
代表取締役会長

会長ごあいさつ

中期経営計画「GD100」をスタートさせた2006年度より、創立100周年を迎える2017年に向けて、明確な
目標を掲げて取り組んでまいりました。目標を達成するためアイデアが生まれ、社員が一丸となって前進する
ことができたと考えています。社会も会社も、私たちはいずれ次の世代にバトンを手渡さなくてはなりません
が、その「バトン」をどうすればよりよい形でつないでいくことができるのか、そのことを考え続けた12年で
した。
CSR活動においては、企業として社会的責任を果たすというよりも、社会から信頼を得られる会社であるため
にという思いで取り組んできました。短期的な数字だけを追い求めるのでなく、多様なステークホルダーから
信頼を得ることを重視する。同時に、近年重要視されているESGの観点を常に意識していれば、道を誤ること
はないと考えています。
100周年の年を迎えた今、念頭にあるのは2050年、そして次の100年という次の区切りに向けてどのような
会社であるべきか、ということですが、健全に、そして着実に成長を重ねていけば、社会からの信頼は必ず得
られると確信しています。
私が考える横浜ゴムの最大の強みは、何よりも自由な企業風土です。従業員が自由に発想し、発言できる当社
の風土を最大限に生かしつつ、第四次産業革命に象徴されるような急速な技術の進歩や社会環境の急速な変化
にもしっかりと対応していく。それを繰り返しながら、世界各地でその土地に根ざした企業活動を展開できる
「世界企業」を目指していかなくてはならないと考えています。
そのためには社員一人一人が、自分のことだけを考えるのでなく、誰かのために、そして社会のために役立ち
たい、貢献したいという「思いやり」を持つことが重要です。未来の横浜ゴムを担う世代には、「思いやり」
を持って仕事に取り組んでもらいたいと考えています。
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横浜ゴムの価値創造ストーリー

中期経営計画グランドデザイン100（GD100）

GD100は、横浜ゴムグループが2006年度からスタートさせた中期経営計画です。創業100周年にあたる
2017年度に「企業価値・市場地位において、独自の存在感を持つグローバルカンパニーを目指す」ことをビ
ジョンとし、2006年度策定当初に2017年度の長期財務目標として売上高1兆円、営業利益1,000億円、営業
利益率10％を掲げました。

GD100は3年ごとに4つのフェーズに分けており、2014年度で3フェーズ（9年間）を終了しました。2012年
度から2014年度のフェーズⅢでは、3年間合計で売上高1兆8,000億円、営業利益1,500億円、営業利益率
8.3％を掲げましたが、結果は売上高1兆7,866億円、営業利益1,654億円、営業利益率9.3％となり、売上高
は目標を下回ったものの、ほかの2つは目標を上回ることができました。現在は2017年度に売上高7,700億
円、営業利益800億円、営業利益率10.4％を目指すフェーズⅣに取り組んでいます。

PhaseⅣ「成長力の結集」

フェーズⅣ（2015年－2017年）はGD100の集大成であり、次の100年における飛躍に向けた布石を打つと
ともに、これまで積み残されてきた課題を払拭するフェーズと位置づけ、テーマを「成長力の結
集～YOKOHAMAの可能性を結集して、次の100年を切り拓く～」としました。これまでの各フェーズで取り
組んできた「成長」、グループ全体の成長、個々の成長など、あらゆる成長力を結集して事業活動に取り組む
考えです。定量目標として、2017年に売上高7,700億円、営業利益800億円、営業利益率10.4％の達成を掲
げました。

GD100の戦略を実行していく中で、次の価値を創造し、社会に提供していくことを約束します。

ステークホルダーに提供する価値（横浜ゴムの重要課題）

お客さま
心と技術を込めたモノづくりにより安全・安心な商品を提供します
従業員
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人を大切にし、人を磨き、人が活躍する場をつくります
株主・投資家
事業を成長させ企業価値を高めます
地域社会
地域社会の繁栄・発展に貢献し、社会からゆるぎない信頼を得ている地球貢献企業になります
環境
青い地球と人を守るために、環境との調和を通じた持続可能な社会づくりに貢献します
取引先
バリューチェーンを通じたCSR活動を推進します
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1917-1937
創業期～戦前の成長期

世界の一流品の生産を志して創立
経済性と社会性を重視した創業の精神を基に運営。

社会に先駆ける100年のあゆみ

横浜ゴムは2017年に創立100年を迎えます。この100年
間さまざまな困難を乗り越え、世の中に先駆けた商品の開
発、企業としての取り組みを行ってきました。
環境・CSRの取り組みを交え、横浜ゴムが社会に提供し続
けてきた価値を紹介します。

1917～2017年　100年のあゆみ

1917-1937 創業期～戦前の成長期
1938-1950s 軍需と拡張・敗戦から復興へ
1960s-1970s 高度成長期
1980s-1990s バブル経済から低成長時代へ
2000s CSR経営を進化
2010s グローバル化のさらなる進展と社会面の取り組みの拡充

当社のできごと 代表的な商品

10月13日、BFグッドリッチ社、横濱電線製造
（株）の合弁会社として横濱護謨製造（株）を
設立
米国の先端技術を用いて国産で世界一流のゴム
製品の生産を志す。

1917年

タイヤ製造開始 1920年

1921年

角耳ベルト独自開発、実用新案登録

日本初のコードタイヤ「ハマタウン・コード」
の製造に成功
タイヤの寿命を3倍に延ばす。

関東大震災により平沼工場全壊
BFグッドリッチ社のタイヤを輸入販売しなが
ら、工場の立て直しを図る。

1923年
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1938-1950s
軍需と拡張・敗戦から復興へ

軍需主導・海外生産と戦後特需の復興
苦難の再開を迎える中
早くから環境貢献商品の開発を行う。

1960s-1970s
高度成長期

社会的責任をいち早く
公害が社会問題になる中
時代を見越して、自社だけでなくサプライチェーンや
地域社会に配慮する本社・東京支店 考えを示す。

横浜市鶴見区に横浜工場を開業
社長の中川末吉がこのとき述べた訓話を創業の
精神とする。

創業の精神（要約）

生産事業は社会奉仕なり1.
優秀品の提供を基本方針とし他の追
従を許さず

2.

経営は公平親切を旨とすべし3.
機械力の充実こそ能率向上の要諦な
り

4.

事業の成功のためには大努力を試み
るべし

5.

1929年

Ｖベルト国産化開始
高速運転可能、長寿命、優れた静音性でベルト
業界に革命をもたらす。

1937年
新タイヤコード採用の「Ｙ型タイヤ」発売
耐久性などが向上。

当社のできごと 代表的な商品

アジア各国に生産拠点を設立 1938～
44年

1940年 再生ゴムの販売を開始

三重工場開所 1944年

横浜工場、空襲により焼失
国外の全事業所を失う

1945年
（終戦）

不屈の精神で再出発
三島工場製造を開始

1946年

平塚工場操業開始 1951年

1952年 日本初のコードコンベヤベルト発売

1954年 日本初のスノータイヤ「Y-29」開発

1958年

ゴム系、樹脂系接着剤「ハマタイト」発売
建築シーリング剤の国産化を目指し、厳しい耐
久試験に合格し数々の高層建築物に使われる。

当社初の環境貢献商品である空気式防舷材を開
発
当時は捕鯨船接舷時の緩衝材として捕獲した鯨
を使っていたが、代替が可能に。

当社のできごと 代表的な商品

「横浜ゴム株式会社」に改名 1963年
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1980s-1990s
バブル経済から低成長時代へ

先駆ける環境対応
世界の低燃費志向化に先駆け日本初のエコタイヤ
「DNA」シリーズを発売。

1964年
日本初のスパイラル高圧ホース発売
産業用機械の油圧化を支える。

1965年 日本初のジェット旅客機用タイヤ製造販売

1967年

乗用車用ラジアルタイヤ
「G.T.スペシャル」「G.T.スペシャルXX」発
売
これまでのバイアスタイヤの2倍の耐久性であ
るラジアルタイヤが主
流になる。

公害防止委員会を設置
翌年、環境改善部となる。

1970年

1971年
日本初の乗用車用スチールラジアルチューブレ
スタイヤ「G.T.スペシャル・スチール」発売

東京リトレッド（株）を設立し、リトレッド事
業を開始

1972年

新経営理念を策定
企業の社会的責任を重視することを目指す。こ
の頃から、下請けや原料供給先、お客さまの段
階でも公害を出さないことを示す。

1973年

尾道工場操業開始
工場完全排水クローズドシステムを備える。

1974年

1976年 北米向けに低燃費タイヤの開発を開始

乗用車用スチールラジアルタイヤの一部に不具
合が発生と発表
回収・交換措置開始。点検活動など迅速な対応
に努める。
再発防止策 を計画・実行する。

1977年

1978年 乗用車用ラジアルタイヤ「ADVAN-HF」発売

当社のできごと 代表的な商品

1980年
ケブラーを使用した乗用車用ラジアルタイヤ
「ASPEC AX-323」発売

PRGR（プロギア）ゴルフ事業に参入 1983年 ゴルフボールを発売

1988年
代替フロンR134aの透過率を従来品の10分の
1に抑えた低透過性エアコンホースを販売

1990年
横浜ゴム初のトラック・バス用スタッドレスタ
イヤ「SY 101」発売

1991年
運搬物の飛散を防止する円筒型コンベヤベルト
「FLEX LINE」発売

企業理念を策定

三重工場に環境に配慮した廃熱利用式廃タイヤ
焼却ボイラーが完成

1992年

環境保護行動計画を策定 1993年

フィリピン、タイ、ベトナムに生産販売子会社
を設立

1996～
97年
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2000s
CSR経営を進化

世界トップレベルの環境貢献企業へ
GD100と環境GD100を指針に、世界トップレベルの
環境貢献企業としてさまざまな取り組みを実施

1998年

日本タイヤメーカー初の乗用車用エコタイヤ
「DNA」シリーズ第1弾として「DNA ES-
01」「 DNA ES-02」を発売
このとき燃費性能をデータで示すために用いた
「転がり抵抗」は、今ではタイヤ低燃費化の指
標として使われるようになっている。

国内全生産事業所でISO14001を取得 1999年

当社のできごと 代表的な商品

2000年
航空機用プリプレグ販売
従来の金属製構造材に比べ大幅な軽量化を図る
ことが可能になり、燃費向上に貢献。

ゼロ・エミッション運動を開始
2005度末までに産業廃棄物の
埋め立てゼロを目指す。

2001年
シックハウス対策用木質系床材弾性接着剤
「ECU-193」発売

中国、タイに生産販売子会社を設立

2001～
04年

2002年
乗用車用スタッドレスタイヤ「ice GUARD
iG10」発売

愛知県に新城南工場が竣工

2003年

横浜ゴムの空気式防舷材がISO基準規格に

省エネ型コンベヤベルト「エコテックス」シ
リーズを販売

ロシアにタイヤ販売会社「YOKOHAMA
RUSSIA L.L.C」設立

2005年

「ADVAN」をグローバル・フラッグシップ・
ブランドへ、「ADVAN Sport V103」を世
界販売

乗用車用タイヤ空気圧モニタリングシステム
「AIR Watch」を販売

新中期経営計画「グランドデザイン
100（GD100）」発表
同時に世界トップレベルの環境貢献企業を目指
す方針を打ち出す。

中国（山東、蘇州）に生産販売子会社を設立

2006年
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植樹活動「YOKOHAMA千年の杜プロジェク
ト」を開始
生物多様性に配慮した杜を各地の拠点につく
る。

インドに現地法人「Yokohama India Pvt.
Ltd.」設立

2007年

低燃費・省メンテナンス志向トラック・バス用
タイヤ「ZEN 102ZE」発売

CSR本部を設置
CSR経営ビジョン「社会からゆるぎない信頼を
得ている地球貢献企業になる」を公表。

2008年

2009年
家電・情報端末向けコート材「Y-coat」発売
携帯電話などの情報家電の耐久性向上に貢献。

生物多様性ガイドラインを制定

2010年

乗用車用低燃費タイヤ「BluEarth」シリーズ
第1弾として「BluEarth AE-01」発売

2010s
グローバル化のさらなる進展と社会面の取り組みの拡充

次世代の社会を見据えて
社会面の取り組みを進化させ次の100年へ－

当社のできごと 代表的な商品

障がい者雇用特例子会社の「ヨコハマピアサ
ポート（株）」設立

中国、老君山自然保護区の環境保護プロジェク
トを開始

2011年

ISO14001の統合認証を取得（国内）
2012年

長寿命および資源再生原料配合のコンベヤベル
ト「Duotex」を発売
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国連グローバル・コンパクトに署名

地域限定総合職制度導入　一般職制度を廃止 2014年

取引先の社会貢献活動表彰を実施
先に実施した取引先のCSR自己診断・アンケー
ト結果を踏まえて。

2015年

世界初の次世代冷媒に対応したエアコンホース
「AC6B 11」を販売

「Alliance Tire Group B.V.」を買収

CDP気候変動レポート2016で最高評価のAリ
ストに認定

2016年

高圧水素ガス用ホース「ibar HG82」発売
燃料電池自動車と水素ステーションの普及に貢
献。

「愛知タイヤ工業（株）」を買収

「千年の杜」50万本の植樹を達成

2017年

環境貢献商品化率100％を達成見込み
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ハイパフォーマンス・スポーティー・タイヤ
「高速でもより快適に」を、より多くの人が感じるため、楽しいハンドリ
ングとウェット路面での高いドライビング性能を提供します。

最高グレードのウェットグリップ性能「a」を獲得
低燃費性能に加え、雨天時の安全走行を両立した、大切な家
族や荷物を乗せて走るミニバン／クロスオーバーSUV向けの
タイヤです。

ヨコハマスタッドレスタイヤの最高傑作
「氷に効く」「永く効く」「燃費に効く」に加え、「ウェッ
トに効く」「音に効く」を追加し、冬道の安全をさらに高め
ました。

摩耗したトレッドゴムを新しく貼り替え、タイヤの機能を復
元して再使用するタイヤです。資源の再利用によりタイヤの
生産時のCO2排出量を減らし、廃タイヤの削減にも貢献し
ます。

環境・社会に貢献する商品・サービスの展開　タイヤ事業

お客さまと社会の期待に応え、
技術を進化させるタイヤ事業

世界トップレベルの環境性能と安全･安心につながる技術
を追求し続けています。

タイヤ製品

社会からの要請に応えつつ、お客さまの生活を豊かにする製品を揃えています。
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アイスガードシリーズ「iceGUARD 6」

リトレッドタイヤ
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ヨコハマタイヤの優れたウェット性能をオリジナルショートムービーで訴
求し、認知度向上を図っています。

日本、北米、タイ、欧州など、市場に近い地域の開発拠点を
整備し、地域ごとの要望に応える体制を整えました。

合成ゴムの原料であるブタジエンやイソプレンなどを、バイ
オマスから生成する技術を開発しています。
この技術開発により、CO2排出量が従来の4分の1まで削減
できます。

タイヤの内部に貼り付ける低空気透過性のインナーライナー
でタイヤの空気漏れを大幅に削減し、タイヤの低燃費化と資
源の節約に貢献しています。

タイヤとゴム材料のさまざまな設計因子が各種特性に及ぼす
影響を、スーパーコンピュータや数値シミュレーションと
データサイエンスを用いて明らかにし、次世代タイヤの開発
につなげていきます。

東北大学、(株)日立ハイテクノロジーズと共同でゴムとス
チールコードの接着劣化を三次元で解析する技術を開発。耐
久性を高めたタイヤの開発への応用が期待できます。

技術開発

お客さまや社会の要求に応える先端技術・素材技術を駆使し、使用環境に適応したグローバルなR&D体
制を整えています。

「雨の出会い坂」をWeb公開

テクニカル拠点の整備・連携

バイオマス材料

低空気透過性材料「AIRTEX」

タイヤのシミュレーション技術

世界初、3次元解析技術（接着劣化評価）
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「走る楽しみ」を体感する機会として、さまざまなモーター
スポーツの振興支援を行っています。
ここで培った設計・製造・評価技術やノウハウを次の商品開
発に生かしています。

Alliance Tire Group（ATG)や愛知タイヤ工業（株）の買収
および協業により、農林業、産業用途タイヤの事業を拡大し
ました。

プレミアリーグの名門フットボールクラブのスポンサー契約
をすることで知名度・ブランドイメージの向上につなげてい
ます。フットボールスクールやタイヤの安全啓発などの社会
貢献活動も行っています。

サービス・事業展開

さまざまな要望に迅速に対応する技術・サービス・販売体制を整えています。近年はM&Aによる産業用
途分野の製品・販路拡大にも力を入れています。

モータースポーツ活動の推進

生産財タイヤ事業の拡大

チェルシーFCとのスポンサー契約・社会貢献活動
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建設機械、工作機械など各種産業機器に欠かせない高圧ホー
ス。材料の最適化により柔軟性を高め、最小曲げ半径を抑え
たのが特徴です。
高圧力、高耐久かつ、品質、性能が重視される、スパイラル
ホースの 品揃えを整え、ミドルレンジ以上の海外市場を中心
に、高圧ホースの海外販売を強化する計画です。

地球温暖化係数の低いHFO-1234ｙfに対応したエアコンの
冷媒用ホースです。特許取得の樹脂材で耐冷媒性向上に成功
しました。

環境・社会に貢献する商品・サービスの展開　MB事業

MB事業の製品は、
人々の生活をかげながら支えています。

MB製品

社会インフラを支えるさまざまな商品を取り揃えています。

樹脂バックドア用接着剤の、画期的なプライマーレス技術を開発しました。車体の軽量化に貢献していま
す。燃費が良くなり地球環境にも、燃料コスト低減にも貢献します。

横浜ゴムは海上での原油などの輸送オペレーションに使用される空気式防舷材やマリンホースにおいて世
界トップクラスのシェアを誇っています。原油流出による海洋汚染等の重大な事故を引き起さぬよう厳し
い安全性、耐久性が求められますが、近年ではより一層の安全性向上を図るため油漏れ検知機能付きダブ
ルカーカスホースの製造・販売も行っています。

トップメッセージ

横浜ゴムの重要課題

事業とCSRの統合

会長ごあいさつ

横浜ゴムの価値創造ストーリー

社会に先駆ける100年のあゆみ

環境・社会に貢献する商品・サービ
スの展開 タイヤ事業

環境・社会に貢献する商品・サービ
スの展開 MB事業

YOKOHAMA 千年の杜プロジェクト

次の100年に向けたSDGｓへの取り
組み

次の100年に向けた技術開発

2016年度活動報告

工場・関連会社のCSR

CSRレポート関連情報

会社概要・CSR経営

What's New

高圧ホース「Versatran」

次世代冷媒対応ホース「AC6B 11」

樹脂バックドア用接着剤

海洋商品「マリンホース・空気式防舷材」
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特許取得している繊維と鋼線を組み合わせたハイブリッド構造とすること
で軽量化と柔軟性、さらに耐久性も実現しています。また、国際基準とな
る87.5MPaに対応するホースの開発を積極的に進めています。

高輝度のLED照明用に耐久性の高いシリコーン封止材を開
発､オフィスやショッピングモール等､生活に密着した分野で
多数採用されています｡
また､近年需要が増えているUV-LED用にも独自技術で開発
した耐紫外線シリコーン封止材が採用されており､さまざま
なセンサー類やコスメティック分野で活用されています｡

独自の摩耗評価法を用いて現場でのトライアルを繰り返し、
ゴムを素材レベルから見直すことで、従来のUWR（超耐摩
耗）ベルトに比べ耐摩耗性を64％向上させ、世界トップレ
ベルの耐摩耗性を実現しています。

技術開発

お客さまの要求に応える先進技術・素材開発、次世代の社会インフラを支える技術開発などさまざまな研
究開発を行っています。

サービス・事業展開

グローバルな生産・供給・販売体制を整えるとともに、品質向上や技術・サービス面での向上に向けての
活動を行っています。

取引先との信頼関係を強く築くことで、高品質な製品の安定供給を図っています。

高圧水素ガス用ホース「ibar HG82」

LED用シリコーン封止材

コンベヤベルト「Tuftex α」

お取引先品質連絡会
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GD100の期間中に、中国(山東/杭州）・イタリア・インドネシアに生産・販売拠点を設立、中国（上
海）・シンガポール・欧州（デュッセルドルフ）に販売拠点を設立、メキシコに生産拠点を設立するな
ど、グローバルな生産・販売体制を強化しました。

グローバルな生産・販売体制の拡大
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YOKOHAMA 千年の杜プロジェクト

千年の杜プロジェクト　開始から11年の活動の広がり！

2007年度から開始した「YOKOHAMA千年の杜」は、環境GD100の「トップレベルの環境貢献企業になる」
のスローガンに基づき、創業100周年を迎える2017年度までに国内外の拠点に50万本の苗木を植えるプロ
ジェクトです。「潜在自然植生」の考えに基づき、その土地本来の樹種を植えています。また、植樹を通して
「参加者の環境意識の啓発」、「防災、環境保全林の形成」、「温暖化抑制への貢献」、「生物多様性の維
持」、「地域社会とのコミュニケーション」など地球環境や地域社会の「命を守る緑環境再生活動」でもあり
ます。この11年間の活動は、さまざまな人・地域とのつながりと環境への貢献など大きな広がりを生み出しま
した。

50万本へのあゆみとCO 吸収固定量（平塚製造所での測定を元に推定）

千年の杜のノウハウを生かした継続的な被災地支援
岩手県大槌町「いのちを守る森の防潮堤」

当社は、大槌町が掲げる復興計画コンセプト「海の見えるつい散歩したくなるこだわりのある『美しいま
ち』」の一環として取り組む「いのちを守る森の防潮堤」づくりに賛同し、モデルケースとなる森づくりを支
援してきました。「いのちを守る森の防潮堤」は、千年の杜プロジェクトでご指導いただいている植物生態学
者の宮脇昭氏の提唱によるものです。
宮脇方式は、土地本来の樹種、多種類の苗を育て、自然林に近い状態で密生して植える独特の手法です。
2012年4月30日、町内を流れる小鎚川沿いに長さ50メートルの震災がれきを活用したマウンド（土手）を造
成。第1期の植樹会を行ったのを手始めに2015年までに約250メートルの植樹を行いました。この活動は大槌
町立大槌学園の「ふるさと科」での植樹授業に引き継がれています。樹木を植えるマウンドの内部に埋められ
ているのは、東日本大震災の際のがれき。被災した方々の思い出が詰まったがれきの有効活用だけでなく、未
来に防災の思いをつなげられると信じています。

トップメッセージ

横浜ゴムの重要課題

事業とCSRの統合

会長ごあいさつ

横浜ゴムの価値創造ストーリー

社会に先駆ける100年のあゆみ

環境・社会に貢献する商品・サービ
スの展開 タイヤ事業

環境・社会に貢献する商品・サービ
スの展開 MB事業

YOKOHAMA 千年の杜プロジェクト

次の100年に向けたSDGｓへの取り
組み

次の100年に向けた技術開発

2016年度活動報告

工場・関連会社のCSR

CSRレポート関連情報

会社概要・CSR経営

What's New
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Yokohama Industrial Products‒ Hangzhou Co., Ltd. (YIP-HZ)
安全環境課課長
張 法（ジャン・ヨン・ファン）

2014年から、毎年植樹活動を行っています。地域の植樹活動にも機会があ
る毎に参加し地元との関係を大切にしています。2016年3月には杭州市を
流れる銭塘江近くで開催された植樹活動にも参加し、工場で育てた苗木も
寄付しました。このような千年の杜の活動が地元からも注目され、2016
年11月には「公益活動」としてイベントで紹介されました。2017年3月に
は杭州市下沙地区の小学校の植樹会で社員が植樹の指導を行いました。

Yokohama India Pvt. Ltd. (YIN)
JOINT MANAGER, EHS
Pradeep Baswana（プラディーブ・バスワナ）

2016年2月に実施した第1期植樹会では、日本大使館や州政府職員の
方々、関連他社代表、近隣の子どもたちが参加し、24種の苗木2,159本を
工場内敷地に植樹しました。1年後には約3mに伸び、鳥や昆虫が訪れるグ
リーンエリアへと生長を遂げました。2017年2月の第2期植樹会では24種
1,740本を植樹。従業員が、CSR活動や生物多様性の保全活動の一環とし
て役立てることを誇りに思い、次はカサール村への植樹も計画していま
す。

新城工場
マイスター
内藤 勝

新城工場では、現在約7万本の苗木を育てています。苗木は幼稚園・保育
園、小学校や社会福祉法人などに寄付され、地域の森づくりなどに役立っ
ています。新城市城北こども園では、園舎の移転に伴う富永神社の鎮守の
森伐採時「木の命をつなぐ」活動として、伐採されることになった樹木の
どんぐり拾いから苗の育成、植樹までを支援しました。ほかにも、NPO法
人どんくりモンゴリさま、愛知県公園緑地課・自然環境課や子どもたちと
植樹を行っています。

平塚製造所
環境保護推進室
鈴木 史奈

千年の杜が生態系に与える影響を把握するために、野鳥観察を2008年9月
から開始。野鳥観察グループ「こまたん」の方々に指導していただきなが
ら月1回の観察会を2017年6月までに106回実施し、これまでに55種類の
野鳥を観察しています。センダイムシクイなどが渡り途中に利用する様子
や、メジロなどが植樹した樹木を利用して作った巣を確認するなど、野鳥
と千年の杜のつながりを感じながら記録をとっています。今後も観察を継
続します。

中国

インド

新城

平塚
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Yokohama Tire Manufacturing Virginia LLC (YTMV)
Senior Environmental Specialist
Christian Yates（クリスチャン・イェイツ）

2009年の第1期植樹祭では2,300本の苗木を植樹しました。2017年には
計1万3千本の植樹を完了する予定です。工場内には生き物の棲息に寄与す
る千年の杜が形成され、シカやアカギツネなどの哺乳動物や絶滅危惧種の
ルリツグミの繁殖が観察されています。また生物多様性への寄与やCO 吸
収、地表水や土砂の流出を抑え地下水への浸透を補助するなど千年の杜の
効果が、工場周辺のコミュニティからの信頼につながっていると確信して
います。

Yokohama Tyre Vietnam Inc. (YTVI)
General Affiars section manager
Nguyen Thanh Duy Sinh（グェン・タン・デュイ・シン）（左）
Environment section manager
Huynh Thi Thu Ai（ヒゥェン・チィ・ツゥ・アイ）（右）

工場以外でも近隣の8つの小学校で合計2,235本の植樹活動を実施してきま
した。校長の一人Nguyen Anh Hong校長からは、「生徒たちは植えた木
を誇りに思い、友人や家族を連れてきて『これが私の木なの』と自慢して
おり、環境保護啓発にも良いと思います。」との感想をいただいていま
す。生徒たちが成長した木々の木陰で遊んだりする姿を見て私たちも嬉し
く思いますし、気候変動等環境に対する地域の方々の意識の改善にも貢献
していると自負しています。

Yokohama Tire Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. (YTMT)
Environment Supervisor
Safety and Environment section
Nittaya Suna（ニタヤ・スナ）

2008年にタイ王国Royal Household Bureauのシリン博士より指導をい
ただきながら植樹活動を開始。植樹目標5万本に対し2017年には約8万1
千本（161％）を達成する計画です。2013年より工場敷地内での野鳥や昆
虫のモニタリング調査を実施しています。さらに2015年からはビオトープ
づくりを開始し、近隣住民・町役場・小学校等の各関係者に向け情報公開
イベントを開催しました。

北米

ベトナム

タイ

2
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一般財団法人　日本品質保証機構
地球環境事業部　環境審査課長
倉内 瑞樹氏

今回SDGsというフィルターを通して、横浜ゴムグループのビジネスパ
フォーマンスと、そこに至るプロセスを確認させていただきました。評価
結果としては、CSR経営ビジョン、横浜ゴムグループ行動指針、GD100、
環境GD100で示されたベクトルに従って実践されている、あらゆる取り組
みから、結果としてSDGsの目標のほぼすべてがマッピングされ、組織の
経営そのものが、持続可能な開発のための社会課題解決に、しっかりと繋
がっていることが確認できました。
バリューチェーンにおけるマッピング結果をみると、上流工程においても
SDGsに繋がる取り組みが複数現れているなど、正の影響の強化・負の影
響最小化のいずれにおいても数多く現れており、それらが以前から持続可
能性に関する明確な目的をもって実行されていたことは大変評価されるべ
きポイントであると考えます。今後は持続可能な開発目標において、さら
に優先して取り組むべき課題は何なのかを、マテリアリティ分析や、ス
テークホルダー・ダイヤログ等を通して見直しされると良いでしょう。
これからの100年においても、持続可能な開発を基礎とし、「幸せと豊か
さに貢献」し続けるグローバルカンパニーであることを期待しておりま
す。

※このコメントは、掲載しているCSR REPORT 2017が、一般に公正妥当と認めら
れるサステナビリティ報告書などの作成基準に準拠して正確に測定、算出され、か
つ事項が漏れなく表示されているかどうかについて判断した結論を表明するもので
はありません。

次の100年に向けたSDGｓへの取り組み

事業とSDGsとの結びつき

横浜ゴムは、事業を通じた取り組みと「持続可能な開発目標（SDGs）」の目標を照らし合わせて推進状況の
現状を確認し、今後どの目標分野の取り組みを強化していくべきかを分析しました。これに基づいて、今後横
浜ゴムの重要課題の見直しを図っていく予定です。
全グループ会社を対象に、社会課題に対してどのように取り組んでいるか、計画、実施状況、モニタリング、
成果のコミュニケーションの４つの視点から資料とインタビューを基に評価しています。

バリューチェーンを通じた取り組みとSDGsとの関わり

【VOICE】分析・評価機関からのコメント

トップメッセージ

横浜ゴムの重要課題

事業とCSRの統合

会長ごあいさつ

横浜ゴムの価値創造ストーリー

社会に先駆ける100年のあゆみ

環境・社会に貢献する商品・サービ
スの展開 タイヤ事業

環境・社会に貢献する商品・サービ
スの展開 MB事業

YOKOHAMA 千年の杜プロジェクト

次の100年に向けたSDGｓへの取り
組み

次の100年に向けた技術開発

2016年度活動報告

工場・関連会社のCSR

CSRレポート関連情報

会社概要・CSR経営

What's New
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解析

分析

次の100年に向けた技術開発

横浜ゴムの将来の製品・サービス開発を支える基盤技術

流体音響シミュレーション

タイヤ騒音の低減は重要な環境課題です。タイヤや路面の周りの空気の流れが乱されることがタイヤ騒音の主
な原因の一つであるため、タイヤ周りの空気の渦流れ構造とそこから発生する音響波の直接シミュレーション
に関する研究に取り組んでいます。

2014年には走行するタイヤ周りに生じる渦構造や音響波を精密に捉えることに世界で初めて成功しました。
2015年にはHPCI （革新的パフォーマンス・コンピューティング・インフラ）研究課題に選定され、タイヤ表
面の溝の深さや広さなどの形状の違いが音響波（騒音）に及ぼす影響を明らかにしました。
これはタイヤパターンの設計に役立てることができ、低騒音のタイヤの開発につながっています。

タイヤスチールコード/ゴム界面の3次元構造解析

自動車用タイヤには耐久性向上のためにスチールコードが埋め込まれています。このスチールコードと被覆す
るゴムとの接着が安全性には重要です。
当社は、電子顕微鏡の技術を駆使し、スチールコード/ゴム界面の接着層を３次元で世界で初めて可視化しま
した（図）。
湿熱老化処理したモデルサンプルのゴム-金属接着界面の接着層が一部脱落した部分や空隙が発見されました。
これらの部分ではスチールコードとゴムの接着力が弱く、接着性を低下させる起点になると推測されます。今
後、さらに接着メカニズムの解明を進め、より耐久性の高いタイヤ開発に適用していきます。
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