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記念碑というものは、今どこにいるのか、ま
たどのようにそこにたどり着いたのかを、
立ち止まって振り返る良い機会を与えて
くれます。そのような意味では創立150周
年という区切りは、非常に良い機会だと言
えます。

サンドビックが過ごしてきた旅は素晴ら
しいものでした。そして、その旅にとってと
ても大切なのが、社員や株主の皆様です。
そこで、このグループ誌「Meet Sandvik」の
特別記念号では、私たちの誇らしい歴史
と、私たちを作り上げてきた激動の世界を
振り返りたいと思います。

150年の間に会社の大部分は見違える
ほど変わってきていますが、変わらずに残
る特徴的な部分もあります。これは私たち
の価値観であり、革新的であろうとする粘
り強い精神であり、何よりも、私たちが常に
証明しつづけている時代の変化に対応す
る能力などです。私が考えますに、こうした
特徴は、世界中で私たちを結び付けている
サンドビックの「精神」と、無関係ではない
と思うのです。

会社とは生き物に似て、状況の変化に応
じて絶えず成長し変わっていきます。適応
できなければ、滅びる他はありません。も
し、私たちを取り巻く世界から突きつけら
れる課題に応じて成長、変化することがで
きなかったなら、今日サンドビックは存在
していないはずです。たとえ組織再編や既
存事業の売却、グループ本社の移動など、
直接影響を受ける人々にとって明らかに厳
しい変化であっても、何も変わらないまま
でいるということはあり得ないのです。

しかしながら、未来について言えるのはた
だ一つ、それが今日とは異なっているだろ
うということだけです。そして、変化の速さ

は飛躍的に加速しています。サンドビック
創立100周年の1962年時点では、スウェー
デン国外で勤務する社員はわずか1,000人
でした。それが1990年代には53％増え、ス
ウェーデン国外勤務の社員は25,000人に
なりました。今日では、社員の5人に4人は
スウェーデン国外で働いています。

グローバル化の加速と経済発展する地
域の劇的な変化により、サンドビックをグ
ローバルに事業を展開するスウェーデン
の会社から、真の──発想、存在、文化、多
様性、キャリアチャンス、そしてビジネスチ
ャンスの点で──グローバル企業に変 
革させる新戦略を採用しました。

この新戦略は、グローバル経済のいくつ
かの傾向に応じて立てられたもので、それ
らの傾向は今後数年間のサンドビックの
事業に、決定的な影響を及ぼすことでしょ
う。その一つは、経済的優位性のシフトに
あります。2020年時点において経済力を持
つ上位20ヶ国のうち、11ヶ国が今現在新興
成長国であると予想されています。

サンドビックは、非常に高品質の製品や
サービスとブランドによって、新興成長市
場における売り上げを伸ばすことに成功し
てきました。しかしこの新興成長市場に、
当社のグローバルな人材や資産の足跡
は、その売り上げほどには食い込んでおり
ません。サンドビックの投資の歴史にも、
同様の傾向が見てとれます。

2006年から2010年の間、サンドビック・
グループの全投資資産の63％はヨーロッ
パや北アメリカに投資されました。これに
対し、純売上高の増大のうち相当な部分
を日本を含むアジア地域が占めていたに
も関わらず、投下された資産は約20％だ
けでした。

読者の皆様へ

CEOメッセージ

「サンドビック 
の旅は確かに
素晴しいもので
した。そして、 
その旅にとって
とても大切なの
が、社員や株主
の皆様です。」

「�150周年は
素晴らしい出発点です」
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成長を促進することによって、新興成長市
場での利益性を改善または確保し、そこで
求められる革新を逃さないために、サンド
ビックは全ての重要分野において新興成
長市場へのシフトを急ぎます。

新戦略の実現を可能とし、透明性を高
め、組織力を集中するために、組織を5つ
のビジネス・エリアに分割しました。グルー
プレベルや市場レベルで、共有の資源を
利用するためのより強固な組織的基盤を
構築します。

市場とお客さまに最も近い立場にある
社員には、新しい簡略化された組織構造
の中で、より多くの責任とより自由な裁量
が与えられます。これは単に社員に権限を
与えるだけではなく、組織の意思決定の
速度向上にもつながります。強化された人
材戦略は、安全性や多様性、包括性への
注力、権限を与えられた従業員、革新の社
風、人材マネジメントおよび優れたリーダ
ーの育成を含みます。

私個人としては、安全第一の作業環境を
提供することが最優先事項です。労働災害
ゼロが、私の最初の目標です。

株主に対しては、新しい戦略はサンドビッ
クを同業種のトップとし、最高の配当を目
標とします。長期的に利益を生み出す成長
と、業界最高の業績を実現するため、グル
ープは製品ラインナップ全体にわたる著し
い業績の改善を目標とします。

未来に思いをはせると、創立200周年の
記念日は、今日よりさらに強い企業として
祝うことになるに違いないと確信していま
す。この確信は、当社の独自の能力や傑出
した製品ラインナップとあいまって、私が
CEO就任1年目に数え切れないほど多くの
場面で経験した、社員が持つ組織への強

い誇りに基づいています。
現在進行形のサンドビックの旅にあた

り、皆様とご一緒できる喜びの深さを、こ
の機会をお借りして御礼申し上げます。

オルフ・ファクサンダー�
代表取締役兼最高経営責任者
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この記念版「Meet�
Sandvik」は、14ヶ国
語で出版されている。

3�CeO オルフ・ファクサンダー 
「サンドビックの旅は確かに素晴しいものでし

た。そして、その旅にとってとても大切なのが、社
員や株主の皆様です。」

8 道のり
初期の現場作業者から1970年代のit草創期ま
で、技術革新も戦時下の困難も経験してきた。
サンドビックの旅には、多くの記念碑と、それと
同じ数だけのヒーローたちがいる。

14�グローバルな目標と 
ローカルな存在感
サンドビックは、いかにして現在130ヶ国ある拠
点を通して5大陸における需要を満たしている
のか。

20�5つのビジネスエリア
サンドビックは、なぜ、適切なタイミングで適切
なソリューションをお客さまに提供できるのだ
ろうか。

25�重要市場
サンドビックのユニークな能力は、海上採掘か
ら坑内採鉱、および空高く飛ぶ航空機の製造に
至るまで、広くさまざまな産業で性能を高めて
いる。サンドビックは、あらゆる分野に精通して
いる。

32 研究開発
サンドビックの成功方程式： 5,000の有効特許を
取得し、2,400人の優秀な社員を投入し、年間30
億スウェーデン・クローナを投資している。その
成果とは？世界最高レベルの研究である。

35�サンドビックの株
世紀の投資？
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各コアビジネスの機動力を最大化し、また新規で小規模な関
連ビジネスの成長と収益性のために組織を最適化するため
に、2012年1月1日付で5つのビジネスエリアに再編成された。

「長期的な成功のために、迅速な行動とすばやい対応能力が
きわめて重要視される急速に変化するグローバル市場では、そ
れに見合う戦略と組織が不可欠です。

新しい組織構成は、4つのビジネスエリアを明確に重視してお

り、各ビジネスエリアでの我々の目標は、市場のリーダーシップ
と世界トップレベルの収益性を両立させることです。さらに私た
ちは、関連したビジネスの開発を可能とする必要があり、第5の
ビジネスエリアであるサンドビック・ベンチャーがそれを保証し
ます。すなわち、高い可能性を備えた小規模な事業によって、最
善の方法で開発をおこなう機会を捉えることです。」代表取締
役兼最高経営責任者、オルフ・ファクサンダーは語る。

サンドビック�
マイニング
硬岩・軟岩の坑内採掘
および露天採掘作業
の業績を向上するた
めの製品、ソリューシ
ョン、サービスで世界
のトップを狙う。

サンドビック�
マシニング�
ソリューションズ
最先端の金属加工産
業のために生産性強
化に役立つ製品やソ
リューションを提供す
る、ゆるぎない世界的
リーディングカンパ
ニー。

サンドビック�
マテリアルズ�
テクノロジー
ニッチ分野の厳しい
用途に対応する高付
加価値の先端材料や
特殊合金を提供する。

サンドビック�
コンストラクション
世界的な建設産業の
ニッチ分野に、高性能
の製品、ソリューショ
ンとサービスを提供
する。

サンドビック�
ベンチャー
魅力的で急成長する
事業において、成長
と収益性のための可
能な限り最良な環境
を構築するビジネス
分野。

ビジネスエリアの歴史について、詳しくは20ページをご覧下さい。

5つのビジネスエリア－１つの目標:

ジャストフィット

サンドビックのビジネスエリア

現在のサンドビック

サンドビックの成功は、岩盤掘削の独自の知識や金属や他の材料の開発・
成形の上に成り立っている。この知識をさまざまな産業からの需要を満たす
ソリューションに転換するため、同社はビジネスエリアごとに分離・組織化�
された。�

>>
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サンドビック
の精神
長期の世界的な成功と成長は、変化と
適合を必要とする。 しかし、我々をユニ
ークな存在にする価値観に従い、自ら
に忠実にしていれば、これらの目標は
達成できるはずである。

サンドビックの価値観は、会社の精
神である。我々は150年間それを実践
してきた。それは今なお方向性を示し
続けている。 我々をとりまく技術と世の
中は変わっていくかもしれないが、しか
し、これらの価値観はゆるがぬ真実の
ままである。サンドビックで働く人々や
事業のように、ますます地理的に多様
になってゆくなかでこそ、この価値観が
大切になる。であればこそ我々は、世界
中の社員にこれらの精神を浸透させる
のに多くの力を注ぐのである。

Open�Mind
Open Mindを持つということは、たえず
改善点を探し、積極的に変化を適用し、
新しい考えや自由な行動を後押しする
ということである。

Fair�Play
サンドビックは、社会、産業や自然環境
への影響に対する明確な責任を果た
している。
公正な取引、正確な記録、機会均等、環
境への配慮と個人の尊重は、不可欠な
重要な概念である。

Team�Spirit
サンドビック・グループは一丸となって
行動する。また世界中のお客さまとの
緊密な協調と関係も、当グループの視
野には組み込まれている。

価値観の価値
サンドビックの強靭な企業文化はスウ
ェーデンで培われてきた。しかし今日、
グループにはあらゆる国籍の社員がお
り、生産も多くの国々で行われている。
現在では全売上の95％がスウェーデン
国外で計上されている。多国籍企業と
して、サンドビックは──とりわけ各国
特有の環境に対して──常に変化・適
応してゆかねばならない。

しかしながら、サンドビックを象徴す
る認識やノウハウを伝えるには、連続
性もまた等しく重要である。サンドビッ
クの価値観は、150年前、会社の創設者
であるヨーラン・フレドリック・ヨーラン
ソンが定めた信念に遡り、これが今日
もサンドビックの事業活動に影響を与
えている。

それは、絶えず新しいソリューション
および改良に通じる方法を見つけると
いう決意、持続可能な長期的方法で誠
実に取引することの重要性、また社員
とお客さまの密接な関係である。

今世紀の節目にあたり、サンドビッ
ク・グループの総体的な価値観を明
確に打ち出すための改善プロジェクト
が始まった。そしてTeam Spirit, Open 
Mind, Fair Play、という指針となる3つの
基本的価値観が浮上してきた。

「私の働いてきた中で、このように
強力なTeam Spirit、強い文化を持った
会社は他にありませんでした。」かつて
40年以上も前にサンドビックで働いて
いたパーシー・バーネビク名誉会長は
語る。「これは、会社が長い間にわたっ
て拠点を動かさずにいたことと無関係
ではないと思います。企業文化が代々
受け継がれ、長い間同じ場所にいるこ
とで人々は互いに忠実になります。 グ
ローバル企業を作ろうとするならば、こ
れは矛盾するものです。しかしそれが
機能するのです。」

現在のサンドビック

これからの150年
世界が急速に変化するときこそ、社内の方位磁針を見失ってはならない。�
終わることのないサンドビックの旅は、色あせることのない一連の信念に導
かれている。

Open Mind

Fair Play

Team Spirit
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サンドビックには、将来に関し、常に確たる
ビジョンがある。それは同社がその目標を
達成してきた理由の1つである。長期戦略
はグループ内の多様な強みを組み合わせ
ることである。例えば高度な研究開発、高
付加価値の製品、内製、効率的な物流シス
テム、財務の健全性──そして持続性に関
する確立されたアプローチについては言
うまでもない。

サンドビックは、長期的な成功の達成を
可能にするのは総体的なアプローチの採
用につきるという堅い信念を持っている。
これは持続性に対する積極的な注力をと
もなう財政的、環境的、社会的な責任を含
む。これらの事柄については、サプライヤー
とお客さまの双方が緊密に協力して働くこ

とが自然で重要である。 
行動規範は、サンドビックの持続性につい
て、環境、健康、安全および社会的責任へ
の取り組み、企業倫理と社会への利益還元
を含めた企業活動のあり方を規定する。持
続可能な発展は、ビジネスプロセスの不可
欠な要素であり、環境、健康、安全、企業倫
理や人権についての改善計画、企業の責
任、危機管理などを含んでいる。

サンドビックは「Fair Play」の名の下、そ
の社会的および環境的責任のガイドライ
ンを採用した。持続性の問題に関しては、
イントラネット上の専用サイトならびに体
系化された報告プログラムがあり、全ての
社員に適用される行動規範が公開されて
いる。

当グループは、サンドビックが順守す
べき環境に関する目標を打ち立てた。

・  エネルギーと投入原材料のより効
率的な使用

・  大気中および水中への排出削減
・  材料と副産物のさらなる回収
・  環境に影響する危険な化学薬品の

使用削減
・  持続性の方針を支援する、より多く

の製品

製品もビジネスチャンスも、設計段階
から生産、使用、処分、リサイクルにい
たるまで、製品のライフサイクル全体
の環境への影響を考慮する。

サンドビックは社員のやる気と責任感を
刺激し、彼らが個人そして職務上の目標
にむけて成長し続けるよう、安全で健康
的な労働環境を提供すべく努力する。労
働災害・疾病、環境害を我々の組織から
は一切出さない、それがサンドビックの
ビジョンである。

持続可能性が将来の鍵 

安全第一

環境目標
プネ(インド)のサンドビックの施設にあるエコ・ガーデンは、工場廃水をリサイクルして給水している。サンドビックは超硬チップをリサイクルしている
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150年といえば大した年月に聞こえないか
もしれないが、この150年で見違えるほど
世界は変わった。1862年に会社が設立さ
れた当時、スウェーデンは農業経済を基
幹としていた。アメリカは南北戦争の真
最中だった。イタリアは統一されて1年し
か経っておらず、カナダは産声も上げて
いなかった。中国は清王朝の時代で、第
二次アヘン戦争から立ち直ろうとしてい
るところだった。一方、インドは大英帝国
の輝ける宝石になりつつあった。

そのように考えると、サンドビックが現
在も当時と不変であるとは考えられない

ことである。しかし、当時の精神は今も
生き続けている。更に言えば、同じ精神
がサンドビックの持続可能な未来を形成
しているのである。

現在の我々の立場、どのようにこの地
位を形成したのか、そして将来像を検証
してみよう。

ヨーラン・フレドリック・ヨーランソン
（写真）とそのパートナーが、ベッセマー
炉をより効率的にするために再設計し
たことが当社の始まりと言える。結果と
して鉄鋼を大量生産する効率的な方法
が見出された。それは大きな進展であっ

た。従ってサンドビックは革新から始ま
り、その路線を今に至るまで継承してい
る。この特別号では、当社が常に革新
を続けてきた事例をいくつか取り上げ
ている。

多くの場合がそうであるように、サン
ドビックの設立当初は苦難続きであっ
た。この後のページでは、当社のいくつ
かの良い出来事や不運な事例をお読み
いただける。総合すれば、生き残るため
に革新と時代の変化に対応する能力が
いかに必要であるか、当社の歴史から
お分かりいただけるだろう。

これまでの道のり
最初の150年
サンドビックは150年で大きな発展を遂げてきた。スウェーデンの小さな会社か
ら、130カ国を市場とするハイテクリーダーへと成長した。�
多くのことが変わった。しかし変わらないことも沢山ある。
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15
0 破産から始まったサンドビックの歴史

産業革命と同い年 サンドビックの初期のヒーロー達

1862年:ヨーラン・フレ
ドリック・ヨーランソン
がスウェーデン、サン
ドビケンにヘーグボ・
ストール＆ヤーンバ
ルキ社を設立。ベッセ
マー方式を使用した
製鉄に成功。

1864-65年:デンマー
ク、ノルウェー、英国、
ロシア、ドイツ、フラン
スに販売店を開設。

1866年:流動性を保証
していた財政援助者、
ヨハン・ホルムが破
産。これによりヘーグ
ボ・ストール＆ヤーン
バルキ社及びヨーラ
ン・フレドリック・ヨー
ランソン個人も破産。

1868年:競売にかけら
れた設備は、ヨーラン
ソン家及びその友人
に購入され、サンドビ
ケンス・ヤーンバルキ
社として再建。長男の
アンダース・ヘンリク・
ヨーランソンが社長
に就任。

1872年:サンドビケン
ス・ヤーンバルキ社が
モスクワ展示会に参
加。鉄道資材と銃剣用
鋼鉄の需要により、ロ
シアが最大市場であ
った。

1850年代後半、新しい鉄道や
巨大な蒸気船建設に伴い安
価な市販鋼が大量に求められ
た。このような需要に応えるた
め、新たな技術が必要だった。

実業家であるヨーラン・フ
レドリック・ヨーランソンにと
っては時間との競争だった。
会社は破産していたため、共
同出資していた発明家ヘンリ
ー・ベッセマーの誘導炉につ
いての特許が実用化されるこ
とが必須であった。

英国やスウェーデンからの
財政援助がヨーランソンを救
い、ベッセマー工程を仕上げ
るための努力を続けることが
できた。サンドビックの創業日
とされる1862年1月31日にホ

グボ・ストール＆ヤーンバル
キ社の定款が採択された。

1862年サンドビケンに新
しい製鉄所の建設が開始さ
れ、1863年夏にスウェーデン
で当時最大の溶鉱炉への火
入れが行われた。直後にベ
ッセマーの炉の操業が始ま
った。

にもかかわらず破産を避け
られず、1866年3月に生産は
停止された。

しかし3年後にサンドビケ
ンス・ヤーンバルキ社が設立
され、1901年に株式市場に上
場した。

今日、サンドビックよりも古
い大企業は世界でもひと握り
の数である。

今日の巨大で複雑な世界経済
も、またサンドビックグループ
も、英国の産業革命なしには
存在しない。

新たな製鋼法を開発するた
めに、英国の実業家はスウェー
デンのいくつかの製鉄所へ融
資を行った。1862年にサンド
ビケンス・ヤーンバルキ社のプ
ロジェクトを開始するに当たっ
て、これらの資本やエンジニア
リング技術が役に立った。

18世紀終わり頃、蒸気エン
ジンや紡績機に加えてエネル
ギー源としての石炭などによ
り、英国は産業化の発祥地と
なった。ヨーラン・フレドリッ
ク・ヨーランソンとパートナー

達が、今日のサンドビックグル
ープの種を蒔いた時点では、
英国は技術開発という面でス
ウェーデンの50年先を行って
いた。

サンドビックの初期の歴史
は、英国と密接につながって
いる。英国の産業開拓者たち
は、スウェーデンを――また、
後にサンドビックとなる会社
を――工業化の時代に、そし
てより洗練されたビジネス概
念へと導いた。ビクトリア時代
のエンジニアは複雑な設備や
工場を建設していたので、サン
ドビケンス・ヤーンバルキ社
にとって必要不可欠な市場と
なった。

サンドビックの初期の歴史は、
創業者一族であるヨーランソン
家と密接に関係している。ヨー
ラン・フレドリック・ヨーランソ
ンは、さまざまなアイデアを持
ち原動力であったが、一人でサ
ンドビックを起こしたわけでは
なかった。サンドビケンの新し
い製鉄所は、例えばポンタス・
クレマンやヨハン・ホルムとい
った財政援助者なしには実現
しなかった。クレマンのエンジ
ニアであったジョン・レフラー
は、ベッセマー工程をついに習
得することに重要な役割を果
たした。この習得はその後の将
来の必須要件であった。

1869年にサンドビケンス・ヤ
ーンバルキ社が操業を再開し
た時、ヨーランソンの息子であ
るアンダース・ヘンリク・ヨーラ

ンソン(A.H.ヨーランソン)が正
式な社長となった。父親は個人
的に破産宣告をしていたので、
新会社に積極的に関わること
は許されていなかった。

A.H.ヨーランソンは、サンド
ビケンス・ヤーンバルキ社の
成長に重要な役割を果たし
た。1877年に鉄鋼価格が暴落
した際、同社が大きな改革を導
入する必要を明らかになった。

A.H.ヨーランソンは、世界の
鉄鋼市場に非常に精通してい
た。会社の取るべき道はただ一
つだと確信した。それは、高品
質市場に焦点を当てたより高
いレベルの加工であり、製造で
あった。彼は、お客さまに対す
る先進的な解決策に焦点を当
て、技術的・量的に有利な立場
から40年以上経営を続けた。

1860   1861   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868    1869   1870   1871   1872   1873   1874   1875

1873年のベッセマー製鋼場
（1896年作、アクシル・ホルムソトロムの絵より）
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荒野で誕生

特殊な専門性

重労働

1893年:ワイヤ、鋼板
や管の製造用の巨大
なビレットミルがサン
ドビケンに作られる。

サンドビックほど北に位置す
る世界規模の製造会社は他に
ない。その緯度は北部カナダ、
アラスカそしてシベリアと同じ
である。

なぜヨーラン・フレドリック・
ヨーランソンは、当時荒野だ
った湖の岸辺にスウェーデン
最大の製鉄所を建設したのだ
ろう？

北緯61度の当地こそ、最良
の木炭と純度の最も高い鉱石
の産地だった。造船所での豊富
な経験をもとに、ヨーランソン
はおそらく工場にいる従業員
の時間を独占したいと考えた
に違いない。競合する他の雇用
者や街の誘惑から安全な距離
を保ちたいとも考えただろう。

またヨーランソンは、後に工
業地として開発されるイエーブ
レの港に水道及び鉄道でつな
がっていたその土地を所有し
ていた。

サンドビックは常にその時代
で最先端の技術を駆使してき
た。今日の当社の経営陣は自
らを革命的なパイオニアとし
てではなく、刺激的な遺産の管
理者であり啓発者であると自負
している。

サンドビックの専門性はよ
り強固になっている。今日で
は、合金鋼、チタン、超硬合金
やセラミックから作られる幾
多の先進的な製品に関する特
許、図面や専門知識を保有し
ている。

このような進展に特に貢献
した要因が二つある。材料に

関する知識と取引先に関する
ノウハウである。

サンドビックの成功の素と
なったのは、金属や材質に関
する専門知識である。材質に関
するノウハウ、プロセスエンジ
ニアリングそして品質管理の
組合わせにより、いくつもの分
野でサンドビックはトップの地
位を得ている。

工具や設備に関する知識
やそれらの実際的な利用法に
ついて、幅広く蓄積した知識を
持つ会社が当社の他に世界
にあったとしても、ごくわずか
である。

当初の工員は、劣悪な環境の
下で働いた。最初のサンドビ
ックの従業員は農家出身で、
シャベルや斧を使って新し
い産業のための整地を行っ
た。凍傷に苦しみ、栄養失調
な上、週6日、12時間働いた。
窮屈で小さく殺風景な丸太
小屋で、煙たい囲炉裏を囲ん
で寝た。

操業初年の1869年、サンド
ビケンス・ヤーンバルキ社の

従業員数は100名だった。140
年後、サンドビックの従業員
数は約50,000人で取引先は
130カ国に渡る。従業員は、地
理的境界を越えて協力する、
現代的な知識集団の一員で
ある。サンドビックのヒーロー
は、しばしば組織の中心で働
くエンジニアであり、マーケテ
ィング担当者である。サンド
ビックのCEOのほとんどは、社
内で昇級を重ねてきた。

1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 19051501876年:線材圧延と低
温延伸工程がサンド
ビケンで開始。ペンシ
ルベニア州フィラデル
フィアで開催された世
界フェアに参加し、初
めてサンドビック・ブ
ランドを公式に使用。

1879年:傘骨用の低温
延伸されたU字型のス
チールスレッドが爆発
的売行きに。 
1881年:フランスの新
しい代理店が、コルセ
ット用バネや鋸刃とい
った低温延伸された
製品の製造を開始。

1883年:不況、需要と
価格の減退。非公式
代表だったヨーラン・
フレドリック・ヨーラ
ンソンが、社長に任
命される。低温延伸
された硬化ストリッ
プ鋼の製造開始。

1889年:シームレス管が
新しい電力産業に供給さ
れる。
1893年:ワイヤ、鋼板やチュ
ーブ製造用の巨大な鋼片
圧延設備がサンドビケン
に設置される。
1891年:加工工程が労働集
約型になるにつれ、従業員
数が1,100名に達する。

1920年代の製錬業者
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技術シフトを掌握

1901年:ストックホル
ム株式市場にサンド
ビックが上場。サンド
ビックの科学者が、ス
ウェーデンで最初の
金属顕微鏡を使用。 
1902年:サンドビック
がスチール製コンベ
ヤーベルトの販売を
開始。

1907年:削岩用中空鋼
の生産開始。

1914年:外債を償却。
航空機、ボールベアリ
ング、砲架及び兵器用
アクセル心棒のため
の素材需要が増大。バ
ーミンガムにサンドビ
ック・イギリス支店を
開設。

1916年:戦争に関連し
たインフレにより大幅
増益。人件費の滞納を
一掃。

1917年:潜水艦による
出入港禁止措置によ
り英国、米国向け輸出
が停止。

当初からサンドビックは技術の
先駆者であった。ベッセマー工
程という機械工学の開発に基
づいて当社は設立された。

1920年代に開発された二つ
の新素材が重要であった。それ
は、チューブや帯鋼用のステン
レス鋼と岩盤穴あけドリルや金
属加工用の超硬チップである。
ステンレス鋼として知られる

耐食クロム鋼はドイツ人とイギ
リス人によって1912年に開発
され、特許が取得された。この
開発により、さまざまな産業の
お客さまからの幅広い要求を
満たすことが可能になった。

記録によるとサンドビケン
ス・ヤーンバルキ社が最初にス
テンレス鋼の溶錬を試みたの
は、1921年である。3年後に通
常のステンレス鋼生産が始まっ
た。最初はチューブを、後にワイ
ヤやストリップが生産された。

ピルガーミル方式を利用し
たアメリカ向け鋼管生産のた
めに1932年に取得した独占的
ライセンスが、将来の方向性を
決める上で決定的となった。よ
り良い品質を保ち、複数回を要
していた低温延伸が一度で済
むようになった。

いくつかのピルガーミル圧
延機が新たに建設され、サンド
ビケンス・ヤーンバルキ社は次
から次へと異なる継ぎ目なしス
テンレス鋼管を開発した。社内
では「多段式圧延機」が開発さ
れ、カミソリ刃、バルブ用スチ
ールや他製品のための細いス
トリップ鋼の生産方式が変更
された。

1950年代には、加工産業か
らの高品質ステンレス鋼管に
対する突出した需要が、巨大な
生産技術上の挑戦を導いた。

業界で最大の新工場が1960年
サンドビケンに完成し、プレミ
ア価格のチューブ市場で業界
トップの位置を確保するように
なった。更に、生産性が2.5倍に
なった。
超硬合金は、タングステンと

炭素の化合物で鋼のおよそ2倍
の硬度と耐熱性がある。

1940年代初め、サンドビケン
ス・ヤーンバルキ社はルマ社と
超硬チップに関する事業で協
力した。事業では、1．サンドビ
ケンス・ヤーンバルキ社の人気
商品である古い岩盤穴あけド
リルに代わる超硬チップを搭
載した岩盤穴あけドリルの製
造、2.旋盤工具やミルといった
金属加工工具、3．繊維機械など
に見られる摩耗部品用の工具
が取り扱われた。

1947年にサンドビケンス・
ヤーンバルキ社がアトラス社（
後のアトラスコプコ社）と共同
で機械とドリルをセットで売り
始めると、すぐに成功を収め
た。1950年代初め、サンドビッ
クの利益は全て岩盤穴あけド
リルによるものだった。

1950年代中ごろの工具開発
は、チップを摩耗度合いによっ
て回転あるいは交換させるよ
うに設計する、というアメリカ
の流行に大きく左右された。強
固なクランプ装置のお陰で、工
具に超硬スローアウェイチッ
プをロー付けする必要がなく
なった。

特殊な研削技術によりサン
ドビケンス・ヤーンバルキ社
は、業界をリードする企業とな
り、製造業の中でも最も重要な
生産技術分野において世界的
なリーダーシップを得る第一歩
を踏み出した。 

1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905

超硬合金(金色の四角部分）はチップの重要な材質で、金属部品の�
旋削工程のような金属加工に使用される。
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1927年のサンドビック従業員

革新的なバックボーン
劇的な数十年

1928年:新たな子会社
戦略を制定。ポーラン
ドに子会社設立。
1929年:ウォール街の
暴落の影響は軽微。最
初の電気式アーク炉
の操業開始。冷間圧延
機への設備投資。

絶え間ない変化と新製品は、サ
ンドビックの経営における重
要要素である。お客さまとその
生産技術上の要求は、当社の
方向性に関する全ての議論の
元となる。

実際、サンドビックの全ての
お客さまは異なる生産技術上
の挑戦に直面しており、恒常的
に発展を続けている。岩盤は
より効率的に削られなければ
ならないし、金属はより速く穴
あけ、旋削あるいはフライス加
工が必要であった。また、より
長く使える材質でなければな
らない。

当社に課せられる要求は非
常に厳しいことが多い。しかし、
いかなる場合にも――例えば
新しい航空機の機種発表、新
たな油穴の掘削、発電所の建
設、インフラの整備、鉱山の開
発、素材の運搬、人工装具の設
置の際―当社の製品は常に使
用されるが、それが新聞の見出
しになることは殆どない。ペー
スメーカーを装着されている
読者がおられれば、髪の毛の

三分の一サイズのサンドビッ
ク製ワイヤも装着されているこ
とだろう。

独立事業部門制を取ってい
ることが、サンドビックが生き
残り、多くのニッチ分野を含む
幅広い分野で利益を上げ、成長
し続けることができる主因であ
る。当社の次の成長分野がどれ
で、何が新たな独立事業部門
に成長するかを予め知ること
は不可能である。おそらくその
分野でサンドビックは既にお
客さまとの間に強固な関係を
築いているだろう。

サンドビックは、要求の厳し
い分野で事業を展開している。
そこでは製品が開発され、飛躍
的進歩があり日用品となるかあ
るいは5年から10年で市場から
消えるかのどちらかである。現
代の工業化の中で実質全ての
革新的な製品の製造に対して、
先進的な部品を提供している
会社は他にあまりない。

製品寿命は、工具分野で最
も短い。岩盤穴あけドリル用ス
チールへの需要は、はるかに
強力な機具や技術と共に増加
している。

サンドビックのステンレス鋼
製品の寿命は長いが、冶金生
産能力を満たすだけの十分な
量を確保できるかの問題では
なくなっている。

むしろ技術、ノウハウやロジ
スティックスを通じてお客さま
に新たな価値を提供すること
が重要である。結果的に、当グ
ループは研究開発事業を最優
先事業としてとらえている。

1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920

全ての企業は、外部と調和し
ながら操業する。サンドビック
は、長い歴史の中で浮き沈み
を経験してきた。例えば、1877
年の不景気によりサンドビケ
ンス・ヤーンバルキ社は再考
の上、ニッチ製品に投資するこ
とにした。

サンドビックの歴史の中で、
二つの世界大戦とその間の数
年は最も劇的な時期である。ス
ウェーデンは中立であったが、
国も産業界も世界で起きてい
た事象に大きく影響を受けた。

より安価な材種を使用する
傾向にも関わらず、鉄鋼の平均
価格は290％上昇した。サンド
ビケンス・ヤーンバルキ社の株
価は3倍になったが、労働者は
労働組合を組織し、設立し始め
た。サンドビケンでさえ労使紛
争が増加し、深刻さが増した。
第一次世界大戦の終わりにヨ
ーロッパを揺るがせた社会革
命の波に呼応して、スウェーデ
ン議会は投票権を男女平等に

認め、1日8時間の労働時間を
導入した。戦後に起きると経済
学者が予測した好景気は訪れ
ず、逆に需要は落ち込んだ。ス
ウェーデンの大企業の三分の
一が倒産した。

状況は更に悪化した。短い
労働時間と紛争が人件費をま
すます押し上げた。注文は取り
消され、原材料価格は高騰し
た。1921年に売上高は66％減
少し、サンドビケンス・ヤーン
バルキ社は初めて大幅な損失
を計上した。

1930年代の大恐慌では、金
属産業における失業率は20％
と3倍になった。2年間で売上
は、35％減少した。

しかしながら、し、世界第二
次世界大戦後の再建により世
界経済も回復した。サンドビケ
ンス・ヤーンバルキ社は、新た
な市場で利益をあげ、鉱業、建
設業及び製造業へのサプライ
ヤーとして市場を広げることが
できた。

150
1919年:サンドビック・
スチールがニューヨー
クに米国子会社として
開設。巨大水圧プレス
を搭載した新しい鍛
造ミルをサンドビケン
に建設。 
1920年:誘導炉にお
ける電気製錬工程を
導入。

1921年:金融危機に
より売上が65％減少。
ステンレス鋼の製造
開始。 
1922年:平和記念東京
博覧会に参加。

1924年:最初のシーム
レスステンレス鋼管
の製造開始。新たな化
学産業からの需要に
応えるため、穴用ロー
ルミルの導入を決定。

1926年:腕時計用スプ
リングを製造する子
会社を米国に設立。南
アフリカに販売会社
設立。送りミル、ストリ
ップミル、ロッドミル
への設備投資。カナダ
に子会社設立。

サンドビックの科学者が、
スウェーデンで最初の�
金属顕微鏡を使用した。



「異なる視点を得たり、経験を�
共有できます」
ソニア・レイシェル 
ITチームマネージャー（物流部門）、ドイツ
サンドビック社歴： 25年
年齢： 48

ソニア・レイシェルは、大学の卒業以来25年間、サン
ドビック・グループとワルターで働いてきた。

「現在も働いているＩＴ部門で、開発職として働
き始めました。」

ソニアは現在、ブラジルとアルゼンチンにSAP*を
立ち上げる準備をしている。最良の方法でシステム
をセットアップするには、その地域でのビジネス・プ
ロセスを理解する必要がある。そのため彼女のチー
ムは、現地の文化に適応しなければならない。

「サンドビックはグローバル企業で、非常に面白
い環境だと思います。入社時はドイツでローカルの
ソリューションに関与しているだけでした。それ以来、 
多くの国を訪問して、世界中でソリューションを立ち
上げてきました。その過程で異なるユーザーごとの
特徴を学びましたが、同じ事実や同じ状況に対して
国ごとに対処方法が違うことに驚きました。」と笑い
ながら語る。

また彼女は、ワルターとサンドビックで働いた経
験から、新しい洞察も得た。

「当グループにはいろいろなブランドがあるた
め、サンドビックのネットワークの中で異なる視点を
得たり、他の人と経験を共有することができます。そ
れが面白いのです。」

*�SAP…ビジネス管理ソフトのプロバイダー

「サンドビックには長年勤めて�
いる社員が多くいます」
イアン・ホワイトハウス、オペレーター、イギリス
サンドビック社歴： 25年
年齢： 47

イアン・ホワイトハウスは、自身のサンドビック勤続
25周年記念について控え目である。

「ここでは大騒ぎするほどの事ではないと思いま
す。 誰かがちょうど30周年記念を迎えたところです
し、40年勤務する人も少なくありません。」彼は続け
て言う。「多くの社員が長く勤めているということは、
つまりサンドビックが良い勤め先であるということ
です。」
　イアンが入社する前から、彼のおじがサンドビッ
クで働いていた。イアンは親戚と同様に、変化に富
んだ仕事に就けたことを喜んだ。

「工場の運営にはきわめて多くの側面があります。
一日中同じ椅子に座っていることはありません。」交
代制勤務について働きにくくはないかと尋ねると、
彼はこう答えた。「マイナス思考ではなく、プラスの視
点が大切です。夜勤ということは朝に自由時間があ
るということです。天気の良い冬の朝に仕事が休み
の日だってあるんですよ！」
　ホワイトハウスは６人組のチームで働くことが良
い刺激になっていると言う。「ここはポジティブな意
味で競争できる環境です。皆が一生懸命働いて競争
し、誰が最も良くできるかを見ているのです。」

「未体験の異なる文化で働くチャンスをつかみました」
マルコス・レディゴーロ 
ビジネスアナリスト、ブラジル
サンドビック社歴： 18年
年齢： 40

サンドビックグループに入社が決まり、 
マルコスレディゴーロは幸せであった。

「未体験の異なる文化で働く機会に恵ま
れたことが嬉しかったのです。多国籍企業で
働くことで、他国や異文化から来た人 と々経
験を共有したいと思っていました。」

「サンドビックで働くようになってから、他

国の人と仕事をするだけではなく、海外を訪
問する機会も得られました。」

マルコスは現在、輸出市場とブラジル市場
でのスリックライン販売向けの価格設定、統
計、見積の担当をしている。これからもさまざ
まなことを学び、自分の経験を共有していくこ
とを望んでいる。

「もっと勉強して専門知識を増やし、経験
を重ね、会社の財政目標達成に貢献できる
ような専門家として成長したいと思っていま
す。」

MY  Sandvik
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中国
サンドビックは1986年に最初
の中国拠点を開き、1994年に
はそこに全額出資子会社を設
立した。 以来、売上高も従業員
数も拡大の一途をたどってい
る。2011年10月時点で、サンド
ビックは中国国内に3,500人以
上の従業員を抱え、60を超える
営業所と13の生産拠点を持っ
ている。

2015年までの驚異的な5ヶ
年計画も含め、桁外れに大き
な市場規模と爆発的な成長速
度から、中国市場がサンドビッ
ク発展のための舞台とされる
のは当然である。今後さらに
40,000キロの高速鉄道、80,000
キロを超える距離の高速道路
の建設が予定されている。世
界最大規模の原子力計画があ
り、電気自動車、太陽電池、そ
して風力発電への投資も大掛
かりだ。

サンドビックは、成長過程に

ある中国の製造業に超硬工具
を販売しているが、さらに中国
メーカーが生産性と効率性を
上げるためのトレーニングも
提供している。

同社は中国の鉱業・建設業
の企業に、掘削装置やローダ
ー、砕石機、岩盤穴あけ工具
を、トレーニングプログラムや
アフターサービス付で販売し
ている。

中国の原子力産業、エネル
ギー産業、航空機産業、石油化
学産業ならびに自動車産業は、
チューブやバルブ鋼、発熱体、
そしておよび帯鋼といったサン
ドビック特製の高合金鋼製品
を買い求めている。

安価な製品を製造するので
はなく、過去最大の集合的な産
業の取組みに参加することで、
サンドビックは、中国の今後の
成長如何にかかわらず非常に
熱心な投資をしている。

サンドビックの組織と生産活動は、高品質�
の製品はもとより継続的なサービスや�
徹底的な協力体制を望むお客さまの求
めに応じ、世界中に展開している。

150 1947年:サンドビケン
でベッセマー鋼生産
の中止。超硬工具の自
社生産開始。

中国、嘉定区のサンドビック工場での採掘機組立

1931年:初のステンレ
ス鋼製コンベヤーベ
ルトの製造。アルゼン
チンに合弁事業販売
組織が設立。
1932年:スペインに子
会社設立。

1934年:初のピルガミ
ルが稼働。 フィンラン
ドとデンマークに子
会社設立。
1936年:軍備の特需。
物価上昇。

1942年:コロマントブ
ランドの立ち上げ。超
硬コーティングを施し
た岩盤穴あけドリル
が開発される。 
1943年:初の金属加工
用の超硬工具が完成。

1944年:戦後における
大規模投資計画の概
略が示される。
1946年:フィンランド
とポーランドで、はん
だ付けされた切削工
具が発売。岩盤穴あけ
ドリルの大幅な拡大。

1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950

グローバルな熱意と、ローカルな存在感



M e e t  S a n d v i k 創 立 1 5 0 周 年 記 念 号  •  15

インド

北米

サンドビケンス・ヤーンバルキ社
は、1950年代にはすでに、岩盤穴
あけドリルと切削工具の販売代
理店をインドに持っていた。イン
ドの首相ジャワハルラール・ネル
ー氏のスウェーデン訪問は、新た
な投資や新組織編制のきっかけ
となった。

現在、サンドビックはインドに
約2,000人の従業員を持ってい
る。プネには、2001年に全額出資
子会社となり、サンドビック・グル
ープでもっとも注目を集めている
サンドビック・アジア社がある。

サンドビック・アジア社は輸出
組織へと発展した。インドのサン
ドビックの従業員数が北アメリカ
を抜くのは時間の問題である。

インドはインフラ─特に道路

網と時代遅れの鉄道─に、莫大
な投資をする必要がある。

人口の大半は貧困で、充分な
教育を受けていないか読み書き
ができない。

しかしながらインドには、経済
的自由、民主主義、エリート教育、
英語を話す何百万もの市民、そし
て裾野の広い人口ピラミッドがあ
る。政治家が経済のさらなる自由
化を始めたため、そこかしこに強
力な変動がもたらされた。

現状では、さらにより高い、より
広範囲で、より継続的に持続可能
な成長を考慮するようになってお
り、中国に続く次の高度経済成長
が起きるのはインドであろうこと
を示す多くの兆候がある。

今日、アメリカはサンドビック・グ
ループにとって最大の単独市場
であり、アメリカ、カナダ、メキシ
コといったNAFTA(北米自由貿易
協定)地域の売上は、サンドビッ
ク全体の17％を占めている。アメ
リカには5,600人のサンドビック・ 
グループ従業員がいる。

サンドビックはほぼ”初日”か
らアメリカで営業しているとい
ってよい。にもかかわらず、最初
の生産設備が設けられるまでに
は、ほとんど1世紀を要した。そし
て、1980年代の終わり、北アメリ
カ競合他社の買収が行われた。

1950年代、サンドビケンス・ヤ
ーンバルキ社の開発は大いにア
メリカの影響を浮けた。同社が

北アメリカに注力していなかっ
たら、スローアウェイチップの多
くの利点を見逃していたかもし
れない。

サンドビックのグローバル化
は、1990年前後、とくにアメリカ
での一連の買収した頃に本格化
した。今日では、サンドビックは
北アメリカのいくつかの市場に
おけるマーケット・リーダーであ
る。セコ･ツールズ社のことも計
算に入れるならばその事実はさ
らに確かなものになる。

カーボロイ社やバレナイト社
のように、かつて北米で手ごわい
競争者だった工具と採掘設備会
社は、いまやサンドビック・グルー
プの一員である。

1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950

1950年:深穴加工のた
めのエクステンション
ドリルロッドが、サン
ドビケンにある設備
の近代化をもたらす。

1951年:ジモで超硬製
品の生産が始まり、サ
ンドビケンに外国人
労働者が採用される。
カナダで岩盤穴あけ
ドリルの生産開始。オ
ランダおよびイタリア
に子会社設立。

1953年:スウェーデン、
ストックホルムのヴェ
ストベルガ地区に超
硬製品の工場を設立。
サンドビックは、南ア
フリカの岩盤穴あけド
リル工場を買収。

グローバルな熱意と、ローカルな存在感

>>

1958年:ヨーランソン
家に代わり、ステンベ
ック家が主要株主とな
る。ヨーロッパに、スロ
ーアウェイチップの技
術と交換可能な超硬
チップを導入。

1957年:ヴィルヘル
ム・ハグルンドが社長
に任命される。アメリ
カでT-maxチップ・ホ
ルダを発表。 サンドビ
ックは、競合他社より
も低コストでスローア
ウェイチップを生産す
る方法を開発。

自動車産業はアメリカにおける�
サンドビックの大切なお客さまである

インド南西部のチップルン市にある、サンドビック�
工場での超硬チップのリサイクルの様子
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南米 ヨーロッパ
ブラジルとチリの鉱業の成長
に後押しされた継続的発展
により、南米はサンドビック
にとって重要な成長地域であ
る。2010年、この地域はグル
ープの総売上高の7%を占め
た。3,000人を超える従業員数と
もども、南アメリカの数字はイ
ンドと中国のそれに比肩する。

2009年～2010年にかけ、サ
ンドビックはブラジルで54％成
長した。この数字は南米大陸の
売上高の一定割合を維持を示
している。2010年にはブラジル
に鉱業と建設産業用機材の工
場が操業を開始した。サンドビ
ックグループは南米に合計10
の大規模な事業所がある。

サンドビックの南米組織
は、1949年に勢いを増し、ブラ

ジルのサンパウロは、「スウェ
ーデン最大の工業都市の1つ」
とみなされるまでになってき
ている。

1957年、ブラジルで岩盤
穴あけドリルの生産が始ま
り、1963年のスローアウェイチ
ップの生産へと続いている。鉄
鋼事業は1970年代にブラジル
でステンレス鋼ワイヤの生産
が軌道に乗った。1980年代の
初めには、溶接管の工場を買収
した。アルゼンチンに超硬工具
の工場を1972年に建設した。
南米の重要性は工業地帯とし
てだけでなく、市場としても徐
々に増してきている。タムロッ
ク社とサンドビックが新しい鉱
業活動を始めた1990年代、大
きな進展があった。

初期には不安定な時代もあ
ったが、サンドビックの主な
基盤は今なおヨーロッパに
あり、2010年の売上の38％
を占めている。

ヨーロッパの生産高は相
当な規模であり、ドイツ、ベ
ネルクス、フランス及びイタ
リア北部の各都市にまたが
る人口密度の高い地域に、
約50の施設や事務所が存在
する。また、イギリスにもいく
つかの工場がある。

サンドビックはヨーロッパ
に約25,000人の従業員がお
り、グループ全体の57％を占
める。 うちスウェーデンが最
多で、従業員は11,000人以上
いる。売上高に関しては、ドイ
ツがグループで3番目に大き

な単独市場である。
サンドビケンス・ヤーン

バルキ社が最初に見いだし
た市場は、ヨーロッパとロシ
アである。 1990年代、ヨーロ
ッパ諸国は売り上げの60%
を占めていた。しかしその
後、その数字は37%ほど半
減した。

ソ連崩壊後、サンドビック
は、東ヨーロッパに強い関心
を持ち、1991年にロシア、ハ
ンガリー、チェコ、スロバキア
及びブルガリアに投資した。

東ヨーロッパは近年過去
最大の成長を経験したが、い
まだに強く潜在的な力があ
る。ロシアでの売上は、2009
年～2010年にかけて29%増
加した。

1967年:アーネ・ウェス
テルベリが社長、ヒュ
ーゴ・ステンベックが
会長に任命される。34
ヶ国に40の子会社を
持ち、販売網は100ヶ
国に及ぶ。香港とベ
ネズエラに子会社を
設立。150

1959年:新しく、より大
型の電気アーク炉を
設置。グスタフ・ソダ
ールンドが会長に任
命される。景気が回
復し、サンドビックは
ヨーロッパで、スロー
アウェイチップに関し
好調なスタートをき
った。

1960年：2台の押出し
プレス機に、大胆な投
資。シームレスステン
レス鋼管が、鉄鋼分野
におけるサンドビック
の主要製品となる。イ
ンドに子会社設立。

1961年:岩盤穴あけド
リルの工場がインド
に建造される。Knuxカ
ッターは30年間続く
ベスト・セラーとなる。 
日本に極東地域事務
所を設立。
1962年:切削工具と岩
盤穴あけドリル工場を
ブラジルに新設。

1966年:売上高の66
％をヨーロッパが占
め、北米及び南米が
23％、他地域が11％。
トルコ、チリ、ペルー、
マレーシアに子会社
を設立。

ポーランドの採石場では、生産スピードを
あげるためサンドビック・コンストラクショ
ンの機材を使用している。

中南米サンドビックの健康・安全管
理マネージャーであるロベルト・シ
ステナスが安全問題について工場
職員と打合せ

1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975
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アフリカ/中東
アフリカにはたとえば貴金属 
の採掘など、巨大な潜在的
成長力がある。中東は世界
のエネルギー供給の重要地
域であり、より効果的で、より
安全で、環境にやさしいソリ
ューションのニーズが、サン
ドビック製品の需要を支え
ている。

サンドビケンス・ヤーンバ
ルキ社は、1940年代には岩
盤穴あけドリルの開発と、ア
トラスコプコ社との提携を通
じてアフリカに進出。1948年
には早くも南アフリカに生産
設備を開設した。

サンドビケンス・ヤーンバ
ルキ社は、1963年、南ローデ

シア(現在のジンバブエ)で事
業を始め、そしてほとんど平
行して、1964年には独立して
ザンビアとなった北ローデシ
アでも事業を始めた。

サンドビックは、ナイジェリ
アでも大いに拡大し、2010年
の初めにはアフリカ/中東で
の事業活動が南アメリカの
それよりも大きくなった。グル
ープ全体の売上高のうち、10
％をこの市場が占めた。

これまで、アフリカは原料
採掘と支援事業の大陸であ
った。しかし、アフリカが貧困
や遅れた技術を克服するこ
とができないと、誰が言い切
れるだろうか？

1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

1969年：サンドビック
はガンマーコーティン
グチップを発表した。
世界初の表面コーテ
ィングを施した超硬チ
ップである。タイとシ
ンガポールに子会社
を設立。

1971年：ヨーロッパの
原子力発電所からの
大口注文、および新型
超音速旅客機コンコ
ルド用に油圧ホース
の大口注文。
1972年：社名変更。サ
ンドビケンス・ヤーン
バルキ社からサンドビ
ック社へ。

1973年：石油価格の
高騰と景気の悪化に
も関わらず大幅な受
注アップ。サンドビッ
クはセコ・ツールズ社
の65%を獲得。この時
点でサンドビックの子
会社数は57社となる。

1976年：超硬工具の
生産が日本の瀬峰市
でスタート。エンドユ
ーザー向けの工具会
社であるアメリカのデ
ィストン社を買収。

1978年：極度の腐食
性を持つ深深度のガ
ス田・油田の調査に、
高合金鋼製の管が
使用される。アイルラ
ンドにおいて子会社
設立。

オーストラリア
中国の目を瞠るような発展
は、間接的であれサンドビッ
クにも影響している。たとえ
ば、オーストラリアさえ、中国
の金属・原料需要によって労
働市場が加熱している。

オーストラリアは人口的に
みると比較的小さな国でしか
ないが、しかしそれでもサン
ドビックの2番目に大きな市
場である。2010年の売上高
は、ほとんどアフリカ/中東と
並ぶほどであり、またサンドビ
ックは、中国よりオーストラリ
アに、より多くの従業員を抱え
ている。

オーストラリアのお客さま

は大部分が採掘産業であり、
それがこの国をサンドビック
マインニングアンドコンスト
ラクションの最大市場たらし
めている。

たとえば、クイーンズランド
州はオーストラリアで最も多
産な鉱山地帯の中心であり、
金、銅、ニッケルの膨大な埋蔵
量を誇る。

サンドビックの売上高は徐
々に東方へとシフトしている。
オーストラリアとアジアは、売
上高の5分の1を占めるにす
ぎなかった10年前と比較し
て、今日では4分の1以上を占
めるまでに至っている。

オーストラリア、クイーンズランド州にある
この銅山で、サンドビックの設備のテスト
が行われる

ナイジェリアでお客さまに伺い砕石機の
メンテナンスを行う、サンドビックのセー
ルスエンジンニア、マーシャル・ジョン�
(左)



�「サンドビックでのこれまでの経験
をとても楽しんでいます」
デビー・ケンプ 
E-ビジネス・マネージャー、ヨーロッパ地域
サンドビック社歴： 16年
年齢： 41

「サンドビックでのこれまでの経験は変化に富んでお
り、とても楽しんでいます。」 
彼女は現在ヨーロッパ地域のE-ビジネス・マネージャ
ーとして働いており、その前向きな姿勢が仕事の進展
に結びついている。 

「私は確たる信念を持っています。それは、悲観論者
はあらゆるチャンスに困難を見い出し、楽観主義者は
あらゆる困難にチャンスを見い出す、ということです。」

デビーは全ての仕事にポジティブで楽観的な姿勢
で取り組み、そして新しい挑戦を続けることで成長して
きたという。最近の課題の一つとして、英国とアイルラ
ンドのプロジェクト・ヨーロッパへの統合を支援すると
いうものがあった。

「One Common Processはサンドビックの目標
で、43ヶ国のすべてが単一のシステムを使用すること
です。」サンドビックのコア・バリューに大いに助けら
れた、と彼女は付け加えた。「英国とアイルランドをヨ
ーロッパに統合し良好な環境を作り上げるにあたり、
実務でコア・バリューを活かしたことが大いに役立ち
ました。」

デビーの次の仕事はE-ビジネス、つまり、サンドビッ
クのインターネット注文管理ソリューションを促進する
ことである。彼女はいつも通り、積極的な姿勢で取り組
むに違いない。

「目標を達成するため、私は常に100％の努力と責
任感で打ち込むのです。」

「コア・バリューがあるからこそ�
サンドビックは良い雇用主なの�
です」
ジョン・エーベルグ 
カントリーマネージャー、ザンビア
サンドビック社歴： 12年
年齢： 53
 
ジョン・エーベルグは、ザンビアとコンゴ民主共和国
におけるサンドビック部門の総責任者である。さら
に彼は、その他の中央アフリカにおけるビジネスも
担当している。彼が入社した2006年、会社は毎月50
万USドルの赤字を生み、総額2,270万USドルの負債
を抱えていた。

「経済的損失を止めるため、赤字を発生させてい
る保守契約の解除──つまり220人のリストラとい
う厳しい決断をせねばなりませんでした。人生で最
も辛いことでした。」エーベルグは言葉を絞り出す。

しかしながら、2010年に会社が負債から解放さ
れ、4年間で6,400万USドルから1億1,800万USドル
まで収益が好転したのは、その決断のおかげであっ
た。それは卓越した業績だったが、エーベルグが最
も誇るのはサンドビックの価値観である。

「サンドビックが良い雇用主であるのは、やはり
なんといっても当社のコア・バリュー、つまり　－Fair 
Play, Open Mind, Team Spiritー があるからです」と
彼は言う。「こうしたコア・バリューに基づいてビジネ
スや日常生活を営めば、人生はまっすぐで正直なも
のとなります。」

彼のリーダーシップのもと、ザンビアの拠点は地
域横断的に各コミュニティに貢献するため熱心に活
動した。そして、サンドビックのHIV啓蒙活動は、ニュ
ーヨークに拠点を置く三大感染症世界ビジネス連盟

（Global Business Coalition on HIV/AIDS, Tubercu-
losis and Malaria）に認められるに至った。

「私は、社会的責任に強い必要性を見出したサ
ンドビック創業者のヨーラン・フレデリック・ヨランソ
ンを見本にして働くよう努めています。」エーベルク
は語る。

「私は、社会的責任に強い必要性を見出したサンドビック 
創業者のヨーラン・フレデリック・ヨランソンを見本にして 
働くよう努めています」
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「サンドビックは全ての社員�
に公平です」
スネハ・アショク・ケール 
品質保証技術担当、インド
サンドビック社歴： 2.5年
年齢： 23

スネハ・アショク・ケールは、アイディアをオープンに
議論することが自分の仕事だという。

「課題には真っ向から立ち向かっていきます。何
か問題があれば、私はチームメイトと議論し、詳細
をチェックし、原因を根本まで探っていきます」と彼
女は語る。

スネハは、仕事仲間とのチーム・スピリットについ
て熱く語る。

「目標を達成し、お客様に満足してもらうために
やるべきことをやる。そこに大きな喜びがあります。」 
彼女は言う。「チームメイトの連携がすぐれており、
仲間が不在のときには誰もがどこででも互いの仕事
を引き受けることができます。」

2009年、彼女は製造担当者に検査工程用の座標
測定機(CMM)に関するトレーニングをした。

「製造部門から高い評価を得たことは、私の 
サンドビックでの経歴で最も大きな業績の1つだと
思っています。」

彼女は、自分の職場を誰でも貢献するチャンスの
ある場所であると思っている。

「当社のコア・バリューにはフェアプレーが含ま
れているため、サンドビックはすべての社員に公平
です。つまり、男女に機会が均等にあるということで
す。親が安心して働けるよう保育所が用意されてい
るなど、こうした社風が私たちの日々の働く土壌と 
なっているのです。」

「大切なのはチャンスに対して�
オープンマインドでいることです」
ジョン・ウィニエムコ
セールス・マーケティングマネージャー、アメリカ　
サンドビック社歴：13年
年齢：36

ジョン・ウィニエムコのサンドビック歴は業務から始
まり、一年後にはダイヤモンドや超硬の営業として
働くチャンスに恵まれた。

「それ以来、様々な助けをいただきながら販売部
門で働き、今のポストにたどり着きました。」セール
ス・マーケティングマネージャーのジョンは語る。

「現在のポジションで私は、現在及び将来の販売
目標や販売戦略、また最終収益に直接影響を与える
ような決断を下します。」さらに、彼は言葉を続ける。

「やりがいのある仕事だと思っています。」
その成功事例の一つは、利益率の低い商品と目

されていたロータリーカッターを、市場をリードする
ような高付加価値の製品へと生まれ変わらせる手
助けをしたことだ。チャンスに対してオープンマイン
ドでいることが、成功を続けるためのカギであると、
彼は言う。

「アルバート・アインシュタインが言ったように、 
”困難の中にこそチャンスあり”ということです。楽観
的に、前向きに、そしてチャンスを掴み取ることで、
我々は採算性がある事業を展開していくことができ
るのです」

　ジョンに言わせれば、サンドビックが150周年
の節目を迎えられたのは、3つの強みによるのだと
いう。

「リーダーシップ、イノベーション、そして誇り──
これら3点に傑出した歴史をもつ会社で働くのは、 
非常に素晴らしいことです。」

MY  Sandvik

「リーダーシップ、イノベーション、そして誇り 
──これら3点に傑出した歴史をもつ会社で 
働くのは、非常に素晴らしいことです。」
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若さと将来性

1947年には既にサンドビケン
ス・ヤーンバルキ社は、超硬ビ
ットを備えた削岩機の世界的
なトップメーカーとしての名声
を確立していた。アトラス・ディ
ーゼル社（現在のアトラス・コ
プコ社）との協力で「スウェーデ
ン方式」を作り上げ、「機械を一
人に一台」のモットーの下、効
果的で耐久性のあった軽量の
プッシャーレッグドリルが発売
された。2社はともに産業界の
急速な技術的発展の先頭に立
っていた。 

しかしながら1989年、協力体
制は利害の対立によって終止
符を打たれた。

当時サンドビックは鉱業で
そのまま単独でいる代わりに、
フィンランドのタムロック社と
の協定を結んだ。タムロック社
の採鉱と建設業で国際的なサ
プライヤーを作ろうとする目標
が、サンドビック・ マイニング 
アンド コンストラクションへの
道を開いた。1997年にはサン
ドビック社はタムロック社の全
てを吸収し、新しい組織を作り
始めた。グループは超硬工具と
特殊鋼に加え、長らく待望であ
った「第三の足」を確保した。

当初からサンドビック・ マイ
ニング アンド コンストラクショ

ンは、他社より幅広い活動を手
がける業界大手の一つであっ
た。世界的規模で設備を製造、
販売し、修理も請け負うという
概念は新しく、どの分野のお客
さまであってもサンドビックに
とって未知ではなかった。

最初からお客様の事業を理
解し改善することを企業理念と
していたため、サンドビックよ

りも設備についての知識を持
ったメーカーは存在しないも
同然であった。

利益的に見て、サンドビック 
・マイニング アンド コンストラ
クションは、当初の期待に反し
多くの不満な点を残した。減少
した需要と構造改革の費用に
押され、利益は無に近い状態
になった。しかし、新世紀を迎

え、事業は発展的なスタートを
切り、営業利益率も改善した。
アジアにおける成長に勢いが
ついた時、事業は鉱業とインフ
ラに集中していた。そこで、建設
と鉱業という独立した2つのビ
ジネスエリアを展開することに
より、ビジネスをそれぞれ特定
のニーズに応じて営むための
適切な条件が保証される。

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

1989年：ベルリンの
壁が崩壊し、サンドビ
ックは東ヨーロッパに
事業を構築。削岩機分
野ではアトラス・コプ
コ社との共同事業を
終了。セラミックカッタ
ーへの着手。新世代の
ニューウェーブカッタ
ーが成功。

2012年を以て、サンドビック・マイニングおよびサンドビック・コンストラクションは、�
2つの独立したビジネスエリアとなる。しかし、グループ待望の「第三の足」が確保された�
1997年当時は、これらは一つのビジネスエリアとして誕生した。

5つのビジネスエリア-�一つのサンドビック

150

サンドビックの高性能なツインブームジャンボは、
坑内、トンネル向け高速さく孔に使われている。

サンドビックのクラッシャーの効
率が建設現場での生産性を底上
げしている

1979年：レナート・オ
ーレンが社長に任命
され、アーネ・ウェステ
ルベリは会長となる。
1980年：最初のロトフ
ォーム装置を開発。旋
削用のブロック・ツー
ル・システムを導入。
台湾に子会社を設立。

1981年：売上高の深
刻な沈下。工具鋼メー
カーのEUROTUNGS-
TENE社とDisston社に
関する問題。従業員数
を2,245人削減。 
ジンバブエに子会社
を設立。

1983年：ヨーラン・ア
ールストロームが社
長に任命され、会長に
はパーシー・バーネビ
クを任命。ビジネスエ
リアを7つに分け組織
を再構成。サンドビッ
クは62年ぶりとなる損
失を計上。

1984年：パー・オロ
フ・エリクソンが社長
に就任。スウェーデン、
英国、フランス、ドイツ
と米国に、新たに分権
組織を発表。
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世界で最も鋭い工具

サンドビック・マシニングソリュ
ーションズは、金属切削加工に
おける世界的なリーダーであ
る。また、サンドビック・コロマン
トの工具の発展は産業史上類
を見ない。しかし1950年代、経
営陣のメンバーは超硬工具分
野には未来がないと予想してい
た。工具はサンドビケンス・ヤー
ンバルキ社の得意分野であっ
たことはなかったし、その後も
同様だろうと考えていたのだ。

1955年、新しい部署の導入
により転機が訪れた。焦点をよ
り明確にするため、切削工具
は他の超硬分野とは切り分け
られた。

お客さまに合わせた特殊工
具を生産することのリスクは組
織内でも認識されていた。小規
模な特別注文への対応は、大規
模なプロジェクトを遅延させ、
利益に悪影響を及ぼす。標準化
と効率的生産が最優先課題と
なったのはそのためである。

超硬スローアウェイチップ
は、1950年代にアメリカで開発
された。サンドビケンス・ヤーン
バルキ社はこの機会を見逃さ
なかった。こうして驚くべきこと
に、100年近い歴史を持つスウ
ェーデンの鉄鋼会社の小さな
超硬工具の部署が、製造業の最
も重要なエンジニアリング分野
における世界的リーダーとして

歩み始めることとなった。
工具にかかる費用は、金属切

削の生産経費全体からすれば
些細な額でしかないが、生産性
と収益性に関して、重大な影響
力を持つ。サンドビックは常に、
加工速度を向上させる工具と
方法の開発を行っている。

ストックホルム市のヴェスト
ベルガにあるサンドビック・ 
コロマントの新しい超硬工具工
場が、新型ガンマ・コーティング

（GC）という技術的躍進に貢献
した。モジュラーツールシステ
ムが段取り時間を革命的に短
縮し、旋削、フライス、ドリルの

ための新世代スローアウェイ 
チップが開発された。

今日、より軽量で、より難加
工の材料の使用により、さらに
高度な工具の需要が増大して
いる。現在の製品の大部分は、
この5年の間に開発されたもの
である。

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

1990年: 旋削、フライス、 
ドリルのための、コロマ
ントキャプトツールシス
テムが発表される。
1991年:�バーコツール社
を買収。イギリス海峡ト
ンネルの計画にサンド
ビックの製品が採用され
る。ハンガリー、チェコ、
スロバキアとブルガリア
に子会社を設立。

1992年:�サンドビック
は、SKF社からCTT Tools
社を買収し、フィンランド 
の岩掘削機器メーカー
であるタムロック社株の
25％を獲得。

1994年:�40億スウェーデ
ン・クローナの、過去最
高益。クラス・オーケ・ヘ
ドストレムが社長に任
命。サンドビックがダイ
ヤモンドコート超硬 
切削チップを業界初の
工業規模生産。

1997年:インダストリヴ
ェルデン社がグループ
の大株主となる。サンド
ビック・ツーリング、 
サンドビック・マイニン
グ アンドコンストラクシ
ョン、サンドビックスペシ
ャリティスティールズの3
ビジネスエリアを含む新
組織を発表。 

1999年:�ITおよび通信 
バブルが世界の株式市
場にインフレをもたら
す。サンドビックはSaws 
and Tools社を売却。

サンドビック・マシニングソリューションズは超硬工具に�
よる金属切削加工の世界的なリーダーである。この技術�
なくして、自動車や電化製品を大量生産することはでき�
なかっただろう。

サンドビックの工具はエンジニアリング産業で�
生産性と収益性を向上させる



22  •  M e e t  S a n d v i k 創 立 1 5 0 周 年 記 念 号

5つのビジネス分野�──�1つのサンドビック

鋼の心 成長性と採算性 
を高める環境

このビジネスエリアは広範囲の製品にま
たがっており、これは150年に渡る材料の
発展と特殊化の結晶である。それらに共通
しているのは、世界最高峰の冶金学や研
究開発組織と組んだ、極めて先進的な金
属材料やセラミック材料という点である。

工業用炉に用いる発熱体から極度の深
海での石油やガスの油圧制御に用いられ
る供給管まで、会社が有する専門的な材
料知識によって、さまざまなニッチ事業が
非常に過酷な環境に対応する素材を発展
させてきた。

伝統的にサンドビック・グループの事業
の中心的存在は鉄鋼生産であったが、市
場における支配力を増加・拡大させてき
た超硬事業が、最終的にはその座を引き
継いだ。

1900年代の終わりを迎える頃には、鉄
鋼はグループの収益の内5分の1を占める
ことも少なかったが、しかし、広い範囲での
効率改善が、絶えず利益や利回りの率を高
めることにつながった。一方、外部からの
評価も良かった。特に原子力の復興が歓
迎されたことにより、シームレス管の需要
が増えた。さらに、洋上での石油採掘が供
給管の開発に関するサンドビックの専門
知識をより高めた。

さらに明るい材料は、燃料電池や太陽
電池メーカーからの、表面処理された帯鋼
の需要が増えたことである。もう一つの有
望な開発には、粉末冶金に基づく一連の
異なるアプリケーションに用いられる部品
があった。

今日のサンドビック・マテリアルズテクノ
ロジーは、最も厳しい産業やアプリケーシ
ョン、また特殊合金やナノテクノロジーとい

った革新的な発明に用いられる先進の材
料技術に携わっている。このビジネスエリ
アは、石油やガス、原子力といった従来の
エネルギーばかりでなく、太陽電池や燃料
電池のような再生可能エネルギーを含む
エネルギー産業で進められている開発に
おいても、大きな役割を担っている。

将来的に成長が見込まれる分野で材
料に関する先進的な専門知識が必要とさ
れるときに、サンドビック・グループの備え
が万全であるよう、サンドビック・マテリア
ルズテクノロジーは研究開発部門を設け
ている。

2007年:サンドビック
のアジア事業が高成
長。アメリカとイギリ
スにおける医療機器
事業を獲得。

サンドビック・マテリアルズテクノロジーの事業�
活動の歴史は、創設者ヨーラン・フレドリック・�
ヨーランソンに端を発する。

サンドビック・ベンチャーのビジネスエリ
アは、サンドビックにとって戦略的価値の
ある事業と、成長または改善のために起
業支援環境で力を注ぐべき事業の双方
である。
サンドビック・ベンチャー内の他のプロダ
クトエリアは、構造、戦略、および価値創造
の側面から、定期的に評価される。サンド
ビック・ベンチャーに含まれるプロダクト
エリアは以下の通りである： サンドビック・
プロセスシステムズ、サンドビック・ハード
マテリアルズ、ダイヤモンドイノベーション
ズ、ウォルフラム、ドーマー、サンドビック・
メドテック。

他のビジネスエリアと関わりが
限定的なものの魅力的な急成
長事業について、成長性と採算
性を高める環境を整えるため、
サンドビック・ベンチャーが設立
された。

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011150
サンドビック・ハードマテリアルズは広範囲に
わたる超硬製品を供給する。

2002年:ラース・ペタ
ーソンが社長に就任。
ドイツのワルター社、
北米のバレナイト社お
よび日本ブランド 
トーヨーの筆頭株主
になる。

2003年:サンドビック・
スペシャリティスティ
ールズは、名称をサン
ドビック・マテリアル
テクノロジーに変更。
上海にプロセスシステ
ムとプレスプレート鋼
の生産工場が開設。

2005年:中国が世界で
10番目に大きな市場
となる。9箇所のステ
ンレス鋼線引工場を
査定した結果、50％の
規模縮小が求められ、
これを実行。

2006年:経済が急激
に進展し、また、利益
は最高レベルに到達。
オーストラリアはサン
ドビックにとって、世
界で３番目の規模と
なる。オーストラリア、
チリ、フィンランド、そ
れに日本で企業買収
を実施。
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安定成長
初期のit専門知識

サンドビックは、100年以上に
わたって事業範囲を広げ続け
てきた企業グループである。本
業の成長とともに他社の買収
を通じ、世界経済の倍の速度で
成長してきた。独立したビジネ
スエリアは、広範囲に渡って、ま
た多くのニッチ分野での有益
な成長に貢献してきた。

1962年、サンドビックの100
周年記念の時点では、スウェ
ーデン国外勤務の従業員数は
およそわずか1,000人であっ
た。1990年代には、スウェーデ
ン国外の組織は53%も成長し、
従業員数は25,000人にまで達
した。

強力な地域密着型の存在で
あったことが、サンドビックが

今日まで生き残ることができた
所以である。どこが将来的な会
社の重要市場となるかを前も
って予測することは不可能であ
るが、しかしどこであろうと、お
そらくサンドビックはそこにお
客さまとの強い関係をすでに
築いているはずである。

生まれた製品が飛躍的進歩
を遂げて日用品となるか、また
は5～10年以内に立ち消えて
しまうような厳しいニッチ分野
で、サンドビックは事業を行っ
ている。各分野のうち、工具分
野におけるライフサイクルが最
も短い。岩盤穴あけドリル用ス
チールは、より強力な設備や技
術に対応するため要求レベル
が劇的に跳ね上がった。

1970年代においてすでに、サ
ンドビックはスウェーデンで最
も熟練されたITユーザーの一
つであった。その時代のコンピ
ュータは能力的には今日の電
卓程度しかなかったにもかか
わらず、非常に大きく、本体を
低温の部屋に格納しなければ
ならないほどの熱を発生させ
る代物であった。巨大なコン
ピュータシステムは数百キロ
バイト単位の記憶容量で計算
を行った。データはパンチカー
ドによって入力され、出力は(
モニタではなく)紙のシートで
あった。

このような制約の中でもサ
ンドビックは、発注や在庫管理
の手続き、生産計画および技
術的ソリューションを電子コン
ピュータ処理していた。 会社の
会計と金融システムはスウェー
デンにおいて最も先進的なも
のの一つであった。

新世紀の初めにサンドビッ
クは電子商取引に取りかかっ
た。インターネットは、いつで
も、どこでも、誰とでも、どんな
サイズのデータでもやり取りが
でき、旧来のコンピュータと比
較すると夢のようであった。

新しいプロジェクトは2001
年の春にスタートした。サンド
ビック・コロマントはすでに3
年間、デンマークで電子商取
引を実験してきた。3か月後に
は、18ヶ国が、オンラインショ
ップでサンドビック製品を取り
扱えるようになっていた。テー
ラーメードコンピュータシステ
ムにより、お客さまはログイン
して必要なドリルとフライスの
詳細を入力することができる。
このシステムは、地理的に最も
近いコロマント工場に注文を
送る前に、先行して承認のため
のドラフト案をすばやく回付す
る。納期は75％も短縮された。

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2008年:金融危機が世
界的な貿易危機へと
発展。 サンドビック、
生産能力の大幅な縮
小を実施。 アルジェリ
アに子会社を設立。

2009年：受注高、売上
高ともに30%の低下と
なり、 従業員数、労働
時間ともに縮小。アラ
ブ首長国連邦に子会
社を設立。

2010年：アンダース・
ニュレンが会長に任
命される。アジアで注
文が激増。他の市場で
も改善が報告される。

2011年:オルフ・ファク
サンダーが社長に任
命される。
新戦略を採用。収益性
を改善し、市場におけ
るグループの人気強
化を目標とすることを
決定。

2012年:新戦略を実
施。サンドビックは 
1月31日に150周年を
祝う。

ＩＴ草創期



「サンドビックはやる気を引き出す職場です」
チェン・ボー 
仕上げ加工オペレーター、中国
サンドビック社歴：3年
年齢：27

「長い歴史と優れた社風を持つサンドビック 
で働くことができたいへん幸せです。」チェン・ 
ボーは言う。「フェアプレーにみられるような
コア・バリューが、従業員に自己啓発の機会
を与えるため、仕事にやりがいがあります。自
分の仕事をとても楽しんでいます。」

しかし、仕事のコツを学び始めた頃のこと
を思うと、それが必ずしも簡単なことではな
かったのも確かである。

「仕事に就いた当時、ちょうど機械が導入
されたところだったため、誰も使い方が分か
りませんでした。幸いスウェーデンのインスト
ラクターが丁寧に指導してくれました。我々

は多くの問題に遭遇しましたが、会社全体の
サポートのおかげで、問題を一つずつ解決す
ることができました。」

この原体験によって、彼は仕事の作業方法
についてばかりでなく、他の大切なことにつ
いても学ぶことができた。

「日々の仕事で"よく観察し、よく聞き、よく
考える”という習慣ができました。これを意識
することで、問題を初期段階で発見し、効率よ
く解決することができるようになります。」

彼のチームが成功を収めることができた
のは、おそらくこうしたアプローチによるもの
と思われる。

「私のチームは生産量の記録を数回更新
し、品質優秀賞を受賞しました。私はベスト・
パフォーマー賞に選ばれ、このグループのリ
ーダーに任命されたのです。」と、チェン・ボー
は胸を張る。

「まるで家族のような関係です」
ルメン・カラミハレブ 
サンドビック・ブルガリア 常務取締役
サンドビック社歴：15年
年齢：47

様々な国やビジネスエリアでいくつもの事業を成功
に導いてきたことで、ルメンはサンドビックがいかに
して継続的成長を実現してきたかについての鳥瞰
的視点を得たという。

「私は、例えばバルカン諸国でのサンドビックの
組織を立ち上げ支援などによって、新しい仕事を作
り出すことを誇りにしています。環境や自分が一緒に
働く人々に対し、自らを忍耐強く律するよう心がけて
います。正当で倫理にかなったビジネスのやり方は
必ずあります。そしてそのことを、特に開発途上国で
の事業では意識していなければなりません。」

この理念は、地域の学校への支援や従業員に提
供される福利厚生などの形で現れている。こうした
投資の成果を目の当たりにするのは、ルメンにとっ
て喜ばしいことであった。

「ある意味、我々は家族のようなもので、子供の
成長を目にするようなものでもあります。私は、 
サンドビックで働く全ての人が仕事を改善するアイ
ディアを持っていると信じており、それが発展を続け
るための最良の保証であると確信しています。」彼
は言う。

「サンドビックは雇用主として�
常に進化しています」
ベロニカ・カルドズ、キーアカウントマネージャー、 
インド
サンドビック社歴：16年
年齢：42

「私は常々、元々ある価値観が優れていなければ、
会社はこれほど長く存続し発展することはできない
と信じています。」サンドビック150周年の節目に際
し、ベロニカ・カルドズはじっくり考えた末そう口に
した。

「わたしはずっとサンドビックで働くことを願って
いました。インドのプネで最も素晴らしい多国籍企
業の1つであると知っていたからです。」

この会社で働き始めて16年になるが、今でも 
ベロニカは日々改善点を目の当たりにするという。

「サンドビックは雇用主として常に進化していま
す。女性社員が自分のスキルを示す機会が増えるこ
とにより、多様性の比率が改善しつつあります。社内
のみならず社外──手始めに自分の家でも、私は 
サンドビックのコア・バリューを実践しており、そのこ
とに誇りを持っています。」

特にお客さまと交流することが仕事の楽しみの 
一つなのです、と彼女は付け加える。

「お客さまと触れ合うことが、やる気の源になり
ます。お客さまからのメール、問い合わせ、ご注文、
電話で毎日がいっぱいです。年を経るにつれ、お客
さまとの交流を通じてより行き届いたサポートがで
きるようになってきました。」

MY  Sandvik
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新たな領域への挑戦
全てのサンドビックのビジネスエリアはエネルギー
産業のお客さまとの取引がある。難題に事欠くこと
はない。
石油探索はエネルギー関連企業を新たな
領域へと導き、新製品や新たな設備への
需要が絶えない。サンドビックは、2.5キロ
という水深で生じる難しい問題に対処でき
るチューブや鋼を供給する。しかしその水
深で、自重や水圧によって損傷を受けない
極端に長い油圧チューブをどのように製造
すれば良いのだろう？腐食防止はいかにし
て行うのか？サンドビック・マテリアル・テク
ノロジーはこのような問題をお客さまのた
めに解決している。

エネルギー用ガスタービンの中には、ジ
ャンボジェットエンジン13機に相当する出
力を持つほど巨大なものもある。あるメー
カーが、それまで製造したことのないスケ
ールのタービンを設計した際、既存設備で
通常の製造工程を使用してどのようにそ
れを製造できるかについて、サンドビック・
コロマントと契約を締結した。サンドビッ
クは、旋削とフライス加工を組合わせた技
術に転換することを薦め、採用されたこの
解決策は素晴らしい結果をもたらした。

エネルギー産業の別の会社は、ガス田
で使用されるケーシングのねじ切りされた
耐圧連結部を製造するために、特殊なチッ
プが必要になった。サンドビック・コロマン
トは三枚刃で切りくずが容易に排出され
る、特別な形状を持つチップを考案した。
この部品のおかげで、この会社は同国で最
大のエネルギー会社への優先サプライヤ
ーとなった。

これらの例はサンドビックが部品や工
具に加えて、貴重な専門知識をお客さまに
提供することを示している。

サンドビックに最も関連づけられるエネ
ルギー製品は、原子力発電所の燃料棒に
使用されるジルコニウム合金製の被覆管
だ。1960年代の終わりにはスウェーデン、
ドイツ、カナダ、そして日本の原子力発電所
プロジェクトに供給された。1970年代に日
本製の鉄鋼が市場を占有した国際的な鉄
鋼危機の時期にサンドビックを支えた製
品の一つが、この燃料棒用被覆管だった。

1970年代、北海の新しい油田はサンド
ビックにとって興味深い市場となった。耐

食製品が必要となり、1975年には高張力
鋼が発売された。1971年に新規導入され
たピルガーミルにより、サンドビックは大
きな寸法のステンレス鋼管を製造すること
ができるようになった。 

1980年代初め、スチール部門は供給管（
アンビリカルチューブ）を開発した。この管
は、海上にある管制塔から海底或いは地
中にある石油・ガス源に指令を伝達するた
めに使われた。供給管の中心は、継ぎ目の
ないステンレス鋼管に包まれた柔軟性の
ある金属管でできている。チューブはスプ
ール状で納入され、その長さは最高1,700
メートルにもなった。

化学エネルギーを効率的に電気エネ
ルギーに変換することができる燃料電池
は、重量級モーター用の予備発電機など、
多用途の可能性がある将来有望な新製品
である。

グループにとってエネルギー産業は、技
術アドバイス、工具、部品、材質や大型建
設プロジェクトといった点で主要なお客さ
まであり、将来もその地位は変わらないで
あろう。

 

重要市場：エネルギー

長い歴史
・ エネルギー産業は、サンドビックのほ

とんど設立当初からの大口顧客セグ
メントの一つである。

・ 早くも1897年にサンドビックは、英国
の蒸気ボイラー用シームレス管の製
造を開始した。

・ 第一次世界大戦で舶用ボイラーの需
要が増大したことに伴い、事業は拡
大した。

サンドビックは、2.5キロという水深で生じる難しい
問題に対処できるチューブや鋼を供給する。



「優れた職場環境に感謝しています」
ピラール・アルコ 
インサイドセールス、スペイン
サンドビック社歴： 16年
年齢： 43

ピラール・アルコがサンドビックで働き始めた1995年は、
現在と大きく事情が異なっていた。中でも注目すべきは、
全てのデータが紙で配布されていたことである。

「以前はコンピューターに情報を入力して、あらゆる文
書のテンプレートを作らなければなりませんでした。今で
は情報がデジタル化されたため、ツールもプログラムも
世界中で同じものが使われるようになりました。おかげで
だいぶ楽になりました。」 
ピラールは顔をほころばせる。 
バルセロナのサンドビックの業務を担当する彼女の最大
の目標は、「効率を日ごとに向上させること、できるだけ学
ぶこと」だという。彼女は根っからの社交家である。「今の
仕事のとりわけ良いところは、お客さまとの交流があるこ
と、スペインの素晴らしいチームと共に働き、世界中の同
僚と出会うチャンスがあることです。優れた職場環境や、
スペイン・スウェーデンの上司との良好な関係に感謝して
います。」彼女はさらに言う。「スウェーデンの人々は最高
に素晴らしい！」

「正しい方向に向かっているという手応えがあるのです」
シンディー・フェントン 
環境・健康・安全（EHS）担当者、 
オーストラリア
サンドビック社歴：3年
年齢：23

仕事の何が最も好きかと尋ねられ、シン 
ディー・フェントンは即答した。

「言うまでもありません、”人”です。現
場責任者やマネージャーから副社長にい
たるまで、サンドビック中の人 と々日々交
流できる立場にあることは、光栄だと思っ
ています。」彼女は言う。

「人と会話をしていると驚くようなこと
も多く、会話は他者から学ぶ絶好の機会
です。職場でも職場の外でも、さまざまな
立場の人々が同じような気持ちで安全と
安心を求めていることが分かるのは、嬉し

いことです。」
こうした考えを持つようになったのは 

サンドビックの社風のおかげである、と 
シンディーは信じている。12ヶ月をともに
したチームの一員として、地域特有の情
報から世界レベルの報告書向けの広域デ
ータまで、EHS(Environment, Health and 
Safety：環境・健康・安全)に関するさまざ
まな統計を照合・分析・報告するという
EHS担当者の職務をこなしてきた。

「正しい方向に向かっているという手
応えがあります。このチームは、斬新なア
イディアと良識を兼ね備えた理論家・実践
家の両方が揃っています。私たちは互い
に異なるタイプの問題解決スキルを有し
た、多様な個性の集まりです。最高のアイ
ディアにつながるのは、だからこそである
と思います。」

「サンドビックに入社できたのは�
インターンシップのおかげです」
ミレル・コーキック 
CNCオペレーター、イタリア
サンドビック社歴：5年
年齢： 23

「インターンシップのおかげで2006年にサンドビック 
に入社できました。」ミレル・コーキックは語る。「最初は
チップ部門に、ついで特殊ホルダ部門に配属されまし
た。そのおかげでさまざまな種類の設備についての専
門知識が身につきました。」

ミレルは現在CNCマシニングセンタ(主として 
ブリッジポートとSTAMA)による素材および完成品製造
の責任者を務めている。

「特殊品製造部門で働いていると、同僚が開発した
非常に数多くの製品に携わることができます」とミレル
は語る。

ミレルは、自分が日々の改善に貢献できるのは、所属
するチームの理念のおかげであると思っている。

「私たちが大切にしているのは、チームメンバー同士 
の柔軟性・協調性です。躊躇なく意見や提案をするのに
もすっかり慣れました。ブレインストーミング・ 
セッションを通じて常に改善を続けて行くというチーム
の目標も達成しています。」

MY  Sandvik
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激化する国際競争により、製造業では生
産性に重点が置かれるようになり、工具
への需要も高まった。大規模な設備投
資をしなくても、適切工具を使用するこ
とにより生産性を即向上させることがで
きる。

自動車及び航空機産業にとって、新製
品や新たな生産方法を常に売り出すこと
ができるのは、重要な成功要因である。
売上の6％を研究開発費に割り当ててい
ることが、サンドビックが市場で優位な
立場にいる要因の一つで、それにより業
界をリードする知識集約型企業となって
いる。

自動車産業における工具技術は確立さ
れているが、開発が終わることはない。例
えば、ギアボックスやドライブトレイン用
の部品製造が既に合理化されていた企業
を見てみよう。工具の破損により問題が
生じた際、サンドビックのエンジニアとの
協力により新たな工具設計や材質などの
解決策が見出された。瑣末と思われるこ
とが生産工程全体の動きを左右すること
がある。それを踏まえると、より先進的な
工具のための高額な出費は取るに足りな
いことだ。

経営状態が厳しい航空機産業は、燃料
コストが高いため、常に機体の軽量化に
取組んでいる。新たなエンジニアリングが
解決策をもたらす。新規のガスタービンエ

ンジンには耐熱性が求められ先進的な合
金でしか対応できないが、このような材
質を加工することは極めて難しい。アジ
アでは航空機エンジン用燃焼室メーカー
がサンドビックに助けを求めた。 
コロマントキャプトと共にコロミル210と 
コロターンSL70を使用することによって、
同メーカーの加工時間を大幅に削減する
ことができた。

加工の難しい新たな耐熱素材は、航空機
エンジンの心臓部分にだけ使われている
のではない。機体の軽量化に伴う遮熱材
の削減により、新たな耐熱素材はより多
くの部品に使用されるようになってきて
いる。ロッキングシステムを製造するメー
カーが一例である。同社は、エンジンに
使われる先進的な合金で作られた耐熱
スプリングシャフトを必要とする、新種の
機体を取り扱わねばならなかった。それ
ぞれの部品を製造するのに4時間かかっ
ていたが、サンドビックの製品と専門知
識のおかげで加工時間を半減することが
できた。

第一次世界大戦前から、既に自動車及
び航空機産業は共にサンドビックの取引
先であった。これらの産業は低合金鋼、
後に1920年代には構造用鋼を使った。し
かし当時サンドビックは、工具分野では
特に知られてはいなかった。サンドビック

は今でも特殊材質や設計による先進的な
部品を自動車や航空機産業向けに販売す
るが、サンドビックが卓越しているのは、
加工上の専門知識である。1960年代サン
ドビックは、まずスローアウェイチップ、 
次に硬表面チップのトップメーカーとし
て、そして世界規模でサービスを提供す
る企業として市場をリードする地位を確
立した。

自動車産業は早くからサンドビックの
スローアウェイチップの大口取引先とな
り、北アメリカでの事業拡大のきっかけ
となった。

適切な工具が
生産性を向上 
自動車及び航空機産業における製品開発は極めて早いサイクルで行われる。�
新素材は、加工に更なる難題をもたらす。

重要市場：自動車/航空機

マーケットリーダー
・ コロマント、ワルターやバレナイトと

いったブランドを持つことでサンドビ
ックは、金属切削加工という製造業に
おける最新技術を得ている。

・ これにより、製品や技術を問わずサン
ドビックは、市場及び世界のリーディ
ング企業となっている。

・ 2009年と2010年、サンドビックは単
独で、競合他社の総合計と同じだけ
の特許を米国で保有している。
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暑さに耐える
サンドビックは、ほんのわずかな期間で、鉱山・建設機械のための事業
を世界最大規模に築き上げた。

サンドビックは、ほんのわずかな期間
で、鉱山・建設機械のための事業を世
界最大規模に築き上げた。

鉱山・建設において、サンドビックに
立ちはだかる無理難題は枚挙にいと
まがない。例えばオーストラリアのレデ
ィ・アニー銅山の場合。鉱山の環境は、
夏には摂氏50度に達し、きわめて過酷
である。サンドビックにより新しいオー
ストラリア製巨大掘削装置が最初に納
入されたのは、この山であった。コンピ
ュータ制御で先進的技術を備えたこの
機材は、途中の燃料補給を必要とせず
に2交替制で運用することができる。

海水で溢れ、さらにサメまでひしめ
いていたかつての露天掘り鉱山を再開
しようとしていた別のオーストラリアの
プロジェクトでは、安全の確保が深刻
な問題であった。崩壊の恐れとサメの
脅威のため、いかだから遠隔コントロ
ールの可能な装置を使う必要があっ
た。サンドビックには勝算があった。

ハイルブロン市の地下にあるドイツ最
大の岩塩坑は、上記とは別のタイプの 
困難をかかえた鉱業プロジェクトであ
る。従来型の掘削や爆破の代わりに、サ
ンドビック製の125トンのボルト採鉱機 

が、塩山を垂直に削ってゆく。この 新方
式は費用対効果も優れている。

サンドビックの建設機械は、実に多
くの過酷な作業と向き合っている。今
日最大のトンネル・プロジェクトは、 
スイスで進行している。アルプス山脈
を貫こうと、1日あたり10メートルの速
度で高速鉄道のトンネルが掘り進めら
れている。このペースを維持するため
には、掘削や土砂の積み込から安全確
保や搬出まで、時には様々な作業を同
時並行で進めることが必要である。そ
れを可能とするのがサンドビックの機
材である。

ナイジェリアには花崗岩盤だけでな
く世界で最も急成長中している建設市
場もある。同国は、道路、鉄道、港が不
足している。従って、サンドビックの破
砕装置は国のインフラの拡大に大きく
貢献している。

硬岩掘削は、サンドビックにとっては
目新しい問題ではない。同社が最初の
完全な削岩機を発売したのは1873年
のことである。しかしながら、当時の
技術は非常に原始的なものであった。
すぐにすり減ってしまう長く重いドリル
は、硬く再鍛造するために鉱山から運

び出されるが、時に鉱山から出てくる
鉱石よりもドリル鋼の重量の方が大き
いことさえあった。掘削機械は体裁が
悪く、効果も上がらなかった。

軽量のプッシャーレッグドリルの新
時代は、第二次世界大戦後、軽くて効
果的で耐久性に優れた超硬ビットとと
もに始まった。機材の強度向上、ボル
トやドリルヘッドの進化など、国際的
な鉱業は急速に進歩をとげた。

サンドビックは南アフリカ、カナダ、
ブラジルやオーストラリアでまたたくま
に有名になった。1990年代には、サン
ドビックはM&Aによって機械や掘削装
置のラインナップを揃えていった。

サンドビックは、鉱業と建設産業の
お客さまとのプロジェクトを通じ、地理
的には南方・東方へと事業が移動してき
た。鉱業のお客さまはグループ最大規模
であり、2010年売上の36パーセントを占
めるまでになった。 
オーストラリア、中国、南アフリカおよび 
ブラジルといった主要な鉱業国は、い
ずれもグループ最大の市場と位置づけ
られている。

重要市場：鉱業＆建設産業

スイス、アルプス山脈の地下深く：�
サンドビックの製品は、アルプス山
脈をヨーロッパの高速列車で一直
線に通り抜けるトンネル・プロジェク
トに使われている。
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「非常にまとまりのある�
良いチームです」
米谷彰 
上下研磨グループ・リーダー（チップ製造部門）、日本
サンドビック社歴：22年
年齢：40

「若者は発想が豊かで、年長者は経験が豊富です。」 
米谷彰は、瀬峰工場の彼のチームバランスの良さを説
明する。

「チームは15人のメンバーで構成されていて、年齢層
は20代から50代。年齢層はとても幅広いですが、非常
にまとまりのある良いチームです。」
　1989年に入社して以来、米谷は瀬峰工場の成功・発
展とともに歩んできた。

「なかでも私が誇りに思うのは、瀬峰工場が2004年に
サンドビックグループに「世界三大工場」に認定された
ことです」と米谷は言う。それは品質・リードタイム・生
産コストの改善努力が認められての認定であった。

「私たちはとても喜びました。これからもサンドビック 
の歴史に貢献していけると信じています。」
　誰でも自由にアイディアを出せる職場環境が追い風
になっており、そうして出てきたアイディアの一つは、数
百万円のコスト削減につながった。

「2008年に私が導入したスペアパーツと消耗品を可視
化する管理システムで、在庫やコストを最小限に抑える
ことができるようになりました。2009年には、このシステ
ムを瀬峰工場の全ての部署に展開して採用しました。 
その結果、私たちはスペアパーツと消耗品のコストを
1,000万円削減できました。」米谷はそう語った。

「サンドビックは仕事の安全性を�
必ず確認します」
ギルソン・アルベ・レイッテ 
オペレーター、ブラジル
サンドビック社歴：18年
年齢：50

「サンドビックという家族の一員として150周年記念を
祝えることを、嬉しく、誇らしく思います。」ギルソン・ 
アルベ・レイッテは言う。

ギルソンは、ブラジルのヴィニェード市にある 
サンドビックで、TIG(タングステンイナートガス)溶接と、
金属部品の組立に従事している。

「私は常に品質、高い完成度、そして安全を意識しな
がら仕事をしています。私のグループに注文が寄せられ
るたび、特性の異なる仕事と、新しい挑戦が始まります。
」彼は言う。

　ギルソンがサンドビックを特別素晴らしい雇用主
だと思うのは、その完璧さを求める姿勢に加え、安全性
に対する企業の責任感を評価しているためである。

「サンドビックは全ての仕事が安全に遂行されるよ
う努めています。また、良い企業風土を育もうとする我
々の努力と継続的な改善プロジェクトを把握していま
す。家族も言っていますが、私もこうした会社で働くこと
に安心を覚えます！」彼はそう言って微笑んだ。

MY  Sandvik

「良い企業風土を育もうとする我々の努力と継続的な
改善プロジェクトを把握しています。」
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現在のサンドビックは他企業への販売を主として
いるが、かつては自社ブランドのもとで消費財�
メーカーとして長く成功した歴史を持っている。

多くの消費財(ギター、携帯電話、ゴルフ
クラブ、電気カミソリ、その替え刃など)
は、サンドビック製の素材や部品から作
られている。しかしながら、今はもうサン
ドビックは消費財について自社のライン
ナップを市場に出していない。

1970年代まで、のこぎりや工具は前途
有望な事業分野であった。この事業分野
は多数のM&Aによって拡大し、グループ
の売上高の14％を占めていた。北アメリカ
のディストン社の手のこぎりと電池式ガー
デンニング工具はこの事業の中心であっ
た。拡大の実質的な土台は、世界的なホ
ビー市場に非常に強いブランド力を持つ
サンドビック社製の手のこぎりであった。
高価なものであったが、研ぎ直しの必要
がなかった。この製品は非常に有名で、一
般の消費者はサンドビックをのこぎりメー
カーと思い込むほどであった。

鉄鋼メーカーが消費財にこれほど多く
の投資をしていたのはなぜなのか？ それ
は1870年代にあった危機に端を発する。
技術革新によって標準品質以下の鉄鉱石
の使用が可能となったヨーロッパとアメ
リカでは、炭鉱の近くに大型の製鉄所が
増えることとなった。

標準的な鋼の価格は急落し、サンドビ
ケンス・ヤーンバルキ社は、高純度の鉱
石や高級な石炭の用途を失った。長距離
輸送コストを補うことができず、同社は
新しい主力品の発見を急がねばならなか
った。

変化の速度に関して言うならば、1800
年代の最後の数十年間における製造業
は、今日のIT産業とも比較することができ
る。大小を問わず次から次へと新製品が
発表された。傘とコルセットの大きな需

要は、すぐにミシン、タイプライターおよ
び電話に追いつかれた。1890年代には、
ゴムタイヤや、チェーンとフリーホイール(
ペダルを止めても惰性で回る装置)を備え
た自転車が革命的であった。蓄音機、車、
小型ボート用のパラフィン・モーターとい
った多くの製品が商品化された。 

これらの消費財は、サンドビケンス・ヤー
ンバルキ社の助けとなった。のこぎりやカ
ミソリの刀鋼、コルセットのバネ、傘の骨
組、自転車のスポーク、エンジン部品、時
計用のゼンマイ、その他さまざまな製品
になるストリップ鋼の冷間圧延の方法と、
ネジとベッセマー鋼のチューブを引くこと
を、会社の鍛冶職人は素早く修得する必
要があった。

最初に発表されたのは、チューブ生産
用の小形圧延機であった。次いで、伸線
機が導入された。それ以降、サンドビック
は釣り針ワイヤーやカードワイヤー、針ワ
イヤーの製造を改善し、傘用のワイヤー
がそれに続いた。

北アメリカのジレット社が最も著名な
顧客だったカミソリ刃の国際的な市場に
ストリップ鋼で参入するため、サンドビケ
ンス・ヤーンバルキ社は、スウェーデンの
最大のライバルと対決した。そして第二
次世界大戦後、サンドビックは市場優位
を獲得した。

消費財市場におけるサンドビックの最
大の成功は、1886年に初めて発売された
手のこぎりであった。1991年のバーコ社の
買収によって、サンドビックはさらにトル
クレンチや他の手工具を提供できるよう
になった。しかしこれらの製品は、その分
野で充分な成長に至らず世界第6位にと

どまった。そのため1999年、サンドビック
の取締役会は、のこぎりと手工具に関連
した全部門の売却を決定し、こうして古
典的なのこぎりはサンドビックの製品群
から姿を消した。サンドビックグループは
今日まで、世界トップレベルであるかさも
なくばその地位を確立しうる分野の市場
にしか投資しない、という一貫した長期
戦略を実践している。

お客さまの要望 
に合わせて

「サンドビックのこぎりとスウェーデンの拳�
──信頼できる品質の2つのチャンピオン�」。�
サンドビックがまだ消費財を販売していた頃の
広告キャンペーン。

コルセットから時計まで
かつてのサンドビックの消費財には、
のこぎり、かみそりの刃鋼、コルセット
のバネ、傘の骨組、自転車のスポーク、
エンジン部品、時計用のゼンマイなど
があった。

消費財



「サンドビックのチーム・スピリット�
の理念のおかげで…」
モハメッド・アドナン・ボミエル 
CNCオペレーター、イタリア
サンドビック社歴：5年
年齢：28

モロッコ生まれのモハメッド・アドナン・ボミエルは、5
年前サンドビックで働き始めた。入社以来さまざまな
仕事に取り組んできたため、機械に関する彼の知識は
実に多岐にわたっている。

「最初配属されたのは旋盤部門だったのですが、
他に新しい特殊ホルダの部門の仕事にも携わってい
ます。」マホメットは言う。

「現在はCNC旋盤ターニングセンタ(マザック 
およびギルデマイスター CTX 510)による素材や完成
品製造の責任者です。」

さまざまな職域で働くことにより、モハメッドの同僚
との付き合いは幅広くなっており、彼は自らのこうした
環境を楽しんでいる。

「これまで取り組んできた各種のプロジェクトや、
サンドビックのTeam Spiritとの理念のおかげで同僚
との仕事にも友人作りにも苦労したことがありませ
ん。サンドビックが環境を大切にすることを感謝して
いる。」

「誰にでもアイディアを発信する
チャンスがあります」
ステン-インゲ・シュトール 
資材梱包係、スウェーデン
サンドビック社歴：37年
年齢：54

ステン-インゲ・シュタトールは、150年に及ぶサンド
ビックの歴史のほぼ1/4を同社と共に歩んできたが、
つい最近まであまり深く考えたことはなかった。

「そういえばちょっとすごいことですね！」と彼は
言う。

ステン-インゲはスウェーデンのサンドビケンで
働いており、世界中に配送される前の梱包・在庫と、
在庫品のストレージシステムと品質管理が彼の仕事
である。

「その上、わたしの仕事はトラックの運転にもか
なり時間を割かれるんです。」と彼は付け加える。

これらの仕事すべてをこなすため、長い会社の歴
史について彼が深く考える時間がなかなか持てな
かったのも無理はない。しかし今にしてみれば、長
年にわたって改善してきた自分の仕事に、彼は満足
している。

「仕事の流れのうち、ある一部分の作業しかでき
なかったのが、配送連鎖の中のどの過程でも遂行出
来るようになりました。連鎖全体について責任感を
持ってより多くの技術を学び理解を深めることが、よ
り多くの達成感を与えてくれます。」

長い在職期間にもかかわらず、ステン-インゲの業
務改善意識は高いレベルを維持している。

「この部署では一週間おきに業務改善会議を開
いており、そこでは誰もが安全、品質、配送、リード・
タイム、生産性、労働環境について提案する機会が
あります。」

MY  Sandvik

「連鎖全体について責任感を持ってより多くの技術を学び 
理解を深めることが、より多くの達成感を与えてくれます。」
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最先端の 
研究開発

研究開発はサンドビックの経営戦略の
鍵である。サンドビックは毎年、30億ス
ウェーデン・クローナ近くの資金を研究
開発につぎ込み、サンドビック・グループ
には、およそ5,000件の有効な特許があ
る。

2,400人以上のサンドビック社員が、ビ
ジネスエリアのくくりを超えて研究開発に
携わっている。研究対象は、お客さまや
市場からのニーズを道しるべとしている。
サンドビックは、成長性の提供、市場シェ
アの拡大、利益増大及びより良い環境や
生活の質の提供を可能にするような新製
品を、絶えず、──毎年数千あまりも発表
している。

サンドビックCEOオルフ・ファクサンダ
ーは、2011年5月に行われた会社の年次
総会でこの点を強調した。「当社は非常に
多くのプロダクトエリアにおいて世界的リ
ーダーであるため、理想的ポジションにお
ります」と彼は言う。「我々は、優れた技
術的専門知識と技術成果を商品化する力
があり、またお客さまが価値を感じるよ
うな商品を開発する力も持っています。」

ファクサンダーはまた、研究に投資し
続けることの重要性を強調した。 「競争
力と同時に市場の優位を保つためには、

自社製品の開発への注力を忘れてはいけ
ないのです。」彼はそう付け加えた。

サンドビック・マテリアルズテクノロジ
ーは、スウェーデン、インド、およびチェコ
共和国に研究開発センターを持っており、
そこではエネルギー効率と持続性に相当
な重点を置いている。

 「我々は、エネルギー分野に強い焦点
を当てています」とサンドビック・マテリ
アルズテクノロジーの副社長兼研究開発
技術部門長、オーレ・ウェイクは言う。

石油・ガス生産のための製品を開発す
る他、サンドビック・マテリアルズテクノロ
ジーの研究開発センターは原子力発電所
の次世代アプリケーションにも取り組ん
でいる。また、 世界の電気エネルギーの
生産は、未だ大部分が石炭に依存してい
るため、石炭火力発電所の効率を改善す
る方法も検討している。もう一つの重要
な要素は、例えば太陽エネルギーや太陽
電池のような再生可能エネルギー分野の
研究である。

「高温アプリケーション用の新素材
開発によって、高温・高圧条件下での作
業が可能になり、そのおかげで効率が上
がり、二酸化炭素排出量を削減すること
が出来るのです。」オーレ・ウェイクは言

う。 「我々が新しい高温素材を開発す
れば、環境にプラスの効果を与えることで
しょう。」

サンドビック・マテリアルズテクノロジ
ーの研究対象は、車載用の固体酸化物型
燃料電池の開発から、鉛を使用せずに腕
時計の精密部品を製造する方法の模索ま
で、幅広いアプリケーションをカバーして
いる。高温素材分野での仕事は、産業用
加熱炉から回転式乾燥機の発熱体に入
れるワイヤーにまで及ぶ。

「秘訣は、常に競争相手より一歩進ん
でいるということです。ですから我々は、
不断の姿勢でこれらのものに取り組んで
います」とウェイクは言う。

インド。シバプラサッド・パラは、プネ市に
あるサンドビック・マテリアルズテクノロ
ジー研究センターの所長である。急発展
しているインドの経済は、主要経済大国
のうち、これを超えているのは中国のみ
というペースで成長しており、このいよい
よ重要度を増すインドというお客さまの
近くにサンドビックを寄り添わせるのがこ
の施設である。

この研究センターはコンピューターモ
デリングを使用する。従来のコストと時
間がかかる試行錯誤方法に替わって採用
することで、製造プロセスの最適化に役
立つ技術である。

「モデリングは、リードタイムとコスト
を削減するために製品やプロセスの開発
に使用されるツールです」とパラは言う。
プネ・センターでは、押出しや圧延といっ
た冶金術のシミュレートにモデルを使用
している。 数値流体力学を駆使し、液状
金属の流れや伝熱、連続鋳造および冷却 >>

研究開発

ビジネスの成功にとって必須なのは、お客さまの�
ニーズをとらえることである。�サンドビックの研究
開発への充分な投資は、進化し続ける市場の要求
を先取りするような新製品やプロセスの開発を�
目的としている。
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サンドビック・マテリアル・テクノロジーの物理冶金
学部門のマネージャー、マグナス・ブーストレム。�
電子顕微鏡は、ラスター型の高エネルギーの電子
ビーム走査によってサンプルを画像化するタイプ
である。
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といった製鋼プロセスを研究する。
「モデリングは検証が不可欠な分野で

あるため、我々は、実際のビジネスエリア
と非常に緊密に働くことにしています。」
彼は語る。

「あらゆる新プロジェクトごとに新し
い方向性が要求されるため、必要とされ
る処理能力を継続的に開発するのが、当
センターの大きな課題です。」

サンドビック・マシンニングソリューシ
ョンズでは、研究開発の取り組みが発電
用風力タービンの効率アップに結びつい
た。「ギア・ミリングは急速に成長してい
るビジネスで、風力タービンとも関係があ
ります。」と、サンドビック・ツーリングの
研究開発部門の前副部門長であり現在は
サンドビック・ベンチャーのテクノロジー
部門の部門長を務めるウルフ・ローラン
ダ は言う。「風力タービンの一番上にあ
るプロペラの動きは、非常にゆっくりして
います。発電するためにはこれをかなりの
高速度に変換しなくてはなりません。」こ
の機能を実行する大型部品は、機械加工
にきわめて高い精度を要求する。

サンドビックが開発する他の全てのもの
と同様、風力タービン用部品でも最初の
問いは同じであったと、ローランダは言
う。

「お客さまにお届けすべき価値は、製
品のどういう点なのか？」その答えは、生
産性と工具性能を向上させ、その使用方
法についての知識を蓄積してゆくことだ
と彼は言う。「一般的に、工具にかかるの

はお客さまの生産コストの3～4%ですが、
しかしその影響は絶大です。」「より良い
工具を使うことで、同じ設備でもより多く
の生産が可能になります。これはつまり人
件費、投資を抑えることができ、しかもそ
れでいながら、環境にも優しいというこ
とです。」

環境配慮は航空宇宙産業における仕
事の中心的な要素であり、より燃料消費
の少ない飛行機を製造するため、素材の
軽量化が目指されている。 これらの材料
は、チタンで裏打ちされた炭素繊維強化
プラスチックのような、加工に新しいアプ
ローチを要する複合材を含んでいること
もある。「これは主な取り組みの一つで、
著しい進化を遂げています。」とローラン
ダは言う。

サンドビック・マイニングアンドコンス
トラクションの研究開発及び品質部門の
前副部門長であるオーケ・ルーシュは、ス
ウェーデン、フィンランド、ドイツ、オースト
リア、米国、オーストラリア、インドと中国
のセンターを管轄していた。「作業の複雑
さを減らすことが、主な重要ポイントでし
た」と彼は言う。それが達成できるかどう
かは、革新的手法の重視、技術的能力の
レベルアップ、そして市場に投入するまで
の時間短縮にかかっている。

2010年には、中国の上海市嘉定区に
新しい製品開発センターが稼動を開始し
た。 ルーシュの定義する研究開発の目的
とされる3つの基礎は、「どのようにして
製品を開発するのか、開発の助けとなる
研究が不可欠であるということ、そして効

率的な仕事のスタイルを模索すること」
である。

ビジネスエリアの研究開発事業にとっ
て成功の鍵となるのは、特定の技術的分
野において、高度な科学的知見とアプリ
ケーション能力を組み合わせるセンスで
ある。

新発売のダウンザホール穿孔機の開発
には、研究開発事業が貢献した。「それ
は、製品開発法についての全体論的アプ
ローチです」と彼は言う。燃費と運用コス
トを出来るだけ低く抑えつつ生産力を最
大化する。オペレーターの快適さや安全
性を念頭において設計されたため、稼働
中の労働条件が改善された。「安全第一
です」とルーシュは言う。「我々は安全性
について決して妥協しません。」

オーケ・ルーシュが言うには、結局のと
ころ最も重要なことは、適材適所に尽き
るという。「研究開発は、組織内の個々人
が有する能力が全てです。」彼はそう述べ
る。「それは研究開発組織を機能させる
核心であり、我々の事業の力なのです。」

「より良い工具を使うことで、 
同じ設備でもより多くの生産が 
可能になります。これは人件費、
投資を抑えることができ、 
しかもそれでいながら、環境にも
優しいということです。」

研究開発

研究開発のまとめ
• サンドビックは毎年30億スウェーデ
ン・クローナ（3億3千ユーロ）を研究開
発に投資している
•  グループには、5,000件の有効な特許
がある。

•  2,400人以上の従業員が研究開発に携
わっている。
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サンドビックの株
─魅力的な投資
もし、あなたの高祖父が、1868年に5,000スウェーデン・クローナを投資し
て、サンドビックの再建後最初に売り出された株式証券を手に入れていた
ならば、2010年には2億4,100万スウェーデン･クローナの価値になってい
ただろう。

多くの株主と社員が、サンドビックの
150年の旅路を作り、後押ししてくれた。
サンドビックのような株式会社は、社員
も株主も入れ替わりつつ、少なくとも理
論的には永続する可能性がある。その
理由は、1800年代にウォール街で生ま
れた「株式概念」である。この発明によ
ってウォール街は今日なお世界で最も
有名な街路であり、この概念がなけれ
ば、サンドビックが今日まで存続するこ
とはできなかったかもしれない。

サンドビックの旅路は、長いだけでな
く、利益ももたらした。過去の記録を紐
解くと、1868年の企業再建の際、ある家
族が5,000スウェーデン・クローナを出し
て最初の株を買っていたとしたら、持ち
続けるだけで2010年には2億4,100万ス
ウェーデン・クローナで売却出来ること
になる。しかも、その間支払われていた
配当金を現在価値に換算すれば、この
金額は格段に跳ね上がる。

毎年およそ実質4％ずつ成長する価

値に、3％以上の普通配当が加わり、イ
ンフレを考慮してもサンドビック株は魅
力的な投資である。1900年代、ストック
ホルム証券取引所が世界で最も成功し
た株式市場の一つと評価された背景に
は、他企業とともにサンドビックの存在
がある。
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グローバルな存在。サンドビックは最先端の製品と特定
分野での世界トップレベルの地位を確保するハイテク 
エンジニアリング企業である。

この地図は2011年10月現在の、サンドビックが事業を行っている地域である。


