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アトラスコプコのWater for
All（すべての人々に水を）
は25周年を迎えます
エネルギー効率が世界的に
認められた顧客への扉を開く

生産性向上ソリューション
を提供する世界有数の
企業グループ
アトラスコプコの製品とサービスは、圧縮空気及びガス機器、発電機、土木鉱
山機械、産業用工具、組立システムから関連するアフターサービスやレンタル
機器に至るまで多岐にわたります。
顧客やビジネスパートナーと緊密に協力しながら、136年の経験をもとに、
アトラスコプコは優れた生産性を求めて革新を続けます。
スウェーデンのストックホルムに本部を置く当グループは全世界の160以上の
市場に進出しています。2008年のアトラスコプコの売上は740億スウェーデン
・クローナ（77億ユーロ）、従業員数は34 000人でした。
最新情報はwww.atlascopco.comに掲載しています。
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アトラスコプコのWater for
All（すべての人々に水を）
は25周年を迎えます

アトラスコプコには世界中に数多くのカスタマーセンターがあります。
連絡先については、www.atlascopco.com をご覧下さい。

エネルギー効率が世界的に
認められた顧客への扉を開く
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内容

9
舗装工事の革新は、汚染物質の排出を削減するほか、新規道路に耐久性を持たせるため長期的にはコスト節約になります。

16
アトラスコプコのグラインダは、世界トップレベルの風力
エネルギー変換器メーカー ENERCON が製造するウィンド
タワーの耐久性を保証するお手伝いをします。

24
アトラスコプコにとって、サハラ以南のアフリカでの責任
ある事業の遂行には、HIV/AIDS プログラム、サプライヤー
評価、及び技術者養成の促進が含まれます。

22
キンダーエッグなどのチョコレート菓子で世界的に有名な
イタリアのチョコレートメーカーは、アトラスコプコの
オイルフリーのきれいな空気を信頼しています。

44
ロンドン科学博物館では、圧縮空気によりインタラクティブ
で教育的な展示が実現し、科学に活気を与えています。

革新の重視

顧客価値と持続可能性
を追求する革新
今日、アトラスコプコ・グループの革新的伝統はこれまで以上に広
く知れ渡っています。生産性とエネルギー効率の向上に対する私達
の責任は、この経済の厳しい時に顧客を支援する一方で、より持続
的な社会を作るための重要な原動力となって顧客とともに手を携え
て進みます。
ンプレッサ、土木鉱山機械及び産業用工具の 3 つ
の事業エリアにおいて、私達は市場リーダーで
す。このリードを広げるためには、環境維持に対
して重点的長期的に取り組むほか、永続する顧客価値の
創出を目指した明確な研究開発戦略を持たなければなり
ません。
ではどうしたらよいのでしょうか？騒然とした時代に
は特に、顧客との良好な関係が重要です。近年、私達は
グループ規模で顧客満足度と忠誠心の測定に着手してお
り、これがアトラスコプコの事業プロセスの中核を担っ
ています。この調査によって私達の日常業務やサービス
が改善され、必要な製品開発や顧客のニーズをより理解
することができるため、革新が後押しされるのです。

コ

事業エリアの革新
土木鉱山事業エリアでは、顧客と協力して独自のせん孔
ソリューションを開発しており、これにより鉱山での生
産性と安全性はともに改善されるでしょう。顧客価値を
生み出すためにはせん孔の高速化は重要ですが、それは
様々な革新からもたらされます。昨年には効率性アップ
のため、コンピュータ化された新せん孔システムと製品
寿命を延長するサービス契約を開始しました。
私達の最大の事業エリアであるコンプレッサ事業は、
製品のライフサイクルコストの削減に貢献し続けてい
ます。VSD インバータ制御といった革新は、圧縮空気
に対する顧客のエネルギーコストを最大で 35% 削減し
ます。昨年私達は史上最多の AirScan™ 監査を実施し

責任ある環境管理
環境管理システム（EMS）

EMS環境で働く従
業員、65%

製品開発
アトラスコプコでは常に環境研究と環境意識
の向上に努めています。アトラスコプコの従
業員のうち合計 65%（44%）が環境管理シス
テム（EMS）の中で働いており、2007 年と
比べて 7 000 人増加しました。目標は 100%
です。

収益シェアと製品寿命

18%
41%
55%
43%
25%

ISO 14001
売上コストに占める
ISO 14001認証の生
産拠点、92%

2008 年、売上コストに対して当該認証を受け
た製造会社の割合は 92% で、前年よりも少し
上昇しました。目標は、すべての生産単位が
ISO 14001 認証を取得することです。まだ認
証を受けていない事業体には、アトラスコプ
コ環境管理システムを実施するという目標が
あります。

22%
39%
23%
コンプレッサ事業

> 6年以上
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土木鉱山事業

3年~6年

34%

産業機器事業

< 3年未満

革新の重視

ており、顧客が設備を最適化してエネルギーコストや
環境影響を抑える方法が推奨されました。社会が得る
利益も大きく、その効率性の向上により、1 時間に何千
ギガワットものエネルギーが節約されています。
産業機器事業エリアでは、高度なソフトウェア制御
システムを用いた組立システムがより効率的になってい
ます。エルゴノミクスが改善されたことで、従業員の健
康へのリスクが最小限に抑えられるとともに生産性が高
まっています。製品開発の一部として様々な軽量スク
リュードライバが発売されましたが、これは制限された
場所でも 2 倍の大きさを持つ他の工具と同じくらい迅速
かつ強力に使用することができます。

学び、生きる
新たな製品とサービスにより、私達は顧客に対して最高
基準を設定したいと考えています。またアトラスコプコ
は自らの持続可能性に対しても基準を定めなければなり
ま せ ん。 当 社 の 製 品 を 使 用 し て い た だ く こ と に よ り、
アトラスコプコ・グループは環境に最大の好影響を与え
ることができます。しかし、世界をよりクリーンにする
ためには、社内的にできることも多数あります。
アトラスコプコには、例えば CO2 排出量、原材料や
生産プロセスでのエネルギーの使用量を毎年削減すると
いった目標があります。昨年のこれらの指標の大半は肯
定的でしたが、梱包材や水の使用などの課題も残されて
います。これらは今後注意深く監視していきます。すべ
ての事業単位が環境管理システムを実施することを最も
重要な目標の一つに掲げていますが、その数は 2008 年中
にほぼ倍増しました。
その他にもアトラスコプコ・グループ内には多くの環
境目標がありました。スウェーデンのカルマルにある土
木鉱山事業部門のブレーカ工場では新しい機械に投資し
た こ と で 工 場 か ら の 環 境 影 響 を 90% 削 減 し ま し た。
アトラスコプコ 2008 年環境賞を受賞したのは、使用原材
料を 50% 削減する鋳鉄ローターを発売したスクリュコン
プレッサチームでした。

持続可能で利益をもたらす成長
最後の具体例では、再び革新に戻り私達が今後も成長を
続けて環境にプラス効果をもたらすためには、その革新
がいかに基本的な役割を担うかを説明します。アトラス
コプコがこれらの分野で重点的な取り組みをすることで
コスト削減や生産性の向上につながり、顧客にとっては
大きなメリットとなるでしょう。
2008 年に私達は研究開発費を 14% 増やし、16 億スウェー
デ ン・ ク ロ ー ナ を 上 回 り ま し た。 現 在 の 景 気 低 迷 は
アトラスコプコが経験した中で最悪の状況と考えられま
すが、私達には、技術開発の抑制によるコスト削減に踏
み切る余裕はありません。私達がしなければならないの
は、新製品、革新そして新市場への投資を通じて新たな
チャンスを見出し、これを展開させることです。
この偉大な会社の新 CEO として着任しましたが、持続
可能な環境を作り出し、新製品を迅速に市場へ導入する
ためには、設計と開発に対する重点的取り組みを維持す
ることが重要です。これによって私達はすべての顧客に
対して良い提供をすることができるでしょう。

Thank you!

社長兼最高経営責任者 ロニー・レテン
2009 年 6 月 1 日スウェーデンストックホルム
2009 年 6 月 1 日、ロニー・レテンがアトラスコプコの
社長兼最高経営責任者としてグンナー・ブロックの後
任となりました。
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企業責任

ご存知でしたか？
•私
 達が生きるためには一日最低 1 リットルの水が必

要です。
•世
 界 人 口 の 65% 以 上 の 人 々 に 十 分 な 水 が あ り ま

せん。
• 約 12 億人の人々は清潔な飲み水が手に入りません。
•6
 人に 1 人の子供が、清潔な水が手に入らない貧し

い生活の中に生まれます。
•一
 日に約 5 500 人の子供達が、良質な水があれば防

げる病気で死んでいきます。
•毎
 日、20 000 人の人々が水に関連する病気で死んで

いきます。
•毎
 月 5 ユーロの寄付を 1 年続ければ、100 人分以上

の飲み水を持続的に提供することができます。
•ア
 トラスコプコは従業員の寄付を奨励し、Water for

All （すべての人々に水を）を支援します。

資料：www.worldwaterday.org
www.unwater.org
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清潔な飲み水
のための協力
1984 年の開始以来、アトラスコプコの従業員主導の組織 Water for
All が 100 万人近くの人々に井戸からの清潔な水を提供しました。
30 年間使える水源からの安全な飲み水を人々が利用できるように
することを目的としています。

年は Water for All の 25 周年です。これを記念し
て当グループは子供達の絵画コンテストを主催し
て世界中からの提出を募り、現地での Water for
All の新組織の創設を奨励しました。2009 年の目標は従業
員組織 Water for All を 25 ヶ国に作ることです。
井戸プロジェクトを確実に管理するため、Water for All
は常に非政治的な援助組織と協力しています。これらの
組織は Water for All が定める規定に従ってプロジェクト
運営と資金管理を行います。プロジェクトでは時々アト
ラスコプコの機械も使われます。現地の村は労働力とス
ペア部品のための資金を提供します。
水は通常、井戸を掘削してハンドポンプを取り付ける
か、 ま た は 天 然 湧 水 を 保 護 す る 方 法 で 供 給 さ れ ま す。
アトラスコプコ・グループでは地域社会と関わり合いな

今

がら、その習得と開発を奨励します。Water for All は、従
業員自らが示すとおり、当グループが最優先にする世界
的な企業慈善活動であり続けます。
アトラスコプコは、新規メンバーを探す活動を支援し、
従業員と会社が誇りに思える慈善事業のその精神を奨励
します。金銭面では、アトラスコプコは、従業員の寄付
と同額を支援しています。
全従業員が、その所在地にかかわらずその組織の一
員になれるようにして、毎年何千人もの人々に清潔な飲
み水をより効率的に提供することが願いです。今日では
10 ヶ国 – スウェーデン、ベルギー、中国、ドイツ、イギ
リス、インド、イタリア、南アフリカ、スペインそして
アメリカ – に Water for All の組織があり、さらに 12 ヶ国
で参加が予定されています。

アトラスコプコ 2009
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企業責任

Anusha Botha、
インド、8 歳

Yiwen Wang、中国、6 歳

Andrea Funcia、スペイン、11 歳

Liv Lismonde、ベルギー、7 歳

22 ヶ国及び世界のあらゆる地域に住む数百人の子供達が Water for All の子供絵画コンテストに応募しました。年齢別の 11 部門に対し
て賞が授与されました。ここではその絵を少しご紹介します。

中国での強力な支援を活用
中国での 2009 年 Water for All プロジェクトの創
設を受けて予想を上回る寄付が集まり、組織は当
初の計画よりもはるかに多くの村々を支援するこ
とができました。
約 2 600 人（ ア ト ラ ス コ プ コ 中 国 の 全 従 業 員 の ほ ぼ
65%）の従業員による寄付とアトラスコプコ及び援助組
織 PLAN International からの寄付のおかげで、プロジェ
クト基金は今後 1 年半で約 100 万人民元（119 万クロー
ネ）まで増えると予想されます。
4 つの村を支援するという当初の計画は、今では 6 つ
にまで拡大しています。これにより約 4 000 人の大人及
び子供達が飲料水の供給の改善による便益を受け、村
の衛生状態と生活の質は向上するでしょう。
2009 年 7 月、最初のプロジェクトが中国北西部の寧
夏回族自治区で始まります。5 つの少数民族自治区の一
つであるこの地域は、これまで水と公衆衛生の改善が
最も必要とされてきました。持続可能性を確保するた
め、地域社会そのものが計画を推し進め、その後にお
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いても設備の維持管理を行います。Water for All の支援
パートナー PLAN International が教師及び立案者の役
割を担い、必要な工具、技術そして材料を提供します。
最初の村が完了し、新たに設置された飲料水衛生シ
ステムの維持管理を担当する地元メンバーが見つかっ
た場合にのみ、Water for All は次の村のプロジェクトへ
と移行します。このやり方の最大の利点は、プロジェ
クトの進展を徹底的に追及し、適正で持続可能な実行
が保証されることです。
各村のプロジェクトでは最初に、健康と衛生に関す
る正しい習慣を身に付けるため、すべての地元住民を
対象に意識向上訓練を行います。これに続き、簡単に
維持できる水供給衛生システムを地域社会主導で設置
します。最後に、慎重に選ばれた地元メンバーが新シ
ステムの適正な維持管理について訓練を受けます。
2010 年 12 月、中国の Water for All は 6 つ目の村プロ
ジェクトを完成させる予定ですがこれで終わりではあ
りません。アトラスコプコの支援を受け、中国の他の
地域へのプログラム拡大を願っています。

道路の建設

ド イ ツ の 大 手 建 設 会 社 で あ る Johann Bunte
Bauunternehmung 社 は 様 々 な プ ロ ジ ェ ク ト
で Compactasphalt 方 式 を 採 用 し て お り、 合
計 150 万平方メートルを舗装してきました。品
質、コスト、時間の面で明らかに有益だ、と
同 社 の ブ ラ ン ズ ウ ィ ッ ク 事 務 所 の 所 長 Arne
Eichstaedt は言います。

Compactasphalt®

道路建設節約
への道を開く
ドイツのエルフルト在住の Elk Richter 教授が 1993 年に特許を取っ
た Compactasphalt® 方式が道路建設に革命を起こしています。こ
れは一つの道路内に主要層を相次いで敷いていくものです。従来の
道路建設では二つの別々の道路が必要であり、天候の影響によって
は断裂が生じる場合があります。
アトラスコプコ 2009
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「未来の手法」
Johann Bunte Bauunternehmung 社は、パーペンブルグに
拠点を置くドイツの大手建設会社です。2004 年以来同社
は様々な道路建設プロジェクトにこの Compactasphalt 方
式を利用し、合計 150 万平方メートルの舗装を行っていま
す。同社は Dynapac モジュール式舗装機械を所有し、従
来の方式によるプロジェクトでもこの機械を配備します。
「大型の建設プロジェクトにとって Compactasphalt は未

「道路を建設するときに品質に注意す
る施主は、その後何十年もトラブル
を経験しないで済みます。」
Dynapac 舗装機、製品スペシャリストの Roland Egervári

来の手法です。この手法による品質は確実で、さらにコ
ストと時間のメリットも明白です。」とブランズウィック
事務所の所長 Arne Eichstaedt は言います。2008 年 1 月、
15 年間の実績の後にドイツの道路当局は道路建設のため
の Compactasphalt 方式を承認しました。現在までの過去
50 年間にわたり、道路建設は同じ方法で行われてきまし
た。今後は世界中の他の国々でも Compactasphalt 方式が
急速に認められるでしょう。この新方式は建設時間を半
減して交通渋滞を緩和するだけでなく技術上、経済上か
つ環境上の便益をもたらしてくれます。

ります。圧縮中にアスファルトが冷えると圧縮の程度が
弱まり、道路表面の耐久性が低下します。
「バインダーと表層を同時に置くことで、合計 12 セン
チのアスファルトを敷きます。」と Dynapac の舗装機、製
品スペシャリストの Roland Egervári は言います。「結合
して敷いたアスファルトは厚みがあるため、有効な圧縮
時間が少なくとも 7 倍は延長されます。」アスファルトの
温度が急速に低下する悪天候時の道路建設にとって、こ
の方法は特に魅力的です。
また Compactasphalt 方式では二つの層は「熱対熱」で
敷かれるため、従来の方法では 4 センチになる一番上の層
を厚さ 2 センチまで薄くすることもできます。表層混合
物は特にコストがかかるため、請負業者とひいては納税
者にとって相当な節約になります。また Compactasphalt
は従来の方法と比較すると、個々の層が互いに良く接着
するため、道路の表面にひび割れができにくくなります。
圧縮されたアスファルトでできた道路の表面は長持ち
します。道路の支持層は平均して 40~50 年、バインダー
層は 15~25 年、そして表層は 10~15 年で交換されます。
つまりバインダー層の通常の耐用年数期間中に最低 1 回
は表層の交換が必要になります。
「Compactasphalt の場合は違います。」とアトラスコプ
コ Paving & Recycling 副社長 Johan Arnberg は言います。
「この方式ではバインダー層と同じくらい表層の耐用年
数を延ばせる可能性があります。そこで道路の全ライフ

「私達は品質を確信しており、コスト、
時間の面でも明らかに有益です。」

十分な圧縮には時間がかかる
道路建設においてアスファルトを十分に圧縮することは
極めて重要ですが、ローラーではその作業に時間がかか

Johann Bunte Bauunternehmung 社ブランズウィック事務
所の所長 Arne Eichstaedt

Compactasphalt® の舗装方式にはいくつかの点でコストが節約できます。最も高価な材料の使用を 50% 削減し、通常は別々に敷く層
を同時に敷くために材料の結合が良く、また敷設時間が短縮されます。舗装の耐久性と寿命が増すため、修復と交換の必要性が減って
長期的にはコストの節約になります。
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道路の建設

ブランズウィックが使用するモジュール式仕上げ機は Compactasphalt® と従来の舗装方法のいずれにも使えます。

サイクルにおいて、25 年に一度の再舗装をする必要がな
く、相当な節約になるのです。」

長期的な試用に成功
米国アラバマ州の道路で Compactasphalt を長期的に試用
して評価したところ、この方式が有益であるという確固
たる証拠が得られました。Dynapac Compactasphalt 舗装
機で敷設した試験的道路では 60 t トラックが絶え間なく
通るため、わずか 2 年間で 18 年の耐用年数経過に相当し
ます。この試験的道路のアスファルトには、わだちやひ
び割れといった形での疲労の兆候は全く見られませんで
した。
「道路の長期的な維持管理は所有者にとって重要なコ
スト要因です。道路を建設するときに品質に目を向けて
Compactasphalt を選ぶ施主は、その後何十年もトラブル
を経験しないで済みます。」と Egervári は言います。
2007 年末までに Dynapac 機は、ドイツ、中国、ポーラ
ンドそしてロシアに 500 万平方メートルのアスファルト
を敷設しました。

Compactasphalt は 道 路 建 設 者 と そ の 施 主 に 大 き な
利点をもたらします。この方式で表面を覆った道路は
長 持 ち し、 維 持 費 が 抑 え ら れ ま す。Dynapac の 提 供 す
るモジュール式舗装システムは、従来の舗装法または
Compactasphalt 方式のどちらでも使えます。

Compactasphalt®による環境面で
の利点：
•混
 合材の温度を下げることができるため、エネルギー

を節約し、汚染物質と加熱油の量を削減します。
•表
 層の耐久性が増すため、道路建設資材の生産に関連

するエネルギーコストを削減します。
• 道路の修復と保守作業の回数が減ります。
•ア
 スファルト乳剤が不要です（従来の舗装方法ではバ

インダー層に吹き付けます）。
•高
 速道路の場合、アスファルトのバインダー層を 10 セ

ンチから 8 センチへとさらに薄くすることが可能です。

アトラスコプコ 2009
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人間工学的な工具デザ イ ン

エルゴノミクス

使い心地、音、振動
に関して高い水準
20 世紀の工業デザインに関するどの書籍を見ても、アトラスコプコ
の Rune Zernell と 50 年代後半に彼が設計したドリルハンドルにつ
いて言及しているでしょう。これが、当時「人間工学」と呼ばれた
新興科学エルゴノミクスにおいて、アトラスコプコが優位な地位を
築くきっかけとなりました。

今日でも使用されるデザイン
Zernell は人間の手に着目した結果、ハンドグリップとス
ピンドルの角度は 70 度になりました。これにより中指を
使ってハイグリップの引き金、人差し指を使ってローグ
リップの引き金を引くことができます。現在でもアトラス
コプコの最新のハンドドリルのデザインは基本的に変
わっていません。
60 年代後半、アトラスコプコは工具エルゴノミクス部
門を立ち上げました。70 年代初めに音響ラボを建設し、
工具の騒
音と振動に関する研究を開始しました。

人間工学的パラメータ
アトラスコプコ社内では、電動工
具のエルゴノミクスを「操作す
る者と電動工具の間のあらゆ
る相互作用」と定義してい
ます。これにはハンドル
設計、操作する者の外
部負荷、重量、温度、衝
撃反応、振動、騒音、粉塵そ
して油などの幅広い人間工学的パ
ラメータを取り入れています。これらの最
適な組み合わせを見出すのが狙いです。
アトラスコプコは人間工学的な評価方法を独自に
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確 立 し、 工 具 開 発 の 指 針 と し て の 小 冊 子“Power Tool
Ergonomics”（電動工具エルゴノミクス）に記載していま
す。それは、顧客が工具を選び、また職場環境や生産ラ
インを設計する手段にもなります。

顧客にノウハウを伝授
アトラスコプコは、騒音、振動についての知識や、電動
工具の使用に関するその他の人間工学的パラメータを、
世界中の製造業界の顧客に絶えず伝授しています。
当社のノウハウ伝授の典型例は、振動に関するもので
す。今日では、ヨーロッパのすべての雇用主が「物理的
因子（振動）に関する指令 2002/44/EC」に定めるその国
の規則に従って、振動リスク管理を行うことが義務付け
られています。
この規則が発効されたとき、アトラスコプコはヨーロッ
パの多くの市場においてこれをテーマにセミナーを開催
し、また「産業用電動工具のための振動曝露評価」など
の手引書を発行しました。

さらなる課題の出現
アトラスコプコは、1950 年代に着手して以来、電動工具
エルゴノミクスに絶えず積極的に取り組んできました。
今日、新たな技術によってさらに大きな課題とチャンス
が生じています。タービン・エアモータと DC 電気工具は、

人 間 工 学 的 な 工 具デザイン

製品エルゴノミクス・グループ
Magnus Persson
Persson は、スウェーデン・ストック
ホルムの王立工科大学にて騒音と振動に
関する機械工学の科学修士を取得してお
り、その後人間工学を研究しました。
Daniela Profir
Profir は、スウェーデン・ストックホル
ムの王立工科大学にて機械工学の科学修
士を取得しています。
Lars Skogsberg
Skogsberg は 1974 年にアトラスコプコ
に入社しており、航空工学の経歴を持っ
ています。彼は、工具の振動に関する基
準を改定する委員会の議長を務めてい
ます。

単に生産性と品質のためだけでなく、操作する者にとっ
てより良い工具を設計するという観点からも、新たな展
望を開いています。
現在もこれからも、エルゴノミクスはアトラスコプコ
のすべての工具設計の基礎であり、また企業理念を構成
する要素であり続けます。

業界最高レベルの音響ラボ
アトラスコプコの産業用工具は、今日市場に出回るどの
工具よりも人間工学的で騒音が少なく、振動が抑えられ
ています。製品エルゴノミクス・グループマネジャーの
Lars Skogsberg と彼のチームがその達成に重要な役割を
担っています。彼らのノウハウに加えて貴重な資産となっ
ているのが、工具の騒音と振動を測定するために設立さ
れたフル装備の研究室です。
アトラスコプコ・ツールズ＆アセンブリ・システムズ
の研究開発部門の中心にあるのが、コンピュータの最新
ソフトウェア、振動計測ツール、最新鋭の音響ラボそし
て締め付けワークステーションの模擬実験装置を備えた

アトラスコプコ・ツールズ＆アセンブリ・システムズの最新式音
響ラボラトリで使用するテスト器具。

研究室です。
すべての側面を周囲の部屋から完全に絶縁した音響ラ
ボは、理論的には「半エコーフリー（残響なし）」室です。
音は重厚な絶縁壁によって吸収されます。「完全に音のな
いフットボール場の真ん中に立っているようです。」と
Skogsberg は言います。
試験を行う際には、テストする工具を持った人が部屋
の中央に立ちます。床と平行な平面にマイクを 4 つ、工
具の真上に 1 つ置きます。工具と 5 つのマイクのそれぞ
れの間隔は 1 メートルとします。
メイン研究室の音響ラボの外側には、振動測定ステー
ションがあります。テスト中は小さい振動センサーを工
具にしっかりと固定し、工具と一緒に振動させます。工
具を稼働させると信号がコンピュータへ送られて分析さ
れます。5 つのマイクから得たその平均騒音レベルを、工
具に関する印刷物に使用します。

変化は起きている
変化は起きていると Skogsberg は言います。「新たな EU
機械指令が出されました。2009 年 12 月 29 日の発効によ
り、工具製造者は 3 つの方向から測定した振動量を組み
合わせた振動値を公表できるようにしておかなければな
りません。そのため私達が開発するすべての新しい工具
に対して今、単一の軸の場合と三つの軸の場合の振動量
測定をそれぞれ行っています。」と Skogsberg は説明しま
す。「来るべき規制に従うため、私達はすべての既存の工
具についても三軸測定を実施する必要があるでしょう。」
Skogsberg によれば、操作する者が人間工学的に正しい
姿勢になれる工具を選択し、正しい姿勢になれる作業環
境を設計することで、顧客が業務上の負傷と常習的欠勤
を防げるようにするのが狙いだそうです。
工具の騒音と振動の緩和に関して、アトラスコプコ
は世界中の競合他社と比較してどの位置付けにあるので
しょうか？ためらわず Skogsberg は答えます。「アトラス
コプコはこの分野でのリーダーです。」

アトラスコプコ 2009
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工業デザイン

工業デザイン

製品に「語らせて」
付加価値をつける
アトラスコプコの土木鉱山機械は一貫して近代的で高品質な外観を
呈しており、ブランド価値とガイドラインの枠組み内で作られてい
ます。土木鉱山事業（CMT）の工業デザイングループではこれを「ブ
ランドの製品設計言語の創出」と呼びます。製品の安全性と有用性
の向上に加えて、工業デザインは、その製品設計が正しいというこ
とを言わしめるものです。
業デザインマネジャーの Alex Liebert は、製品
の共通デザインの概念がなぜそれほど受け入れ
られているかを説明します。「私達の使命は顧客
がより良い製品を作る手助けをすることです。早い段階
でプロジェクトに参加できれば、より良いものができま
す。外見の色や形だけでなく機能性やエルゴノミクスに
ついてです。重要なのは操作する者と機械との相互作用、
手で触れる領域、作業環境、そしてコントロールパネル
です。」
Liebert は例を挙げます。彼のチームはアトラスコプコ
ブランドの鉱山トラックを再設計し、操作する者の視界
を広げました。「クーラーを二つに分けたことで、私達の
トラックは今では業界で最高の視界をもたらしていると
言えます。」
新しい工業デザインの概念の基本として、それが全
製品に実施できなければなりません。ブランドの独自

工
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工業デザインマネジャー Alex Liebert と工業デザイナー Daniel
Nadjalin が、新しいキャビンの設計では操作者の視界がどうなる
かを話し合います。

工 業デザイン

Photoshop での画像操作

ハンドスケッチ

Illustrator でのスケッチ

SketchUp での 3D モデリング

粘土によるモデリング

Photoshop での Cintiq スケッチ

ProEngineer での CAD

Hypershot でのレンダリング

性に関するガイドラインも全面的に尊重しなければな
りません。

同系統の「外観」を作り出す
新規プロジェクトでは、チームはまず全製品を見て、そ
のブランドのどこをどのように強化できるかを見極めま
す。つまりデザインを改良することで、それが優れた生
産性をもたらす高品質な製品であることを伝えるのです。
世界のどこで開発、生産されているかに関係なく、製
品の外観は同じ系統にする必要があります。「例えば、掘
削装置、ローダー及び鉱山トラックにグレーの無地の下
地を使うことにしたならば、その下地をこれらの製品す
べてに統一すべきです。」と Liebert は説明します。
では企業買収の場合はどうしたらよいでしょうか？「買
収によって製品範囲が広がる場合には、まずは色、グラ
フィック、設計要素、商標などを急いで手直しします。」

分かりやすいシンボル
操作する者と機械が出会う領域（作業し、手で触れ、読
むところ）では、高い有用性とユーザー体験を生み出す

ため、チームは相互作用設計を手掛けます。そのよい例
が世界中で使われているタッチパネルであり、分かりや
すいシンボルがいかに重要であるかが明白になります。
もし可能であれば、チームはシンボルと安全性表示に
ISO 規格を適用します。しかし時に設計者は独自のシン
ボルの作成を強いられます。これらはどの場所でも正し
く解釈されなければならないため、既存の ISO 規格に続
いて発売前に徹底的に検証されます。これに合格すれば、
どのアトラスコプコ事業体もこれらのシンボルを使用す
ることができます。

幅広いクライアント
工業デザインチームの顧客数はこの数年で拡大して土木
鉱山事業のすべての部門を含むまでになり、生産拠点は 5
大陸に及んでいます。

ロックテック部門の工業デザイングループは特殊機能
を持つ部署の一つで、すべての土木鉱山事業部門の革
新をサポートし、その案内役となります。
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再生可能エネルギー

Enercon

風力発電業界
で群を抜く

再生可能エネルギーは今、最も面白い革新分野でしょう。太陽光、水力及
び風力によるすべての発電会社は、地球環境を守るという共通の目標を持っ
ています。世界でトップレベルの風力エネルギー変換器を製造するドイツ
の会社 ENERCON の場合、そのプロセスはスウェーデンのマルメで始まり
ます。Achieve は、なぜアトラスコプコのグラインダがその製造プロセス
の中核に選ばれたのかを知るため、その巨大なタワーが形成されるマルメ
市ヴェストラ・ハムネン地区のウィンドタワー製造所（EWP）を訪れました。
16
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タワーを生産します。土台はマルメで作られ、制御シス
テム、発電機、回転翼、油圧システム、ブレーキシステ
ムなどのその他のコンポーネントは世界中の工場で作ら
れます。スウェーデンの施設に加えて ENERCON は、ポ
ルトガル、ブラジル、トルコ、インド、そして本社のあ
るドイツに製造所を持っています。
エネルギー生産のための風力タービンの開発は急速に
変化しています。現在進行中の開発では、より安全で効
率的な動力伝達、回転翼の設計、より軽量な素材、そし
て製造時間の短縮を焦点として取り組んでいます。

グラインダがタワーの寿命を延ばす
切削、ローリング、溶接そして塗装は EWP のウィンドタ
ワーの製造段階において不可欠です。製造チェーンの最
終段階では、塗装の前に、溶接したすべての結合部を研
磨して表面を平らにします。
「結合部を研磨して平らにすることで最終製品でのひび
割れをなくし、これにより結合部の耐久性と強度が増し
ます。」と、マルメの EWP 上級副社長 Sven Sandberg は
言います。EWP は、同社が要求する品質と信頼性をもた
らす工具としてアトラスコプコのグラインダを使用して
います。
「ENERCON は風力エネルギー部門の世界的な技術リー
ダーです。品質にかけては私達は決して近道をしません。
EWP が作る物はすべて最高級の基準に準拠しており、研
磨に関してもそれは同じです。」と Sandberg は言います。

「ENERCON は、品質にかけては決し
て近道をしません。」
Sven Sandberg、マルメにある EWP の上級副社長

風力発電が 5 倍に増加

風力発電の壮大な目標
スウェーデンエネルギー機関は EU の圧力に屈し、風力
から得るエネルギーを 2020 年までに大幅に増加させる
目標を設定しました。現在は毎時 1.3 テラワット（TWh）
を生産しているスウェーデンは、12 年以内に 30TWh を発
電することを目指します。これはタワーを合計で 2 000%
または 4 000~6 000 基増やすことを意味します。多くの
EU 諸国やその他の西側諸国も自ら同様の目標を立ててお
り、ENERCON にとって将来は明るいと言えます。

風力発電はエネルギー源として復興しつつあります。デ
ンマークでは 1979 年に最初の小規模な風力タービンの製
造が始まり、今日ではこの分野での世界的リーダーとな
り、ドイツ、スペインそしてアメリカがその後に続いて
います。
近年、環境論争と気候に関するパネルが広まったこと
で、より多くの国々が風力発電の調査に乗り出しました。
2000 年から 2007 年までの間に世界中の風力タービンの製
造は 5 倍に増加しており、この産業の発展によって現在
では、わずか 4 社の製造会社が売上の 4 分の 3 以上を占
めるまでになっています。ドイツの製造会社 ENERCON
はこれらの主要メーカーの一つです。

国境をまたぐ製造
EWP は 1998 年にウィンドタワーの製造を開始し、それ
以来需要と製造は着実に増加しています。現在 EWP の工
場では 240 人の従業員が 3 交代勤務により 24 時間体制で
働いています。同社は年間 275 基、週に 6 基のウィンド

EWP の溶接工 Åke Olsson は、アトラスコプコのグラインダを
使ってタービンの表面を平らにします。
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持続可能性

顧客の生産性を
求めて革新を続ける
アトラスコプコのどの部門の研究開発グループでも、
製品のライフサイクルコストを下げ、エネルギー効
率を向上させることを目標にしています。アトラス
コプコ・グループの 2008 年の製品開発への投資額は
前年から 14% 増加しており、従業員の 6% が研究開
発の分野に従事しています。

エアオプティマイザ™
この技術は、複数のコンプレッサが縦一列で稼働す
るコンプレッサ室のために開発されました。これに
より各コンプレッサは「最適なスポット」に置かれ、
エネルギー消費が最小限に抑えられます。

現在

2005

高速ドライブ
これらのドライブはギアボックスなしでコンプレッ
サを稼働させることができるため、伝送損失を最小
限に抑えます。また需要に応じて速度を変えるため
エネルギーをさらに節約します。

エネルギーレスのドライヤ
これはコンプレッサの熱を利用し
た回転式ドラム乾燥機です。ドラ
ムの一部が空気を乾燥し、その他
の部分がコンプレッサから出る温
風 を 再 生 さ せ ま す。 こ れ に よ り、
空気の乾燥に電熱器を使用する従
来のドライヤと比較して多くのエ
ネルギーを節約します。

2004

エアスキャン™
オイルフリー VSD
空気が最終製品に直接触れるような利用法では、オ
イルフリーコンプレッサの技術は必須です。製薬、
化学薬品、食品や飲料がその例です。アトラスコプコ
は、幅広い種類のオイルフリーコンプレッサにオイ
ルフリーの VSD 機を組み入れた最初の企業です。

2003

エアスキャンとは顧客の空気の需要の測定も行う監
査プログラムです。このデータは専用ソフトを備え
たコンピュータにダウンロードされ、これを解釈し
て需要パターンを生成します。このパターン（安定
的または流動的）をもとに顧客にとって適切なコン
プレッサのコアと駆動技術を決定します。

スター・インサート

1996

1994

スター・インサートとは温風を運ぶ冷
却チューブ内にあるアルミ製部品です。
このチューブの周りは循環する冷水で
取り囲まれており、効果的な相互冷却
技術になっています。

VSDコンプレッサ
インバータ制御（VSD）コンプレッサは空気の需要
に合わせてその速度を調節することで、従来のコン
プレッサと比較して最高で 35% のエネルギーコスト
を節約します。
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トヨタはエミッション削減
に向けてギアチェンジ
世界トップレベルの自動車メーカーであるトヨタが、860 000 平方
メートルある日本の衣浦工場にアトラスコプコのインバータ制御
（VSD）コンプレッサを導入して以来、目覚ましい結果が達成され
ています。

プラントエンジニアリング部、動力課マネジャーの谷脇章氏（左）
とアシスタントマネジャーの長山義樹氏

ヨタの工場に設置してから 1 年足らずで、アトラスコ
プコの新しいコンプレッサは多くの面で実行力を示
しています。無負荷で稼働した場合のエネルギー消費
は類似装置と比べて 45% 削減され、より安定した空気圧を
維持することから、より信頼性ある生産が可能になります。
「今までのところ新しいコンプレッサに満足していま
す。吐出圧をはるかに厳密に制御することができるため、
相当なエネルギー節約になります。」と衣浦工場の動力課
マネジャーの谷脇章氏は言います。以前に設置したコン
プレッサを絶えず整備改良してきましたが、工場の発足
以来使用してきた機械は時代遅れになりました。谷脇氏

ト

と彼のチームは、当初のコンプレッサ設備を交換する時
期が来たと判断しました。
「これまでの機械では高額の維持費がかかり、圧縮空気
の供給を向上させるのにも限度がありました。」と谷脇氏
は言います。
工場のニーズを精査した結果、アトラスコプコ VSD コ
ンプレッサを発注しました。
「トヨタの全工場では、CO2 排出量を削減する目標を設
定しており、エネルギー節約がこれを達成する一つの方
法です。それと同時に、従来と同じ圧縮空気供給力を持
ちながら供給力変動が少ないオイルフリーのコンプレッ
サが必要でした。」と谷脇氏は言います。
圧縮空気は、組立ラインや、工場で製造するトランス
ミッション及び関連部品の乾燥とクリーニングのための
工具に使われます。この工場では毎月約 106 000 台のトラ
ンスミッションが製造されています。
そしてトヨタの製造工場では今後、アトラスコプコに
よる圧縮空気の供給量はさらに増えることでしょう。
「トヨタは既にアトラスコプコ VSD コンプレッサを 13 台
注文しています。他の工場でも様々な種類のコンプレッサ
をもっと設置して、今取り付けているコンプレッサと交換
したいですね。
」と谷脇氏は言います。

トヨタの情報

衣浦工場

• 1937 年に創立

• 世界中の 170 の国と地域で販売

• 日本での市場シェアは 45% 以上

• 2008 年に世界中で 890 万台を販売

• 子 会社を含めると世界中で 316 000
人以上の従業員を雇用

•2
 008 年 3 月までに 140 万台のハイブ
リッドカーを販売

• 2008 年 の 純 売 上 高 は 2 300 億 US
ドル
資料：2008 年トヨタ年次報告書

• 27 の国と地域に 53 ヶ所の生産拠点
•1
 00% リサイクル可能でゼロエミッ
ションの自動車の開発を目指す

設立：
従業員数：
製造する製品：

敷地面積：

資料：

1978 年
4 160 人
トランスミッション
と関連部品
860 000 m2

トヨタ衣浦工場案内書

VSD インバータ制御は、いつ何時でもコンプレッサを最低限の動力で稼働させる技術です。これによりエネルギー消費を最
大で 35% 削減することができます。
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SKFの空気が変わる
スウェーデンの工業グループ SKF に
は、BeyondZero と呼ばれる説得力あ
る環境ビジョンがあります。単に環
境影響を抑えるだけでなく、その活
動が積極的な貢献につながることが
目的です。これを達成するには多く
の改善が必要ですが、スウェーデン・
イエテボリの SKF の工場では、空気、
つまり圧縮空気が変わりました。
しく近代化された施設に足を踏み入れても、隣の
部屋で生じる音と熱が何であるか想像できないで
しょう。そこではアトラスコプコのコンプレッサ
が 3 台せっせと働き、工場で必要な圧縮空気を生産して
います。オレンジ色の流線型ロボットが、一見すると人
が干渉していないかのように静かに稼働し、何百もの円
筒形のローラー・ベアリングを区分けします。ロボット
が真空グリップでローラーを箱に移動するとき、シュー
という微かな音が聞こえます。
「ふーむ、あれはリークだろうか。」イエテボリの SKF
施設で水、換気及び圧縮空気システムの責任者を務める
Olle Orrö は、シューという音を聞いてそう言います。エ
ネルギー消費を削減する上で最も重要なことの一つが、
圧縮空気システムのリークを発見し、機械の操縦者にも
それを聞きとる耳を養わせることです。「本当にうまくい
けば、実際に機械を交換しなくても圧縮空気の使用量を
30% 削減できると思います。」

新

フォーミュラ 1 からタービンまで
SKF のルーツはイエテボリにあり、ボール・ベアリング
の発明をもとにここで 1907 年に創設されました。今日、
同社は世界を率いるベアリング、シール材及び潤滑装置
のサプライヤであり、その製品はフェラーリの F1 レーシ
ングカーから風力タービンまであらゆるものに使用され
ています。環境ビジョン BeyondZero では、自社製品のエ
ネルギー効率の向上と生産過程でのエネルギー消費の削
減という二つの戦略を掲げています。
イエテボリでは、生産量にかかわらずエネルギー消費
を年間 5% 削減することを目標としています。圧縮空気を
より効率的に使用することで、それは部分的に達成されて
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います。アトラスコプコのエンジニアは SKF と密接に協
力してシステムを導入し、定期的に工場を訪れてそれが
SKF のニーズを満たしているかどうかを確認しています。

「も ちろんできる限りリ
サイクルしたいですし、
3 年でもとが取れるな
ら悪い投資ではないで
すね。」
Olle Orrö、SKF

コンプレッサは主要なエネルギー消費物ですが、これが生
産する空気もまた生産過程では不可欠なツールです。
「それがなければ成し得ないでしょう。でも当社の工場
の多くでは、改善のために何ができるか、その知識があ
りません。」と Orrö は言います。
「圧縮空気システムの効率性向上によってエネルギー費
用を削減するというニーズは、アトラスコプコのセール
スエンジニアにとってビジネスチャンスです。私達は顧
客のエネルギー消費削減を手助けする様々な方法を提供
します。燃料コストの上昇はまさに当社の成長を後押し

します。」とアトラスコプコ・コンプレッサ AB の事業ラ
インマネジャー Kristian Lang は言います。
近年イエテボリの SKF では、アトラスコプコのエネ
ルギー回収装置とコンプレッサからの熱で駆動する MD
1000 ドライヤに投資をしています。パイプと機械の複合
システムが設置され、これが 3 台のコンプレッサから余
分な熱を回収し、建物の暖房に使用します。SKF の施設
ではこの過剰な熱の 94% が再利用され、エネルギーだけ
でなく多額の資金も節約しています。
このシステムは一年に 800 メガワット時以上を生成し
ており、年間の暖房費を約 500 000 スウェーデン・クロー
ナ削減していると Orrö は言います。「もちろんできる限
りリサイクルしたいですし、3 年間でもとが取れるなら悪
い投資ではないですね。」と彼は言います。
イエテボリの SKF の施設は 3 つの主要なワークショッ
プに区分され、多くのベアリングで使用する様々な円筒
形ローラーを製造しています。ローラーはその後世界中
に出荷されて組み立てられます。現在その大部分が風力
発電所で使われ、急速に成長する顧客層になっています。
工場では古いワークショップに生産ラインを追加しなが
ら需要に対応していますが、今後新しいコンプレッサが
必要になるでしょう。やはりアトラスコプコ製品を選ぶ
だろう、と Orrö は言います。
「優れたコンプレッサです。故障することもないしサー
ビスもいいですね。熱回収に関してはアトラスコプコに
匹敵する企業はないと思います。」と彼は言います。
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Ferrero

澄んだ空気が高品質の
チョコレートを作る
イタリアのピエモンテ州にあるアルバという小さな街は白トリュフ
（食用キノコ）の産地として有名ですが、この歴史的な街はもう一
つの贅沢なイタリア食品、チョコレートの産地でもあります。豊富
な種類の高品質なチョコレート菓子の会社として知られる Ferrero
は、アトラスコプコのオイルフリーコンプレッサを使用するなど、
多くの方法によりその品質保証に役立てています。
22

アトラスコプコ 2009

エ ネ ル ギー効率

「Ferrero と ア ト ラ ス コ プ コ
に対して誰もそれほどの革
新を求めてはいません。私
達がそれを求めるのは、企
業の社会的責任がビジネス
選択の正しい原動力となる
からです。」
 rancesca Poggiali、Ferrero の EU
F
関連・顧客問題担当

日 Ferrero は世界最大級のチョコレートメーカー
であり、イタリア産業史に欠かせない存在です。
その成功の秘訣とは、高品質の職人技と細部への
こだわり、商品の新鮮さ、最高級の原材料、そして顧客
に対する敬意です。これらが Ferrero の価値観です。
「Ferrero は品質の高さで世界的に有名です。」と同社の
EU 関連・消費者問題を担当する Francesca Poggiali は言
います。「一つにはすべてのサプライヤに極めて高い要求
をしているからです。持続的な供給チェーンを確保する
ためには、彼らは常に私達の困難な要求に応じなければ
なりません。」

今

美味しいチョコレートの輝かしい歴史
同社の創立者である Pietro Ferrero は、1946 年にアルバ
に最初の生産工場を設立しました。Michele Ferrero に代
表される一族の第二世代の指揮のもと、同社は急成長を
遂げました。彼はポケットコーヒーやキンダーエッグな
ど Ferrero の革新的アイディアを支え、これらは今でも同
社の主力商品となっています。1971 年に彼は、イタリア
で産業界の最重要人物へ送られ
る‘Cavaliere del Lavoro’勲章
を与えられました。現在、第
三 世 代 が 同 社 を 率 い て お り、
Giovanni と Pietro Ferrero が世
界 4 大チョコレートメーカー
の二大 CEO となっています。
同社には従業員が 20 000 人、
研究開発センターが 3 箇所、
生産工場が 15 箇所あり、年
間売上高は約 57 億ユーロに上
ります。また Ferrero は商社を

36 社所有しています。
Ferrero が企業として社会
的責任を追及する上で中心
となる革新精神には、生産と
梱包のプロセス及びサプライ
ヤの選択も含まれます。

汚染リスクの排除
Ferrero の 工 場 の 活 動 と 原 材 料
の 取 扱 い に 関 し て、 汚 染 リ ス ク の
排除はベストな結果をもたらします。
Ferrero は圧縮空気に品質保証を要求したイタ
リアで最初の企業であり、オイルフリーとして最初の
TUV 規格のコンプレッサを選びました。その一つがイン
バータ制御（VSD）コンプレッサで、従来と比べて最大
35% のエネルギーを節約します。
オイルフリーの空気のおかげで Ferrero は生産中の汚染
リスクを排除できました。
今日アルバ工場では約 20 台のアトラスコプコのコンプ
レッサが稼働しています。これらには、ドライヤ、エアフィ
ルタ、制御システムなど空気処理に必要なすべての要素
が備わっています。イタリア内の 4 工場に設置されたエ
アコンプレッサは約 8 メガワットの電力を使用しており、
これらの機械が Ferrero の生産サイクルにとっていかに重
要かが分かります。

消費した空気に対してのみ支払う
Ferrero は契約エアと呼ばれるアトラスコプコの革新的な
サービス理念を活用しています。これはコンプレッサや
付属品を購入せずに消費した空気に対してのみ支払えば
よいとする長期的で柔軟性のある便利な一括契約です。

アトラスコプコ 2009

23

サハラ以南のアフリカ

サハラ以南のアフリカで
責任あるビジネスを追及する
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サ ハ ラ 以 南 の アフリカ

これまでアフリカでのアトラスコプコの事業と言えば、アフリカ南
部での鉱山と北部での土木建設産業でした。しかし今ではその中間
にある国々が当グループのアフリカ事業の大部分を占め、中には世
界で最も急速に成長している国々も含まれています。

アトラスコプコ 2009
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ガーナ

ナイジェリア

ナミビア

ナイジェリア

サ ハ ラ 以 南 の アフリカ

変化がアトラスコプコ・
ソリューションの
ニーズを高める
トラスコプコの進出は西部の大西洋から東部のイン
ド洋まで広がり、ガーナ、ナイジェリア、アンゴラ、
コンゴ民主共和国、ケニア及びタンザニアにオフィ
スを構えています。またガーナが担当する予定のセネガル
支部もパイプラインに含まれます。この Achieve では、戦
後の再建や様々な産業活動などの劇的な変化が生じている
サハラ以南の一部のアフリカ諸国に注目しています。

ア

鉱山機械の販売で成り立っています。ルブンバシに本部
を置き、コルウェジ支部では主要取引先である Kamoto
Operating Limited への対応をしています。「キンシャサ地
域では産業・建設の活動がますます増えており、絶好の
成長の機会があると考えています。」と DRC 国担当マネ
ジャー Lawrence Van der Veeken は言います。

アンゴラ
ガーナ
アトラスコプコ・グループのガーナでの活動は、最大規
模の顧客である AngloGold Ashanti 社の有するオブアシ
の金鉱での採掘が中心です。アトラスコプコの従業員の
大半はオブアシに駐在しており、金鉱の近くにはサービ
スセンターが設置されています。ガーナの首都アクラに
本部を持つもう一つの採鉱地タルクワには、新しく事務
所 / 倉庫施設が建設されています。ごく最近になってガー
ナ沖で油田が見つかっており、ゆくゆくはコンプレッサ
のビジネスチャンスとなるでしょう。

ナイジェリア
ナイジェリアでの事業はまだ初期の段階です。この国で
はコンプレッサはモロッコから、土木鉱山機械はガーナ
から供給されていますが、アトラスコプコはつい最近ま
でナイジェリアに従業員を常駐させていませんでした。
しかしそこには将来のビジネスチャンスが十分にありま
す。採掘抗は豊富にあり、土木は非常に活発です。

コンゴ民主共和国（DRC）
コンゴ民主共和国の支部は 2007 年初期に開設されまし
た。今後の事業の展開次第では 2 年後に法人化が予定
されていますが、今のところ政治情勢が十分に安定して
いるとは言えません。DRC でのアトラスコプコの事業
は南部を中心に展開しており、その地方の鉱山への土木

アンゴラには地下鉱山がありませんが、いくつかの露天
ダイアモンド鉱山があります。またアンゴラはアフリカ
で屈指の産油国でもあります。今日の最大の顧客層は鉱
業でも石油産業でもなく、土木建設、探査ボーリング、
そして工業会社です。2003 年に内戦が終結して以来土木
建設は活発であり、膨大な数のプロジェクトが進行中で
す。内戦で破壊された道路、鉄道そして橋梁はすべて再
建または修復が必要です。

ケニア
ケニアには鉱山が多くないため、当グループの事業はコ
ンプレッサの販売に焦点を合わせてきました。しかし産
業 活 動 は 高 度 化・ 活 発 化 し て い る こ と か ら、 顧 客 は
アトラスコプコが提供するエネルギー節約とアフター
マーケットの概念を問題なく受け入れています。

タンザニア
タンザニアはまさに鉱業国であり、この国でのアトラス
コプコの販売の大部分が土木鉱山機械の販売です。し
かしタンザニアにはまだ開発すべきことがたくさんあ
る、とアトラスコプコの東アフリカ地域統括マネジャー
Benoit Etienne は言います。「ダルエスサラームに新たに
支部を設立して以来、ビジネスの好機は予想以上に大き
いことを実感しており、特に土木建設と井戸掘削の分野
は絶好のチャンスですね。」

アトラスコプコ 2009
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Reality Training Concepts の Charmaine McCue（左）、南アフリカのアトラスコプコ・ホールディング人事マネジャー Wendy
Buffa-Pace と南アフリカのアトラスコプコ・ホールディング副社長 Piet Leys

HIV/AIDSプログラム

アフリカの健康な
労働力を確保
アトラスコプコが南アフリカで HIV/AIDS プログラムを開始して以
来、最初の検査では陰性で後に陽性となる人は一人もいません。教
育、検査、カウンセリング及び治療を組み合わせたこのプログラム
がすぐに成果をあげ、成功が持続しているのは、その運営のリーダー
シップがカギとなっています。

2

003 年に南アフリカ・ホールディングの人事マネ
ジャーとしてアトラスコプコに勤務し始めたとき、
Wendy Buffa-Pace は南アフリカで HIV/AIDS の問題
解決に取り組めることに張り切っていました。Buffa-Pace

アンゴラ

面積、km2
首都
一人当たり GDP (2008 年推定)、US ドル
人口 2005 年 / 予想人口 2015 年（単位：100 万人）
識字率：読み書きができる 15 歳以上の人口

ボツワナ
1 246 700
ルアンダ
8 800
16.1/21.2
67.4%

産業：石油、鉱山（ダイヤモンド、鉄鉱、リン酸塩、長石、ボーキサイト、
ウラン及び金）、セメント、卑金属製品、水産加工、食品加工、醸造、た
ばこ製品、砂糖、繊維製品、船舶修繕

28

アトラスコプコ 2009

は地元のサプライヤ Reality Training Concepts との協力に
より、自主的な検査とカウンセリングのプログラムを立
ち上げました。
「人々は驚くほど理解してくれました。実際、そのよう

面積、km2
首都
一人当たり GDP (2008 年推定)、US ドル
人口 2005 年 / 予想人口 2015 年（単位：100 万人）
識字率：読み書きができる 15 歳以上の人口

582 000
ハボローネ
13 300
1.8/2.1
81.2%

産業：ダイヤモンド、銅、ニッケル、塩、ソーダ灰、カリ、畜産加工、
繊維製品

サ ハ ラ 以 南 の アフリカ

「職 員は組織の最大の財産です。彼
らを大切にすれば、彼らも組織に
対してより多くの貢献をしてくれ
るでしょう。」

な理解はこれまで業界では得られなかったことです。」と
Buffa-Pace は言います。「後に抗レトロウィルス薬を提供
し、従業員とその配偶者のための管理プログラムを採用
しました。これもまた南アフリカのスウェーデン企業の
間では画期的なことでした。」
「私達のやり方はマネジャーを巻き込むことです。彼ら
自身が検査を受けてプログラムへの支持を示せば、職員
もそうするでしょう。」と彼女は付け加えます。
従業員には検査を義務付けておらず、治療とカウンセ
リングはすべて極秘かつ無料で行われます。従業員とそ
の配偶者には、彼ら自身のため、家族のため、そして職
場での貢献のために健康でいてもらいたいという考えで
す、と Buffa-Pace は説明します。
検査で陽性反応を示す人には、無料カウンセリング、
ビタミン剤、医師の診断、病状に応じた薬と抗レトロウィ
ルス薬を含む管理プログラムが用意されます。医師以外
の人は誰が治療を受けているか一切知りません。「嬉しい
ことに、プログラムを行っている 6 年間で、最初の検査
では陰性となり後に陽性となる人は一人も出ていません。
教育プログラムが功を奏している証拠です。」と BuffaPace は言います。
アトラスコプコは現在、ボツワナ、ジンバブエ、ナミ
ビア、ガーナ、ザンビア、その他の HIV/AIDS 感染が深
刻な国々でも同様のプログラムの創設を促進しています。
Buffa-Pace はそれらの設立をまとめる手助けをしていま

人事マネジャー Wendy Buffa-Pace

す。「南アフリカのような良い結果が得られることを期待
します。アトラスコプコが真っ先に従業員のために社会
的責任を取っているのは嬉しいことです。」と彼女は言い
ます。
アトラスコプコが南アフリカの雇用法に確実に準拠す
るように、Buffa-Pace はさらなるステップを踏みました。
また、その地域のアトラスコプコの会社が当グループの
事業実践規範を確実に支持するよう手助けをしました。
「職員は組織にとって最大の財産です。彼らを大切にす
れば、彼らも組織に対してより多くの貢献をしてくれる
でしょう。会社の成長にそれを見ることができます。南
アフリカのアトラスコプコで働き始めたときには 400 人
ほどだった従業員が今では 3 倍に増えました。」と BuffaPace は言います。

早期介入はコストを節約する
HIV と AIDS が会社に与える経済的影響を評価するた
め、スウェーデン職場 HIV/AIDS プログラム（SWHAP）
は南アフリカの同プログラムに参加する企業 10 社の調
査を実施しました。評価によれば、予防措置を講じな
い場合には HIV と AIDS が個々の会社に多大なコスト
を生じさせることが分かりました。これは、雇用の増
大や残業コストが生じ、監督者が働けない職員をカバー
し、死亡や病気による退職給付金が増加したことなど
が原因です。しかし HIV/AIDS 職場プログラムの実施に
よってこれらのコストはほぼ半分に減らせるでしょう。
また同プログラムでは、様々な介入戦略がもたらす
経済的影響についても比較しました。プログラム自体
はコスト高であるにもかかわらず、検査、教育及び初
期段階での抗レトロウィルス治療を含むこの戦略は、
職場でのコスト削減に最も大きな影響を与えました。
実際、そのような早期介入は利潤を最大化する選択だっ
たのです。

HIV/AIDS プログラムはサハラ以南アフリカのその他の国々にも
広がっています。

コンゴ民主共和国

面積、km2
首都
一人当たり GDP (2008 年推定)、US ドル
人口 2005 年 / 予想人口 2015 年（単位：100 万人）
識字率：読み書きができる 15 歳以上の人口

2 345 410
キンシャサ
300
58.7/80.6
67.2%

産業：鉱山（ダイヤモンド、金、銅、コバルト、コルタン亜鉛）、選鉱、
消費者製品（繊維製品、履物、たばこ、加工食品及び飲料など）、セメン
ト、商業船舶の修繕
コンゴ、1959 年
アトラスコプコ 2009
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顧客中心

顧客ニーズに応じる
新たな取り組み

東アフリカでの建設機械の販売と顧客サービスに対する革新的な取
り組みが、付加的利益をもたらします。今日では、顧客は、思い付
く建設用・舗装用工具はほとんど何でも一人のセールスエンジニア
から購入することができ、サポートが必要な時もやはり同じ人を呼
び出すことができます。

ガーナ

面積、km2
首都
一人当たり GDP (2008 年推定)、US ドル
人口 2005 年 / 予想人口 2015 年（単位：100 万人）
識字率：読み書きができる 15 歳以上の人口

238 540
アクラ
1 500
22.5/27.3
57.9%

産業：鉱山、製材、軽工業、アルミ製錬、食品加工、セメント、小型商
用船の建設
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ガーナ、1963 年

サ ハ ラ 以 南 の アフリカ

ンザニアとエチオピアではこの 3 年間、鉱山事業
建設チームの取り組みはサービスでも実施しており、
の確保に多くの努力を払ってきました。これらの
例えばエンジニアがポータブルコンプレッサ、ジャック
主要な大型顧客は東アフリカのアトラスコプコの
ハンマー、ソイルコンパクタなどを扱うこともできます。
資源の大部分を拘束してきました。しかしアトラスコプコ 「ときどき、問題は実際にはコンプレッサに生じているの
・グループが 2007 年に Dynapac の道路舗装事業を買収し
にブレーカのトラブルを訴える顧客がいます。どんな機
たことで、チャンスが訪れました。
器が故障してもエンジニアがサービスを提供することが
今日、タンザニア、ケニア及びガーナのチームは協力
できれば、より効率的です。」とアフターサービス営業マ
して、建設分野の顧客が通常必要とする機材である建設
ネジャー Peter Kamau は言います。
用工具、ポータブルコンプレッサ及び道路舗装機械を、
全装備まとめて販売するとともにサービス提供を行って
います。
アトラスコプコ地域統括マネジャー Benoit Etienne は、
新たな戦略の背後にあった重要な要素とは Dynapac が地
域で発揮すると考えられる潜在力を正しく評価すること
であったと言います。「このブランドはアフリカでは有
名です。これで当社の建設文化を増強させることができ
たわけです。顧客はアプリケーション指向です。ポータ
ブル機を買う時は通常、エア工具も必要になります。で
も顧客は、何人もの営業を相手にすることを嫌い、有能
な営業一人とだけ接点を持ちたがります。」と彼は説明
以前は軽量・コンクリート機器だけ
を 扱 っ て い た Enock Riro と 圧 縮・
します。
舗装用の重機を扱っていた Godfrey
このような営業の力量を確保するため、軽量・重量建
Wafula は、現在東アフリカにおい
設チームを作り、3 種類のすべての製品を一度の顧客の訪
て新たな抱き合わせ販売で協力して
います。
問で販売できるように協力しています。

タ

ケニア

面積、km2
首都
一人当たり GDP (2008 年推定)、US ドル
人口 2005 年 / 予想人口 2015 年（単位：100 万人）
識字率：読み書きができる 15 歳以上の人口

ナミビア
580 000
ナイロビ
1 600
35.6/46.2
85.1%

産業：小規模の消費財（プラスチック、家具、バッテリ、繊維製品、衣料品、
石けん、たばこ、小麦粉）、農産物、園芸、精油、アルミニウム、鋼鉄、鉛、
セメント、商用船の修繕、観光

面積、km2
首都
一人当たり GDP (2008 年推定)、US ドル
人口 2005 年 / 予想人口 2015 年（単位：100 万人）
識字率：読み書きができる 15 歳以上の人口

824 000
ビントフック
5 400
2.0/2.3
85%

産業：食肉加工、水産加工、酪農製品、鉱山（ダイヤモンド、鉛、亜鉛、
スズ、銀、タングステン、ウラン、銅）
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アトラスコプコ・アカデミー

研修生の教育が持続可能な
顧客サービスを保証します
産業の機械化により生産性とコスト効率がアップしてきた一方で、
それを維持及び修繕するためにはますます高度な技術が求められて
います。機械学、電気及び水力学の専門家が、最新技術を備えた機
器が効率的に使用されているかどうかを確認する必要があります。
しかし適切な訓練を受け、よい顧客サービスを提供できる人材は世
界的に不足しているのが現状です。
トラスコプコ南アフリカはこの問題に直接取り組
むことにしました。南アフリカで明らかになった
この技術不足への対応として、2008 年 1 月に同社
はアトラスコプコ・アカデミーを発足しました。

ア

アカデミー管理者の Tobhi Simelane とマネジャーの Colin Rice
は、このアカデミーでは従業員一人につき平均 38 時間の研修が
行われていると報告しています。

ナイジェリア

923 768
面積、km2
首都
アブジャ
2 300
一人当たり GDP (2008 年推定)、US ドル
141.4/175.7
人口 2005 年 / 予想人口 2015 年（単位：100 万人）
68%
識字率：読み書きができる 15 歳以上の人口
産業：原油、石炭、スズ、コロンバイト、ヤシ油、ピーナッツ、綿、ゴム、
木材、皮革類、繊維製品、セメント及びその他の建設資材、食料品、履物、
化学物質、肥料、印刷、陶磁器、鋼鉄、小型商用船の建設と修繕
r
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「対象とするのは全社の従業員一人一人です。当グルー
プの目標は一人につき年間で平均 40 時間の研修を行うこ
とです。」とアカデミー・マネジャーの Colin Rice は言い
ます。
アカデミーでは次の 3 分野に着目します。
• アトラスコプコの全従業員のスキルを定期的にアップグ
レード
• アトラスコプコ学習 / 実習プログラム
•「アフリカでの研修」プロジェクト
アカデミーの発足以来、約 42 000 時間の研修が行われ
ており、これは従業員一人が平均 38 時間の研修を受けた
ことになります。さらに新たな実習生が約 26 000 時間の
技術研修を受けています。
「アカデミーの概念が南アフリカで定着していることは
間違いありません。でも人的資源の開発は時間のかかるプ
ロジェクトです。アカデミーではこの開発のための土台を
築いており、近い将来、私達の職員の技術レベルが著しく
向上しているのが分かるでしょう。
」と Rice は言います。

技術的能力の確保
Rice と彼のチームが積極的に取り組んでいるイニシアチ
ブは、実習生の研修を急ピッチで行うことです。これを

南アフリカ

面積、km2
首都
一人当たり GDP (2008 年推定)、US ドル
人口 2005 年 / 予想人口 2015 年（単位：100 万人）
識字率：読み書きができる 15 歳以上の人口

1 221 000
プレトリア
10 000
47.9/50.3
86.4%

産業：鉱山（世界最大のプラチナ・金・クロム産出国）、自動車組み立て、
金属加工、機械類、繊維製品、鉄鋼、化学物質、肥料、食料品、商用船
の修繕

サ ハ ラ 以 南 の アフリカ

アカデミー学習マネジャーの Charles Maake、人事マネジャーの Dan Serumola、人事幹部職の Danny Ranthla、そして外部サービス
提供者の James Mpele がアトラスコプコ・アカデミーの開校時に集まりました。

目的として学習 / 実習プログラムが 2007 年初めに開始さ
れました。
従来から通常の実習教育には 4 年かかりますが、アカ
デミーではこの期間を 2 年半に短縮しようとしています。
そのため、実習生らは入念に観察され、指導を受けます。
現在、アトラスコプコで技術を学ぶ 68 人の実習生は、整
備工、電気工、ディーゼル機械工などを目指して研修を
受けており、資格を取得したらアトラスコプコの技術支
援組織に参加することになります。
実習生の研修のペースを速める取り組みによって、2008
年 11 月にプログラムで最初の卒業生が誕生しました。

大陸全体での研修
アカデミーの責任のうちの 3 つ目が、
「アフリカでの研修」
プロジェクトです。
アカデミーはヨハネスブルクに総合的研究拠点を設立
し、ここではアトラスコプコ機器の正しいメンテナンス
と修繕方法の技術研修を中心に行いました。海外の製品
センターへ行く代わりに、研修性はアフリカ全土からこ
のセンターへ集められます。
アフリカでアトラスコプコの顧客が新しい機械を買う
時には、どんなメンテナンスのニーズに対しても訓練を
受けた技術者が必ずサポートをすることになります。

お金では買えないチャンス
実習プログラムを無事に終了した第一期生
Hilton Duma は、2008 年 11 月に自らやり
遂げたことを振り返ってこう言いました。
「アトラスコプコ・グループには実習生
として参加しましたが、お金では買えない
貴重な体験ができました。知識の豊富な人
たちと過ごした時間は充実していて、自信
を持たせてくれるものでした。明るい未来
を築き、自国の開発に貢献するチャンスを
与えてくれたすべての同僚と先輩方に感謝
します。」
学習プログラムを受ける利点とは？
「ワークショップではアトラスコプコの
様々な種類の装置や機械に触れることがで

きました。そのおかげで技術的手腕に磨き
がかかり、特に力学系と水力系の分野が得
意になりました。」
同じキャリアをたどりたい人へのアドバイ
スは？
「成功するには相当の努力と決意が必要
です。すべての人に平等に機会を与えてく
れる多国籍企業で働くことができて嬉しく
思います。このプログラムでは人間とし
て、また専門家として成長したので、今度
は Waterval プラチナ鉱山の新しい職場で、
その新たに習得した技術を電気工として発
揮するのが楽しみです。」

タンザニア

面積、km2
首都
一人当たり GDP (2008 年推定)、US ドル
人口 2005 年 / 予想人口 2015 年（単位：100 万人）
識字率：読み書きができる 15 歳以上の人口

945 000
ドドマ
1 300
38.5/49.0
69.4%

産業：農産物加工（砂糖、ビール、たばこ、サイザル麻）、ダイヤモンド・
金・鉄鉱石の採掘、塩、ソーダ灰、セメント、精油、靴、衣料、木製品、
肥料

南アフリカ、テーブル湾、1973 年
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サプライヤの評価

健康、社会福祉、
環境の側面に着目
アトラスコプコは、サプライヤや下請業者、合弁事業のパートナー、
代理店などの取引先にとって、最高の仲間であり、大切にされる仲
間になれるよう努力しています。アトラスコプコ・グループでは、
倫理面、社会面そして環境面での問題に関して当社と一貫した考え
を持つパートナーを求めており、彼らにはその責任と期待を認識し
てもらいます。

サプライヤ評価では、アトラスコプコ・セコロックと現地サプライヤ
Perfection Tool and Die の代表者がアトラスコプコ AB の非金融業務担
当者 Karin Holmquist と会談します。

アトラスコプコは、ビジネスチャン
スだけでなくリスクも考慮に入れて、
有能で競争力のあるサプライヤと手
を組む努力をしています。経営上の
観点から言えば、パートナーシップ
とは事業の可能性を求めるものです
が、単に最高品質の機材、部品、ソ
リューションを安い価格で提供すれ
ばよいというわけではありません。環境及び社会に対し
て示す責任に基づいて私達はパートナーを選択し、評価
を行います。
アトラスコプコはサプライヤの評価基準として 10 の原
則を確立しました。その 10 原則とは、主として国連グロー
バル・コンパクトと、国際労働機関の労働基本原則及び
権利に関する宣言を引用しています。この 10 原則をサプ
ライヤに伝えており、これが供給チェーンと対話をする
上で確固たる基盤となっています。
当グループは昨年、3 600 件のサプライヤ評価を実施し
ました。この Achieve では、南アフリカのサプライヤを対
象とした評価プロセスと結果について紹介します。

ザンビア

ジンバブエ

面積、km2
首都
一人当たり GDP (2008 年推定)、US ドル
人口 2005 年 / 予想人口 2015 年（単位：100 万人）
識字率：読み書きができる 15 歳以上の人口

752 000
ルサカ
1 500
11.2/13.8
80.6%

産業：銅の採掘と加工、建設、食料品、飲料、化学物質、繊維製品、肥料、
園芸

面積、km2
首都
一人当たり GDP (2008 年推定)、US ドル
人口 2005 年 / 予想人口 2015 年（単位：100 万人）
識字率：読み書きができる 15 歳以上の人口

産業：鉱山（石炭、金、プラチナ、銅、ニッケル、スズ、粘土、様々な金属・
非金属鉱石）、鋼鉄、木製品、セメント、化学物質、肥料、衣料品と履物、
食料品、飲料
資料：CIA World Factbook 2008、世界銀行
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391 000
ハラレ
200
13.1/14.5
90.7%

サ ハ ラ 以 南 の アフリカ

「評価プロセスを通じてサプライヤは知識を習得し、環境面、健康面
そして社会面での問題の解決法を見出します。これらの解決により、
私達、サプライヤ、そして環境のすべてが利益を受けます。」
Karin Holmquist、アトラスコプコ非財務コントロラー

1．健康と安全性

2．環境

3．社会福祉 / 従業員

問題：	電力制御エリアでの健康上の
リスク。

問題：	削りくずの保管エリアが汚れ
ている。

問題： 食事施設がない。

前：	警 告 と 応 急 処 置 の 標 識 が な
い。

前：	削りくずの保管施設には排水
設備があるが、水溶性油の流
出の跡が見られ、雨が降ると
これが土壌汚染につながる。

後：	力率補正制御エリアは境界を
定めて囲い込まれ、警告と応
急処置の看板が立てられた。

後：	削りくずの保管エリアを大幅
に設計し直し、建設過程にあ
る。この変更により削りくず
の処分と排水が改善され、汚
染が防げる。

評価がもたらす具体的な利点
家族経営の民間事業 Perfection Tool and Die はアトラス
コプコ・セコロック用の先細ボタンドリルビットの形成
と精錬を行っており、76 人の従業員を雇って南アフリカ
のボクスブルグノースで運営をしています。
アトラスコプコ・セコロックの従業員は 2007 年 11 月に、
Perfection Tool and Die において安全・健康・環境上の品
質及び社会的な評価を行いました。これにより 8 の不順
守項目と 15 の改善提案が特定されました。
その後追跡評価を行うと、結果は非常に肯定的でした。

国連グローバル・コンパクト
10原則
人権
1 : 企 業は、国際的に宣言されている人権
の擁護を支持及び尊重し、
2 : 自らが人権侵害に加担しない。

資料：www.unglobalcompact.org

前：	作業員は製造エリアでお茶を
飲 ん で い た。 台 所 を 食 事 ス
ペースに転用することを提
案。
後：

 erfection Tool and Die は食
P
事施設を改善するための更な
る計画をしている。

Perfection Tool and Die は高いレベルの責任を示し、不順
守項目と数多くの改善提案をすべてクリアしました。
評 価 前 の こ の サ プ ラ イ ヤ は、 ア ト ラ ス コ プ コ の 10
原則だけでなく適用法令や規則に関してあまり知識が
ありませんでした。その評価を受けたこと、そして改
善に取り組む際に支援してもらえたことに感謝してい
る、と Perfection Tool and Die のマネジャーは言いま
した。
最初の評価で気づいた点及び追跡調査の結果の具体例
が上に表示してあります。

労働基準
3 : 組 合結成の自由と団体交渉の権利を実
効あるものにし、
4 : あらゆる形態の強制労働を排除し、
5 : 児童労働を実効的に廃止し、
6 : 雇用と職業における差別を撤廃する。

環境
7 : 企 業は、環境課題に対する予防的アプ
ローチを支持し、
8 : 環 境に関するより大きな責任を率先し
て引き受け、
9 : 環 境に優しい技術の開発と普及を促進
する。
腐敗防止
10 : 企 業は、強要と贈収賄を含むあらゆる
形態の腐敗の防止に取り組む。
アトラスコプコ 2009
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多様性

国際的なチャンスを
生かしてキャリアを築く
アトラスコプコで働く女性従業員にとって、なぜ工業が女性の敬遠
しがちな職種であるのかを理解するのは難しいことです。アトラス
コプコが雇用する人々の多様性と就業チャンスを説明するため、当
グループでは女性従業員に焦点を合わせた Take a step forward（一
歩前へ）という小冊子を作りました。この冊子では 20 人の女性を
特集し、会社の何が魅力的であるか、アトラスコプコではどのよう
にキャリアを積んできたかを取り上げています。その中からこの
Achieve では、様々な地位や国にいる 4 人の女性を紹介します。
は型破りの方法で Dynapac に就職しました。大
学を卒業後、私は経済誌に自分を紹介する広告を
掲載しました。仕事を求める立場ではなく提供す

私

る立場に自分を置くことになるので、これは試す価値が
あると思いました。どうにかその広告が Dynapac のマネ
ジャーの目に留まり、外部振動という製品ラインの販売
コーディネータとしての仕事がもらえました。当時の私
は、世界中のこの製品ラインに関して Dynapac の販売業

「毎日のように解決すべき新たな問題が
生じます。顧客センターの新規開設は
刺激的であり、また大口注文を取り付
けるととても満足感が得られます。」
Nathalie Nguyen、 マ ー ケ テ ィ ン グ ＆ 販 売 マ ネ ジ ャ ー、
軽量＆コンクリート事業部門

氏名：

Nathalie Nguyen

国：

フランス

現在の地位：	マ ーケティング＆販売マネジャー、ライト＆コ
ンクリート事業部門
入社：

1990 年

学歴：

大学院にて国際貿易を研究、英語での修士号取得
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者と顧客センターのために仕える特権的な担当者でした。
間もなく新たなチャンスが訪れました。Dynapac はコ
ンクリート製品ラインの製造をスウェーデンからフラン
スへ移し、コンクリート機材を一ヶ所に集約することに
なりました。私は新たな製品ラインのマーケティングと
販売を担当することになりましたが、その移転にも携わ
りました。すべてがゼロからのスタートであり、それは
とても刺激的でした。
今の私の主な任務は、顧客と日々連絡を取り合う販売
コーディネータ・チームを統率することです。また、コ
ンクリート機材のマーケティングと私達の製品ラインの
販売促進に関係することすべてを担当します。

雇 用 主 と し て の ア ト ラスコプコ

とコンフィギュレーション管理部門がそれぞれ私に報告
を行います。技術試験では試作機械を作り、新しい設計
と既存の製品の両方をテストします。さらにサービス・
保証問題やその他のプロジェクトを手掛けるエンジニア
とデザイナーも抱えています。そのため、顧客に問題が
生じてもその場で解決しやすくなります。

氏名：

Lisa Shaffstall

国：

アメリカ

現在の地位：	技術サービスマネジャー
入社：

1996 年

学歴：

機械工学で理学士号を取得

「当 グループではやりたいことはほぼ
何でもできます。マーケティングで
あれ生産であれ、やるチャンスがも
らえるのです。」
Ann Van Der Heggen、
品質工学のチームリーダー、エアテック

きい機械が大好きなのです！機械の大きさ、パ
ワー、そして複雑さに魅了されます。重さ 200 ト
ンもあるドリルの製造工場で働くことができて嬉
しいです。ドリルは露天掘り鉱山で使われ、鉱物や貴金
属を採掘するほか、井戸や石油・ガス探査にも用いられ
ます。
ものが動く仕組みにいつも興味がありました。幼少時
代には、父親の機械工場でも農場でもいろんな種類の機
械に触れていました。
大学の研究では、せん孔機を製造する会社で夏季実務
研修を受けました。卒業後、高い可能性を持ったその会
社のプログラムに参加し、設計技師として仕事を始めま
した。その後製品開発で様々な地位を経験してから工業
製品マネジャーになりました。

大

「い ろんな事を手掛けられるので面白
い仕事です。それと同時に、責任が
重くなることで人間的に成長するこ
とができます。」

氏名：

Ann Van Der Heggen

国：

ベルギー

現在の地位：	品質工学のチームリーダー、エアテック
入社：

2002 年

学歴：

応用科学及び工学、機械工学で修士号を取得

Lisa Shaffstall、技術サービスマネジャー
2004 年 6 月、アトラスコプコがその会社を買収するこ
とが明らかになりました。アトラスコプコになってから
は企業の文化に非常に積極的な変化が生じ、仕事をする
環境がはるかに前向きになっただけでなく、製品開発の
範囲が大幅に広がりました。
2006 年以来、私は技術サービスマネジャーとして働い
てきました。二つの部門を担当しており、技術試験部門

業を控えていた時、大学で就職説明会があり、
アトラスコプコのコンプレッサ事業エリアの人
が学生にプレゼンテーションをしてくれました。
最初に私の興味を引いたのは、アトラスコプコが革新
（innovation）、顧客との相互理解（interaction）及び責任
遂行（commitment）に対して重点的に取り組む姿勢でし
た。会社訪問の後、エアテック部門の技術部で働きたい
と思いました。そこでは大学で学んだ理論的知識を活か

卒
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し て 実 際 に 製 品 を 作 る チ ャ ン ス が 得 ら れ る か ら で す。
アトラスコプコの人達が単独のエンジニアではなくチー
ムで仕事をしているところも高く評価しました。
エアテックではコンプレッサのエレメントを生産し
ま す。 コ ン プ レ ッ サ の「 心 臓 部 」 と 呼 ば れ る も の で、
ここで一定の圧力になるまで空気が圧縮されます。私
のチームの任務は二つの部分に分けられます。一つは
新しいエレメントを生産する前にその品質を確認する
ことです。そのために、チームは設計から新製品の発
売 に 至 る ま で の 全 生 産 プ ロ セ ス に 関 与 し ま す。 ま た、

私達は従前のエレメントで生じた問題が再び生じる可
能性がないか、予測できたはずの新たな問題が生じな
いかを確認します。
今 の 仕 事 で と て も 気 に 入 っ て い る の は、 工 学 技 術、
生産及びサービスの分野で多くの様々な部門と協力し
合えること、そして新製品を開発したり、既存製品を
評価したりするときに自分の理論的・実際的な知識を
両方とも活かせることです。そしてもし別の部門で働
きたいと思えば、その製品について既に知識があるの
は強みになります。

2007 年 5 月、私は上級技師に昇格しました。資材の供
給と在庫の管理も自分が責任を持つことになりました。
私は生産性と品質を高めて生産量を増やす活動も開始し
ました。この時点でカートリッジの組立ても活発であり、
一月当たり 3 000 単位であった生産量が 1 年以内に 20 000
単位にまで増加しました。それは大きな達成でした。
これまでで最大のチャレンジは、2007 年 11 月に現在の
クオリティエアソリューションズのフローチーム・マネ
ジャーとしての地位を与えられたときのことです。より
大きなチームを管理することになり、責任は重く、課題
は大きく、学ぶことも増えました。
インドのアトラスコプコには、道徳規範が生んだ暖か
でフレンドリーな文化があるため、とても働きやすい環
境です。今後ここでもっと多くの業績を残し、さらに多
くの目標を達成できそうな気がします！

氏名：

Manali Taranath

国：

インド

現在の地位：	ク オリティエアソリューションズ、フローチ
ーム・マネジャー、コンプレッサテクニーク
入社：

2005 年

学歴：

工学で理学士号を取得、自動車を専門とする

「意志決定を下し、失敗を許してくれ
る企業文化が、専門家として成長す
005 年 10 月、私は生産技師としてアトラスコプコに
入社しました。最初の任務は女性ばかりの小さな技
る自由を与えてくれます。日々、自
術者チームを率いて、インドでフィルタカートリッ
ジの生産を開始することでした。私達のチームは、自分
分の能力を試すことができます。」

2

達が全く知らない製品の生産施設を立ち上げたのです。
今では、アトラスコプコグループ全体の要件を満たすフィ
ルタカートリッジを供給しています。
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Manali Taranath、クオリティエアソリューションズ、
フローチーム・マネジャー、コンプレッサテクニーク

雇 用 主 と し て の ア ト ラスコプコ

流通

姉妹が家業の
雰囲気を守る
それまでの全キャリアにおいてコンプレッサと部品を顧客に提供し
てきた三姉妹にとって、アトラスコプコへの家業の売却は厳しい転
機だったかもしれません。しかしそれと反対のことを Ward 姉妹は
言います。アトラスコプコのサポートにより、彼女らは家業の雰囲
気を残したまま事業を成長させ、結果を残すことができました。

A

my、Julie そして Joellen Ward は、父親のおかげ
でエアコンプレッサ事業を文字通り成長させま
した。「父は 18 歳の時に、部品を配達する少年
としてコンプレッサ事業を始めました。」と、フェニック
スにあるアトラスコプコのアリゾナ顧客センターでサー
ビスマネジャーを務める Amy Ward は言います。その後
父は自分の事業を構え、アトラスコプコを含む 3 社を相
手に卸業者として働きました。
2004 年に父親の事業をアトラスコプコへ売却しました
が、それは所有権が移転したに過ぎませんでした。「売却

の瞬間からビジネスは通常通りでした。4 年半経った今
でも当初の顧客層の 96% は変わっていません。もちろん
アトラスコプコの助けを借りて新規顧客も獲得していま
す。」と Amy は言います。
今日まで三姉妹は全員、ファミリー企業時代に長年一
緒に働いたスタッフとともにアトラスコプコ・コンプレッ
サで働いています。カリフォルニア州フレモントの西地
域サービスマネジャーを務める Julie Ward は「アトラス
コプコは私達がグループの一員として溶け込む手助けを
してくれており、この買収は大成功でした。」と言います。
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雇用主としてのアトラ ス コ プ コ

「母はいつも、私達が集まる時は仕事の話はしないように言うのです
が、つい仕事の話になります。家族と仕事をするのが大好きです。
一緒に働くこと、そしてみんなでアトラスコプコに勤めることは私
の誇りです。」
Joellen Ward、部品販売、アリゾナ州フェニックス

Amy と Joellen はアリゾナに、Julie はカリフォルニアに
いますが、三人は一日に一度は話をします。「母はいつも、
私達が集まる時は仕事の話はしないように言うのですが、
つい仕事の話になります。家族と仕事をするのが大好き
です。一緒に働くこと、そしてみんなでアトラスコプコ
に勤めることは私の誇りです。」と Joellen は言います。
Joellen はアリゾナ州フェニックスの部品販売部門にい
ます。「今でもチームで仕事をしており、一日の終わりに
は仕事が片付いていることを一緒に確認します。6 年間と
もに仕事をしていますが、12 年来の付き合いの人もいま
す。家族のようですね。」
Amy は、三姉妹の事業での成功は父親のおかげである
と感謝しています。
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「父はいつも私にこう言い聞かせました。『誰よりも一
生懸命働くんだぞ。お前に言うのはお前が三姉妹のボス
だからな』と。他の誰よりもお互いに期待をかけている
と思います。どんな手段を使ってでも成し遂げることを
父は教えてくれました。会社が買収された時もそれは変
わりませんでした。今ではファミリー企業ではありませ
んが、以前と同じ仲間と同じやり方で仕事をしています。」
Julie はこう付け加えます。「エアコンプレッサの正しい
構成、設置、機能そしてメンテナンスを保証することは
私達の血に受け継がれています。顧客のために妥協はし
ません。」

顧 客 に 対 す る 責任遂行

顧客サービス

現場の技術者が顧客の
生産をスムーズにします
アトラスコプコでは 4 つの
分野にサービス技術者を置
き、スウェーデン国内の産業
用工具の顧客に対応してい
ま す。Achieve は、 西 海 岸 に
拠 点 を 構 え、 南 ス ウ ェ ー デ
ン全体の顧客をカバーする
Ingemar Kristensson を 訪 ね
ました。電動締め付け工具や
ソフトに関する専門知識を持
つ Kristensson は他の北欧諸
国でも設置やアップグレード
の手助けをします。
場のサービス技術者という仕事は、独立していて
変化に富んでいます。「製品について多くのこと
を知らなければなりませんが、顧客のアプリケー
ションに関する見識も必要です。」と Kristensson は言い
ます。「ほとんどの問題は解決できますが、一つでも解決
できなければ、アトラスコプコ全体が私の味方です。こ
のような大きな会社では、難しい問題にも常に誰かが答
えてくれます。」

現

専門化されたノウハウ
Kristensson は主に、最新のプログラミング、パラメータ
設定及びソフトウェア・サービスを必要とする電動工具
や固定システムを使ってアプリケーションを取扱います。
このノウハウを持つ彼は、北欧の他の地域へも出張しま
す。「コペンハーゲンの国際空港 Kastrup にある SAS の
メンテナンス施設では設置を行い、フィンランドの Valtra
と Sisu Diesel ではメンテナンスと設置を行ったところで
す。来週はストックホルム近郊にある Scania のトラック
工場で仕事があります。」と彼は言います。

オフィスで Kristensson が Volvo の技術者二人を相手に簡単な研
修を行います。
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顧客に対する責任遂行

「私 の日々の挑戦によって顧客の問
題が解決されています。」
Ingemar Kristensson、北欧顧客センターの現場サービス
技術者

Ingemar Kristensson
• 2003 年にアトラスコプコに入社。
• 9 人編成バンドのヴォーカリスト、キーボード及びギ
ター奏者。
• 学歴：専門学校、アトラスコプコの各種社内研修コー
ス。
• 以 前 は Scanrotor（ 現 在 は ア ト ラ ス コ プ コ が 所 有 ）
に勤務。

Achieve が訪ねた日、Kristensson はイエテボリ近郊に
ある Volvo 自動車の Torslanda 工場へ向かう途中でした。
生産の立ち上げ時など一定の時期には、彼は週に何日も
Volvo 社で過ごします。
こ こ の 工 具 サ ー ビ ス・ ワ ー ク シ ョ ッ プ を 担 当 す る
Giorgios Diamantidis は「Ingemar とはとても良い関係
で仕事をしています。解決できない問題があればいつ
で も 彼 に 電 話 を し ま す。」 と 言 い ま す。Kristensson は
仕事の 85~90% の時間を現場で過ごします。「いろんな
顧客を訪ねることで多くのことを学びます。」と彼は言
います。

専門家からのアドバイス
Kristensson は Volvo の生産の最適化をどのように手助け
するのでしょうか？「各設備を調べ、具体的にどのジョ

イントをより効率的に締め付けられるかをアドバイスし、
安全面を点検したりします。顧客からはどうしたら生産
が改善されるかを聞かれます。」また Kristensson は顧客
の 生 産 と メ ン テ ナ ン ス の ス タ ッ フ に 研 修 を 行 い ま す。
アトラスコプコの新製品が設置されるときは特にその需
要があります。

すぐにその場で
Anders Almgren は Volvo 自動車のメンテナンスと生産の
最適化を任されています。彼の仕事は生産中断を分析し、
最適な生産フローを達成するための対策を講じることで
す。
「アトラスコプコのノウハウと密な連絡に感謝します。
Ingemar が必要なとき、彼はすぐその場で対応してくれま
す。これこそが Volvo がサプライヤに求めている可用性
ですね。」と Almgren は言います。

Volvo 自動車
• Volvo はスウェーデンの Torslanda 及び Uddevalla、ベルギー
の Gent で自動車を製造しています。エンジンはスウェーデ
ンの Skövde、シャシ部品は Olofström で作ります。Volvo
は中国、マレーシア、タイに工場を構えて部品の組立てを行っ
ています。
• Volvo の Torslanda 工 場 で 生 産 さ れ た モ デ ル に は、S80、
V70、XC70 そして XC90 があります。
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生産性

アトラスコプコ製品
で掘削の記録を達成

ルウェーの建築業者 Veidekke は、西海岸に近い
AS Kjøsnesfjorden の水力発電プロジェクトで、ド
リルと爆破によるせん孔工事の新記録を打ち立て
ました。2008 年 10 月 27 日から 11 月 2 日までの 1 週間に
16 平方メートのトンネルで 175.8 メートル進むという記
録を達成したのです。この例外的な進捗速度は、技術と
経験とやる気を持ったチーム、十分な準備作業、そして
優秀な機材のおかげであると Veidekke のプロジェクト現
場マネジャー Ole-Morten Okkenhaug は言います。
その機材とはアトラスコプコのせん孔機のほか、低床
用の積み込み機と運搬トラックも含まれます。「この大き
さのトンネルをドリルと爆破でせん孔した場合、通常は 1

ノ

週間に 80~85 メートルでしょう。私達は平均より 100 メー
トルも多く進みました。」と Okkenhaug は言います。そ
の記録達成の週に、アトラスコプコのせん孔機は深さ 4.6
メートルの穴を 51 箇所に 39 ラウンド掘りました。
この偉業達成には安全性の記録も伴います。
「一人のけ
が人も出ていません。
」Okkenhaug は 2009 年 1 月 1 日ま
での 375 000 人時の現場での記録に触れて言います。この
プロジェクトでは合計 21 500 メートルのトンネル建設が
必要であり、横断面積は 16~37 平方メートルと様々です。
他にもアトラスコプコのせん孔機 2 基がセコロックのドリ
ル鋼に装備され、現場で使われています。プロジェクトは
2010 年 7 月に予定よりも早い完成が期待されています。
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エネルギー効率

ロンドン科学博物館

圧縮空気が科学
に活気を与える
模型エンジンから飛行シミュレータまで、塗料噴霧から自然現象ま
で、ロンドンの科学博物館では圧縮空気がいろいろな形で応用され
ています。アトラスコプコのインバータ制御（VSD）コンプレッサ
は科学を面白くし、毎月 200 000 人の来館者を呼んでいます。圧縮
空気は博物館の機械ワークショップのほか、清掃や塗料噴霧にも使
われています。また展示品、インタラクティブな陳列や彫刻品に動
力を供給しており、ボタンを押すと作動する仕組みになっています。

K

inetic Art（動く芸術）では、現代科学と将来に
向けた圧縮空気の使用の技術を展示しています。
天井から垂れ下がるこれらの展示品は上下に動
き、その下を通る人々の頭上に蒸気を噴き付けます。また、
圧縮空気はパターンポッドという 5~8 歳向けの体験型ギャ
ラリーにも動力を供給し、自然界で起こる現象を再現し
ています。
圧縮空気は、インタラクティブなエネルギー・ギャラ
リーでも示唆に富んだゲームや展示品（巨大回転ドラム
のブレーキシステムなど）の動力になっています。最新
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鋭の SimEx シミュレータでは、乗車する者は空気や水、
座席の振動効果を実体験しながら進み、恐竜の吐き出す
息を首元に感じることができます。
博物館への来館者は、特別に設置したドアを通ってア
トラスコプコのコンプレッサを実際に見ることができま
す。Welcome Wing の地下トイレと Deep Blue レストラン
へ「環境に優しい」お湯（60ºC）を供給する圧縮空気設
備と熱回収システムも見ることができます。空気は設備
のスクリューエレメントによって圧縮されるため、熱は
自然に生成されます。そしてコンプレッサ上に取り付け

エ ネ ル ギー効率

Gary Edgerton、
機械サービスマネ
ジャー
パターンポッド（対向ページ）では圧縮空気を使って自然現象
を表現します。
訪れる人々は博物館の展示品に直に触れることを通じて学び
ます。

た熱交換器が圧縮空気システムから熱を取り出して、周
囲の外気へ送り出す代わりに水の加熱に再利用し、博物
館のエネルギーコストを節約します。
VSD インバータ制御とアトラスコプコの標準的なスク
リューコンプレッサは、1 キロメートル以上ある鉄パイプ
を経由して、博物館の圧縮空気のすべてのニーズに応え
ます。システムにはアトラスコプコの冷却ドライヤと空
気受けも含まれます。乾燥空気の供給は、インタラクティ
ブな展示品のバルブを湿気から守るために重要です。

VSD コンプレッサは需要に応じて速度を変える方法に
より標準的なコンプレッサよりも最大 35% のエネルギー
を節約するため、環境に優しいソリューションです。
機械サービスマネジャーである Gary Edgerton は、展
示品を効果的に運営する上でコンプレッサ設備がいかに
重要かを述べています。「アトラスコプコの VSD の仕組
みに非常に満足しています。エネルギー削減能力と熱交
換機能が私達の環境活動にうまく適合しています。」と彼
は言います。
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Veuve Clicquot Ponsardin

唯一の品質を持つ
シャンパン：最高級

至福のひと時をもたらすスパー
クリングの味わい、2 世紀の伝統
を 持 つ 誉 れ 高 き ワ イ ン、 あ る 女
性 の サ ク セ ス ス ト ー リ ー、･･･‘la
Grande Dame de la Champagne’
の世界へようこそ。
も有名な女性のシャンパン物語は 1805 年に遡り
ます。イギリス人がトラファルガーの勝利に祝杯
をあげ、フランス人がアウステルリッツの勝利
に酔いしれていた頃、夫を亡くして間もない 27 歳の女性
Nicole-Barbe Ponsardin が、気高い志を持って実業家に転
身しました。それは亡き夫のワイン事業を拡大し、1772
年に創業された義父のビジネスを最高の企業に育てるこ
とでした。
彼女はすぐに目標を達成し、マダム Clicquot の知覚力
と粘り強さは彼女の同輩の賞賛を博しました。シャンパ
ンの世界でまさに最初の女性、そして産業の若き指導者
として、彼女は業界で最も有能な人達で自分の周りを固
めました。優れた革新者としての彼女の名は、ワインの
透明度を高める先駆的技術、その謎めいた手法と結び付
けられました。Clicquot は定期的にボトルを小さく回転
させてワインから沈殿物を分離させる装置を考案しまし
た。注意深いマネジャーとして自らのチームの士気に気
を配る彼女は、いかに彼らを刺激し、チャンスを掴み、
そして同ハウスの資源を結集させるかを心得ており、常

最
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に創立時の野望「唯一の品質：最高級」を基礎に置いて
いました。
こ れ が シ ャ ン パ ン ハ ウ ス Veuve Clicquot Ponsardin の
モットーになりました。今日‘Grande Dame’は有名な
極上ワインであり、Veuve Clicquot は LVMH グループの
高級ブランドの品揃えのうちの貴重な資産です。現在は
もう一人の優秀な女性 Cécile Bonnefond がこの企業を指
揮しており、類まれな女性事業家として知られるだけで
なく、今も変わらぬ優先意識「品質」に加えて効率性、
持続可能な開発も目指しています。

ごとに世界のどこかで 10 本のボトルが開けられ、毎年
500 000 人の観光客がフランスのワイン産地を訪れてお
り、Veuve Clicquot は中でも人気スポットになっています。
最も古いブドウ園の一つから生まれたブランド Veuve
Clicquot は、Pinot Noir、Chardonnay そして Pinot Meunier
という 3 種類のブドウが巧みにブレンドされていること
で知られています。この有名な黄色いラベルの裏側では、
精密に調整された生産システムが、あらゆるレベル（衛
生面、トレーサビリティ、そして環境活動）で卓越さを
保証しています。この最適な効率性を追求する上で、当
たり前のものは何もありません。特に圧縮空気などは。

伝統と力強さ
しかし最高級スパークリングワインのビジネスにおいて
トップレベルの空気システム
単純なものはなく、どの時代にも課題はあるものです。 「水や蒸気、CO2、電気と同様に、圧縮空気もまた無視す
ることのできない生産要素です。」とプロジェクトマネ
競争は激化し、スパークリングワインの製造技術は今や
ジャーの Christophe Lopez は説明します。
「圧縮空気がシャ
誰にでも利用できます。世界中で優秀なワインメーカー
ンパンに直接触れることはありませんが、プロセスのあ
が増え、新規参入者が市場シェアをめぐって競っていま
らゆる段階で機械や設備の空気圧系統を駆動します。」収
す。高級品としての地位を守るため、同シャンパンメー
穫期にはブドウ搾り器の動力となります。Reims の生産施
カーは新たな武器 Appellation d’Origine Contrôlée でもっ
設では、緻密な作業から出荷に至るまで、最新鋭の集中
て対抗しました。
的なアトラスコプコ設備が供給する圧縮空気が使われて
このワインの等級は何を表すのでしょうか？明確な地
います。5 台のアトラスコプコ・コンプレッサ（4 台がイ
理的領域、厳密に管理された収穫と手摘みの手法、そし
ンバータ駆動）が 1 時間に 2 000 立方メートルのオイルフ
て独自の方程式に基づくワイン製造プロセスが、各ハウ
リーの空気を送り出し、ドライヤとフィルタが空気中の
スのスタイルと伝統を守りつつ、優れた品質のシャンパ
湿気とほこりを除去します。制御装置がシステム全体を
ンを作ります。フランスから、この産地保証のあるワイ
管理し、荷重を分散させて機械の使用をローテーション
ンがエアバス社のジェット 20 機分輸出されます。1 秒
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優れた生産性

Veuve Clicquotのセラー内では、訪れる客がこの名高いシャンパンメーカ
ーが開拓した設備と技術を見ることができます。
マダムClicquotの肖像画、1851年から1861年までの間にLéon Cognietが
制作

させます。また GPS 警報システムが、中央制御装置とメ
ンテナンス会社との間の通信を行います。
この最高級のワインメーカーは 2 年前に、新しい圧縮
空気システムへの投資が必要であると考えました。「当社
の空気システムを近代化し、合理化する時が来たのです。
アトラスコプコが提供するソリューションが当社の持続
可能な生産目標を達成してくれました。」と Lopez は言い
ます。2006 年に着手した空気システムの刷新は既に完成
しており、その結果は明らかです。圧縮空気中にオイル
が含まれないため、作業の清浄度が高まりました。コン

プレッサが全力で稼働する必要がない時には、インバー
タ制御が無駄なエネルギー消費を削減します。さらにコ
ンプレッサの圧力が安定することで、ワイン製造設備の
デリケートな機械部品に有益な効果をもたらします。ま
た、コンプレッサを適切に管理すればライフサイクルは
長くなり、維持費は下がります。
製造プロセスのあらゆる段階で卓越さを追求しながら、
同ハウスは 2 世紀後においても最高品質のシャンパン作
りに専念していることでしょう。

現在もシャンパンの消費国ナンバー 1 であ
るフランスに次ぐトップ 10（2007 年のボ
トル本数）は以下のとおりです。
イギリス
アメリカ
ドイツ
イタリア
ベルギー
日本
スイス
スペイン
オランダ
オーストラリア
Christophe Lopez、
プロジェクトマネ
ジャー
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詳細情報：www.veuveclicquot.com
www.maisons-champagne.com

39 052 275
21 722 220
12 914 655
10 347 567
9 950 579
9 170 371
6 067 859
4 572 467
4 082 358
3 308 978

ビジョン

ビジョンとミッション
ビジョン
アトラスコプコ・グループのビジョンは、顧客や潜在顧
客、その他の主要なステークホルダーにとって「真っ
先に思い浮かべられ、真っ先に選ばれる企業（First in
Mind–First in Choice ®）」であることです。

ることで当グループの収益源が安定し、成長の可能性が
高まり、事業プロセスが最適化されます。さらに製品開
発部門は顧客のニーズと嗜好をより把握することができ
ます。

財務目標
ミッション
アトラスコプコは、世界をリードする産業用ソリューショ
ンを提供しています。提供する製品とサービスは、圧縮
空気・ガス機器から、発電機、土木鉱山機械、産業用工
具と組立システム、ならびに関連するアフターサービス
および特殊機械のレンタルに至るまで多岐にわたります。

アトラスコプコ・グループには、株主価値を生み出しこ
れを継続的に高めるための明確な財務目標があります。
全体としての目標は、グループの平均総資本コストを上
回る使用総資本利益率を維持しながら成長を続けること
です。

経済目標は、
戦略
アトラスコプコは、製品とソリューションを提供するほ
とんどのセグメントにおいて世界的に確固たる地位を築
いています。アトラスコプコ・グループは、コア・コン
ピテンスを有するセグメント内での地位の強化を目指し
ます。
「真っ先に思い浮かべられ、真っ先に選ばれる企業」と
いうビジョンを達成するため、当グループでは 3 つの総
合的な戦略を掲げています。

有機的成長と買収を通じた成長
成長は第一に有機的にすべきものであり、厳選された買
収がこれを下支えします。成長は次の方法で達成します。
• カスタマーセンターを増やすことで地理的に拡大する
• サービス・販売スタッフの研修を強化して、市場浸透を
深める
• 供給範囲を拡大する
• 市場へのルートをさらに獲得する（ブランドや流通ルー
トを増やすなど）
• 既存のアプリケーションのための新製品を継続して発売
する
• 既存の製品のための新しいアプリケーションを探す
• 既存のアプリケーションのための製品を獲得する
• 関連アプリケーションの技術・専門知識を獲得する

イノベーションとたゆまぬ向上
市場リーダーになるためには、研究開発への大幅な投資
を継続しなければなりません。顧客に対しては、生産性
を高めコストを削減する製品とソリューションを提供し
なければなりません。新しい製品とソリューションは既
存の製品や競合他社と比べて、顧客に付加的なメリット
をもたらすものでなければなりません。

アフターマーケットの強化
アフターマーケットには、付属品、消耗品、部品、サービス、
メンテナンス、そして研修があります。これらを強化す

• 年間 8% の売上増
• 営業税引前利益率 15%、そして
• 固定資産、保管在庫、売掛金、レンタル車両利用等に関
して、運転資本の効率性を継続的に高めること。
これらの目標を達成するため、グループ内の事業単位は
すべて、実証済みの開発過程をたどります。その過程とは、
第一に安定性、次に収益性、そして最後に成長です。

財務以外の目標
全体
• 全従業員が、人権に関する側面を含め、事業実践規範に
ついて適切な研修を受ける。

社会
• 従業員一人につき年間平均 40 時間の能力開発研修を受
ける。
• 各従業員が毎年、個人の業績評価を受ける。
• 内 部移動を奨励し、マネジャーの 85％を内部で採用す
ることを目指す。
• 業務上の事故をなくす。

環境
• すべての製品会社 / 生産拠点において ISO 14001 を取得
する。
• 全従業員が環境管理システム（EMS）認証の環境で働く。
• す べての部門において、主力製品カテゴリでのエネル
ギー効率を高めるため、測定可能な目標を設定する。
• すべての製品会社 / 生産拠点において、生産拠点へ（か
ら）の輸送も含め、CO2 の排出量を削減する。

ビジネスパートナー
• ビジネスパートナーは、総合的な経営目標に加えて、環
境面及び社会面での実績も考慮して評価を行う。
• ビジネスパートナーには、アトラスコプコのシステムと
同様の環境システムを実施するよう奨励する。

アトラスコプコ 2009

49

グループ概観

アトラスコプコ・グループ

ビジネス
コンプレッサ事業

コンプレッサ事業エリアでは、オイルフリー及び給油式の定置式コンプレッサ、ポータブル
コンプレッサ、オイル＆ガス昇圧器、プロセスガスコンプレッサ、ターボエクスパンダ、発
電機、空気処理装置及び空気管理システムの開発、製造、販売、流通及びサービス提供を行っ
ています。
この事業エリアでは、中核技術の基礎的開発のための社内資源を有しており、特殊機器の
レンタルサービスも行っています。開発、製造及び組立の拠点をベルギーに集約し、その他
の施設をブラジル、中国、チェコ、フランス、ドイツ、インド、ニュージーランド、スイス
及びアメリカに置いています。

土木鉱山機械事業

土木鉱山機械事業エリアでは、削岩工具、トンネリングと採鉱用のトンネルジャンボ、クロ
ーラドリル、積み込み装置、探査用掘削装置、建設用工具及び道路建設機械の開発、製造、
販売及びサービス提供を行っています。
この事業エリアでは、スウェーデン、ドイツ及びアメリカにその主たる製品開発及び製造
の拠点を有し、その他の施設をオーストラリア、オーストリア、ブラジル、ブルガリア、カ
ナダ、チリ、中国、フィンランド、インド、日本及び南アフリカに置いています。

産業機器事業

産業機器事業エリアでは、高品質の産業用電動工具、組立システム及びアフターマーケット
製品とサービスの開発、製造及び販売を行っています。自動車産業や航空宇宙産業などの高
度な工業生産をはじめ、一般産業向けのメンテナンスや車両サービスなどのニーズに対応し
ます。
この事業エリアでは、スウェーデン、中国、フランス、ドイツ、ハンガリー、イタリア、
日本及びアメリカに製品開発及び製造の拠点を有するほか、複数の市場に組立システムのア
プリケーションセンターを置いています。
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グ ループ概観

事業エリア別の売上

顧客のジャンル別の売上
産業機器事業, 10%

その他, 8%

地理別の売上

土木建設業, 22%

アジア
/オーストラリア, 23%

北アメリカ, 19%

サービス業, 6%
コンプレッサ事業, 48%

土木鉱山機械事業, 42%

グループ売上のシェア

アフリカ
/中東, 11%

鉱業, 26%

製造業, 25%

加工業, 13%

顧客のジャンル別の売上
その他, 9%

南アメリカ, 8%

ヨーロッパ, 39%

地理別の売上

土木建設業, 14%

アジア
/オーストラリア, 25%

北アメリカ, 15%

サービス業, 9%
コンプレッサ事業, 48%

アフリカ
/中東, 9%

鉱業, 6%

製造業, 36%

加工業, 26%

グループ売上のシェア

顧客のジャンル別の売上
その他, 5%

南アメリカ, 7%

ヨーロッパ, 44%

地理別の売上

土木建設業, 37%

アジア
/オーストラリア, 20%

北アメリカ, 22%

アフリカ
/中東, 16%

南アメリカ, 10%

サービス業, 2%
土木鉱山機械事業, 42%

ヨーロッパ, 32%

鉱業, 56%

グループ売上のシェア

顧客のジャンル別の売上
産業機器事業, 10%

その他, 11%

地理別の売上
土木建設業, 1%

サービス業, 2%

加工業, 2%

アジア
/オーストラリア, 15%
アフリカ
/中東, 2%

製造業, 84%

北アメリカ, 22%

南アメリカ, 5%

ヨーロッパ, 56%
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住所
アトラスコプコ・グループ・センター
アトラスコプコ AB
Atlas Copco Group Center
Atlas Copco AB
SE-105 23 Stockholm, Sweden
ビジター用住所：
Sickla Industriv. 3, Nacka, Sweden
電話：+46 8 743 80 00
ファックス：+46 8 644 90 45
登録番号：556014-2720
www.atlascopco.com

アトラスコプコ
コンプレッサ・テクニーク
エアパワー n.v.
Atlas Copco
Compressor Technique
Airpower n.v.
P O Box 100
BE-2610 Wilrijk, Belgium
電話：+32 3 870 21 11
ファックス：+32 3 870 24 43
アトラスコプコ
インダストリアル・エア
Atlas Copco
Industrial Air
P O Box 103
BE-2610 Wilrijk, Belgium
電話：+32 3 870 21 11
ファックス：+32 3 870 25 76
アトラスコプコ
オイルフリー・エア
Atlas Copco
Oil-free Air
P O Box 104
BE-2610 Wilrijk, Belgium
電話：+32 3 870 21 11
ファックス：+32 3 870 24 43
アトラスコプコ
ポータブル・エア
Atlas Copco
Portable Air
P O Box 102
BE-2610 Wilrijk, Belgium
電話：+32 3 870 21 11
ファックス：+32 3 870 24 43

アトラスコプコ
ガス＆プロセス
Atlas Copco
Gas and Process
Am Ziegelofen 2
DE-509 99 Cologne, Germany
電話：+49 2236 965 00
ファックス：+49 2236 965 08 76

アトラスコプコ
サーフェス・ドリリング
・エクウィップメント
Atlas Copco
Surface Drilling Equipment
SE-701 91 Örebro, Sweden
電話：+46 19 670 70 00
ファックス：+46 19 670 72 98

アトラスコプコ
ロックテック
Atlas Copco
Rocktec
SE-701 91 Örebro, Sweden
電話：+46 19 670 70 00
ファックス：+46 19 670 75 13

アトラスコプコ
スペシャルティ・レンタル
Atlas Copco
Speciality Rental
P O Box 107
BE-2610 Wilrijk, Belgium
電話：+32 3 870 21 11
ファックス：+32 3 450 62 80

アトラスコプコ
ドリリング・ソリューションズ
Atlas Copco
Drilling Solutions
P O Box 462288
Garland TX 75046-2288, USA
電話：+1 972 496 74 00
ファックス：+1 972 496 74 25

アトラスコプコ
インダストリアル・テクニーク
Atlas Copco
Industrial Technique
SE-105 23 Stockholm, Sweden
電話：+46 8 743 80 00
ファックス：+46 8 644 90 45

アトラスコプコ
コンプレッサ・テクニーク
・サービス
Atlas Copco
Compressor Technique Service
P O Box 222
BE-2610 Wilrijk, Belgium
電話：+32 3 870 21 11
ファックス：+32 3 870 29 16

アトラスコプコ
セコロック
Atlas Copco
Secoroc
Box 521
SE-737 25 Fagersta, Sweden
電話：+46 223 461 00
ファックス：+46 223 461 01

アトラスコプコ
エアテック
Atlas Copco
Airtec
P O Box 101
BE-2610 Wilrijk, Belgium
電話：+32 3 870 21 11
ファックス：+32 3 870 24 43

アトラスコプコ
コンストラクション・アンド
・マイニング・テクニーク
Atlas Copco
Construction and
Mining Technique
SE-105 23 Stockholm, Sweden
電話：+46 8 743 80 00
ファックス：+46 8 644 90 45
アトラスコプコ
アンダーグラウンド・ロック
・エクスカベーション
Atlas Copco
Underground Rock Excavation
SE-701 91 Örebro, Sweden
電話：+46 19 670 70 00
ファックス：+46 19 670 70 70

アトラスコプコ
コンストラクション・ツールズ
Atlas Copco
Construction Tools
SE-105 23 Stockholm, Sweden
電話：+46 8 743 96 00
ファックス：+46 8 743 96 50
アトラスコプコ
ジオテクニカル・ドリリング
＆エクスプロレーション
Atlas Copco
Geotechnical Drilling
and Exploration
SE-195 82 Märsta, Sweden
電話：+46 8 587 785 00
ファックス：+46 8 591 187 82
アトラスコプコ
ロード・コンストラクション
・エクウィップメント
Atlas Copco
Road Construction Equipment
SE-105 23 Stockholm, Sweden
電話：+46 8 743 83 00
ファックス：+46 8 743 83 90

アトラスコプコ
・ツールズ＆アセンブリ
システムズ 自動車産業
Atlas Copco Tools and Assembly
System Motor Vehicle Industry
SE-105 23 Stockholm, Sweden
電話：+46 8 743 95 00
ファックス：+46 8 743 94 99
アトラスコプコ
・ツールズ＆アセンブリ
システムズ 一般産業
Atlas Copco Tools and Assembly
Systems General Industry
SE-105 23 Stockholm, Sweden
電話：+46 8 743 95 00
ファックス：+46 8 640 05 46
シカゴ・ニューマティック
Chicago Pneumatic
ZAC de la Lorie
38, Rue Bobby Sands
BP 10273
FR-44818 Saint Herblain, France
電話：+33 2 40 80 20 00
ファックス：+33 2 40 33 27 07
ツールテック
Tooltec
SE-105 23 Stockholm, Sweden
電話：+46 8 743 95 00
ファックス：+46 8 640 05 46

アトラスコプコには世界中に数多くのカスタマーセンターがあります。
連絡先については、www.atlascopco.com をご覧下さい。

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

www.atlascopco.com

9850 9854 95

アトラスコプコ AB
Atlas Copco AB

