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次なるフロンティア、
アフリカを切り開く

世界をもっと

サステイナブルに

何なりとご用命を
問題が起きてからの事後対応はもはや時代遅れです。
アトラスコプコはお客様のニーズを先取りするサービスを
提供しています。

高性能な低圧環境をつくる
現代の生産工程には真空技術が欠かせません。
真空の需要は年々拡大しています。

視野を広げよう
アトラスコプコは社内公募制度により
グローバルな職務経験を通じて見識を広める機会を
社員に提供しています。

南アフリカでの飲料水支援
世界では今、約8億人がきれいな飲み水を
必要としています。Water for Allの南アフリカでの
活動を紹介します。

リーダーたちが語る、サステナビリティの重要性
エネルギーと資源の節約は
アトラスコプコとお客様双方の繁栄につながります。

スピード重視のニーズに対応
あらゆる情報にかつてない速さでアクセスしたい--
お客様のニーズにモバイルアプリでお応えします。

恐竜の化石発掘
オーストラリアで発掘された恐竜の化石。
後に「アトラスコプコサウルス」と名付けられました。
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アフリカで
カントリーマネジャーを務める

リナ・ヨルヘイデンは、
ケニアやエリトリアなど

14カ国を監督し、
さまざまな課題に

立ち向かっています。

「今やナイロビは技術の中心地です。
現地の人がアプリの会社を起業したり
しているんですよ」
リナ・ヨルヘイデン

PAGE 20
真空は

あらゆる製品の
製造工程や

分析処理工程に
不可欠な技術です。
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アトラスコプコグループのオフィシャル・マガジン
著作権： アトラスコプコ
住所： Atlas Copco AB, SE-105 23 
Stockholm, Sweden
Web： www.atlascopco.com
表紙写真： パール・マキタロ、ヨネール

発行人： アニカ・ベルグルンド
編集長： ロッタ・ビンケ
制作： アトラスコプコ
（協力： Appelberg出版グループ）
印刷： Ineko 2016

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。

http://www.atlascopco.com/alus/


社員数：1万 8700名
売上高比率：29％
ヨーロッパ

ビール生産に欠かせないのが
「圧縮空気」です。
生産工程の全段階で
圧縮空気が利用されます。
詳しくは31ページへ。

乾杯！

社員数：1万 2400名
売上高比率：29％

アジア／オーストラリア

1020 億スウェーデンクローナ
2015年の売上高

アトラスコプコグループ

東アフリカで土木鉱山事業を
統括するカントリーマネジャー、
リナ・ヨルヘイデンをご紹介。
詳しくは35ページへ。

成長著しい
アフリカ

社員数：2600名
売上高比率：10％
アフリカ／中東

アトラスコプコ
の事業内容

世界180以上の市場で事業を展開
92カ国に販売拠点

社員数4万3000名以上
28カ国に生産拠点

本社はスウェーデン・ストックホルム

▶ コンプレッサ事業エリアでは、
産業用コンプレッサ、真空ソリュー
ション、ガスアンドプロセスコンプ
レッサ、エキスパンダ、空気・ガス
処理装置、空気管理システムを提
供しています。この事業エリアは
世界的なサービスネットワークを
有し、製造業、石油・ガス産業、加
工産業でサステイナブルな生産性
を実現するために革新を続けてい
ます。

▶ 産業機器事業エリアでは、グ
ローバルなネットワークを通じて、
産業用電動工具、組立装置、品質
保証製品、ソフトウェア、サービス
を提供しています。この事業エリ
アは、自動車産業、航空宇宙産業、
工業品の製造・保守、車両サービ
スに携わるお客様がサステイナブ
ルな生産性を実現するために革新
を続けています。 

▶ 土木鉱山機械事業エリアが提
供しているのは、削孔および岩盤
掘削用装置です。この事業エリア
では、明かり掘り、地下掘削、イン
フラ整備、土木工事、井戸掘削、地
質工学の用途でサステイナブルな
生産性を実現するために革新を続
けています。 

▶ 建設機械事業エリアでは、建
設・解体用ツール、ポータブル・コ
ンプレッサ、ポンプ、発電機、照明
塔、転圧機および舗装設備を提供
しています。この事業エリアでは、
グローバルなネットワークを通じ
て、特殊機器のレンタルやサービ
スも展開。インフラ整備、土木工
事、石油・ガス、エネルギー、掘削、
道路建設プロジェクトの分野でサ
ステイナブルな生産性を実現する
ために革新を続けています。

コンプレッサ事業 産業機器事業 土木鉱山機械事業 建設機械事業



アトラスコプコの全体像

産業別受注高比率 事業エリア別売上高比率

アトラスコプの世界へ、ようこそ
私たちのお客様は世界中にいらっしゃいます。
それぞれのお客様にとって、アトラスコプコは
ローカルな企業です。しかし同時に、世界中に
リソースを有するグローバルな企業でもあります。

責任ある企業市民として
アトラスコプコは多くの分野で業界のベンチマークと考えられています。
ここ数年は、環境、社会的責任、ガバナンスで高評価を得た世界的な企業
が選ばれる「FTSE4Good index」のメンバー企業に選ばれ、その“リー
ダー”として認定されました。また、「ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・
インデックス」にも5年連続で選出されています。私たちのブランドプロミ
スは、人的資源、天然資源、資本の使用に責任を持ち、信頼の置ける持続
的な成果を生み出すことです。

社員数：6300名
売上高比率：24％

北米

社員数：3100名
売上高比率：8％

南米

グローバル、
でもローカル

テスラモーターズは
アトラスコプコの組立ツールを使
用しています。
詳しくは28ページへ。

慢性的な水不足にあえぐ
サンパウロ。ある大学の歯学部が
アトラスコプコの真空ポンプを
導入し、水の使用量の削減に
成功しました。
詳しくは30ページへ。

アトラスコプコ
1873年設立

テスラと
協力

水使用を
削減
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サービス業
5%

採掘業
19%

加工産業
15%

建設業
19%

その他
8%

コンプレッサ事業
45%

産業機器事業
14%

建設機械事業
15%

土木鉱山機械事業
26%



ボルボ・カー・グループの中国・成都工場では、組立工程に必要なすべてのツールと 
ソフトウエアをアトラスコプコが供給し、オンサイトで保守管理しています。

文＆写真 アトラスコプコ

PRODUCTIVITY
along the line

ボルボ・カー・グループ（以下、ボルボ・
カーズ）は、ヨーロッパ以外で初めて完
成車製造工場を立ち上げる際、自動車
組立に欠かせないツールを提供する企
業にグローバル・パートナーのアトラスコ
プコを選びました。ボルボ・カーズ成都工
場の製造エンジニアリング・ディレクター、
ヴィクトル・グー氏は言います。

「ボルボ・カーズは製品の品質と信頼性
を最も重視しています。アトラスコプコは高
い生産性を維持するのに必要な支援を
してくれています。世界のどこでも同じサ
プライヤーを利用できる利点の一つは、機
械のアップグレードや改良などのタイミング
を工場間で合わせられることです」
成都工場では、ボルボ・カーズが定め

るグローバルな製造方法と品質基準に
厳格に従っています。
「この工場にはヨーロッパの工場と同じ
組立システムが導入されています。つま
り、ここで生産された車はベルギーのゲン
トやスウェーデンのトーシュランダの工場
で生産された車と同レベルの品質を誇る
ということです」（グー氏） ■

流れるような生産性

最終組立工程には、電動お
よびバッテリ式ツール、固
定式ナットランナ、コント
ローラ、ソフトウエアなど
400以上のアトラスコプコ
製品が導入されています。
組立工程ではトルクの精度
と信頼性が極めて重要で、
生産ラインでの分単位のロ
スは多額の金銭的損失につ
ながります
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CEOからのメッセージ

革新の対象は新製品にとどまらず、サービスや物流、
カスタマーリレーションにまで及びます。社長兼CEOのロニー・レテンの話も、
革新的な企業文化の構築に欠かせない要素から、デジタル化のパワー、そして
持続可能で収益ある成長に向けた5つの優先事項にまで広がります。
文＆写真 アトラスコプコ

INNOVATION
A world of
革新に満ちた世界

名前：
ロニー・レテン

住まい：
スウェーデン・
ストックホルム

家族：
妻と息子2人、

孫2人
趣味：

自転車に乗る
目下の関心事：

ビジネスだけでなく、
私生活でも急速に
デジタル化が
進んでいること

革新はアトラスコプコのビジネス
の中核を成しています。革新的な
文化をどのように守っているので
すか？
まず、革新の実現には必ず目
標が必要です。より良い新しいソ
リューションを見つけるという目標
です。アトラスコプコの社員は組織
内の異動によって能力を高め、こ
れが革新の目標の実現に役立って
います。社内公募制度が重要な
役割を果たしており、社員が容易
に挑戦できる環境が整っています。
人材の多様性も欠かせません。さ
まざまな国籍、性別、年齢、職歴、
教育のバックグラウンドを持つ社員
が交流することで、創造的な環境
が醸成されます。また、新しい物事
を学んで短期間で能力を開発でき
る手段を社員に提供することも重
要です。私たちは、常により良い方
法があると強く信じています。それ
をいつも念頭に置き、お客様に寄り
添い、お客様の課題とニーズに注
意深く耳を傾けることも大切にして
います。
今後、どのような革新を期待でき

ますか？
製品はもちろんのこと、サービス、

プロセス、物流、サプライチェーン、
カスタマーリレーションなど、これか
らも多くの分野で革新を実現でき
ます。デジタルの世界は急速に進
化を遂げています。性能が大幅に
向上する一方で、新素材のコスト
は下がっているため、新たな機会
も生まれるでしょう。廃熱発電も新
しい用途が確実に見込まれる分
野です。エネルギー効率を求める

世界的な動向とも一致しており、私
たちは今後この市場で、間違いな
く大きな役割を果たすことになるで
しょう。 
エネルギー効率という面で、アトラ
スコプコの製品開発は十分に野
心的であると考えていますか？
そうですね、ここにも常により良

い方法があります。私たちはこの
分野で大きな成果を上げ、最高レ
ベルのエネルギー効率を実現した
製品を数多く世に送り出していま
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「常にお客様に配慮し、
より良い方法があるはずだと信じる
盤石な組織が必要です」
アトラスコプコ社長兼CEO、ロニー・レテン

す。この分野における私たちの能
力は世界最高レベルだと自負して
います。しかしこれに満足すること
なく、さらに上を目指します。最高
のソリューションの開発に活用でき
る技術はないか、常にテクノロジー
市場を探索しています。
温室効果ガス削減のための
2015年パリ協定は私たちにとって
良い機会であり、事業理念とも整
合性が取れています。例えば、大
きな成功を収めたインバータ駆動
コンプレッサを使うと、エネルギー消
費量を従来のコンプレッサの半分
に抑えられます。こうした製品の設
置が増えれば、環境負荷を確実に
低減できるでしょう。
デジタル化の最先端でビジネスの
やり方を変えていくには、何が鍵
となりますか？

デジタル化の潜在性を真に理
解する力です。新しい働き方に順
応することが日常的な課題で、変
化を受け入れる態勢を整える必要
があります。技術転換の導入が簡
単になればなるほど、受容されるス
ピードも速まります。今後はデジタ
ル化によって多くの事業プロセスが
変化していくことでしょう。
サービス事業には、どのような課
題と機会がありますか？
サービス事業には特に継続的

な成長が求められます。販売・設

置したすべての機器にサービスを
提供するまでには至っていません。
最大の課題は、私たちのサービス
を通じて価値が高まることをお客
様に明確に示すことです。革新は
サービスの分野でも重要で、例え
ばSMARTLINKデータモニタリン
グシステムを使用すると、コンプレッ
サのサービス時期を正確に把握で
きます。このシステムはお客様に安
心感を、お客様と私たちの双方に
Win-Winの関係をもたらします。
適切にメンテナンスさえしていれ

ば、設置した機器は常に100パー
セントの効率で稼働します。
2015年、アトラスコプコは持続可
能で収益性の高い成長を最優先
目標に、革新、企業倫理、安全衛
生、資源の有効活用、有能なチー
ムの実現に取り組んできました。
すでに戦略の柱が5本あります。
これら最優先事項はどのような役
割を果たしますか？
最優先すべき事項は、私たちの
戦略の柱を補完し、将来にわたっ
て競争力、革新性、健全な企業
倫理を維持できるようにするもので
す。単年で収益ある成長を達成す
るのはそれほど難しくないでしょう。
しかし継続的に成長するには、常
にお客様に配慮し、より良い方法
があるはずだと信じる盤石な組織
が必要です。■

組み込み型ヒューマンインターフェースのプログラマーであるリサ・リンドベリ(左）が締め付けを実演し、
新技術を用いた製品を統合する将来的な可能性や、インテリジェントグラスをはじめとした組立ソリューションの革新を示しています



建設機械

2011年3月11日に発生した大地震、津波、その後の余震により引き起こされた
東日本大震災は、東日本一帯に壊滅的な被害をもたらし、多くの命が失われました。
さらに、福島第一原子力発電所の事故に伴い、数万人の人々が故郷を離れることを
余儀なくされています。震災から5年、被災地では復興への努力が続けられています。
文 ANNA GULLERS　写真 ROBERT GILHOOLY

RECONSTRUCTION 

TSUNAMI
after a
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震災からの復興



岩手県陸前高田市は、地震と津波で受けた壊滅的な被害から目覚
ましい復興を遂げつつある町の一つです。現在、学校や病院、駅、
商業施設、護岸堤防などの建設が進められており、まったく新しい
町へと生まれ変わろうとしています。今なお、仮設住宅で暮らして
いる市民の多くは、2018年までに故郷に戻りたいという強い希望
を持っているといいます。
　こうした工事に加えて、90ヘクタール以上の土地を7～ 11メー
トルかさ上げして新しい宅地を造成する事業が進んでいます。
　沿岸部の高台整備に必要な砕石は山から掘削されています。同
市にとって、過去に例のない規模の掘削、発破、運搬作業を伴う大
掛かりな工事です。
　この工事を手掛けているのは日本ロックエンジアリングと日本
発破技研のジョイントベンチャーで、現場ではアトラスコプコのク
ローラードリルPowerROC T35とT45が合計7台稼働していま
す。現場監督を務める日本ロックエンジニアリングの笹田崇氏は
言います。
 「この現場は、日本国内だけでなく世界中の注目を集めています。
プロジェクトの遂行に当たって、スケジュールの遅れは許されませ
ん。過酷な地盤条件でも安定して作業を進められるアトラスコプコ
の機械の性能にとても満足しています」

生まれ変わる町
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アトラスコプコは、
サービスが必要になる時期を
お客様に事前にお知らせして
います。適切なサービスは
機器の耐用年数を延ばして

効率を高めます

10  achieve



アトラスコプコのコンプレッサテクニーク事業エ
リア社長を務めるニコ・デルボーは、2008年に
コンプレッサ事業のサービス部門を立ち上げま
した。当時これは未知の領域への挑戦でした。
新設された部門はリアクティブ（事後対応）型か
らプロアクティブ（事前対応）型へとサービスを
転換し、お客様の満足度を高めただけでなく、
会社全体の収益向上に貢献しています。デル
ボーが言います。
「私たちの決断は間違っていませんでした。と
いうのも、コンプレッサ事業エリアに続いて他の
事業エリアでも専門のサービス部門を立ち上げ
たからです。今やすべての事業エリアにサービ
ス部門があります」
このサービス変革の取り組みは世界中に広
がっています。例えば2014年に独立の事業ユ
ニットとして操業を始めた上海のアトラスコプコア
ジア太平洋地域物流センターや、自動車業界の
お客様のモニタリングを支援している英国の産
業機器事業サービス部門、さらには、リモートモ
ニタリング装置を内蔵した採鉱機械や掘削機械
を計画的に生産してサービスの大幅な効率性

リアクティブ（事後対応）型サービスはもはや時代遅れです。
アトラスコプコのサービス事業は収益性を高める戦略の柱の一つです。
各事業エリアには、お客様のニーズを先取りするプロアクティブ型の
サービス部門が設置されています。 文 JOHN FRANK　写真 THRON ULLBERG、アトラスコプコ

向上を図る取り組みです。
実際、コネクティビティとデータ解析は、アトラ

スコプコが切り開きつつある新しいサービスのフ
ロンティアです。サービスが必要になる時期をお
客様が事前に知り、適切なサービスによって機
器の耐用年数を延ばして効率性を高める手助
けをします。その結果、お客様の収益向上と環
境への対応を支援するのです。
「アトラスコプコではサービス事業の重要性が
大いに高まっています。今ではサービスは収益
性の高い成長を目指して掲げている戦略の5本
柱の一つです」

デルボーは2008年にアトラスコプコ初のサービ
ス部門設立に向けて準備を進めた当時を振り
返ります。彼は全社から人材を募り、他の事業
エリアの手本となるような青写真を描きました。
アトラスコプコにはサービス部門が存在してい
なかったため、「私たちが前例を作った」（デル
ボー）といいます。
「まず事業エリアに共通するサービス戦略を作
成しました。次に、顧客満足の観点だけでなく、

サービス事業

SERVICE
At your

ニコ・デルボーは2008年、アトラスコプコのサービ
スをリアクティブ型からプロアクティブ型に転換す
る取り組みに着手。それによって顧客満足度が上が
り、アトラスコプコ全体の収益も向上しました

何なりとご用命を
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新しいビジネスを生み出すという観点からもサー
ビスの重要性を啓蒙する活動を開始しました」
デルボーの部門はサービスを戦術的なマトリッ

クスに置いて眺めました。つまり、ある国・地域
でアトラスコプコのコンプレッサの市場浸透率を
調べ、その中でどれだけのお客様がサービスを
受けているかを分析します。例えばコンプレッサ
100台を設置した地域であっても、そのうち50台
しかサービスを受けていなければサービスの市
場浸透率は50パーセントにとどまります。最終
的には市場に設置したすべてのコンプレッサに
サービスを提供することを目指し、浸透率の向
上に努めるのです。

このアプローチにより、サービス部門ではサー
ビスを売り込む機会を把握することができまし
た。専任のサービス販売スタッフを配置すること
で、これまでなかったサービス業務が生まれたと
デルボーは説明します。
デルボーによると、圧縮空気システムを導入
するお客様は一般的に総コストの10～ 15パー
セントを初期投資に、10～ 15パーセントをメン
テナンスに、70～80パーセントをエネルギーに
支出しています。そこで、サービス販売スタッフ

はお客様に次のように説明するのです。「コンプ
レッサ機器を定期的にメンテナンスすると機器を
高いエネルギー効率で安定的に稼働させられる
ため、エネルギーコストを80パーセント節約でき
ます。このような予防保全サービスへの初期費
用はエネルギーコストの大幅な節約で回収でき、
さらに環境への配慮と全体的なサステナビリティ
の面でも大きなメリットがあります」。

このメッセージは早い段階からお客様に受け
入れられ、開始から半年以内にビジネスの結果
が出始めたとデルボーは述懐します。顧客満
足度調査で好意的な意見が寄せられたことも、
サービスに対するこの新しいプロアクティブ型ア
プローチが顧客基盤に結び付き始めたことの表
れです。
現在、アトラスコプコがコンプレッサ事業のサー

ビスを手掛ける場合、こうしたホリスティック（全
体的）なアプローチを採用しています。
「コンプレッサ室の一部にサービスを提供する
ならば、コンプレッサ室全体にもサービスを提供
したいと考えました。私たちにサービスを任せて
いただければ、その都度メンテナンスを実施する
よりも稼働時間が延び、総所有コストの削減に

「私たちのサービス事業は
その重要性が大いに高まっています」
ニコ・デルボー

サービス事業

 +� サービスに従事する
アトラスコプコ社員の割合
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つながりますとお客様に説明しています。とにか
く、お客様には安心を提供するパートナーとして
認識していただきたいのです」

マルク・テレスヴァサラは2014年初めに土木
鉱山機械事業のサービス部門社長に就任しま
した。同部門は2012年1月から独立採算制で
運営されていました。先に誕生したコンプレッサ
事業のサービス部門が作成したロードマップの
恩恵を受けながらも、土木鉱山機械のサービス
ではコンプレッサ機器とは異なる課題に取り組ん
だとテレスヴァサラは指摘します。
例えば、この分野ではお客様が社内で機器

の保守管理をしているケースが多く、現地に
サービス競合他社が存在することも懸念材料
の一つでした。競合他社に対抗するには「アト
ラスコプコが市場で最も競争力のあるサプライ
ヤーになる必要がある」とテレスヴァサラは言い
ます。 
そこでテレスヴァサラは、サービスを幅広く提
供する競合他社と同じ土俵で勝負するのではな
く、付加価値のあるサービス分野に集中する決

アトラスコプコのプロアクティブ型サービスの一つ、
圧縮空気機器の全面監査

Markku Teräsvasara, President 
 Mining and Rock Excavation 
 Service division, is focused on 
fleet management. 

「お客様の機器の
所在、状態、使用状況に
ついて、私たちは詳細に
把握する必要があります」
マルク・テレスヴァサラ
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断を下しました。つまり、土木鉱山機械のコアコ
ンポーネント（削岩機、回転ユニット、制御システ
ム、油圧コンポーネント、ブーム、フィード、駆動系
など）を中心にサービスを提供することにしたの
です。
社内で保守管理をしているお客様をアトラス

コプコのサービスに切り替えるように説得するに
は、「私たちの組織がいかに効率的で、大きな
価値を提供できるのかを納得していただくしか
ない」とテレスヴァサラは言います。
土木鉱山機械事業では、フリートマネジメン

トを重視してきました。「お客様の機器の所在、
状態、使用状況を詳細に把握する必要があり
ます」とテレスヴァサラは説明します。とは言え、
サービス部門のスタッフをすべての現場に常時
配置するのは経済的に不可能です。そこで、
サービス部門で日常業務、システム、バックアッ
プの手順を作成し、リモートモニタリングのシス
テムを導入しました。こうして定期的な連絡や訪
問を定着させれば、現場の機器を少なくとも年2
回、点検できるようになります。

2016年以降、リモートモニタリングのような技術
がますます重要になるでしょう。テレスヴァサラに
よると、アトラスコプコが現在生産している機器
だけでなく、必要に応じて既存の機器にもリモー
トモニタリング装置の設置が進められます。
リモートモニタリングが示しているのは、アトラ
スコプコとお客様との間のコネクティビティの強

化です。今後はサービス部門が収集できるデー
タが増大します。いつサービスが必要とされ、
いつプロアクティブ型サービスを提供すべきか
をデータの監視・解析によって把握し、お客様
の時間と費用を長期的に節約できるようになり
ます。
データの流入量が増えるに従い、スタッフによ

る積極的なフリートマネジメントが必要だとテレス
ヴァサラは言います。「人材はいます。トレーニン

「サービスのしやすさを
考慮した製品設計は
今や重要な優先事項です」
ニコ・デルボー

グを強化して、プロアクティブなフリートマネジメン
トに積極的に人材を配置していきます」。
テレスヴァサラの担当部門では顧客満足度調
査を年1回実施しています。取り組みに対する
お客様の意見を完全に把握するために、この調
査も変わっていくでしょう。
「私たちはサービスに対する意見をより頻繁に
知りたいのです。そこで、サービスをご利用いた
だくたびに調査を実施します。これによって顧客

圧縮空気機器のお客様は一般的に、
総コストの10～ 15パーセントを初期投資に、
10～ 15パーセントをメンテナンスに、
70～80パーセントをエネルギーに支出� +� +� 10～ 15％

メンテナンス

初期投資
10～ 15％

エネルギー
70～ 80％
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アトラスコプコ、コンプレッサ事業エリア社長、
ニコ・デルボー

「お客様に安心を提供する
パートナーとして
認識していただきたいのです」
ニコ・デルボー

満足度の最新データを入手できるようになりま
す」
デルボーによると、コンプレッサ事業のサービ

ス部門ではネットプロモータスコアの概念を基
に、半年ごとにお客様のサービス満足度を調査
しています。その調査では、初回の訪問で不具
合を解決できたかどうか、サービス技術者の有
効性も測定されます。 
テレスヴァサラとデルボーのサービス部門が

ダイバーシティ
プログラムによって
サービス部門の
男女比率改善に
取り組んでいます

各事業エリアに特化しているのに対し、新設さ
れたアトラスコプコ上海物流センターはコンプ
レッサ事業、建設機械事業、産業機器事業の
各エリアの物流サービスをアジア全域に提供し
ています。「すべてのお客様の要望に確実に対
応し、優先事項を調整する必要があります」と
話すのは、上海物流センターでマネジャーを務
めるリディア・タオです。同センターでは中国国
内8カ所と東南アジア20カ所以上にあるカスタ

▶ アトラスコプコのサービス部門では、
コネクティビティという言葉が今後ます
ます重視されていきます。サービス部門
とお客様が導入している機器との接続
性が高まるほど、より効率性の高いサー
ビスを提供できるようになります。
　アトラスコプコのコンプレッサ事業エ
リア社長、ニコ・デルボーは、以下の例
を挙げて接続性がいかに重要であるか
を説明します。 

 「コンプレッサは通常、約4000時間稼
働するごとにメンテナンスが必要です。
現在は、メンテナンス時期が来るとコ
ンプレッサが警告を発してお客様に知
らせます。しかし、お客様からの連絡を
待ってメンテナンス日程を決めていると
貴重な時間を無駄にしかねません」
　コンプレッサのライフサイクルでこう
した遅延が積み重なると、運転効率全
体に大きな影響が生じます。コンプレッ
サをアトラスコプコのサービス部門と接
続すれば、介入時期を予測し、絶好のタ
イミングでお客様にサービスを提供す
ることができます。

コネクティビティ
に注目

44%� +� 

マーセンター、そして6つの主要ブランドをサポー
トしています。
上海物流センターでは、アトラスコプコが提供

している物流サービスに対するお客様の評価を
知るために調査を実施しました。その調査によっ
て注文ステータスの追跡に大きな問題があるこ
とが判明しました。そこで同センターでは、より詳
しく注文を追跡できる機能をお客様向けWeb
サイトに導入しました。今では、カスタマーセン

アトラスコプコの
売上高に占める

サービス事業の割合
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ターで注文が登録された直後から、お客様はオ
ンラインで注文を追跡できます。さらに、予定納
期やその他の関連情報を納品完了まで確認で
きます。この新しいオンライン追跡システムが同
センターのWebサイトに二次機能として実装さ
れて以来、顧客満足度は確実に向上したとタオ
は話します。
上海物流センターは通常、重要業績評価指標

（KPI）によって活動を評価しています。現在は
期日内の完全納品を測定する新しい指標の導
入準備を進めています。これはお客様に重要性
を指摘された要素で、注文を受けた全品目が約
束の期日に納品されたかどうかを測定するもの
です。
アトラスコプコにとって重要な環境への配慮
は、アジア全域のお客様にとっても重要な課題

です。上海物流センターでは業務と輸送によっ
て生じるCO2の排出量を測定しています。ヨー
ロッパからの物品は緊急でない限り船で輸送す
るよう、お客様と協力して出荷を調整していま
す。中国では環境への配慮から空運よりも陸運
が優先されます。そのため、お客様のニーズを
満たしながら計画的に業務を進め、緊急の出荷
を避けるよう努力しているとタオは説明します。

何がアトラスコプコのサービス事業の将来を
決めるのでしょうか。サービスの道のりの出発
点は2008年に誕生したとデルボーは語ります。
サービス重視への動きは「継続的改善と継続的
発展」の一環だというのです。
顧客シェアの拡大を目指して、私たちアトラス

コプコはサービスレベルの向上を継続します。

「すべてのお客様の要望に確実に対応しながら、
優先事項を調整するのが私たちの仕事です」
リディア・タオ

上海物流センターのマネジャー、リディア・タオ

上海物流センターは
中国国内と

東南アジア市場の
お客様に対応する

重要なサービス拠点です
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お客様とのコネクティビティによって、その取り組
みはますます強化されるでしょう。テレスヴァサラ
がリモートモニタリングの機器について説明しま
したが、デルボーもお客様とのコネクティビティを
重視しています。

デルボーは、新製品の設計工程にサービスの
影響が感じられると話します。現在のコンプレッ
サ機器の設計にはサービスのしやすさが取り入
れられ、昔とは状況が変わってきました。

英国アトラスコプコツールズのサービスエンジ
ニア兼ソリハルチーム・リーダー、エミリー・ピエ
ニアックのお客様は自動車メーカーです。彼女
のチームはお客様の効率的な生産と日々 の目標
達成をサポートしています。そこで重要な役割を
果たしているのが機器のパフォーマンスに関す
る日次レポートです。
「障害発見インジケータによって、問題が最も
発生しやすい箇所をお客様自身が特定できま
す。また7日間のダッシュボードを見れば、製造
工程で発生している不具合の発生源がソフトウ
エアか実際の製造工程かを確認できます。さら
に、週次のロスレポートはライン設備停止の低減
に貢献しています。
ピエニアックのチームは、お客様のマネジャー

と週1回のミーティングを持つことなどを通じて、
サービスサポートの質を向上させ、お客様とのよ
り良い関係を維持するためのコミュニケーション
の改善を常に図っています。
「チーム一丸となって、日々お客様に一歩先行
くサービスを提供しています」とピエニアック。こ
れは、アトラスコプコが提唱するプロアクティブ型
サービス環境の好例です。■

英国アトラスコプコツールズのサービスエンジニア兼ソリハルチーム・リーダー、エミリー・ピエニアック
のお客様は自動車メーカーです。お客様は障害発見インジケータや7日間ダッシュボードにアクセスで
き、機器パフォーマンスの各種レポートも入手できます

「サービスを考慮した設計が今や重要な優先
事項になっているのです」
多数の設置済み機器が接続され、情報が途
切れることなくサービス部門に提供されます。そ
れを設計部門と共有することで、さらに効率が良
く、サービスが容易な新製品が誕生する。デル
ボーはサービス事業の将来をこう予測します。
「長期的には、コンプレッサに自己診断機能が
搭載され、不具合が発生した場合には自己解
決を試行し、同じ室内の他のコンプレッサに稼働

お客様に
一歩先の
サービスを提供

の交代を依頼したり、サービスジョブを自動発注
して、サービス技術者が自動的に派遣されるよう
になったりするでしょう」 
2008年の部門立ち上げから長い道のりです

が、これこそがアトラスコプコが受け入れて牽引
していく未来であるとデルボーは確信していま
す。
「私たちはサービス事業で間違いなく業界を
リードしていますし、新しいサービス戦略のトレン
ドセッターでもあるのです」 ■
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お客様、
車軸をしっかりお締めください

ドイツの車軸メーカー、ギガント・トレンカンプ＆
ゲーレ（Gigant Trenkamp & Gehle GmbH）
は、産業用車軸生産の立ち上げと維持に、アト
ラスコプコの持つ締め付けの専門知識と工程ノ
ウハウを全面的に活用しています。
開発段階でのシミュレーションテストや対話型

ツール選択プロセスでの緊密な連携により、ギガ
ントは短期間で生産工程を最適化し、新たな課
題に柔軟に対応できるようになりました。
ドイツのディンクラーゲにあるギガントで開発と
テストのチームリーダーを務めるトビアス・クリー
グ氏は、調査、テスト、プロセス検証から概念実
証に至るまで、求められるすべての要件を確実

に満たしながら、チームでの新製品開発を指揮
しています。
「今では、私たちは締め付け技術と工程の最
適化について深く理解しています。この知識の
獲得には、アトラスコプコの担当者と密に対話し
て、ノウハウを絶えず共有することが大いに役
立ちました」
世界の市場では、メンテナンスがほとんど、もし

くはまったく必要のない信頼性の高い車軸締め
付けソリューションが求められているとクリーグ氏
は説明します。
「私たちの業界では現在、非常に速いペース
で開発が進んでいます。すでに生産工程がす

べて導入され、新製品のライン生産が始まっ
ていたとしても、万一初期不良が発生した
場合、エンジニアは迅速な対応が求められ
ます」■

ギガント・トレンカンプ＆
ゲーレ
▶ 本拠地はドイツのディンクラーゲ
▶ ヨーロッパに500を超えるサービス拠点
▶ 1953年創業、2013年から
クローネ（Krone）グループ傘下

ギガントのエンジニア、トビアス・クリーグ氏と締
め付け技術について話し合うアトラスコプコのプ
ロセス最適化担当者、ヴィルフリート・カンペン

サービス事業



アトラスコプコのiACCESSシステムは、
遠隔地から機械のパフォーマンスをモニタリングし、
稼働時間やセキュリティ、安全性の向上に貢献します。

iACCESSリモートモニタリングモジュールで
は、資産の追跡、メンテナンスの計画、使用状
況アラートのカスタマイズができます。また、
iACCESSから温度、圧力、燃料レベル、エンジ
ン負荷、稼働時間などの監視と報告も可能です

iACCESSからサービスエンジ
ニアに情報が即座に配信され
ます

このシステムは設置場所を問わず24時間年
中無休で稼働します。監視対象のパラメータ
が指定範囲外になるとアラートを発しますイ
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リモートモニタリングで
機械の生産性を改善
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iACCESSは、
Intelligent Atlas Copco 

Equipment Satellite 
Systemの略です
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真空技術は、携帯電話や医薬・化学品、自動車
など、現代社会を支える多数の重要な製品を製
造するのに欠かせない技術です。密閉空間か
ら気体を抜くことで作り出される真空は不純物
を除去し、さまざまな製造・工業プロセスに理想
的な低圧の作業環境を実現します。
電子機器の大半に使われている半導体の生
産では、真空によってプロセスガスの純度を確保
します。また真空ポンプで作られる低圧環境は、
製品の包装、石油化学製品の加工、ガラスの
光学コーティングなどあらゆる場面で利用されて

います。世界の真空市場の規模は約60億米ド
ル（約6700億円）に上ります。
アトラスコプコは20年以上にわたって最先端
の真空ソリューションを開発しています。2013
年に高度な真空製品と吸引ソリューションの
技術で市場を牽引する英国エドワーズグループ
（Edwards Group）を買収し、この分野への
投資を大幅に拡大しました。2014年にはエド
ワーズを基盤に真空ソリューション事業部を立
ち上げ、積極的な事業展開を図っています。
「私たちは成長を続ける真空市場でトップに立

  HIGH 
PERFORMANCE

 Low 
pressure,

2014年の設立以来、アトラスコプコの
真空ソリューション事業部は急速に事業を拡大し、
現在では世界各地で多くのお客様に
卓越した真空ソリューションとサービスを提供しています。
文 アトラスコプコ　写真 アトラスコプコ、GETTY IMAGES
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高性能な低圧環境をつくる



真空ソリューションは、表面測定器や電子顕
微鏡などの分析機器にも広く利用されてい
ます
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つという意向を表明しています。エドワーズの事
業を成長させ、さらに買収戦略を進めることで、
この目標を達成していきます」と真空ソリューショ
ン事業部社長のギアト・フォレンスは語ります。
世界最大規模の非上場医療機器メーカーで

ある米国クック・メディカル（Cook Medical）は真
空ソリューション事業部が提供する製品のお客
様です。同社は先ごろ、モータ駆動のケミカルド
ライポンプ9台を滅菌工程に導入し、すべての
製品をエチレンオキシド処理で滅菌しています。
この処理はかなりの危険を伴うため、エドワーズ

の完全認証済みのEDPポンプは高い安全性と
信頼性を確保するよう設計されています。

英国原子力公社（UK Atomic Energy Au-
thority）も関わりの深いお客様です。これまで
に500台以上のドライスクロール真空ポンプを
科学技術施設協議会（STFC）と核融合研究
カラムセンターに納入してきました。エドワーズの
nXDSとXDSスクロールポンプはSTFCのさま
ざまな研究所に設置され、用途ごとにカスタマイ
ズして使用されています。 

真空は密閉空間から空気やその他の物質を抜くこと
で作り出されます。真空技術は自動車のヘッドライ
ト、モバイル機器、医薬品など、あらゆる製品の製造
工程や分析処理工程に不可欠な技術です

写真 : BØRTH AADNE SÆTRENES, GETTY IMAGES

写真 : HITOMICHI TANAKA/EYEEM, GETTY IMAGES
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アトラスコプコは、特に産業用真空市場向
けのサービスをお客様の近接地で提供するた
め、2015年に米国の真空サービス会社イノベー
ティブ・バキューム・ソリューションズ（IVS）を、
2016年1月には米国の真空ポンプ部品とサー
ビスを提供するキャピタル・バキューム・パーツ
（Capitol Vacuum Parts）を買収しました。ま
た、2015年の韓国アプシス（Apsys）の買収に
より、アジアの半導体メーカーに広く利用されて
いるDCプラズマ技術を獲得しました。

2015年11月、アトラスコプコはスイスのエリ
コンライボルトバキューム（Oerlikon Leybold 
Vacuum）と買収契約を締結（2016年半ばに
買収完了見込み）。同社のソリューションは自動
車、冶金、マイクロチップのコーティング、分析機
器製造などの応用分野でクリーンな環境を実現
するために利用されています。
こうして獲得した新しい真空知識とアトラスコ
プコの深いコンプレッサ知識のシナジー効果に
より、優れたクロスオーバー製品が生まれてい
ます。2015年4月に発売した革新的なオイルイ

アトラスコプコの
一員として
「この2年間は充実した素晴らしいもので
した。いくつかの新製品を発売し、買収を
完了して、新たな経営体制が導入されまし
た。先ごろの組織改編によって明確な戦
略が打ち出され、個 の々社員の責任がはっ
きりしたため、今後もさらに素晴らしい成
果を達成できると楽しみにしています」

ケミカル＆プロセス
担当セールス
マネジャー、
シヴァバラン・
アラガー（インド）

「科学OEMチームのお客様へのアプ
ローチに何ら変更はありません。変わっ
た点は、新技術の開発に体系的なアプ
ローチを採用したことで、新事業で成功
するにはこれが鍵になると考えています」

キーアカウント
マネジャー、
イヴァ・
ユンウェルトヴァ
（チェコ共和国）

「困難もありますが、毎日がとても刺激
的です。新しい組織、新しい職務、新し
いチーム、どれも挑戦する機会とエネル
ギーにあふれ、学ぶことがたくさんありま
す。世界中のアトラスコプコでコミュニ
ケーションをより活発にしながら、シナ
ジー効果を生んでいくことが大切だと考
えています。まず、グループ内で総合的
な人材基盤を持てるように、事業と社員
について理解を深めたいと思います」

グローバル人材・
学習・能力開発担当
ヘッド、
シャーリー・チャン
（中国）

「私たちは成長を続ける
真空市場でトップに立つという
意向を表明しています」
真空ソリューション事業部社長、ギアト・フォレンス

“

写真 : WESTEND61, GETTY IMAGES
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ンジェクションスクリュ真空ポンプは、アトラスコプ
コのコンプレッサ技術をベースに真空技術のエ
ンジニアが設計した製品で、産業用途の一般
的な作動圧で最高の性能を発揮します。この
製品を真空パック食品の生産用に導入したフ
ランスの食品加工会社ヴァレンティン・トレトゥー
ル（Valentin Traiteur）では、複数あったポン
プを1台の真空ポンプに置き換えたところエネル
ギー消費量を約35パーセント削減することに成
功しました。
真空ソリューション事業部は、環境重視の視

アトラスコプコは2014年に設立した
真空ソリューション事業部の事業拡大に力を入れてきました。

点からさらにサステイナブルなソリューションを
開発しています。ベルギーの半導体研究組織
IMECが運営する施設に最近、同事業部の浄
化ポンプと真空ポンプが設置されました。その記
録データから、浄化ポンプ（有害な副産物の除
去）ではグリーンモード時に燃料ガスの消費量
が90パーセント削減されることが確認されてい
ます。施設全体では2割近くの燃料ガス節約に
つながりました。■

アトラスコプコ 
真空ソリューション事業部
▶ 真空技術のグローバルリーダーであるエド
ワーズの買収後、2014年に設立

▶ 英国クローリーが拠点
▶ 米国 IVS（2015年）、韓国アプシス（2015年）、
米国キャピタル・バキューム・パーツ（2016

年）各社の買収を通じて成長

過酷な産業工程でも優れた性能を発揮する
GHS VSD+真空ポンプ。この真空ポンプは、
米国の航空宇宙メーカーやアルジェリアの
チーズパック詰め工場、ブラジルの瓶詰め工場
などで活躍しています
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アトラスコプコでは、人材と能力に国境はあり
ません。アトラスコプコチームの一員になること
は、お互いの経験や知識共有を重んじる組織
の一員になるということなのです。
能力と意欲のある社員には、新たな事業分
野、職務、勤務地（国内外問わず）を発見する
道が常に開かれています。
アトラスコプコの「社内公募制度」は全社員

国際的な企業で働く大きな利点の一つは、
海外で暮らして働く機会があることです。
アトラスコプコの社内公募制度では、
グローバルな職務経験を追求する機会を社員に提供しています。
文 SUSANNA LINDGREN　写真 アトラスコプコ

社内公募制度

を対象とし、希望する社員は世界中で新しい仕
事の機会を探し、条件を満たせばそのポジショ
ンに応募することができます。働き方には、長期
勤務や短期出張、地域配属、海外赴任など、さ
まざまな形態があります。 
この社内公募制度を活用して、新たな分野を
探索する機会をつかんだ2人の社員をご紹介し
ましょう。

 Expand your 
HORIZONS

アトラスコプコの社内公募制
度は、世界中の全社員を対象
としています

視野を広げよう
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ユイ・チャオはアトラスコプコの社
内公募制度を利用して、母国中
国の4都市で5つの職務を経験し
ました。さまざまな経験を積むうち
に、海外で働きたいという意欲が
芽生えてきたといいます。
「そこで、社内公募制度にあった
米国ロックヒルのコントローラー職
に応募して採用されました」
チャオはこの週、英国支社に出
張中で、電話でインタビューに答え
ます。
電車の遅延などの混乱があり、

インタビューの開始時間がやや遅

れました。チャオは「いつもながら、
新しいシステムに慣れるのには少
し時間がかかります。英国への出
張は今回が初めてですし
ね」と言って笑います。
チャオが米国へ初
めて赴任したのは
2011年。仕事の上で
も家族にとっても、それ
は大きな挑戦だったと話し
ます。
「当時7歳と4歳だった子供たち
はすぐに新生活に慣れてくれまし
た。息子はアメリカンフットボールが

大好きで、私たちが住んでいるノー
スカロライナ州シャーロットのNFL
チーム、パンサーズの大ファンにな

りました」
米国での職業生活
は、チャオが慣れ親し
んだ中国の文化とは
大きく異なっていまし
た。経済成長著しい中

国で、最新テクノロジーを
駆使する活力に満ちた若い社員
たちと働いた17年間。その後に赴
任したサウスカロライナは、完全に
別世界だったといいます。

「皆さんにも、
社内公募制度を使って、
またとない機会をつかんでほしい
と思っています」
ユイ・チャオ

ユイ・チャオは1994年、中国・無錫でアトラスコプコに入社しました。
さまざまな職務を経験した後、米国で働く機会を得ました。1年前より、
サウスカロライナ州ロックヒルの医療ガスソリューションズ部門の
部門コントローラーとして、2回目の海外勤務を開始しています。

Coming to

「ここではまだ紙の小切手を使っ
ています。これは予想もしませんで
したね。最新技術をすぐに利用で
きる環境にあるのに、変化をなか
なか受け入れない保守的な一面
があります。でも米国には、中国の
一般的な環境にはないフラットな組
織があります。上下関係がなく、誰
とでも対等に言い合える環境で働
けるのは、素晴らしい体験です」

チャオは最近、任期を更新しまし
た。新しい文化の中でさまざまなこ
とを経験し学ぶことを、彼がいかに
楽しんでいるかの証明です。
「他の社員の皆さんも、ぜひ社内
公募制度を使って、またとない機会
をつかんでほしいと思っています。
私は管理職に応募できるまで待ち
ましたが、社内公募制度には、そ
れほどの経験がなくても応募でき
る、数カ月間のプロジェクト業務な
どもあります。そういったものに応
募して採用されれば、海外生活を
試すことができます」 ■

アトラスコプコの
社内公募制度
▶ 世界中のアトラスコプコ全
社員を対象に、条件を満たせば
グループ内での異動機会を与
えるという社内公募制度。この
アイデアが約20年前に導入さ
れた当時は大きな挑戦でした。
しかし今では、ごく当たり前の
制度としてどの国の社員にも
受け入れられています。
社内公募制度は単なる求人
掲示板ではありません。社員の
能力開発意欲を信じ、個人の
業績向上と自己改革の姿勢を
支援することがアトラスコプコ
の利益につながるという強い
信念に基づいています。

アメリカでの挑戦

社内公募制度
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ペトラ・グランディンソンはアトラ
スコプコに入社したとき、すでに大
小いくつかの企業で長年、実務経
験を積んでいました。グランディンソ
ンは言います。
「グローバル企業の国
際的な環境で、自分自
身の可能性を伸ばし、
実務能力を高めること
のできる機会のある企業
で仕事をしたいと思っていま
した。社員に常に自主性を促し、
企業の成長のみならず、個人のレ
ベルでも成長するよう奨励するアト
ラスコプコの方針は、実に素晴らし

いと思います」
海外勤務という目標は、彼女が
職業選択に当たって意識していた
ことです。社内公募制度で応募し

た仕事は、彼女が望む3つ
の条件を満たす理想的
なものでした。その条
件とは、生産またはアフ
ターマーケットの管理
職であること、経験した産

業機器以外の事業エリアで
あること、そしてできれば勤務地が
中国かインドであることでした。南
京での現在の仕事は、これらの条
件にすべて合致していました。

海外赴任は家族全員の人生や生
活に大きな影響を及ぼす問題で
す。中国に赴任するとスウェーデン
の家族や友達から遠く離れることに
なります。「ですが、実際に中国に移
り住むことを決めたら、家族全員が
前向きに考えるようになりました」と
グランディンソンは振り返ります。
「今では、家族全員がここ中国で
の生活を楽しんでいます。子供と
夫の新たな役割は、もっと家事を
手伝うこと。私が昇進の打診を受
けたときには、中国滞在の延長を
家族全員で決めました」
この社内公募制度のような仕組

China calling
2006年にスウェーデンのアトラスコプコに入社したペトラ・グランディンソンは、
当初から海外勤務を目標の一つに掲げていました。念願がかない、2012年に
家族と中国に赴任。最近、アトラスコプコ（南京）建設・鉱山機械有限公司の
ジェネラルマネジャーに就任し、南京での生活を3年延長することになりました。 

「グローバル企業の国際的な環境で、
自分自身の可能性を伸ばし、
実務能力を高めることのできる
機会のある企業で仕事をしたいと
思っていました」
ペトラ・グランディンソン

中国には干支があり、2016年は申年
です。猿は野心があって冒険好きで、巧
みな仕事が得意とされています。まさ
に、ここで紹介した社員2名のようです

みを取り入れている企業はそれほ
ど珍しくありません。しかしグラン
ディンソンは、アトラスコプコのやり
方は独特だと指摘します。
「最も重要な点は、アトラスコプコ
で募集中の仕事は、すべて公募の
対象になっているということです。
応募はすべてプロフェッショナルな
やり方で処理されます。これまで私
が挑戦した応募では、採用されな
かったものも含めてすべて、短期
間でフィードバックがありました。だ
からこそ、再度挑戦する励みになり
ました。現在の職務も、こうしてつ
かんだものです」 ■

中国での天職

社内公募制度
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TOOLING 
TESLA
テスラの使命が「全世界で持続可能な輸送手段へのシフトを
加速させること」であるならば、アトラスコプコの使命は
「電気自動車の組立ラインで高効率を確保すること」です。
テスラ車の重要なネジ部品はすべて、
アトラスコプコのツールで取り付けられています。
文 SUSANNA LINDGREN　写真 TESLA MOTORS

テスラモーターズ（以下、テスラ）は、米国自動
車メーカーとしてはあらゆる意味で異色の存在
です。まず、生産しているのは電気自動車のみ。
次に、伝統的にビッグスリー（フォード、クライス
ラー、ゼネラルモーターズ）が本拠とするデトロイ
ト周辺に生産拠点を構えていないこと。生まれ
も育ちも起業家の聖地シリコンバレー、環境先
進企業のニューカマーなのです。
シャーシを見ると、さらに違いがあります。従
来のガソリン燃焼式エンジンには数百もの可動
部品があるのに対し、テスラ車は電気モータの
ロータだけ。これによって瞬時の加速を可能にし
ています。
「ルーディクラスという加速モードを導入したモ
デルSは、市場で最速クラスのセダンになりまし
た。わずか2.8秒で時速60マイル（約100キロ）
に達します」と話すのは、アトラスコプコでビジネ
ス開発マネジャーを務めるエルビス・ジャガットで
す。フラッグシップのモデルSが2012年に登場し
て以来、同社を担当しています。モデルSは最
大85キロワット時のバッテリーパックを搭載し、航

製造組立機械が競合製品より信頼できることは
すぐに証明されました。私たちは2014年以降、
組立に使われる重要なジョイントツールのすべて
と一般締め付けツールの9割以上をテスラに供
給してきました。テスラの工場の約85パーセント
で、STBバッテリシリーズのツールが使用され
ています。また現在、8人のアトラスコプコのサー
ビスエンジニアが現場に常駐し、ツールの円滑
な稼働をサポートしています。

「燃焼式エンジンを搭載していない電気自動
車のモデルSでは、17インチのタッチスクリーン

続距離は公称426キロです。
テスラが本社を置くカリフォルニア州では、自
動車製造のノウハウがほとんど蓄積されていま
せん。ジャガットによると、シリコンバレーは技術志
向が優勢な地で、手に入る自動車組立のナレッ
ジは限られています。だからこそテスラは、組立
に精通するアトラスコプコを戦略的パートナーに
選んだのです。モデルSの発売当時、アトラスコ
プコは締め付けツールの主要サプライヤーとし
て貢献しました。
緊密な協力関係によって高効率のスムーズ

な組立ラインを構築する中で、アトラスコプコの
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ファルコンウィング
ドアにより、

狭い駐車スペースでも
2列目、3列目のシートに
楽に乗り込めます。

テスラモーターズ

テスラを支えるツール



からホイールに至るまで、この車に組み込まれる
すべての駆動装置と電子部品の組立にアトラス
コプコのツールが使用されています。もちろん、
回路基板の接続やラボでのジョイント試験にもア
トラスコプコのツールが選ばれ、使用されていま
す」（ジャガット）

自動車産業では、極めて高性能な電動ツール
を使用してすべてのA級クラスのジョイントの品
質を管理しています。ジョイントの不具合によっ
て車が分解してしまうと、運転者だけでなく周囲
の人や車にも影響するおそれがあるため、ジョイ

ントには最高レベルの品質が求められます。
「自動車には200以上もの重要なジョイント
が組み込まれますが、私たちはそのすべて
で100％のトレーサビリティを確保しています。
Power FocusとPowerMacsシステムブランド
のツールでのジョイントについては、トルク、角度、
結果などの情報とアトラスコプコ機械システムの
日時スタンプがtoolsNETシステムに保存されま
す」（ジャガット）
最新のモデルXの販売も含めると、テスラは
2015年に約5万台の車両を製造しました。ジャ
ガットが今後の意気込みを語ります。

テスラ
モーターズ 
▶ テスラモーターズは、電気自動
車がガソリン自動車を超えられるこ
とを証明したいと願ったシリコンバ
レーのエンジニアのグループによっ
て2003年に設立されました。同社
初の電気自動車、スポーツカータイ
プの「テスラロードスター」は世界
的に注目を集め、2008～ 2012年
に2400台生産されました。2012

年には世界初の電動セダンである
「モデルS」を発売。モデルSは、フ
ラットなバッテリーパックが乗車ス
ペース下のシャーシに組み込まれ
ており、車の重心が低く保たれるた
め、高い走行安定性を実現していま
す。1回の充電で426キロ走行で

きます。2015年、このモデル
Sに続いて、クロスオー

バ ー SUVの「 モ
デルX」を発売し
ました。

「テスラは大切なお客様であり、ともに成長でき
るパートナーでもあります。私たちは、テスラの
生産台数が年間1万5000台から5万台に増え
るのを実際に目撃してきました。私たちアトラスコ
プコは世界で事業を展開するグローバル企業で
す。それはつまり、テスラが世界のどこで生産を
開始しても、まったく同じソリューションを提供でき
るということです。年間生産台数が10万台に増
えたとしても、もちろん対応できますよ」
テスラは今後、モデルSとモデルXの増産計
画に加え、一般の人々に広くアピールする新車
の発売も予定しています。■
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「自動車には200以上もの重要なジョイントが
組み込まれますが、私たちアトラスコプコはそのすべてで
100％のトレーサビリティを確保しています」
エルビス・ジャガット
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サンパウロ州タウバテ大学

水不足に挑む歯科クリニック

DENTAL CLINIC 
TREATS WATER 
 SHORTAGE

ブラジルで最も人口の多いサンパウロ州は今、慢性的な水不足に直面しています。
この難しい課題に大学の歯科クリニックが挑み、
水道料金と環境汚染の大幅な低減に成功しました。

文 BILL HINCHBERGER　写真 GETTY IMAGES

ブラジル南東部のサンパウロ州は現在、史上最
悪の慢性的な水不足に悩まされています。州都
サンパウロ市の約150キロ北東に位置する人口
25万人のタウバテ市でも、状況は深刻です。住
民の中には、家庭で洗濯に使う水を節約するた
めに、普段着までドライクリーニングに出す人も
います。
降水量の少なさが水不足の一因であるも

のの、長期的な解決策として求められている
のは水管理の改善です。公共政策が待たれ
るところですが、同市のタウバテ大学（以下、
UNITAU）歯学部はこの問題を先送りしないこ
とを決断しました。
UNITAUはフル機能の治療台80台を備え

た歯科クリニックを運営しており、歯学部の学生

が地元住民の歯を治療しています。クリニック
はこれまで、旧式の自吸式ポンプを使って毎日
4000リットルの水を排水していました。「この排
水の水質は、現在の厳しい環境基準に適合し
なくなっていました。遅かれ早かれ、何らかの対
策が必要だったのです」と語るのは、歯科クリ
ニックコーディネータのバレリオ・コスタ氏です。
UNITAUが解決策として実施したのは、旧
式の油圧システムに代えて真空ポンプ2台を設
置するという試みです。
導入直後、月額1000ユーロ（約12万4000

円）を超えていたクリニックの水道料金は100
ユーロ（約1万2400円）以下になり、電気料金
も3割下がりました。「驚いたでしょう。証拠とし
て領収証をお見せしましょうか？」とコスタ氏は

笑います。
真空ポンプの導入によって水を節約できた上

に、排水内の細菌量が減少し、地下水汚染の
リスクも減りました。「私たちのシステムは、大幅
なコスト節減を実現しながら、水管理も改善しま
した。環境保全にも貢献しているのです」とアト
ラスコプコのセールスマネジャー、ホセ・カルロス・
ドス・サントスは言います。
UNITAUはアトラスコプコとの連携を突然思

い付いたわけではありません。同大学の歯科ク
リニックでは、20年前に導入したアトラスコプコ
のエアコンプレッサが今でも高効率で稼働して
いるのです。コスタ氏は言います。
「私たちはアトラスコプコ・ブランドに、全幅の信
頼を寄せています」 ■

▶ タウバテ大学（UNITAU）歯学部
場所： ブラジル・タウバテ市（サン
パウロ市の約150キロ北東に位置）
設立： 1973年（複数の現地大学を
統合）
活動： 大学内の歯科クリニックで学
生が地元住民を治療
導入機器： アトラスコプコの真空ポ
ンプ2台
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THE BEST AIR 
for the best beer
コンプレッサは産業界の大半で光熱費の大部分を
占めています。だからこそ、コンプレッサ室の刷新は

採算を見込める投資でもあるのです。
ここではビール会社3社の成功例を紹介します。

文 アトラスコプコ　写真 アトラスコプコ、GETTY IMAGES

革新的なビール生産

最高のビアに最高のエアを
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圧縮空気はビール生産工程のあらゆる段階で重要な役割を果たします。ディープ・エラム（米国）のような小規模メーカーからSABミラーのような
巨大企業まで、世界中のビール会社がアトラスコプコ製品を採用しています

圧縮空気は産業界にとって極めて重要で、最
大のエネルギー消費を伴うリソースの一つです。
そのため、圧縮空気システムの省エネが実現す
れば、コストと環境負荷を大幅に軽減することが
できます。
これを証明したのが、ポーランドのティヒにある

ビール醸造国内最大手、ブローヴァル・クション
ジェンツィ（ ）です。17世紀初
頭に創業し、現在はSABミラー（国際的なビー
ル醸造グループで、ポーランドの3大醸造所を運
営）の一部門であるコムパニア・ピヴォヴァルスカ
（Kompania Piwowarska）に属しています。
ビールの生産では、麦汁づくりからビールの
運搬に至るまで、工程の全段階で圧縮空気が
重要な役割を果たします。ブローヴァル・クション
ジェンツィが最近実施したコンプレッサ室の刷新
は、新しい設備への投資が採算性向上につな
がる好例です。最新設備の導入でエネルギー
消費量を3割削減することに成功し、そのソ
リューションは賞を獲得しました。ここで採用され
たコンセプトは、複数のコンプレッサのグループを

構成し、さまざまな工程の需要に合わせて圧縮
空気を供給するというものです。エネルギー効
率を最適化するために、同工場は空気圧縮の
工程に排熱回収システムも設置し、作業室や倉
庫の暖房に利用しています。
米国テキサス州に本社を置く地ビールメー

カー、ディープ・エラム・ブルーイング・カンパニー
（Deep Ellum Brewing Company）の創業
者が望んだのは、エネルギー消費量の削減だけ
ではありませんでした。
「スペースにゆとりがないため、設置面積の小
さいコンプレッサであることが極めて重要でし
た」と創業者のジョン・リアドン氏は話します。「さ
らに、導入したコンプレッサは騒音もわずかで、
ささやくように静かです。社員がいつも集まって
話をする通路に設置していますが、小型で邪魔
にならず、誰も気に留めていませんよ」。
同社は2011年11月に操業を開始した直後、

オイルフリーエア供給用にアトラスコプコのスク
ロールエアコンプレッサを購入しました。
「樽詰機での樽の脱気から、醸造所内のバル

省エネ賞を受賞

ポーランドのティヒを本拠地とす
るブローヴァル・クションジェ
ンツィは先ごろ、省エネへの取
り組みが認められ、同国エネ
ルギー規制局から「ホワイト認
証」を授与されました。同社は
アトラスコプコと協力してティ
ヒのビール工場のコンプレッ
サ室などを刷新。約3割の省
エネを達成しています。
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ブや缶詰ラインのバルブに至るまで、すべての機
器にオイルフリーエアが必要です」（リアドン氏）
アトラスコプコのスクロールエアコンプレッサは

（1）従来のコンプレッサよりもエネルギー効率に
優れてコンパクト、（2）離れたコンプレッサ室では
なく使用する場所に設置できる静音性、（3）汚
染防止が必須の食品・飲料生産では重要なオ
イルフリーと、ディープ・エラムが求める3大要件
をすべて満たしています。また、可動部品が少
ないために極めて信頼性が高く、保守作業によ
る中断を最小限に抑えられます。
ディープ・エラムに先立つこと100年、ビール
の街プラハでスタロプラメン（Staropramen）と
いうブランドが誕生しました。その名は「古い
泉」を意味しますが、工場の設備は最新です。

チェコ・プラハのビール会社スタロプラメンは常に最新技術に投資してきました

米国のディープ・エラム・ブルーイング・カンパ
ニーは、ダラス東部の歴史的なディープ・エラム
地区にあります。街の波瀾万丈の歴史が同社のに
ぎやかで愉快、ダイナミックな姿勢にぴったり合
い、この地での創業を選んだといいます

「市場で手に入る最新の技術であることが、
当社の機械刷新の基準です」
ウラジミール・ウルバン氏

生産するピヴォヴァル・スタロプラメン（Pivovar 
Staropramen）はチェコ共和国最大級のビール
会社で、常に最新の技術と革新に投資を続け、
35カ国以上に製品を輸出しています。同社の
設備管理者であるウラジミール・ウルバン氏は、
長年にわたってアトラスコプコのコンプレッサを
使用してきた経験があり、醸造所におけるコンプ
レッサの稼働ぶりについて熱心に語ります。
「市場で手に入る最新の技術であることが、当
社の機械刷新の基準です。最新動向を常に
チェックし、機械の刷新をさらに進めていく予定
です」 ■
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Water for Allすべての人々に水を

私たちが住む地球は全人口に行き渡る量の淡水を
蓄えています。にもかかわらず、約8億人が清潔な水に
アクセスできない状況にあります。私たちはこの深刻な問題を
改善すべく活動を続けています。 文 PETRA LODÉN　写真 アトラスコプコ

FRESH WATER – FOR ALL

「Water for All（すべての人々に水を）」は
アトラスコプコの社会貢献活動の一つで、社員
が主体となって運営しています。水を必要とす
る人々に対してきれいな飲み水へのアクセスを
長期的に提供することを使命とし、社員による寄
付金額の倍額をアトラスコプコグループが加算
するという仕組みで活動を続けています。1984
年に2名の社員が立ち上げて以来、これまでに
世界40カ国以上の約200万人にきれいな飲み
水を提供してきました。
活動を開始するに当たっては、各地のNGO

やNPOと協力しながら、プロジェクトの導入とメ
ンテナンスに必ず地域の人々が関与するよう働
きかけます。そうやって住民の自助努力を支援
し、サステナビリティを確かなものにするのです。
プロジェクトの中には井戸の掘削や天然水源の
保護、雨水貯水システムの設置、村や家庭向け
の基本的な給水システムの建設、衛生／下水
道システムの建設などがあります。■

Water for Allの詳細については、
www.water4all.orgをご覧ください。

井戸を訪問
▶ アトラスコプコのWater for Allは2012年よ
り、南アフリカのヨハネスブルグ市から約400キ
ロ南に位置する学校3カ所を対象に、きれいな
飲み水を供給するための基盤と設備を導入する
プロジェクトに資金を提供しています。このプロ
ジェクトによって、3校合わせて約1000人の子
供たちがきれいな飲み水を安心して利用できる
ようになりました。この水は給食の調理や菜園へ
の水やりなどにも使われています。
　2015年11月にアトラスコプコの取締役数名
が南アフリカに出張し、サハラ以南のアフリカ
におけるグループ事業を視察しました。その際、
Water for Allプロジェクトの現場も訪問。きれ
いな飲み水により、いかに生徒の生活の質が向
上したかを知った取締役たちは、彼らの輝く笑顔
に感銘を受けるとともに、Water for Allの活
動を誇らしく思ったと話します。

Water for Allがプロジェクトを
推進する南アフリカの学校で、
子供たちと一緒にこの活動で

設置された井戸から水をくみ出す
アトラスコプコ取締役の

ピーター・ウォレンバーグ・ジュニア

南アフリカでの飲料水支援

http://www.water4all.org/us/


アフリカはグローバル企業にとって、さまざまな意味で次なるフロンティアです。
人口増加によって生まれる未開拓の巨大な市場、開発問題の改善、
安定化の一途をたどる政情、そして、豊富な天然資源を求めて
海外から流入する多額の投資－－。アトラスコプコのリナ・ヨルヘイデンも、
アフリカでのビジネスの展望に胸を躍らせています。
文 CARI SIMMONS　写真 JOHANNA BERGLUND、GETTY IMAGES

AFRICA
from the 
ground up

アフリカ市場

次なるフロンティア、アフリカ
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リナ・ヨルヘイデンの 
プロフィール
現在の生活： ナイロビ中心部の近くのマン
ションにスウェーデン人の夫と暮らす
趣味： テニス、サイクリング、ハイキングなど
のアウトドア活動。週末はケニアの探索や近
くのサファリパークに出かける
訪問客へのアドバイス： 「ナイロビ国立公園
はアクセスが良く、素晴らしいところです。通
勤途中に立ち寄ることもできますよ」
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リナ・ヨルヘイデンは、タンザニアのビジネスコ
ントローラーへの昇進の人事を聞いたとき、興奮
すると同時に恐怖も感じたと言います。それから
5年以上が経った今、カントリーマネジャーに昇進
したヨルヘイデンはアフリカでの暮らしにもすっか
り慣れ、東アフリカの土木鉱山機械事業の責任
者として日々 、精力的に活動しています。

ヨルヘイデンの担当地域はエリトリア、マダガス
カル、ケニアなど14カ国。この地域は戦争や汚
職、貧困、インフラ不足など数々の課題に直面し
ていますが、どの国も天然資源に恵まれ、その
多くは急速な発展を遂げています。「政情が安
定すれば、成長の機会はあります」とヨルヘイデ
ンは分析します。
アフリカに赴任したヨルヘイデンは、道路の建
設やブロードバンドインターネット導入といった大
きな変化が短い期間に次 と々起こるのを目撃し
てきました。
「今やナイロビは技術の中心地です。現地の
人がアプリの会社を起業したりしているんです
よ。世の中が大きく動いており、あえて困難に挑
戦して国を正しい方向に導こうとする大きなエネ
ルギーを感じます」
ヨルヘイデンの予測によれば、アトラスコプコに

とって今後5～ 10年以内にエチオピアとエリトリ
アがタンザニアとケニア以上の市場になるといい
ます。
「特にエチオピアではすでに変化が現れてお
り、中国、トルコ、イタリアなどから多くの企業が
参入しています。建設ラッシュで、鉱山に必要な
インフラも整備されつつあります」
ヨルヘイデンは2006年にスウェーデンのアトラ
スコプコに入社し、財務部門に配属されました。

「最適なドリルリグです。ナイロビ
から車で3時間のナクルで、お客
様がアトラスコプコのPredator
を使って地熱エネルギー資源を掘
削しています。ケニアはアフリカで
初めて地熱エネルギーの事業化
に成功した国で、世界第8位の産
出国です」

「数週間の出張を済ませてナイ
ロビのオフィスに戻りました。
ケニアのお客様から受注した
PowerRocドリルをちょうど受け
取ったところです。この製品によっ
て採石作業の生産性が高まること
でしょう」

「世の中が大きく動いており、
あえて困難に挑戦して国を正しい方向に導こうとする
大きなエネルギーを感じます」

現場を訪ねるリナ・ヨルヘイデン 写真 : Lina Jorheden

アフリカ市場
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ストックホルムで2年間勤務してから、ルクセンブ
ルクに異動して財務ハブを立ち上げた後、タン
ザニアのビジネスコントローラーに就任しました。
当時のタンザニアでは金鉱市場が活況でした。
「タンザニアでの事業は開始された直後で、軌
道に乗せなければならないことが山のようにあり
ました」とヨルヘイデンは振り返ります。
この地域を休暇で一度訪れただけで、ビジネ
スコントローラーの経験も浅かったヨルヘイデンに
とって、それはとてつもなく大きな挑戦でした。
「最初の半年はひどかったですよ。自分には無

理なのではないかと悩みました。単身で赴任し
たのですが、新天地で慣れない仕事をこなしな
がらの生活はきつかったですね。でも、徐々に収
まるべきところに収まっていきました」
アトラスコプコはケニアとタンザニアに支社を
置き、残りの国々には代理店を配しています。こ
れには事情があり、エチオピアなど多くの国で
は、国際企業の単独での事業運営が禁じられ
ており、現地の代理店を通さなければ事業を展
開できない仕組みになっているのです。

「マダガスカルには初めて来まし
たが、なんて美しい国でしょう。今
日は、旧式でも非常に高効率のア
トラスコプコのドリルリグを2台
ご利用いただいているお客様の現
場を訪問します」

「素晴らしい眺望の山々と砂漠の
中を車で長時間移動して、ついに
エリトリア最大のお客様の現場に
到着しました。これから生産マネ
ジャーと坑道に向かい、アトラス
コプコの機械の性能をチェックし
ます」

「私の最大の職務は各国を担当する代理店が
アトラスコプコのやり方で事業をきちんと進めて
いるかを確認することです。例えば、アトラスコ
プコのすべてのトレーニングに代理店の社員が
確実に参加するよう監督します。代理店の社員
はアトラスコプコの社員と同じ情報やツール、ノ
ウハウを利用できなければなりません。代理店
の社員をアトラスコプコの一員として同等に処遇
しているのです。エチオピアのオフィスとケニア
のオフィスの違いをお客様に意識させてはなりま
せん」

「今やナイロビは技術の中心地で、
現地の人がアプリの会社を起業したりしているんですよ」

現場を訪ねるリナ・ヨルヘイデン
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現在、多くの露天鉱で地下坑への移行準備
が進んでいます。アトラスコプコもこの動向に押
されて転換を余儀なくされています。金価格の
下落により、数年前よりペースは落ちています
が、世界の他の地域に比べると状況は良いとい
います。
お客様は大規模な国際的鉱山会社から小規
模な中国企業、価格動向に敏感な現地下請業
者まで多岐にわたります。「製品ポートフォリオを
調整して、それぞれのお客様に最適な製品を
提案する必要があります」。
2015年、ヨルヘイデンは顧客との関係を深め

て包括的な企業文化をつくり上げる能力が評
価され、スウェーデンの管理職団体Ledarna
から「未来の女性リーダー（Future Female 
Leader）賞」を受賞しました。これをきっかけに
ヨルヘイデンのアフリカでの優れた功績が他の
地域でも知られるようになりました。 
「管理職の仕事が気に入っています。部下の
意欲をかき立てたり、目標に向かってともに努力
したりするのが好きなんです。今後も好きな仕
事でさまざまな挑戦をしながら、キャリアを積み
上げていきたいと考えています」 ■

アフリカでのアトラスコプコ
▶ アトラスコプコは1930年代にケニアに進出し、東アフリカで存在感を
発揮してきました。当初は鉱山機械製品の販売に加えて掘削事業も展開
し、1960年代には新興独立国をカバーしきれなくなったため、主にケニ
アに注力しました。2009年にタンザニア・オフィスが法人化しました。ア
トラスコプコ東アフリカの現在の担当地域はケニア、ウガンダ、エチオピ
ア、南スーダン、ソマリア、エリトリア、ジブチ、ルワンダ、ブルンジ、モーリ
シャス、マダガスカル、セイシェルに広がり、各国・地域でアトラスコプコ
製品の販売、レンタル、アフターサービスを行っています。

アフリカに赴任したヨルヘイデンは、道路の建設や
ブロードバンドインターネット導入といった大きな変
化が短い期間に次 と々起こるのを目撃してきました

国際的な経験を積みたいと希望してアフリカへ赴任したリナ・ヨルヘイデン。現在、東
アフリカの土木鉱山機械事業の責任者として働いています。「アトラスコプコの事業と
製品、社会への貢献活動が心から好きです」

アフリカ市場
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Creating software for

スウェーデンのオレブロにあるアトラスコプコでは、
約80人のエンジニアが鉱山の将来像を描いています。最新の研究プロジェクトで
取り組んでいるのは、自動サーフェスドリルリグのアルゴリズムです。
文 PETRA LODÉN　写真 ANDREAS HYLTÉN

humanless  
intervention 

オラ・ペッタションは、ロックテック事業部で
3組のソフトウエア開発チームを統括しています

ソフトウエア開発

操作不要の
ソフトウエアを開発
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ソフトウエア開発
▶ オレブロにあるロックテック事業部では、約80人のソフトウエア開発者が鉱山機械（ドリルリグ、
ローダ、トラック）の制御システム、保有機械管理、テレマティクスの開発に携わっています。テレマティ
クスシステムのCertiqでは、どこからでも機械をモニターできます。同時に、機械から警報テキスト
メッセージや生産情報Excelレポートなどのデータを自動送信できます。

オラ・ペッタションはアトラスコプコのロックテッ
ク事業部（スウェーデン・オレブロ）でLHDアプ
リケーションのグループマネジャーを務めていま
す。2011年の入社当時、ソフトウエア開発に携
わるスタッフの多さに驚いたといいます。
「機械だけを扱う会社だと思っていましたから。
でも、それは間違っていました」
ペッタションは鉱山機械の制御システム（動作

を指令する脳に相当）を開発するソフトウエア
開発者グループを統括しています。一部の製品
には自動運転を可能にするセンサーが搭載され
ています。 
アトラスコプコのソフトウエア開発者の仕事
は、同業他社の同種の仕事とはやや異なりま
す。
「開発したアルゴリズムとソフトウエアを実際に
現場で試します。今の仕事は実用的という点が
とても気に入っています。私たちの仕事場は一
見普通のオフィスです。でもよく見ると、汚れた黄
色の作業着がデスク横に掛かっていて、その下
にはすぐに履けるように長靴も置いてあります。

試験鉱山までは車で20分足らず。開発したソフ
トウエアが巨大なトラックやドリルリグを操作する
様子を想像するとわくわくします。その反面、ソフ
トウエアに何らかの不具合があれば、大型機械
で大変な問題が発生しかねません。怖くもありま
すよ」
ペッタションは3組のチームを統括しており、そ

れぞれの重点分野は少しずつ異なります。すな
わち、オートメーション（自動運転のローダやトラッ
ク、一部は介入操作不要）、マテハン（キャビン
にオペレーターが乗車する標準的なローダやト
ラック）、テレマティクス（機械に取り付けた小型
ポッドで情報を収集して無線でお客様のオフィ

「開発したソフトウエアが巨大なトラックやドリルリグを
操作する様子を想像するとわくわくします」

オラ・ペッタション
役職： ロックテック事業部
LHDアプリケーションの
グループマネジャー

居住地： スウェーデン中部の都市オレブロ
学歴： コンピュータサイエンス博士号を取得
職歴： SaabのDefence and Security
グループで水中ロボットの開発、

ABBで圧延機制御の開発、
オレブロ大学でロボット研究に従事
夢のプロジェクト： 水中採掘に

没頭すること

スに送信）です。ペッタションは研究活動の機会
があることにも満足していると話します。オレブロ
大学との共同プロジェクトでは、自動サーフェスド
リルリグ用の新しくスマートなアルゴリズムを開発
しています。ここでは複数のドリルリグで同じ箇
所のさく孔作業をし、最大1000カ所の穴を掘り
ます。その際、どういう順番でさく孔すると機械
に負担がかかるか、またリグ1台にメンテナンス
が必要になったら他のリグに交代させるべきか
どうかをシステムが記録します。「これこそ最先
端の機械調整です」とペッタションは言います。
チームはすでにいくつかの特許を申請しており、
製品は生産準備の段階に近づいています。■



42  achieve

ご存じでしたか？

食品・飲料業界では、厳しい衛
生規制の遵守が求められます。
コーヒーの抽出に利用されて
いるアトラスコプコのオイルフ
リーコンプレッサは、空気の純
度やエネルギー効率にかかわる
最も厳しい基準に適合していま
す。また私たちは、マグの製造も
お手伝いしています。

アトラスコプコは1901年、初
の完全スウェーデン製ディーゼ
ルエンジンを設計しました。こ
のエンジンの出力と燃料消費量
は小さいものでした。しかし、程
なく世界初の可逆エンジンを開
発。こちらはロアール・アムンセ
ンの南極探検に使われた極地
探検船フラム号にも搭載されま
した。ディーゼルエンジンの先
陣を切ったアトラスコプコでし
たが、1948年にその製造を終
了しました。

1970年、イタリア人登山
家のチェザーレ・マエスト
リは、パタゴニアのセロ・
トーレ（3102メートル）の
南東壁にガスコンプレッサ
でボルトを打ち込み、足場
にしました。マエストリは
頂上まで100メートルの
地点で登頂を断念。コンプ
レッサを最後のボルトに
結んで置き去りにしたた
め、ここは「コンプレッサー
ルート」と呼ばれるように
なりました。

世界の産業用電気消費量
の10分の1を占めるコン
プレッサは、環境に多大な
影響を及ぼす可能性があ
ります。アトラスコプコの
コンプレッサはエネルギー
効率に優れており、二酸化
炭素排出量を大幅に削減
します。例えば、インバー
タ駆 動のVSD+コンプ
レッサは、アイドリングコ
ンプレッサと比べてエネル
ギー消費量を50パーセン
ト削減できます。

コーヒーブレーク

ディーゼル
エンジンの
パイオニア

モンブランを
掘る 

1965年に開通したモンブラントン
ネルは、フランスのシャモニーとイ
タリアのクールマイヨールを結ぶ
全長11.6キロ（当時世界最長）の
道路トンネルです。このトンネルの
完成により、パリ-ローマ間が150

キロ短縮されました。このイタリア
側のトンネル工事で、アトラスコプ
コの削岩機が活用されました。

ウォーキングの勧め

50%
省エネ

青天の
ボルト

アトラスコプコは最近、世界中の社員2200名を対
象に健康アンケートを実施しました。その結果、回
答者の8割が自分は健康だと思っていることが分
かりました。
このアンケートを立案したのは、有名なベルギー
人スポーツ指導者のポール・ファン・デン・ボッ
シュ氏です。同氏は、長時間座ったままでいること
の危険性を指摘します。「それはとても健康に悪い
ことです。座ったままの生活は喫煙よりも健康に悪
いとの研究結果も出ています」
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アトラスコプコが海外に事業を展
開する礎となったのは、1940年代
に世に送り出したプッシャーレッグ
と硬化金属ビットを装備した軽量
の削岩機です。
この軽量のモバイル削岩機器は
労力を大幅に軽減できるため、作業
者1人と機械1台で掘削作業が可
能になると評判になり、市場で新た
なニーズを掘り起こしました。
アトラスコプコは子会社を通じて

このスウェーデン方式の削岩機を
売り込み、1948年から1958年の
10年間で販売台数を5台から29

台に増やしました。今やアトラスコ
プコは、世界180の市場で事業を
展開するグローバル企業に成長し
ています。写

真
：
ア
ト
ラ
ス
コ
プ
コ
、

IS
TO

C
K

P
H

O
TO

写真：GETTY IMAGES

岩盤の掘削などに使われる油圧ブ
レーカ。アトラスコプコの油圧ブレー
カは約530トンもの打撃力がありま
す。これは象130頭分の重量に相当
します。

強烈な
一撃

アトラスコプコ、
スウェーデン
方式削岩機で
世界へ

HardHatに
脱帽

10年前に発売されたアトラスコプコのHardHatコンプ
レッサシリーズは、ポータブルエアコンプレッサに画期的
な保護手段をもたらしました。

HardHatキャノピは線状中密度ポリエチレン製です。発
売以来、業界標準の金属製キャノピに代わって多くの市場
で採用されるようになりました。10年間に数千個を売り上
げ、ポータブルコンプレッサキャノピの新たな基準を確立し
たHardHat。建設とレンタル双方の市場で過酷な条件に
ぴったり適合し、世界中のお客様に高く評価されています。

2016年中には新たに8シリーズが発売され、HardHat

の設計が初めて大幅に変更されます。効率性、耐久性、性
能の面で新境地を開くHardHatの8シリーズに、ご期待
ください。
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サステナビリティ

アトラスコプコは10年以上にわ
たってサステナビリティの世界的
リーダーと目され、フォーブス誌の
「世界で最も革新的な企業トップ
100」や、世界経済フォーラムで発
表される「グローバル100」（世界
で最も持続可能な企業100社）に
選出されています。また、世界中の
お客様からも高品質な製品のコス
トベネフィットを評価しています。そ
れと同時に、エネルギー効率に優
れた製品を生み出すアトラスコプ
コの歩みが有益で、CO2排出量
の削減を求める各国政府の規制
に適合し、国連のCOP（気候変
動枠組条約締結国会議）で採択
された天然資源保護を推進する
のにも役立つと考えているのです。
アトラスコプコは全事業エリア
でサステナビリティに投資していま
す。エネルギーと資源の節約は自
社とお客様双方の繁栄につながる

と信じているからです。
アトラスコプコは1873年の創業
以来、インフラ整備と資源開発に
必要な機械やツールを製造してき
ました。原料の採取、道路舗装、
都市建設などの作業を可能にする
最先端の機械を提供することで、
今なお国家基盤構築の最前線を
走り続けています。
このように息の長い取り組みを
続けられるのは、お客様のニーズ
を的確に把握し、その業務遂行に
最適な製品を提供する企業であ
るという評価を得ているためです。
気候変動が世界で大きく懸念され
ている今、アトラスコプコはエネル
ギー使用と排出ガスに対する各国
政府の規制に適合する製品を提
供しながら、自社とお客様のさらな
る繁栄を目指してサステイナブルな
革新に取り組んでいます。
アトラスコプコは現在、「フォー

チュン500」に選出されたグローバ
ル企業として、サステナビリティ、革
新、生産性の目標をさらに高いとこ
ろに設定し、それぞれの取り組み
を強化しています。すでに成果を
上げているCSR（企業の社会的
責任）や環境への配慮に加え、アト
ラスコプコとお客様双方の持続可
能な収益を追求しています。アトラ
スコプコは産業機器事業、建設機
械事業、土木鉱山機械事業、コン
プレッサ事業の4つの主要事業エ
リアすべてでこうした取り組みを推
進しています。 

産業機器事業エリアでは、産業
用組立ソリューション部門社長のト
ビアス・ハーンがこうした原則を生
かし、エネルギー効率の良い車両
を製造する自動車メーカーを支援
しています。
「私たちはとても革新的ですよ。

自動車の設計と生産をお手伝いし
て、お客様は最新の法規制に適合
しています。資源使用量の削減と
自動車の軽量化に貢献し、燃費を
高めて排出ガスを抑えてもいます。
お客様が将来にわたってビジネス
を発展させることができるかどうか
で、私たちの革新のレベルを測るこ
とができます。
私たちは環境への配慮のトレン

ドを日々実感しています。産業機
器ソリューションには、自動車の軽
量化に貢献するシステム、特に自
家用車のCO2排出量の削減を促
進する規制に対応するシステムが
応用されています。私たちがお客
様に提供する製品は、こうしたトレ
ンドを確実に捉え、それに十分応え
られるものばかりです。最高の品
質と最高の顧客価値を提供できて
はじめて、最高の製品といえるの
だと私は考えています。この2つの

Sustainability  
ACROSS THE BOARD

アトラスコプコでは、すべての事業エリアが
サステナビリティに重点的に投資しています。なぜなら、エネルギー効率と廃棄物削減が

お客様の収益に直結すると信じているからです。
文 TRISH RILEY　写真 アトラスコプコ、ISTOCKPHOTO

英国政府が企業にCO2排出量の報告を義務付け
英国政府は他国に先駆けて、組織全体の排出ガスデータを報告するよう
企業に義務付けました。2013年以降、英国の上場企業は温室効果ガス
の排出量を年次報告書に記載しなければなりません。この要求事項は、ロ
ンドン証券取引所の主要市場に上場しているすべての企業に適用されま
す。対象となるのは、FTSE 100銘柄企業とニューヨーク証券取引所ま
たはナスダックで株式取引される企業です。

ご存じでしたか？
……アトラスコプコは、世界で最もサステイナブルな機
械メーカーとして、栄えある「グローバル100」に今年も
選出されました。
……国際エネルギー機関の試算によると、COP21の協定
を達成するには、再生可能エネルギーとエネルギー効率向
上に3兆米ドル（約330兆円）を超える投資が必要です。

リーダーたちが語るサステナビリティの重要性



  achieve  45     

条件を満たすためには、極めて効
果的なサプライチェーンを整備す
る必要があります。さらに、お客様
の廃棄物ができるだけ少なくなるよ
うな技術や施策も考えなければな
りません。廃棄物への無関心は、
エネルギーやコスト、天然資源の
無駄につながるからです」
産業用設備ソリューション部門

は、リベット留めと接着剤塗布の最
先端技術を実用化した特殊システ
ムのトッププロバイダーです。
「この最新技術によって、お客様
のニーズに適したシステムを提供
することができました。これを導入
すると、アルミ製の自動車部品の
接合が技術的に可能になり、より
軽量でエネルギー効率に優れた自
動車を低コストで生産できるように
なります」
その一例が、世界一の人気を誇

る車両、フォードF-150ピックアップ
トラックです。
「フォードは、アトラスコプコの自己
穿孔型リベット技術を全面的に採用
しています。この技術なくして軽量
のF-150ピックアップトラックの生産
は実現しなかったでしょう」（ハーン）
アトラスコプコはまた、作業と資
源の最適化をサポートしています。
ハーンが続けます。

お客様をサステイナブルな繁栄に
導くことも求められています。タピア
が言います。
「課題の達成に当たっては、製品
そのもののみならず、サプライヤー
や社内プロセス、お客様から成る
バリューチェーン全体も重視しな
がら、サステイナブルな生産の革
新性を測るKPI（重要業績評価
指標）を満たしていかなければな
りません。お客様には多額の投資
負担がかかります。私たちはお客
様の期待に十分に応え、確実に投
資を回収していただく必要がある
のです。アトラスコプコは技術に加
え、現場サービスについても世界
的リーダーとして高く評価されてい
ます。今後もこのポジションを維持
していきたいと思っています」
タピアにとっては、お客様の活動
が多岐にわたることも課題です。タ
ピアが統括する部門では、土木鉱
山業界向けに探査掘削と明かり掘
り用途の機械を設計・生産・販売
しています。さまざまな掘削技術で
多種類の発破孔を掘る必要があ
るお客様もいれば、鉱物探査の目
的で深い穴を1カ所掘る必要があ
るお客様もいます。こうした多種多
様なニーズに対応するために、こ
の部門では幅広い製品ポートフォ

サステイナブルな生産性とは
アトラスコプコが企業目標に掲げる「サステイナブルな
生産性への取り組み」とは、全社員ができることをすべて
実行し、人、地球、収益を考慮した責任ある資源使用に
よって信頼できる持続的な成果を生み出すことです。

「資源使用量を
削減して
自動車の軽量化に
貢献しています」
トビアス・ハーン

「こうした製品には大量の接着剤
が塗布されます。この接着剤はと
ても高価なので、無駄を最小限に
抑える努力を続けています。これも
アトラスコプコがお客様のサステナ
ビリティ向上に貢献していることを
示す一例です。お客様は10パー
セントの接着剤の節約で多額のコ
ストを削減できます。
アトラスコプコの目標の一つは、
高品質の製品を製造することで
す。革新を推進すれば、より早いタ
イミングでお客様に新しい技術を
提供することが可能になります。こ
れにより、お客様は収益性を高め、
新しい規制にも適合できます。製
品製造に使用する資源が少ない
ほど環境フットプリントが改善され、
製品の生産コストが下がります。そ
うすることで私たち自身がサステナ
ビリティの目標を達成し、実際にお
客様の製品をより効率化できるの
です」

土木鉱山機械事業エリアでは、
地上探査ドリリング部門社長のビク
ター・タピアが「世界で最も辺鄙な
場所でも信頼して使える機械を市
場に送り出す」という課題に取り組
んでいます。さらに、エネルギーと
排出ガスの要件に適合しながら、

この道のベテラン
アトラスコプコは10年にわたってGlobal Reporting Initiative

（GRI）に準じてサステナビリティ業績を報告してきました。GRIサス
テナビリティ開示データベースでアトラスコプコのレポートのKPI（重
要業績評価指標）を確認できます。KPIは組織や活動の成功度を測定
するものです。アトラスコプコのすべての事業に、明確に定義された関
連性の高いKPIが適用されています。
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リオをそろえています。
「機械のエネルギー消費量を減ら
してお客様のエネルギー効率を高
めるために、作業の成果や発破す
る鉱物のトン数、掘削のメートル数
などを勘案して、最適な機械を提
案しています。新たに設計する機
械は、どれもが先行機の効率を上
回らなければなりません」
2014年に発売したSmartROC

ドリルリグは最新のソフトウェア技
術を採用しています。これを使え
ば、鉱物の位置を特定して掘削範
囲を限定し、燃料消費量を45パー
セント削減できます。
「私たちの価値はこの成果をさら
に高めることです。そうすれば省エ
ネを実現できるのです」
しかしこれは、タピアのサステイ
ナブルな生産性への取り組みの第
一歩に過ぎません。
「機械のエネルギー源に着目する
だけでは課題は達成できません。
それはつまり、高い性能で稼働す
る機械と合わせて、優れた現場
サービスも提供する必要がありま
す。オペレーターと技術者にトレー
ニングを受けてもらって故障を回避
し、必要なときに適切な部品をそ

ろえられるように図っています。さら
に、交換部品の入手が困難な遠
隔地での作業に対応するために、
耐用期間中の不測の稼働停止を
ゼロに抑える機械を設計・生産し
ています。アトラスコプコのバリュー
チェーン全体の部門がこのプロセ
スに関与しています」
さらなる課題は、サステナビリティ
に関連して世界各地で新たに生ま
れる法規制の遵守です。
 「近年、政府だけでなく、多くの企
業がサステナビリティへの貢献を
事業の競争優位性と考え、個別に
厳しい規制を設ける傾向にありま
す。これらすべてに対応していくこ
とは大きな挑戦の一つです」

建設機械事業エリアでは、競合
他社と同様に、クリーンテクノロジ
を採用したエンジンの開発に多額
の投資をしています。部門社長の
ポール・ヘンスは、アトラスコプコの
道路建設機械は他社製品より一
歩先んじていると言います。
「最新世代のペーバーでは、
DYN@LINKなどのオペレーター
支援システムに新しいデジタル技
術を採用しており、燃費が向上す

るだけでなく、舗装品質の測定と
改善が可能になります。さらに、路
面の寿命を延長できます」
ペーバー設計開発マネジャーの

アクスル・モーレンは、ペーバー製
造スタッフを監督しています。アトラ
スコプコのペーバーは一度に最大
14メートル幅のアスファルトを敷設で
きます。「エネルギー効率を競合他
社の製品と比べた場合、私たちの
製品はクラス最高レベルに達してい
ます」とモーレンは断言します。
ペーバー1台の耐用期間を通じ

て、総所有コストに占める割合が大
きいのは燃料コストです。そのため
エネルギー効率はお客様にとって
主要な懸念事項です。
「アトラスコプコ最上位のペー
バーはエネルギー効率が非常に高
く、総所有コストを大幅に削減でき
ます。そのため、ペーバーへの投
資をわずか数年で回収できるとい
うメリットがあります」
モーレンの部門では、この
大幅な削減を実現するために
VarioSpeedを採 用しました。
VarioSpeedは、1レーンか3レー
ンか、厚いベースコートか薄いトッ
プ層かなど、その時々の用途に応

「新たに設計する
機械は、どれもが
先行機の効率を
上回らなければ
なりません」
ビクター・タピア

サステナビリティ報告の推進
サステナビリティの報告に関して、スウェーデン企業は世界で最も進んでいます。
世界の大企業250社を対象とした調査によると、87パーセントの企業がサステ
ナビリティ活動を何らかの形で報告し、82パーセントが年次報告書で報告して
います。5社のうち4社がCO2排出量に関する情報を開示していますが、情報の
性質と品質には大きなばらつきがあります。回答企業の半数が排出量削減目標
を掲げています。 出典：KPMG
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じてエンジン速度と燃料消費を機
械が自動調整します。モーレンが
説明します。
「オペレーターが自分でエンジン
の回転速度を落とすこともできるの
ですが、彼らは常に並行して進め
なければならないたくさんの作業
に忙殺されており、ほとんどの作動
時間中、エンジン回転速度を上げ
過ぎたまま定速で運転しているとい
うケースが多いのです」
そこで彼の部門では、個々のオ
ペレーターのによる違いを除外し、
油圧モータにスマートセンサーを取
り付け、エンジン制御モジュール内
のアルゴリズムによって操縦するよ
うにしました。この方法は特許申請
中です。
「エンジン回転速度の最適化こそ
がVarioSpeedエンジンの最大の
強みです。エンジンの回転速度を
最低限に抑えるので、油圧ポンプと
モータで作動するシステムの稼働
も最適化されます。その結果、燃
料消費量とエンジンの騒音を低減
できます。さらには、摩耗を抑えて
回転コンポーネントの寿命も延長で
きます」
アトラスコプコは排出ガス規制

を遵守しながら、2020年までに
お客様のエネルギー効率を2010
年のレベルから20パーセント向
上させるという目標を掲げていま
す。モーレンの部門では、最上位
モデルにVarioSpeedを搭載し
てTier4 fi nal適合のペーバーを
提供しています。2016年中には、
VarioSpeedの革新技術をTier 4 
fi nal適合ディーゼルエンジンと組
み合わせて上位ペーバー製品に
標準搭載します。
「これは機能も向上したクリーン
なエンジンです。排ガスに含まれ
るディーゼル微粒子を最小限に抑
え、NOx（窒素酸化物）の排出量
も低減しています。燃費もやや向
上したため、CO2排出量も減らせ
ます。燃料消費量をさらに抑えら
れるように、私たちは引き続きシステ
ムの最適化に努めていきます。お
客様のエネルギー効率を20パーセ
ント向上させるという大きな目標に、
VarioSpeedは昨年から最大の貢
献をしています」
コンプレッサ事業エリアでは、イン
ダストリアルエア部門が、インバー
タ駆動のVSDおよびVSD+エア
コンプレッサの提供を通じて、お客

様のエネルギー効率改善をお手伝
いしています。アトラスコプコが最
初のVSDコンプレッサを発売した
のは1994年。以来、最高のエネル
ギー効率を達成するコンプレッサと
して世界の市場で高い評価を得
て、現在では幅広いVSD製品を
提供しています。
「製品開発の重要な目的の一つ
は、お客様の省エネを実現するこ
とです。優れた製品は、長期にわ
たってお客様に最大のメリットを
提供します」とインダストリアルエ
ア部門社長のユエリ・オームスは
言います。 
コンプレッサの初期投資とメンテ
ナンスコストより高くつくのがエネル
ギーコストで、コンプレッサの耐用
期間の総コストの70パーセントを
占めます。圧縮空気の生産が、工
場の電気料金の40パーセント以上
を占めることもあります。
「コンプレッサの年間エネルギーコ
ストは、コンプレッサの初期投資と
ほぼ同額になることもあります」 
VSDコンプレッサには専用のイ

ンバータ駆動（VSD）モータが搭
載されており、このモータがエレメン
トの速度を調整してコンプレッサの

「最新世代の
ペーバーでは、
オペレーター
支援システムに
新しい
デジタル技術を
採用しています」
ポール・ヘンス

エネルギー効率に優れた転圧機
アトラスコプコの中型土壌転圧機では、高効率偏心システムの導入によってエネ
ルギーと燃料の節約が達成されました。この偏心エレメントによって振動の始動
に要する出力がほぼ11キロワット減り、始動時のエネルギー消費量を最大50

パーセント節減できます。小型のエンジンで済む上に、従来と同等の転圧能力を
発揮します。
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インバータ駆動コンプレッサGA VSD+
社内で設計したモータが、IE 4（スーパープレミアム
効率モータクラス）に相当する効率を達成します。モー
タとドライブトレインは1本のドライブシャフトを共有
し、縦に並べて配置されているため、設置面積が標準
よりも55パーセント小さくなりました。ドライブトレイ
ンは完全密閉式で、1つのオイル回路でモータを冷却

し、エレメントとベアリングを潤滑します。結果、静音
で信頼性が高く、コンパクトなコンプレッサが誕生しま
した。省スペースで省エネルギーのインバータ駆動コ
ンプレッサGA VSD+でCO2排出量の低減も実現し
ます。

出力を実際の需要に合わせます。
「自動車に例えると、アイドリングコ
ンプレッサは時速100キロで走行
するか、まったく動かないかのい
ずれかの動作しかできない自動車
です。用途によって全負荷または
無負荷のいずれかのみで圧縮空
気を供給するのであれば、それで
も問題はありません。しかし、ほと
んどの用途ではそうはいきません。
通常、空気需要には変動があるた
め、需要に合わせてモータとエレメ
ントの速度を調整するVSDコンプ
レッサが必要とされるのです」
インダストリアルエア部門は2013
年にGA VSD+を発売しました。こ
の製品は永久磁石モータを内蔵
し、定速コンプレッサに比べてエネ
ルギーを平均50パーセント節減で
きます。
「この新技術で実現した最大の
改善点は、省スペースで低騒音の
ためにコンプレッサ室が不要になる
ことです。これも総所有コストの削
減につながります」
VSD+の技術は、エネルギー消
費量の低減に加え、業界最高の
運転範囲を実現します。
優秀な管理職なら認識していると

おり、お客様への適切な対応はビ
ジネス成功の近道です。
「当たり前のことですが、お客様に
よってニーズは異なります。アトラス
コプコは革新に取り組み続けるこ
とで、さまざまなニーズにお応えし
ています。例えば、オイルインジェク
ションスクリュコンプレッサは、標準
でVSDを装備しています。ロータ
リスクリュエレメントは特に、VSD
制御に向いています。ただし、一部
の用途ではオイルフリーエアが求
められますので、オイルフリーツー
スコンプレッサZT／ ZR VSD、給
水式スクリュAQ VSD、オイルフ
リースクリュコンプレッサZ VSDな
どのソリューションも幅広く取りそろ
えています」（オームス）
アトラスコプコのようなグローバル
企業は世の中に大きな影響を与え
る存在であり、その事業は人々の
将来を変える力を持っています。ア
トラスコプコは環境への配慮と、自
社とお客様双方の繁栄につながる
製品とサービスを提供することで
市場をリードしています。各事業エ
リアのリーダーであるハーン、タピ
ア、モーレン、オームスがアトラスコ
プコに約20年勤続していること、そ

「省エネを
実現することで、
長期にわたり
最大のメリットを
お客様に
提供できます」
ユエリ・オームス

してアトラスコプコの事業が約150
年続いていることは、将来に責任
を持って取り組んでいる企業であ
る証です。タピアが締めくくります。
「最終的には、個人としても企業
としても、社会に役立っていると世
間に認められればよいと思っていま
す。良識のある人間が互いに協力
すれば、人々は付いてきてくれるも
のです。私たちは会社のためだけ
でなく、お客様のためにも成果を上
げる必要があります。リーダーとし
ての責任は重大です。私たちは良
識のある人間であり、自分たちのや
り方が競争優位性をもたらすとの
信念を持っています。まわりの人々
は必ずや、私たちとともにさまざまな
課題に挑戦してくれると信じていま
す。こうした考えを持って日々の努
力を怠らなければ、物事は自然に
良い方向に進んでいくのではない
でしょうか」 ■
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イェ・ションリャン氏は現在、中国の珠海で山
を削って整地する建設プロジェクトを請負ってい
ます。作業が完了すると、海を臨む素晴らしい
景観の地にホテルやレストラン、ショッピングモー
ルなどが建設されます。
厳しいスケジュールを遵守しながら、硬い岩盤

を削って山から土砂を運搬するには、高速かつ
安定して掘削でき、パワフルで高効率な機械と
速やかなサービスサポートが不可欠でした。イェ
氏が言います。
「ドリルリグの動力として、アトラスコプコのポー
タブルエアコンプレッサを使用しています。実に

パワフルで高品質。現在、1日10時間使用して
いるのですが、堅牢で修理費もかからなくて助
かっています。燃料費も大幅に節減できました」
イェ氏はこの機械を、次の作業段階では1日
20時間使用したいと考えています。アトラスコ
プコが提供した年間サービス計画には、部品
1000時間分のメンテナンスと点検サービスが含
まれています。
「アトラスコプコのサービス担当者は優秀で不
具合を素早く解決してくれる上に、有益なアドバイス
もしてくれます。優れた機械と充実したサービスの
おかげで、安心してプロジェクトを進められます」 ■

中国・珠海

中国の珠海では現在、アトラスコプコのポータブル
エアコンプレッサを使って、山から約400万立方メートルの
土砂を削り出すプロジェクトが進行中です。
文＆写真 アトラスコプコ

MOVING 
MOUNTAINS

マカオに近い建設現場では珠海、マカオ、香港を結
ぶ長さ約50キロの海上橋が建設されています

お客様のイェ・ションリャン氏（右から2人目）と、ア
トラスコプコの社員（左から）のリンドン・シ、エイド
リアン・リッジ、アラン・ワン
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Meeting a need for 

SPEED

モバイルデバイス向けアプリをはじめ、
インターネットベースの技術革新が、社員から代理店、そして
お客様まですべての人の仕事をより快適にしています。
文 ANNA GULLERS　写真 アトラスコプコ、CARLOS S. PEREYRA／ GETTY IMAGES

スピード重視の
ニーズに対応
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「お客様の行くところどこにでも、私たちアトラスコプコは
ポケットに入って付いて行きます」

ご存じでしたか？
▶ 建設機械事業エリアのアプリのユーザーの71パーセントはリピーターです。この数字は、アプリが
ユーザーのエンゲージメントを獲得し、便利であると認められたことの証明です（ちなみに、全アプ
リの2割は一度のみの利用）。

▶ このアプリの1回の利用時間は平均4.75分、閲覧は12画面（ページ）。

今日の産業界では、大量の情報や次々に配信
される最新ニュースを常に追跡する必要に迫
られます。さらに、情報をできるだけ迅速にユー
ザーに届けることが求められています。
アトラスコプコのお客様にとって、アプリは情
報入手の最も簡単な方法です。製品の利用、
調達、販売に関わるすべての人が日常的に使え
る便利なツールなのです。
アトラスコプコの建設機械事業エリアが開発

したアプリは、iOSとAndroidのタブレットとス
マートフォンに対応。建設市場全体を対象とし、
同事業エリアのさまざまな部門が製品・サービ
スの情報をモバイル機器に配信し、建設機械の
最新情報や技術データを提供しています。ユー
ザーはトレーニングや機器の操作、製品に関す
る各種映像にもアクセスし、ダウンロードするこ
とができます。建設機械事業エリアのWebマネ
ジャー、ダニエル・エガーニャは言います。
「一つのアプリですべての建設機械に対応す
るので、お客様の混乱を避けることができます。
アプリを使えば幅広いアトラスコプコ製品のカタ
ログも見られます。部品やサービスの情報も簡
単に入手できます」
アプリのコンテンツはメールやソーシャルメディ
アネットワーク（Twitter、Facebookなど）で簡

単に共有できます。ユーザーの位置情報を基準
に最寄りのカスタマーセンターの問い合わせ先
を検索したり、プッシュ通知ツールを使って情報
を相手に送信したりすることも可能。アプリはオ
フラインでも動作するため、遠隔地の建設現場
でも使用できます。建設市場のお客様にとって、
これは便利な機能です。
「ユーザーは、各国向けにローカライズされた
情報を、選択した言語のプッシュ通知で受信でき
ます。新製品の発売やキャンペーン、役立つ情
報などを案内しています。このアプリを通じて、
代理店、既存および潜在的なお客様と、移動先
でも常にコミュニケーションをとることができます。
つまり、お客様の行くところどこにでも、私たちア
トラスコプコはポケットに入って付いて行くという
ことです」
このアプリがつくられた狙いは、社員、代理店、
お客様の日常的なツールとなり、彼らの生活を便

モバイル機器はお客様、セー
ルススタッフ、代理店に新た
な可能性を提供します

建設機械事業エリア
Webマネジャー
ダニエル・エガーニャ

利にすることです。ドイツのコンストラクションツー
ルス事業部セールスエンジニアのハイコ・スター
ツは言います。
「時間が限られていて情報がすぐに必要なとき
に、アプリを利用しています。お問い合わせいた
だいたお客様にアプリから情報を直接送信でき

るので、外出先では特
に便利です」
リリースから1年が
経ち、建設機械事業
エリアのアプリはますま
す広く利用されるよう
になっています。現時
点で9つの言語に対応
しているこのアプリを、
これまでに130カ国の
ユーザーがダウンロー
ドしています。■

技術革新／モバイルにシフト
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DIGGING FOR
SCIENCE
恐竜の化石発掘
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アトラスコプコサウルスの化石が発見された
ダイナソーコーブ（恐竜窟）は、オーストラリア南
東の海岸に位置します。強い波に絶えず浸食
され、断崖や奇岩が広がるこの一帯は、大昔に
恐竜が生息していたようには見えません。1億
年以上前、この辺りでは緑豊かな谷が形成され
ていました。春には周辺の山から雪解け水が流
れ込んで川ができ、増量した川の水が岸を崩し、
多くの土砂や堆積物、生物の骨などを押し流し
ました。恐竜の骨は数百万年かけて砂層や粘
土層の中で化石化し、地中深くに埋まり、圧縮さ
れて硬い岩石の一部となりました。
 「実際、私たちが1980年代に岩石の中で発見
したものは、岸を崩して海に向かう流れのそば
に残されたごみでした」と、古生物学者のパトリ
シア・ヴィッカーズ・リッチ氏は言います。
オーストラリア南岸で初めて恐竜の痕跡が
見つかったのは1903年、発見者はウィリアム・
ファーガソンでした。その後、大きな発見がない
まま月日が流れ、1978年に新種の恐竜の化石

アトラスコプコの名前が付いた恐竜をご存じですか？
1億600万年前に生息していたとされる、小型でタフな草食恐竜
「アトラスコプコサウルス」。古生物学者のトーマス・リッチ氏と
パトリシア・ヴィッカーズ・リッチ氏率いるチームが化石を発見し、

その存在が初めて世に知られるようになりました。
文 SUSANNA LINDGREN　写真 TOBIAS OHLS

が見つかりました。ヴィッカーズ・リッチ氏の夫で、
同僚でもある古生物学者のトーマス・リッチ氏が
当時を振り返ります。
「そのときまで、どこで何を探したらよいのか、私
たち研究者もよく分かっていませんでした。1978
年に発見された骨は、これまで世界各地で見つ
かった骨とは異なる種類のものでした。この新し
い知識をもとに同時代の岩を海岸沿いに探索し、
1980年、後にダイナソーコーブの名で知られるよ
うになる洞窟に足を踏み入れたのです」

その4年後、本格的な発掘が始まりました。発
掘チームのメンバーのほとんどは、ビクトリア博物
館から来た学生ボランティアでした。起伏の多
い海岸は船の遭難事故が多いことで知られ、発
掘に適した土地とはいえません。しかし、荒涼と
した海岸は化石を内包した岩石が露出するた
め、森林などより化石の見つかる可能性が高ま
ります。
「この洞窟の地形には、特殊な条件に対応でき
る特殊な機器類が必要でした。求めているもの
を発見するには、化石層があると推定される場
所の上まで岩石にトンネルを掘る必要がありまし

「アトラスコプコサウルスの
特徴は、大きな後脚と短い
前脚です。小型のカンガルー
のようです」トーマス・リッチ氏

アトラスコプコサウルスのイメージ図イ
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アトラスコプコサウルス
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アトラスコプコサウルス

証拠の骨
▶ オーストラリア南東の海岸にあ
るダイナソーコーブで発見された、
アトラスコプコサウルスの化石。現
在までにオーストラリアで発見され
た最大の恐竜は推定体長30メート
ル、体重30トン以上であるのに対
し、アトラスコプコサウルスは体重
約125キロと非常に小型です。

た」（リッチ氏）
当時、ビクトリア州のアトラスコプコでマネ

ジャーを務めていたビル・ローズは、この心躍る
プロジェクトを支援し、硬い岩石を掘るのに必要
な機械を発掘チームに提供しました。リッチ氏が
言います。
「アトラスコプコのドリルやジャックハンマ、補助
装置がなければ、作業が立ち行かなかったで
しょう。私が特に気に入っていたツールはパン
サードリルです。重量は25キロから30キロ程度
ですが、いったん据え付けると真っすぐに掘り進
むことができます」
発破1回につき最低36個の穴を掘り、爆薬を

詰め、配線しなければなりませんでした。
 「発破作業は困難を極めました。掘り進むに連
れて岩石の性質が変わったためです。おそらく
海の影響です。奥に進むほど岩塩への貫通が
難しくなり、計算がより複雑になりました。発破し
て一度に1メートル破砕できることもあれば、ほと
んど破砕できないこともありました」

アトラスコプコサウルスの化石は、1980年代
にこの地で発掘されたさまざまな種類の動物の
遺骸の中に含まれていました。最初に発見され
た、歯が一列に並んだ頭蓋骨の一部が種分類
の決め手となりました。
 「どのような外見だったか、私たちオーストラリア
人には簡単に想像がつきますよ。大きな後脚と
短い前脚は小型のカンガルーのようです。違い
は、耳が飛び出しておらず、被毛がない点。ジャ
ンプもしなかったでしょう。私たちが発掘した個
体の体高は1メートル程度と考えられますが、標
本数が少なく、これらが幼獣か成獣かはまだ分
かりません」
アトラスコプコは発掘開始から数年間にわた

り、機械や専門知識を提供することで発掘を支
援し続けました。支援に対する感謝として1986
年、この新種の恐竜は公式に「アトラスコプコサ
ウルス・ロージー（Atlascopcosaurus loadsi）」
と命名されたのです（種小名のloadsiはアトラ
スコプコのマネジャーだったビル・ローズにちな
んだもの）。「アトラスコプコの貢献がなければ、
この恐竜が世に知られることはありませんでし
た。この恐竜にふさわしい名前です」とリッチ氏
は言います。
この洞窟で発見されたアトラスコプコサウルス

とその他の種は、世界の他の地域で発見され
た恐竜とはまったく異なるものでした。
「このヒプシロフォドン属の小型草食恐竜が見

「求めているものを発見するには、
地下に掘り進まなければなりませんでした。
化石層があると思われる場所の上まで、
岩石にトンネルを掘る必要がありました」
トーマス・リッチ氏

つかる場所はまだほかにもあると思います。これ
まで少なくとも3体から5体、見つけました。厳
寒の冬を生き延びる体力を備えた種だったのだ
と思います。極地に生息した恐竜はほとんどが
今も極地に埋もれていて、発掘には巨額の費用
がかかります」（ヴィッカーズ・リッチ氏）
最近、ダイナソーコーブの近くの新たな発掘
現場で発見がありました。
「アトラスコプコサウルスと思われる骨格を見つ
けましたが、残念ながら、先に発見した頭蓋骨
につながる部分ではありませんでした。でも、今
年になって上あごが見つかりました。期待できま
すよ」 ■

「このタイプのパンサードリルを化石の発掘でも使っています」と話
すトーマス・リッチ氏。スウェーデン・ナッカのアトラスコプコ本社
地下にある鉱山を訪問して
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建設機械・モロッコ

MOROCCAN 
MAKEOVER

カサブランカ港の近くに
そびえるモロッコ最大の
モスク「ハッサン2世モ
スク」

モロッコのカサブランカは、日々多く
の船舶が往来する港町として数世紀
にわたり繁栄してきました。この都市が
誇るのは、最大40隻の船舶が同時に
停泊できる世界最大級の港です。商
港、漁港、マリーナとして機能し、進水
と修繕をする造船所用の施設やインフ
ラをも備えています。
　ここが近代的な港へと姿を変え始め
たのは1906年。以来、段階的に整備

が進められてきました。2015年には未
来の大型港実現に向けた取り組みの
重要な一歩として、漁港の拡張工事が
スタート。この工事にアトラスコプコの
機械が使われています。2017年1月
の工事完了時には、漁港は現在の2
倍以上に拡張される予定です。
　アトラスコプコ・モロッコのセールスエ
ンジニア、ムスタファ・エル・イドリッシは
言います。

「水中の発破には、特殊な機械が必
要です。設備の重大な損傷を避ける
には、コンプレッサとキットが必須です。
水中コネクタキットに保護装置を装備し
て、コンプレッサから圧縮空気をブレー
カの打撃チャンバに送ります。これに
よってアタッチメントへの浸水を防ぎ、
その結果、いわゆる水撃作用を回避で
きるのです」 ■

文 PETRA LODÉN　写真 GETTY IMAGES、アトラスコプコ

アトラスコプコのポータブ
ルコンプレッサと油圧ブ
レーカがカサブランカ漁港
の拡張工事に貢献してい
ます

生まれ変わる港



  Dealing with the 
“NEVER” EVENT
医療用ガス切れや真空装置の故障は、病院スタッフが
経験してはならない事態ですが、その恐れは常にありま
す。病院には通常、不具合の発生をランプやブザーの
警報で知らせるシステムがあります。しかし、それだけに
依存するとどうなるでしょう。誰もが不慣れな不測の事態
が起き、対応方法を思い出そうとスタッフの間で混乱や
遅れが生じたら、患者の容体に影響が出かねません。

アトラスコプコの医療用ガスソリューション部門は、最
新のTotalAlert Infi nity通知システムで各種警報
を緊急行動計画に統合。医療スタッフが警報と行動
指示をカスタマイズできる、世界初の革新的なモニタリ
ングシステムです。尊い命を、決してリスクにさらさな
いために。■

写真 : GETTY IMAGES

 アトラスコプコの機器が供給する純度の高
い医療用エアは、これまでたくさんの新生児を
守ってきました。そして、これからもずっと……

尊い命を守る技術


