吊るさ
れた電動工具用の15メートルのケーブルに断線
の危険があることに気付き、ケーブルをまとめる
自動コイリングシステムを設計。その結果、不用
意にぶら下がっているケーブルがなくなり、断線
の頻度が下がったほか、スタッフがつまづくことも

オランダにあるスカニア社のトラック組み立て工場には、

予防メンテナンスや工具の修理、さらには生産性を高める

様 な々アイデアを提供するアトラスコプコの

ワークショップが常設されています。

文 SCANIA　写真 HEIKO WENKE & SCANIA

スカニア社ズウォレ工場のメンテナンス責任者、ジョ
ン・ディンダー氏。

空圧工具用に専用設計された接続ホースはアトラス
コプコのワークショップチームによるイノベーション
の一例です。

応急処置にとどまらない
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なくなりました。
「ケーブルはぐるぐると巻き付けてある
だけなので、エンジニアが工具を使
用するときには簡単に引き出すこ
とができます」（ブス） 
そのほかにも、損傷や不要な

コストを避けるために、ほぼすべ
ての工具にプラスチックカバーを
被せるようにしました。また、スタック

ライトで明るく照らしながら、空圧工具
にエア漏れがないかを調べる点検の重要性

を説いたのも彼らです。

世界のサステイナブルな企業の上位10社に
ランクされているアトラスコプコにとって、持続可
能性は最優先事項です。ズウォレ工場でのアト
ラスコプコの活動の結果、スカニア社は持続可
能性のレベルを高めることができました。工具の
メンテナンスや修理を工場内ですることで時間
と輸送費を節約。さらに空圧工具のエア漏れを
定期的に確実に点検して省エネルギーを達成
し、効率アップを図ることができました。ズウォレ
工場のメンテナンス責任者を務めるジョン・ディン
ダー氏が言います。
「アトラスコプコのおかげで、私たちはWin-Win
を実体験することができました。知識を継続的
に共同開発し、役に立つアイデアはその場で
すぐに実行するように心掛けています。その結
果、より良いアイデアが次々に生まれる土壌が
整備され、私たちとアトラスコプコの両方に素晴
らしい効果をもたらしています。当社はこのパー
トナーシップによる付加価値を高く評価していま
す。ワークショップに常駐するアトラスコプコの技
術者たちも現場を迅速・確実にサポートしてくれ
ています。彼らの熱意と誠意には深く感謝して
います」■

ズウォレ工場のワークショップに常駐するアトラスコ
プコのサービス技術者たち。左から、ヘルハルト・ブ
ス、リシャルト・ロイシンク、ヘルハン・ヴァン・ウイヘ。

アトラスコプコの活動の
結果、スカニア社は
生産性のレベルを

高めることができました。
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サービス

  

ブラジルの鉱山会社ミネラサォン・カライーバ社は、アトラスコプコの機器と

サービス契約に投資し、高い機器稼働率を維持しています。

文 アトラスコプコ　写真 GETTY IMAGES、アトラスコプコ

金のごとく価値あるサービス
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ブラジルのミネラサォン・カライーバ社
（Mineração Caraíba S/A）は、バイーア州
の北東部にあるジャグアーヒを拠点に事業を展
開している鉱山会社です。この地域はクラサー
渓谷と呼ばれ、銅などの金属資源が豊かな土
地として知られています。創業当初は州が同社
を所有していましたが、1994年に民営化。現
在、地下鉱山で年に含銅2万5,000トンと銅陰極
4,500トンを生産しています。社員数は約1,200
名です。
同社は近年、採鉱プロジェクトの範囲をブラジ

ル北部から北東部まで拡大しています。2002年
には、マトグロッソ州の西部にあるノーヴァサヴァ
ンチーナでアラエス金鉱山を開拓しました。この
金鉱山は、革新的な技術と予防メンテナンス契
約による生産性向上の見本となっています。
ノーヴァサヴァンチーナの採鉱場でゼネラル
マネジャーを務めるシドニー・フラグアス・ジュニ
オール氏は、アトラスコプコの採掘機械は様々な
機能を備え、生産性の向上に大きく貢献している
と語ります。
 「アトラスコプコの機械は用途が広く、操作が簡
単です。さらに、競合製品よりも幅広い状況下
でより早く移動して稼働させることができます。ま
た、燃費が良く、簡単なメンテナンスだけで十分

に稼働し続けます。この半年間、機械の稼働率
指標は88パーセントを記録しました。目標の70
パーセントを余裕で超えています」
ミネラサォン・カライーバ社がアトラスコプコと交
わした採掘機械のメンテナンス契約も、高い生
産性の維持に一役買っています。アトラスコプコ
は、数十年にわたる坑内用機器や掘削装置のメ
ンテナンスで培った豊富で貴重な経験を有して
います。このサービス契約によって、そうした経
験を利用することができるのです。 
 「坑内用機器は大きなストレスを受けるため、そ
の可用性は生産性の面で極めて重要です。だ
からこそ、機器に投資するだけでなく、定期メン
テナンスにも投資することに決めました。アトラス
コプコとの契約には詳細な検査協約、高度な技
術を持った人材の提供、長期間保証などが含ま
れているため、可用性と生産性が最大限に高
められます。これによって、突然のダウンタイムや

予期しない出費に悩まされることなく、安心して
ビジネスに打ち込めるようになりました」（フラグ
アス氏）

採鉱場ではアトラスコプコのエアコンプレッサが
4台採用され、エネルギーの節減などを通じて生
産性の向上に貢献しています。コンプレッサのイ
ンバータ駆動技術は、圧縮空気を必要な量だけ
生産することでコンプレッサのエネルギー消費を
抑えます。
アトラスコプコの製品とサービスに満足してい
るフラグアス氏は、両社のパートナーシップは今
後も拡大し続けるだろうと語ります。
「まだ、12年以上にわたるプロジェクトで生産
を始めたばかりです。アトラスコプコと協力しなが
ら、これからも環境への影響を最小限に抑えな
がら生産性を向上させるソリューションを求めて
いきます」■

採掘中

■ミネラサォン・カライーバ社は2002年に、
マトグロッソ州にあるノーヴァサヴァンチー
ナでアラエス金鉱山を開拓しました。生産
性向上の見本となるこの金鉱山では、アトラ
スコプコの機器（Jumbo Boomer 282、
Simba H1253、Scaler Breakers、
Diamec 232）が活躍しています。
圧縮空気が必要なプロセスでは、アトラスコ
プコのインバータ駆動コンプレッサが4台導
入されています。

「アトラスコプコの予防メンテナンスのお陰で、
当社は突然のダウンタイムや予期しない
出費に悩まされることなく、安心して
ビジネスに打ち込むことができます」

アラエス金山ゼネラルマネジャー、シドニー・フラグアス・ジュニオール氏

アトラスコプコのサービス
技術者が実施する予防メン
テナンスプログラムによっ
て、機器の可用性の高さが
維持されています。
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人間工学

アメリカの大手農業機器メーカーのアグコ社（AGCO）は、
「あなたの農業会社」を理念に掲げ、ユーザーである農家
を第一に考えた各種大型農業機器を製造・販売しています。
サイズ展開も幅広く、大型トラクターのFendt（フェント）ブラン
ドは主力製品の一つです。 
大型トラクターの製造では組み立て要件も標準より厳

しく、例えば、スクリュ接続部には高レベルのトルクのツー
ルによる締め付けが必要です。アトラスコプコのスクリュ
システムを導入しているアグコ社のマルクトオーバードルフ
（Marktoberdorf）組み立て工場（ドイツ・バイエルン州）で
は、重いツールを扱う作業員が動きやすいように、ツールを特
殊なハンドリングアームに取り付けて使用しています。同工場
のアセンブリプランナ兼スクリュテクノロジスペシャリストである
ステファン・ボーム氏は次のように言います。
「重量を吸収し、反動の高いトルクを支えるために、ツールを
ハンドリングアームに固定しています。このアームのおかげで、
作業員はより楽にツールを操作することができます。従来と比

べて身体への負担がかなり軽減されました」
ハンドリングアームは製造ライン上部のトラックシステムに固
定され、少しのスペースがあれば設置できます。
このような大型ハンドリングアームは、アトラスコプコでは「関
節アーム」と呼ばれ、最大1,500ニュートンメートルのトルクを
想定して設計されています。設計を担当しているのは、ドイツ・
エッセンにあるアトラスコプコのアプリケーションセンターです。
標準レンジには250～ 2,000ニュートンメートルの3バージョン
のトルクがあります。適切なアクセサリを併用すれば、ハンドツー
ルまたはスクリュユニットを最大160キロまで取り付けることも
可能です。自由に可動するブームにより、重量を感じることなく
ツールを操作し、あらゆる角度に回転させることができます。 

アグコ社の新しいFendt 900トラクターシリーズでは、
トルクを295から580ニュートンメートルまで増加させる必要が
ありました。必要なツールもかなり重くなり、作業員への負荷も
増大します。

大型トラクターの組み立てにおいては、

使用されるツールもまた重厚です。

作業員の負担を軽減するシステムを

必要としていた農機メーカーのアグコ社に、

アトラスコプコは画期的なソリューションを

提供しました。 

文＆写真 アトラスコプコ

重いツールも手軽に操作
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■米国ジョージア州を拠点とす
るアグコ社は、トラクター、コン
バイン、ヘイベーラーなどの農
業機械を製造しています。同社
の製品は、Challenger、Fendt、
Massey Ferguson、Valtra

ブランドとして、世界140カ国
で販売されています。
ア グ コ 社 の Fendt 900 

Varioトラクターシリーズは、最
大出力360馬力で、標準的なトラクターとしては最もパワフルな製品です。このシリー
ズの組み立てでは、ツールを保持するために、最大1,500Nmのトルクを想定して設
計されたアトラスコプコの関節アームが採用されています。標準レンジには、250～
2,000Nmの3バージョンのトルクがあります。 

今後もさらに高レベルの締め付けトルクが必要となると予想されることから、アグコ
社はアトラスコプコの電子制御型スクリュスピンドルとギア式のオフセットヘッドの導
入を決断しました。これにより、用途に応じて最大700 Nmまたは1,500 Nmの締め
付けが可能になります。

さらに高レベルのトルクを

「人間工学に基づく方法で高レベルの重いトルクを管理でき
るというだけでなく、それ以上のことを求めていました。作業
員への負担が少なく、生産性が向上する新しいシステムがあ
れば、それまで使用してきたインパクトスクリュドライバとジョイン
トソケットそのものを廃止してもいいとさえ考えていたのです」
（ボーム氏）
マルクトオーバードルフ工場で最初に検討されたのはテレ

スコピック式のツールを使ったシステムだったといいます。
「しかし、アトラスコプコから、当時の新製品であった関節
アームの提案を受け、すぐに考えが変わりました」
テレスコピックステーションには様 な々スクリュ位置で作業す

る上で制約があります。その一方で、関節アームははるかに
高い柔軟性を備えていました。
アトラスコプコのツールを導入することで、製造工程のスク

リュデータがシャーシ番号を使って自動的に車両に保存され
るため、必要なときは作業を止めてすぐに確認できるといった
新しいメリットも生まれました。■

アグコ社の農機は、
Challenger、Fendt、
Massey Ferguson、
Valtraのブランドで
展開されています。
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生産性

1851年創業のシンガー社（Singer）は、世
界有数のミシンメーカーとして150年にわたって
グローバルに事業を展開してきました。アメリカ・
ナッシュビル近郊のラ・バーグに本社を置く同社
は、1858年にブラジルに工場を建設。南米に進
出した初の多国籍企業として、現在も事業を続
けています。
ブラジルのサンパウロ州の都市インダイアトゥー
バにあるシンガー社の工場は、年間1億8,000万
本ものミシン針を生産し、同社の戦略上の重要
拠点でもあります。ここで製造された針は、中国
の上海を含む世界各地のシンガー社の工場に
輸出されます。 
ミシン針の製造プロセスでは、炭素鋼製の針
が摂氏800度のオーブンで焼成されます。この
熱処理はテンパリングと呼ばれ、鋼を強化しま
す。オーブンから酸素を除去し、窒素に替えるこ
とで、不活性ガスを作り出します。
「このような高温下で少しでも酸素が炭素鋼に
触れると、すぐに腐食が始まります」とシンガー社

のインダイアトゥーバの工場で製造責任者を務
めるレジナウド・フェルナンデス氏は言います。
この工場では、以前は液体窒素を購入し、工
場に搬入して保管していましたが、最近、新しい
技術を導入したことで、自前で窒素を生産できる
ようになりました。その新しい技術とは、アトラス
コプコが提供する“窒素生成システム”です。
インダイアトゥーバの工場では、アトラスコプコ
のエアコンプレッサシステムを25年以上も使用し
ていた経緯から、窒素生成システムの選定でも
アトラスコプコの製品が候補となりました。アトラ
スコプコの製品は、長年にわたってその信頼性
が高く評価されているだけでなく、99.99パーセ
ント以上の窒素ガス純度を保証していました。こ
の高い純度が、廃棄される不良製品の削減に
役立っているとフェルナンデス氏は話します。
シンガー社の次なる計画は、アトラスコプコの

インバータ駆動装置付きのエアコンプレッ
サを工場全体に導入し、消費電力を
35パーセント削減することです。

「これらの対策がもたらすのは、競争力や高い
生産性だけではありません。サステナビリティの
向上と天然資源の有効活用、温室効果ガスの
排出削減を実現できることにも、私たちは非常
に満足しています」（フェルナンデス氏）  ■

シンガー社がブラジ
ル工場の窒素生成シ
ステムのサプライヤと
してアトラスコプコを
選んだのも、その信頼
性と保証された空気
純度のためでした。

シンガー社のブラジル工場では、年間1億8,000万本の

ミシン針が生産されています。この製造プロセスで、

アトラスコプコはサステナビリティの向上につながる

重要な役割を果たしています。

文 アトラスコプコ　写真 アトラスコプコ、ISTOCKPHOTO

ミシンの歴史をつなぐ技術

JPN66-67_singer_0904.indd   66 2013/09/11   11:21

シンガー社

■1851年創業のシンガー社は世界有数の
ミシンブランドで、世界初のジグザグミシン
や電子式ミシンを考案したことでも広く知
られています。その革新性は今日まで継承
され、最新鋭の家庭用ミシンや刺しゅうミ
シンを世界中に提供しています。同社は現
在、パフ（Pfaff）やハクスバーナ バイキング
（Husqvarna Viking）などのミシンブラン
ドを抱えるSVP Worldwideの傘下にあり
ます。
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生産性

1851年創業のシンガー社（Singer）は、世
界有数のミシンメーカーとして150年にわたって
グローバルに事業を展開してきました。アメリカ・
ナッシュビル近郊のラ・バーグに本社を置く同社
は、1858年にブラジルに工場を建設。南米に進
出した初の多国籍企業として、現在も事業を続
けています。
ブラジルのサンパウロ州の都市インダイアトゥー
バにあるシンガー社の工場は、年間1億8,000万
本ものミシン針を生産し、同社の戦略上の重要
拠点でもあります。ここで製造された針は、中国
の上海を含む世界各地のシンガー社の工場に
輸出されます。 
ミシン針の製造プロセスでは、炭素鋼製の針
が摂氏800度のオーブンで焼成されます。この
熱処理はテンパリングと呼ばれ、鋼を強化しま
す。オーブンから酸素を除去し、窒素に替えるこ
とで、不活性ガスを作り出します。
「このような高温下で少しでも酸素が炭素鋼に
触れると、すぐに腐食が始まります」とシンガー社

のインダイアトゥーバの工場で製造責任者を務
めるレジナウド・フェルナンデス氏は言います。
この工場では、以前は液体窒素を購入し、工
場に搬入して保管していましたが、最近、新しい
技術を導入したことで、自前で窒素を生産できる
ようになりました。その新しい技術とは、アトラス
コプコが提供する“窒素生成システム”です。
インダイアトゥーバの工場では、アトラスコプコ
のエアコンプレッサシステムを25年以上も使用し
ていた経緯から、窒素生成システムの選定でも
アトラスコプコの製品が候補となりました。アトラ
スコプコの製品は、長年にわたってその信頼性
が高く評価されているだけでなく、99.99パーセ
ント以上の窒素ガス純度を保証していました。こ
の高い純度が、廃棄される不良製品の削減に
役立っているとフェルナンデス氏は話します。
シンガー社の次なる計画は、アトラスコプコの

インバータ駆動装置付きのエアコンプレッ
サを工場全体に導入し、消費電力を
35パーセント削減することです。

「これらの対策がもたらすのは、競争力や高い
生産性だけではありません。サステナビリティの
向上と天然資源の有効活用、温室効果ガスの
排出削減を実現できることにも、私たちは非常
に満足しています」（フェルナンデス氏）  ■

シンガー社がブラジ
ル工場の窒素生成シ
ステムのサプライヤと
してアトラスコプコを
選んだのも、その信頼
性と保証された空気
純度のためでした。

シンガー社のブラジル工場では、年間1億8,000万本の

ミシン針が生産されています。この製造プロセスで、

アトラスコプコはサステナビリティの向上につながる

重要な役割を果たしています。

文 アトラスコプコ　写真 アトラスコプコ、ISTOCKPHOTO

ミシンの歴史をつなぐ技術
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シンガー社

■1851年創業のシンガー社は世界有数の
ミシンブランドで、世界初のジグザグミシン
や電子式ミシンを考案したことでも広く知
られています。その革新性は今日まで継承
され、最新鋭の家庭用ミシンや刺しゅうミ
シンを世界中に提供しています。同社は現
在、パフ（Pfaff）やハクスバーナ バイキング
（Husqvarna Viking）などのミシンブラン
ドを抱えるSVP Worldwideの傘下にあり
ます。
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