
横浜ゴムCSRサイト TOP > 2010年度活動報告

横浜ゴムCSRサイト内検索 検索

2010年度活動報告

2010年度活動報告

横浜ゴムグループが「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」ため、ステークホルダーに対して、どのよ

うなこと考え、2010年度に何を実施し、課題は何なのか、をご報告します。
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コーポレートガバナンスとコンプライアンス

コーポレートガバナンスとコンプライアンス

横浜ゴムグループは、「企業理念」の下に、健全で透明性と公平性のある経営を実現するコーポレートガバナンス体制を敷

き、さらにこの体制の充実と強化に努めています。これにより企業価値の継続的な向上が図れる経営体質とし、すべてのス

テークホルダーから「ゆるぎない信頼」を得られる経営を⽬指します。

当社における企業統治の体制は会社法上の機関（株主総会、代表取締役、取締役会、監査役会、会計監査⼈）に加え、経営

の監督と業務の執⾏を明確化し経営の意思決定および業務執⾏の迅速化を徹底するため、執⾏役員制度を採⽤しています。

そしてトップマネジメントの戦略機能を強化するため、取締役を主要メンバーとする経営会議を設け、事業計画の達成状況

の把握と事業戦略に関する協議を⾏っています。取締役会議⻑は会⻑で執⾏役員は兼ねていません。また、社外取締役はお

りません。

監査役は経営会議等重要な会議や委員会に出席し、業務執⾏状況を知ることができる仕組みとなっています。監査体制は取

締役の職務執⾏を監査する監査役による監査、外部監査となる会計監査⼈による会計監査、および監査部による各執⾏部⾨

とグループ会社の業務監査および会計監査の三つがあります。これらは互いに独⽴性を保った活動を⾏い、三様監査体制を

確⽴するとともに、監査役は会計監査⼈および監査部から適宜情報を得て監査役機能の強化をしています。

なお役員の⼈事処遇の透明性と公平性を確保するため、役員⼈事・報酬委員会を設置し、審議の上、取締役会にて決定。報

酬の⼀部を業績に⾒合ったものとする業績連動型の報酬体系を採⽤しています。また利益相反問題などの重要な事項につい

ては取締役会規程でその対応策を定めています。

コーポレートガバナンス体制（2011年6⽉29⽇）
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コーポレートガバナンス体制

2006年5⽉の取締役会で、業務の適正を確保するための「会社法に基づく内部統制システムの基本⽅針」を決議。その実施

状況を毎年フォローするとともに、2009年4⽉には「反社会的勢⼒排除に関する⽅針」を明記するなどの⾒直しも⾏い、さ

らに充実を図るべく取り組んでいます。また2008年度から適⽤が開始されたJ-SOX法（⾦融商品取引法による財務計算に関

する体制の評価）にも対応し、2011年度もその内部評価および外部評価のいずれにおいても内部統制システムは有効である

と評価されました。この⾯においてもさらなる改善に取り組み、継続的に有効な機能の維持に努めます。
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経営に重⼤な影響を及ぼすリスクを横断的に管理し適切に対処すべく、リスクマネジメント委員会を設置しています。リス

クマネジメント委員会は、「緊急事態発⽣時に迅速な対応を⾏う」、「想定されるリスクへの対応を確認し、隙のないリス

ク管理体制を構築する」の2つの機能を持っています。想定される横浜ゴムグループ全体に及ぶリスクを、安全、地震・⽕

災、コンプライアンス、環境などいくつかに分け、それぞれに委員会・会議体を設けて対応の⽅針・施策を策定し展開して

います。また各事業部⾨ではこれに加えて品質および事業運営に関するリスクへの取り組みを⾏っています。

2011年3⽉11⽇、東北地⽅を襲った東⽇本⼤震災の際は、地震発⽣後直ちに緊急事態への対応として社⻑を本部⻑とする

「中央災害対策本部」を設置しました。中央災害対策本部は社屋内、事業所内で勤務中の従業員への指⽰、⼈的・設備的被

害状況の把握、お客さまへの影響を回避するための措置、被災拠点とその周辺地域への物的な⽀援などの対応をとりまし

た。今回の震災で当社のリスクマネジメントは⼀応の機能を果たしましたが、多くの点検・強化すべき点が明らかになりま

した。震災の影響を多⾯的に評価し、さらにリスク対応体制を強化していきます。そのために、⽇ごろの活動をおろそかに

せず、考えられるリスクを抽出し、その対応を検討し、関係者に周知し、検証するというPDCA活動にいっそう取り組んで

いきます。

（震災を受けての当社の動きについては、特集記事をご参照ください）
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リスクマネジメント体制

コンプライアンスの基本的な考え⽅

「利益を追求するだけにとどまらず、社会倫理を⼤切にした信頼の厚い公正な⼀企業市⺠として存在価値を⾼めると同時

に、積極的に環境保全に努⼒する」ことをコンプライアンスの基本的な考え⽅としています。

コンプライアンス体制

コンプライアンスに関する出来事や教育啓発活動の状況を審議、確認する「コンプライアンス委員会」を年４回開催。委員

⻑には社⻑が就任し、コンプライアンス推進室が事務局を務めています。

横浜ゴムのすべての部⾨にはコンプライアンス推進室の兼任者を配置し、職場内の教育啓発活動の進捗や関連情報の共有を

図っています。国内グループ会社においても、それぞれに推進責任者を配置し、同様の活動を展開。海外でも同様の活動を

⾏うことを⽬指しており、2010年度は全ての海外拠点に推進責任者を配置しました。

なお2010年度、当社において重⼤な独占禁⽌法違反⾏為はなく、法的制裁を受けたこともありませんでした。

内部通報制度（コンプライアンス・ホットライン／何でも相談室）

コンプライアンス・ホットラインは公益通報者保護法にのっとり、コンプライアンス推進室および社外の弁護⼠事務所を窓

⼝にした、匿名の通報にも対応する制度です。窓⼝の電話番号、FAX番号、メールアドレスは国内の横浜ゴムグループ従業

員全員に配布される「コンプライアンス・カード」に記載されています。2010年度は、13件の通報がありました。

何でも相談室は、コンプライアンスに関して職場で疑問に思ったこと、不安に感じたことを、社内e-メールの利⽤者なら誰

でも相談ができる窓⼝です。対応は当社の法務担当者が担当。確認しておきたいもの、アドバイスがほしいものなど、2010

年度は24件の質問・相談が寄せられました。

内部通報制度（コンプライアンスホットライン）

コンプライアンスへの取り組み



教育・啓発活動

コンプライアンスの基礎的な知識を⾝につけるための⼀般的な内容と、業務の中で注意しなくてはならない専⾨的な内容の

集合教育を組み合わせ、効果を上げる⼯夫をしています。2010年度は海外のコンプライアンス体制充実を図るため海外駐在

員の研修と、購買担当者への下請法・独占禁⽌法の研修に注⼒しました。

教育実績（2010年度）

従業員の個⼈情報保護

従業員の個⼈情報については、使⽤⽬的に同意を得て利⽤し、厳重に管理しています。従業員の個⼈情報の重要性を認識

し、適切な取り扱いをするとともに、皆さまの情報を保護していくための取り組みを継続して⾏っている旨を社内イントラ

ネットで従業員に周知しています。

不正⾏為に対する措置

l 独占禁⽌法違反により制裁措置を受けたことはありませんでした。

l 不正会計、職場での差別、不正⾏為により制裁措置を受けたことはありませんでした。 

l 環境規制の違反により制裁措置を受けたことはありませんでした。

l お客さまのデータを紛失してクレームを受けたことはありませんでした。

l 製品およびサービスの提供、使⽤に関する法規の違反はありませんでした。
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海外駐在員研修 集合形式 166⼈

下請法・独禁法研修 集合形式 364⼈

コンプライアンス事

例
集合形式 108⼈
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環境保全

環境保全

未来からの贈り物である⼦供たちとかけがえのない地球のために環境保護の⾏動をします。

環境GD100

経営⽅針に⽰された「社会に対する公正さと、環境との調和を⼤切にする」を規範として、トップレベルの環境貢献

企業になる。

l 環境経営を持続的に改善します

l 地球温暖化防⽌に取り組みます 

l 持続可能な循環型社会実現に貢献します

環境GD100⾏動指針

グローバル環境経営を実践する

世界の全拠点で、⾼度で同質の環境経営を⾏います 

モノづくりにより社会に貢献します

すべての商品を「環境貢献商品」にする活動を実践します

「トップレベルの環境対応⽣産」を⾏い、社会的責任としての環境保護活動を実践します

産業廃棄物の100％再資源化を⾏います 

社会や地域との相互コミュニケーションに努めます
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※GHG排出量は、実排出係数にて算定しています。

＜集計対象範囲＞
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環境負荷の全体像

横浜ゴム 国内14事業所

本社ビル、YTJ、タイヤ販社、YMJ、倉庫、配送センター、湘南セミナーハウス

ヨコハマタイヤ東⽇本リトレッド、⼭陽リトレッド 

研究・開発・製造 ：

本社・販売 ：

リトレッドタイヤ ：



横浜ゴムCSRサイト TOP > 2010年度活動報告 > 環境保全 > 環境マネジメント

横浜ゴムCSRサイト内検索 検索

環境保全

環境マネジメント

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ため、横浜ゴムグループが取り組むべきCSRの課題について⽴案・
検討する体制を整えています。CSR・環境推進体制は、社⻑※が議⻑を務めるCSR・環境推進会議を年2回（6⽉と11⽉）開
催。CSR・環境推進会議では、横浜ゴムグループのCSR活動のパフォーマンスを評価し、次年度の改善に結び付けていま
す。
この会議の下部組織として3つの部会、6つの委員会、1つの会議を設け、当社におけるCSR・環境活動を推進しています。
また、世界の全拠点で、⾼質で同質の環境経営を⾏うことを目指し、海外全⽣産拠点の経営責任者による「グローバル環境
会議」を、年１回開催しています。2010年度は12⽉2１⽇に開催され、海外の全⽣産拠点および主要販売⼦会社から22名が
参加。当⽇は、環境⽅針、環境活動をメインテーマに議論が⾏われ、海外拠点においてもCSR活動の推進および⾼質で同質
の環境経営を⾏うことを再確認しました。

2011年6⽉より、会⻑兼CEOが議⻑を務めています。

CSR・環境経営推進体制図についてはこちらをご覧下さい。

国内外のグループ会社で⾼度で同質な環境経営を⾏うことを目指しており、環境マネジメントシステムの国際規格である
ISO14001に基づく経営を基本に置いています。
⽣産拠点でのISO14001の認証取得を進めており、すでに国内では横浜ゴムの10⽣産拠点、グループ会社の5⽣産拠点の合
計15拠点、海外では2010年度に取得した2社を加え、計13グループ会社の⽣産拠点が認証を取得しました。
2010年度は、2011年2⽉に、中国のタイヤ⽣産販売会社である蘇州横浜輪胎有限公司と、ベトナムのタイヤ⽣産販売会社で
あるヨコハマタイヤベトナム（Yokohama Tyre VietInc.=YTVI）がそれぞれ認証を取得しました。

横浜ゴムは、WBCSD（接続可能な発展のための世界経済⼈会議：本部スイス・ジュネーブ）の下に設⽴されたタイヤ産業
プロジェクトにおいて、タイヤ業界共通の課題であるタイヤが環境と健康に与える影響の可能性に関する調査に取り組んで
います。
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CSR・環境経営推進体制

ISO14001に基づいたグローバル環境経営の強化

世界的な取り組みへの参画
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環境活動を環境会計により定量的に把握し、効率的な環境保全活動を推進しています。

環境保全コスト

2010年度は、低燃費タイヤの開発では、空気透過抑制のインナーライナー材料や、ころがり抵抗の低いゴム材料などの開発
に取り組みました。また、熱可逆ゴム（資源循環型ゴム）開発に取り組みました。これらの取り組みにより研究開発コスト
は、投資額：128百万円、費⽤額：6,246百万円でした。

環境保全コスト

対象事業所：横浜ゴム国内⽣産事業所、グループ会社（⼭陽リトレッド・協機⼯業）
対象期間：2010年4⽉〜2011年3⽉

※1 環境省発⾏の「環境会計ガイドライン2005年版」および⽇本ゴム⼯業会発⾏の「環境会計」ガイドライン（2000年版）に準拠しました。
※2 研究開発コストは、環境負荷軽減に向けた開発および環境貢献商品開発費⽤。
※3 ⼈件費は、環境保全活動に取り組んだ⼯数を算出し、計上しました。 
※4 環境損傷コストは0です。減価償却費⽤は計上していません。

経済効果

経済効果としては、2009年度に⽐較して、廃棄物リサイクルによる収益増：159百万円、リサイクル品使⽤による費⽤削
減：92百万円増加、省エネルギーによる費⽤削減：217百万円減少となりました。2010年度経済効果⾦額総計では1,498百
万円の効果があり、前年度に⽐べ34百万円の増加となりました。

経済効果

環境保全効果

温室効果ガス排出量は、減産影響と省エネルギー効果により322千トン-CO2となり、前年度に⽐べ33千トン-CO2増加しま
した。

環境保全効果

環境効率

環境効率は、環境負荷を抑えていかに効率的に事業活動を⾏っているかを計る指標です。環境負荷を分⺟に、売上⾼を分⼦
とし、指標が⼤きいほど改善が進んでいることを⽰します。当社は、下記の3つの重要課題を環境効率指標にしています。
温室効果ガスは前年⽐横ばいでした。
ゼロエミッションを達成した後の再資源化への取り組みでは前年度に引き続き⼤幅な改善が進みました。

温室効果ガス指標※1

環境会計



VOCs指標※2

再資源化指標※3

※1「売上⾼／温室効果ガス排出量｣：基準年（2000年度）を100とした指数
※2 ｢売上⾼／ＶＯＣs排出量｣：基準年（2000年度）を100とした指数
※3 ｢売上⾼／廃棄物最終処分量｣：基準年（2000年度）を100とした指数
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全社環境監査、外部監査（ISO14001）、内部監査（ISO14001）を計画的に⾏い、事業所単位で環境経営、環境パフォー
マンス向上、環境リスク極少化に向けたマネジメントシステムの継続的改善状況を監査しています。また、国内グループ販
売会社の「環境GD100」ガイドラインに基づいた⾃⼰評価点をCSR・環境推進室が現地で確認・検証しています。なお
2010年度のすべての監査において環境法令違反指摘はありませんでした。

全社環境監査

ISO14001マネジメントシステムに基づく外部監査（定期／更新）、内部監査のほかに、全社の観点から各事業所に対して
重点項目を設定し、本社機関による全社環境監査を実施しています。2010年度は、⽣産現場を中⼼として、化学物質管理の
徹底を図りました。また、各事業所での社会貢献活動の推進や近隣住⺠の皆さまとのコミュニケーションも強化しました。
今後も引き続き「地域との融和、⽂化交流、社会貢献」の拡充を図っていきます。

外部監査（ISO14001）

2010年度も、ISO審査登録機関によって横浜ゴム全事業所で定期・更新監査を受審し、マネジメントシステム上の重⼤な⽋
陥指摘はなく、すべて認証を継続・更新しました。

内部監査（ISO14001）

ISO14001のマニュアルに基づき、2010年度も全認証事業所で実施しました。
内部監査を通じて、環境マネジメントシステムの継続的なレベルアップが図られています。「環境マネジメントシステム」
の運⽤・維持だけではなく、「システムが充分に有効に機能しているか、会社⽅針に沿って各部門が本来的な業務で、より
能動的に環境負荷低減に向けた⽅針、目的、目標を⾒直し設定し、実⾏しているか」を共通テーマとして、監査を⾏いまし
た。
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総合的な環境監査の実施



環境教育

新規採⽤者の教育科目に環境教育を組み込んでいます。また、⼊社2〜3年目の技術者を対象にしたCSR・環境教育「テクノ
カレッジ」を開催。2010年度は合計42名が受講しました。
⼀⽅、管理監督者層従業員へISO14001の理解を浸透させるため、「環境内部監査員養成教育」を実施しています。2010年
度修了認定者362名を含め、現時点では、1,008名が内部監査員として登録・活躍しています。

啓発の強化

環境啓発活動の⼀環として、毎年2⽉の省エネ⽉間と6⽉の環境⽉間に全従業員に向けて社⻑メッセージを発信し、全従業員
を対象とした改善活動を⾏っています。2⽉の省エネルギー⽉間では、全従業員へ向けて省エネ改善の提案を依頼し、応募さ
れた提案の中から省エネ改善効果の⼤きなものを表彰しています。また、改善提案と同時に環境標語と環境ポスターを社内
公募しています。2010年度は環境標語：3915件、ポスター：115件の応募がありました。

環境ポスター

従業員への意識啓発を目的に発⾏される茨城⼯場のニコニコ新聞

環境貢献社⻑表彰制度

業務を通じた環境意識強化・啓発の施策の⼀環として、「環境貢献社⻑表彰」の制度を設けています。表彰分野は、⽣産部
門を対象とした「ファクトリー賞」、環境貢献商品開発・設計部門を対象とした「プロダクツ賞」、販売・管理などの事務
部門を対象とした「オフィス賞」と「特別賞」を設けています。
全社全部門を対象として、分野の事例ごとに1年間の活動内容を審査、審議し、選定します。各賞の受賞部門は、毎年6⽉に
社⻑から表彰を受けます。
この「環境貢献社⻑表彰」制度の導⼊により、全従業員が⽇常業務の中で「環境貢献へのかかわり」をより強く意識すると
いう効果が表れてきています。

2010年度環境貢献社⻑表彰受賞⼀覧

環境教育・啓発の強化
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ライトダウンキャンペーン参加拠点

横浜ゴムグループはチャレンジ25の⼀員として、2010年度もCO2削減／ライトダウンキャンペーンに参加しました。本
社、タイヤ販売会社、直営タイヤショップ、⼯場などあわせ、733拠点がライトダウンを実施しました。
このキャンペーンは、「電気を消して温暖化問題を考えよう」をテーマに、2003年から環境省の提案によって始まったキャ
ンペーンです。6⽉21⽇(夏⾄)、7⽉7⽇の「七⼣ライトダウン」の年2回開催され、夜8時から10時までの2時間、たくさん
の企業・施設・団体がライトアップ施設等の⼀⻫消灯に参加しています。

社内ブラックイルミネーション

オフィスビルや⼯場内事務職場の電⼒省エネルギー活動の⼀環として、2009年度から週3⽇（基本は、⽉・⽔・⾦を設定）
をブラックイルミネーション⽇と定め、定時間終業後の全員⼀⻫退社運動を国内全拠点で定着させてきました。2⽉の省エネ
ルギー⽉間では、各職場での相互パトロール活動を全社的に実施し、従業員の意識啓発を深めました。またあわせて、不在
者席の照明消灯の習慣化や帰宅時のパソコン・OA機器などの待機電⼒オフの徹底を進めています。

平塚製造所第⼀技術研究ビルのBI(ブラックイルミネーション⽇)使⽤電⼒量低減
⽇当たり使⽤電⼒量⽐較

ページTOPへもどる

ブラックイルミネーション

東⽇本⼤震災およびそれに伴う東京電⼒福島原発事故を受けて、「夏場の電⼒危機対応」に取り組んでいます。東京電⼒お
よび東北電⼒管内での昨年ピーク時実績に対する15%削減の法令規制エリアだけでなく、ほかの電⼒会社管内拠点でも昨年
ピーク⽐15%削減を推進しました。

東京電⼒管内での主な取り組み

1. 期間：2011年7⽉1⽇から9⽉22⽇の間
2. 平塚市内拠点の休⽇シフト

平塚製造所 ：⼟⽇休⽇⇒⽇⽉へ休⽇変更
ハマタイト⼯場：⼟⽇休⽇⇒⽇⽉へ休⽇変更
平塚東⼯場 ：⼟⽇休⽇⇒⽊⾦へ休⽇変更

3. 勤務時間変更
平塚製造所の間接部門：9時〜18時⇒8時30分〜17時30分へ変更
平塚東⼯場の間接部門：9時〜18時⇒8時30分〜17時30分へ変更

4. 定時退社の徹底
本社、平塚製造所、ハマタイト⼯場、平塚東⼯場の間接部門は原則残業をしない。

5. スーパー・クールビズ対応
ノーネクタイ、ノー上着、オフィスの室温設定を従来の28℃⇒30℃

夏場の電⼒ピーク対応



6. ⽣産ラインでの、⼤型設備の稼働時間のシフト
⼤型⽣産設備の稼働時間を電⼒緊迫帯（9:00〜20:00）から極⼒ずらして⽣産する。
平塚製造所や三島⼯場の交替勤務職場にて実施。

7. 本社ビルでの電⼒⾒える化
昨年ピーク実績⽐ 25%削減を目標として、現在の使⽤電⼒の状況をリアルタイムで全従業員が共有化し、電⼒節電
に協⼒できるよう改善を⾏いました。

これらの改善の積み上げ効果により、２０１１年６⽉の実績では、昨年⽐２００kW以上の電⼒節減効果が得られました。
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環境事故ゼロ

2010年度は、環境事故はありませんでした。

規制値遵守の強化

2008年度より、規制値を確実に遵守するために、⾃主管理値を設定し管理の強化を図っています。また、⾃主管理値は、過
去の測定値から統計的指標に基づき、定期的に⾒直しを⾏っています。さらに、「環境トラブル、環境重⼤ヒヤリ、環境ヒ
ヤリ」と社内での⾔葉の定義を決め、管理強化を図っています。
環境トラブルや、環境重⼤ヒヤリが発⽣した場合には、速やかに是正措置を実施しています。

⾔葉の定義

� 環境事故
� 外部に著しい被害を与え、新聞等で報道が取り上げられた場合。 

� 環境トラブル
1. ⼤気・⽔質測定で規制値を遵守できなかった場合。 
2. カーボン、廃油、溶剤等の汚濁物質が⼯場敷地外へ⾶散・流出した場合。
3. 騒⾳、振動の⾃主測定値（参考値）が規制値を満たしていない場合。 
4. 各サイトの環境管理責任者が環境事故と判断した場合。

� 環境重⼤ヒヤリ 
1. ⾃主管理基準を超過した場合。 
2. 廃油、溶剤等の汚濁物質が排⽔⼝へ流出した場合。
3. 各サイトの環境管理責任者が環境重⼤ヒヤリと判断した場合。 

� 環境ヒヤリ
1. 上記の環境事故、環境重⼤ヒヤリ以外の軽微な液体の流出、粉体の⾶散を⼯場敷地内で起こした場合。
2. 液体の流出、粉体の⾶散を起こしそうになった場合、または予想される場合。 

環境トラブルの対応

2010年度は、7件の環境トラブル（尾道⼯場で4件、三重⼯場で2件、三島⼯場1件）が発⽣し、是正措置を⾏いました。
なお、規制値を順守できなかった環境トラブルについては、発⽣後直ちに⾏政への報告を⾏いました。

環境重⼤ヒヤリの対応

2010年度は、⽔質（排⽔⾃主管理値不適合含む）20件、⼤気（カーボン⾶散含む）6件、の環境重⼤ヒヤリ26件が発⽣しま
したので、是正措置を⾏いました。
なお、⾃主管理値をオーバーした環境重⼤ヒヤリについては、過去の測定値から統計的指標に基づき、⾒直しを⾏いまし
た。
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法規制の遵守
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私たちは、主⼒商品であるタイヤの提供を通じて、将来の⼈とクルマの健全な共存・成⻑を⽀えていきたいと考えていま
す。そのため、環境性能を追い求める商品だけでなく、スポーツ性を重視した商品にも環境性能を持たせるなど、環境性能
と⾛る喜びの両⽴を目指してさまざまなご要望に対応する商品を提供し続けることにより、お客さまの幸せと豊かさに貢献
していきます。
また、「良い商品（モノ）」の提供を通じて社会に貢献することは、メーカーの重要な使命です。横浜ゴムグループは、
2006年度からスタートさせた新中期経営計画「GD100」の基本⽅針に「良いものを、安く、タイムリーに」を掲げてお
り、2017年度までにタイヤ、MBすべての商品を環境貢献商品にすることを目指しています。
なお、当社では「地球温暖化防⽌」、「資源再⽣・循環」、「省資源」、「安全・快適性」の4項目の平均が5％以上うわ回
り、かつ全項目で悪化がない商品を「環境貢献商品」と定義づけています。

4つの環境機能と環境機能指標

横浜ゴムは「製品アセスメントチェックシート」を使⽤して、新商品の環境適合設計を審査しています。製品アセスメント
チェックシートとは、製品の企画段階から⽣産、そして使⽤時のCO2排出量、欧州-ELV対応など17項目について点数化した
ものです。この総合得点での判断を、開発開始時と製品量産前に実施し、基準を満たした商品のみが量産化できます。
また、製品の⽐較⽅法をさらに向上させるため、環境性能レーダーチャートという評価⽅法を採⽤しています。これは環境
機能を4つ（地球温暖化防⽌、資源再⽣・循環、省資源、安全・快適性）に⼤別し、ベンチマーク（1998年商品）と⽐較し
て数値化する⽅法です。従来商品と⽐較してその改善度を点数化することで客観性が向上しました。
現在は、4つの指標の平均が5％以上うわ回り、かつ全項目で悪化がない商品を環境貢献商品と定義し、環境貢献商品以外は
新商品化できないことをルール化しています。これにより、⾛⾏性能だけを必要とする特殊なスポーツタイヤでも、このル
ールをクリアしなければならないなど、新商品の開発が容易ではなくなりましたが、「環境に良いモノしかつくれない」仕
組みを確⽴することで、地球貢献企業としての責任を果たしていきます。これからも、当社の性能シミュレーション技術と
材料技術を活⽤して、単にころがり抵抗を低減するだけではなく、総合ポイントとしてどの項目で環境貢献商品の基準を満
たしていくかを、開発コンセプト段階から詳細に検討し、モノづくりによって社会に貢献していきます。

環境機能評価のレーダーチャート

環境保全

環境貢献商品

環境貢献商品への考え⽅

環境貢献商品のみが商品化される仕組みづくり

2010年度活動報告

コーポレートガバナンスとコンプ
ライアンス

環境保全

環境マネジメント

環境貢献商品

温室効果ガス排出量の削減

資源の有効活⽤／廃棄物の削減

化学物質の管理／⽔・⼤気・⼟壌
への排出対策

⽣物多様性

お客さまと共に

従業員と共に

取引先と共に

株主・投資家と共に

社会と共に
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2006年度から、取り扱い商品に占める環境貢献商品⽐率の集計を開始しました。全取り扱い商品に占める⽐率と、新規商品
に占める⽐率を算出しており、2010年度は全取り扱い商品に占める⽐率が2009年度より1ポイント向上し84％、新規商品
に占める⽐率については、2008年度より継続して100％を達成しています。
今後は、全取り扱い商品に占める⽐率を2011年度末までに85％、2017年度末までには100％とすることを目指して取り組
んでいきます。
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LCA（ライフサイクルアセスメント）は、商品が⽣産から廃棄されるまでの各段階で、環境に与える負荷（CO2発⽣量）を
数値データで把握する⼿法です。タイヤの場合、使⽤段階でのCO2発⽣量が全ライフサイクルの80〜90％を占めているた
め、横浜ゴムでは「低燃費を実現する環境貢献商品を⽣み出すこと」に注⼒しています。

1998年より他社に先駆けて本格的に発売した「エコタイヤDNA」シリーズで、ころがり抵抗の低減による燃費の向上に注⼒
して技術・製品開発を続けてきた横浜ゴム。しかし、燃費と環境を追求するだけでは、タイヤメーカーとしての責任を果た
しているとは⾔えません。お客さまに⼗分満⾜していただくためには、モータリゼーションに貢献できる「楽しさ」「うれ
しさ」に加え、新たに「⼈・社会にやさしい」というコンセプトをもった、次のステージの製品開発の実現が必要です。横
浜ゴムでは、これらの性能実現を目指し、数年前からの製品開発に取り組んできました。

� 燃費性能維持とメンテナンス低減のための技術「AIRTEX（エアテックス）」〜空気モレ「ゼロ」への挑戦
� ⾃然界の材料かつWETストレス低減の材料技術「オレンジオイル」 
� ⼈間の筋⼒とストレスの関係を数値化する評価技術「⽣体計測」
� タイヤの空⼒と⾛⾏抵抗の相関究明技術

このYOKOHAMAの新コンセプト「BluEarth」は、2011年春に新商品が追加され、3つのラインナップになりました。

2010年7⽉ 「まずはAAの低燃費性能をもっと⾝近に」をテーマとしたBluEarth AE-01

2010年度の環境貢献商品の⽐率

全取り扱い商品に占める環境貢献商品の⽐率 新規商品に占める環境貢献商品⽐率

タイヤにおけるLCA評価

「BluEarth（ブルーアース）」に込めた横浜ゴムのモノづくり哲学



2011年2⽉ 「低燃費と安⼼感のミニバン専⽤プレミアム」のBluEarth RV-01
2011年3⽉ YOKOHAMAの環境と⼈にやさしい技術を惜しみなく投⼊した低燃費最⾼グレードAAAのBluEarth-1

幅広いラインナップでユーザーと、地球・社会のニーズに広く対応していきます。

また、2011年にはBluEarthコンセプトを欧州、北⽶、中国でも発表し、グローバルな展開も推進してまいります。

タイヤのデザインで⾞両の空気抵抗を低減する技術

タイヤが寄与する低燃費性能として「ころがり抵抗」があります。⼀⽅、⾞両の燃費を阻害する⼤きな要因として「空気抵
抗」があります（空気抵抗は⾞の抵抗の65％を占め、ころがり抵抗は約20％といわれています）。これまでは、タイヤ⾃⾝
の空気抵抗を低減させるという発想はありましたが、横浜ゴムはタイヤを空⼒デバイスととらえ、⾞両周りの空気の流れを
変えることで、⾞両の空気抵抗を低減させるという新しい視点で研究開発に取り組んでいます。これまでの空気抵抗低減に
よる低燃費化の取り組みは、空⼒シミュレーション（図1）と風洞試験を活⽤し、新商品BluEarth-1のディンプルデザイン
として実を結びました（図2）。

さらに、この分野の研究開発を加速させるため、産学連携プロジェクトも進⾏中です。プロジェクトでは、⼭本誠教授
（東京理科⼤学⼯学部）、⼤林茂教授（東北⼤学流体科学研究所）、由良拓也⽒（ムーンクラフト株式会社）らの協⼒を仰
ぎながら、空⼒シミュレーション、最適化技術、風洞試験を駆使し、⾞両の空気抵抗を低減できる新たな技術開発と次世代
BluEarthへの搭載を目指していきます。

図1：ディンプル付タイヤ周りのCFDシミュレーション結果

図2：BluEarth-1

エンジニアの「ひらめき」を⽀援する設計空間の⾒える化技術

低燃費タイヤ開発では、燃費にかかわるころがり抵抗を低減するだけではなく、トレードオフ関係にある他性能も同時に満
⾜させることが必要です。そのためには、試作の前段階で予め、「どこまで性能向上が期待できるのか？」や、「その場合
のタイヤ形状は？」といった設計の可能性（設計空間）を⾒ることができれば⼤きな助けとなります。
その設計空間の⾒える化技術が設計探査と呼ばれる⼿法です。私たちは、設計探査の⽣みの親である⼤林茂教授（東北⼤学
流体科学研究所）の協⼒の下で、低燃費タイヤ形状に関する設計探査（設計空間の⾒える化）を⾏っています。
タイヤ形状を定める設計パラメータとその範囲を進化させながら探査活動を⾏った結果（図１）、ころがり抵抗とコーナー
リング特性を⾼い次元でバランスできるタイヤ形状とそのメカニズムを⾒出しました。この技術は次世代BluEarthへの搭載
を目指しています。低燃費タイヤのコンパウンドは軟らかくなることがあり、その結果コーナーリング特性は低下すること
があります。そのため、コーナーリング性能をタイヤ形状でカバーし、さらにころがり抵抗も低減できるタイヤ形状を⾒出
そうとしたのがこの事例です。
設計探査は⼀度で終わるものではなく、進化過程を経ることで性能がより優れる設計空間を⾒出すことができます。最終的
な探索結果だけではなく、そこに⾄る過程において、エンジニアの「ひらめき」を⽀援する設計探査を実感しました。

環境性能を実現する多様な技術



図1：転がり抵抗とコーナリング特性の設計空間

⾒えない通過騒⾳を可視化するシミュレーション技術

環境性能として通過騒⾳の改善に取り組んでいます。タイヤ騒⾳は、⾞の中で聞こえる⾞内騒⾳と、⾞の外で聞こえる⾞外
騒⾳に分類されます。ここでは、⾞が通過する際に聞こえる通過騒⾳の予測技術開発についてご紹介します。
現在、通過騒⾳の中でも、タイヤのトレッドパターンと路⾯との相互作⽤で発⽣する⾳と、タイヤ周りの空気の流れが影響
する⾳の両⽅に取り組んでいます。特に後者では、転動中のタイヤ周りで発⽣する⾳の直接シミュレーションを実現するた
め、その分野の第⼀⼈者でもある藤井孝藏教授（宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所）の研究グループの協⼒を得て取り
組んでいます。現在のところ、タイヤの周りで渦が⽣成され（図1）、⾳源となりうる圧⼒変動（図2）をとらえることがで
きています。今後も、シミュレーションと実験の両⾯を⾼度化することで、タイヤ開発（ものづくりの現場）に活⽤できる
技術開発を目指します。これらの技術は、静粛性に優れる次世代BluEarthへの搭載を目指しています。

タイヤ空気圧モニタリングシステム「商品名：HiTES」

⾞内にいながら全ポジションのタイヤ空気圧とタイヤ内の空気温度をリアルタイムで確認できるモニタリングシステム
「HiTES」を2009年にリニューアル発売しました。各々のタイヤ内に装着した空気圧・温度センサから情報を無線で送信
し、運転席で受信した圧⼒・温度データ情報を表⽰するものです。
設定した空気圧まで低下、または温度の上昇が確認されると、速やかに⾳と⾊でドライバーに知らせるので、ころがり抵抗
の増⼤による燃費の悪化を防ぐとともに、パンクの早期発⾒も可能なため、事故の未然防⽌にもつながっています。最近装
着が増加しているスーパーシングルタイヤ（従来２本のタイヤをダブルで使⽤した物を１本使いにした超扁平タイヤ）に
は、この空気圧モニタリングシステムが不可⽋となり、装着が増加しています。また、ブレーキの引き摺り（発熱）等に起
因する⾞両⽕災に対しても HiTES の温度測定システムが威⼒を発揮し、⾞両⽕災防⽌にも貢献しています。
このような機能が評価され、「HiTES」は、第6回エコプロダクツ⼤賞（プロダクツ部門）でエコプロダクツ⼤賞推進協議会
会⻑賞（優秀賞）を受賞しました。

図1：タイヤ周りで⽣成される渦の様⼦ 図2：タイヤ側⾯部の⾳源となりうる圧⼒変動

タイヤ関連の環境貢献商品

HiTES 表⽰器 スーパーシングルタイヤ



タイヤノイズを低減する吸⾳材「サイレントリング」

「サイレントリング」は吸⾳性、耐久性に優れた専⽤開発吸⾳材をリング状にしたモジュールです。タイヤ内部に組み⼊
れ、路⾯からの衝撃によって空気がタイヤ内で振動する⾳（空洞共鳴⾳）を吸収し、タイヤノイズを低減します。また、タ
イヤと別体のモジュールとすることで、パンク修理時の作業性を容易にし、「AIR LOCK」などのパンク修理キットも使⽤
可能としました。
「サイレントリング」によって、定評の「DNA dB super E-spec」の静粛性を⼀段と⾼めることに成功し、より快適性を⾼
めた商品となっています。特に、省燃費と静粛性が求められるハイブリッドカーに最適なタイヤです。

サイレントリングの装着イメージ

AIR LOCK

軽量化を実現する新素材「空気透過抑制フィルム」

⾞の燃費に⼤きく影響を与えるタイヤの空気圧。空気圧不⾜のタイヤは、タイヤ性能を⼗分に発揮できないだけでなく、⾛
⾏の安全性を損なう危険性があることから、優れた空気透過抑制機能を保持するインナーライナーの開発に取り組んでいま
す。
さまざまな商品に展開している「空気透過抑制フィルム」は、タイヤ内部に貼り付けて空気漏れを抑制するフィルムで、従
来のインナーライナー⽤ゴムに特殊樹脂を融合した独⾃技術の新素材です。⾼気密でありながらしなやかさを兼ね備え、タ
イヤから⾃然に漏れる空気を⼤幅に低減しました。また、従来品の約5分の1の薄さを実現し、タイヤの軽量化に寄与するな



ど総合的な省燃費効果を発揮しています。
本技術は、（社）⽇本ゴム協会が主催する顕彰制度「第22回⽇本ゴム協会賞」を受賞。⽂部科学省が主催する「平成23年度
科学技術分野の⽂部科学⼤⾂表彰」においても「ゴムと樹脂のポリマーアロイを使ったインナーライナーの開発（業績
名）」で科学技術賞(開発部門)を受賞しました。

ページTOPへもどる

MBはマルチプルビジネスの略で、多様化し拡⼤する事業の意味を込めた名称です。⼤きくホース・配管（⾼圧ホース、⾦属
継ぎ⼿など）、接着剤（建築⽤、⾃動⾞⽤など）、⼯業資材（コンベヤベルト、免震ゴムなど）、航空部品の4つの分野に分
かれており、幅広い産業向けに多様な商品を開発しています。

地球温暖化防⽌

太陽光発電パネル向けシール材・接着剤

次世代のエネルギー源として注目される太陽光発電向けに、エッジシール材と集電ボックス⽤の速硬化型接着剤を商品展開
しています。
エッジシール材「M-155」および「M-155P」は、太陽光発電パネル本体と外周フレームとのシールに使⽤します。パネル
内部への⽔の浸⼊を防⽌するとともに、絶縁性を確保することでパネルの性能を⻑ 期的に持続させる機能を担っています。
⼀⽅、集電ボックス⽤接着剤「FLASH ONE」は、集電ボックスをパネル裏側に固定するもので、同時に⽔密性を確保して
います。「FLASH ONE」も先のエッジシールにつづき、製品安全規格で世界的に権威のあるUL認証※を取得しました。

※ UL認証：1894年に設⽴された⽶国最古の安全規格開発機関である⽶国保険業者安全試験所（Underwriters Laboratories Inc.）が認定する安全規格。電気製
品を中⼼とするさまざまな分野の製品に加え、部品、材料なども対象となっています。 

風⼒発電風⾞⽤ホース

近年、風⼒発電が脚光を浴びています。風⾞には風の⼒を効率よく変換するため、風速に合わせて⽻根の角度を変える機構
があり、その駆動⽅式に油圧ホースが使われています。
風⾞⽤油圧配管ホースとして、当社のレベックス（NWP）シリーズホースが採⽤されました。⼤⼝径ホースにおける⼝⾦部
のシール性向上を目的に、ORSタイプ⾦具を開発することで、配管のコンパクト化を実現しました。

新冷媒対応⾃動⾞エアコン⽤ホース

従来、⾃動⾞⽤エアコンの冷媒は、HFC-134aを使⽤していますが、地球温暖化係数が⾼いことから、地球温暖化係数の低
い新規冷媒HFO-1234yfへの変更が検討されています。これに対応し、耐冷媒透過性、ホース耐久性に優れた新規冷媒対応
⾃動⾞エアコン⽤ホースを開発しました。

陸、海、空の幅広い産業分野で活躍するMB部門の環境貢献商品



資源再⽣・循環

建築⽤シーリング材の容器（e-can）

「e-can」は主にビルやマンションなど建物の目地に使⽤されるシーリング材の容器です。頑丈でありながら使⽤後は簡単
に解体でき、従来のブリキ缶に⽐べ、廃棄缶の体積を⼤幅に減らせる容器として2002年から本格的な販売を開始しました。
2005年には「ｅ-can」を無償回収し、商品の原材料として再利⽤するマテリアルリサイクル（沖縄県を除く）を全国展開し
ました。年々、回収率は増加し、2010年度は全出荷数のうち、約65％を回収しました。回収された「e-can」は破砕・粉砕
して再⽣ペレット化し、プラスチック製パレットや擬⽊材などの原材料としてリサイクルされています。
なお「e-can」は、（財）クリーン・ジャパン・センター（CJC）※1主催の3R※2分野で最も歴史のある表彰制度「資源循環
技術・システム表彰」において、2008年度の「奨励賞」に引き続き、2010年度は「クリーン・ジャパン・センター会⻑
賞」を受賞しました。

※1：CJCは経済産業省、⽇本商⼯会議所、⽇本経済団体連合会などをはじめとする官⺠⼀体の⽀援の下、1975年にリサイクル推進のナショナルセンターとして
設⽴された公益法⼈です。3Ｒによって廃棄物、資源問題の解決など持続可能な省資源型社会の形成を推進するための先導的な事業に取り組んでいます。

※2：3Rとは廃棄物の発⽣抑制（Reduce）・再使⽤（Reuse）・再利⽤（Recycle）を表したものです。 

エコファインレックス

フォークリフトやショベルカーなどの建設機械、⼯作機械に使われる環境対応型油圧ホース。使⽤後のサーマルリサイクル
化促進を狙って開発した商品で、塩素フリーの材料を使⽤しており、焼却処理してもダイオキシンが発⽣しません。

省資源

ボーイング747-8 STAIRCASE MODULE

ボーイング747-8 インターコンチネンタル型機向けに、機内⽤階段を供給しています。ボーイング747-8型機はジャンボの
愛称で知られるボーイング747 型機シリーズの最新機種で、旅客機⽤のインターコンチネンタル型機は2 階建の⼤型機で
す。
今回開発した機内⽤階段の最⼤の特徴はデザイン性の⾼さで、曲線や曲⾯を多⽤しゆるやかなカーブを描いた優雅で個性的
な外観と、質感の⾼いステンレスやアルミなど⾦属製の外観部品の多⽤により、洗練された快適な空間を乗客に提供しま
す。
また、全ての照明に軽量かつ⻑寿命なLEDを採⽤したほか、設計に際し各部品の形状や材料を最適化することで、⾼い意匠
性を実現しながら耐久性や重量に対するボーイング社の厳しい要求にも応えており、同機の誇る⾼い燃料効率性と静粛性に
貢献しています。

STAIRCASE MODULE



⾼性能スポーツカー向けトランスミッション⽤カップリング

ノンスピル構造で、低圧損、⾼耐久性、軽量化、コンパクト化を実現した⾼性能スポーツカー向けトランスミッション⽤カ
ップリングを開発しました。圧⼒損失については、コンピューター解析による流量性能の最適化で、従来品より60％低減さ
せ、省エネ化を実現しました。

JIS難燃耐カット耐摩耗ベルト

⾼炉⽤コンベアベルトは運搬物のメインが焼結鉱やコークスであることから、コンベアベルトに運搬物がシュートされた際
の耐摩耗性、さらには耐カット性に優れた上で、かつ難燃であることが要求されます。今回開発したJIS難燃耐カット耐摩耗
ベルトは、これまでの難燃性を維持しながら、従来他社品に対してカット性を向上、摩耗寿命を28%改善することで、ベル
トの交換頻度を少なくし、廃棄物削減に結びつけることを達成しました。

簡易鋼製ジョイント

橋梁⻑寿命化対策の⼀環で、補修⽤として鋼製の⼩伸縮ジョイントの需要が拡⼤していることを受け、鋼製で伸縮量20mm
タイプのジョイント「YHT-20」「YFS-20」、伸縮量30mｍのタイプの「YHT-30Ⅲ」「YFS-30Ⅲ」を上市しました。これ
らは構造を⼯夫したことで、従来品に⽐べて⾼さが低く、⼤幅な軽量化を実現し、施⼯時の材料削減や輸送時のCO2削減と
いった⾯で環境貢献に結びつけています。

絶縁型⾼熱伝導性接着剤

横浜ゴムは、環境負荷低減の⼀環として「電材事業」の商品拡⼤を推進しています。
さまざまな電⼦機器に⽤いられる電⼦デバイスでは、投⼊電⼒の多くが熱となるという問題が避けられず、その放熱対策は
電⼦機器の信頼性、耐久性の観点から最も重要な技術項目となっています。また、電源を⼊れてから起動するまでの時間を
短縮することによる節電効果にも、熱伝導性は⼤きく寄与します。当社の「⾼熱伝導性接着剤YBシリーズ」は、絶縁型であ
りながら⾼い熱伝導性を有すると共に、RoHS、REACH、ハロゲンフリーなどの電⼦機器に求められる環境規制値をクリア
ーしています。
これまで多くの電機メーカーのDVD、ブルーレイ搭載のテレビ、デッキやパソコンなどに採⽤されて⾼い評価を得ていま
す。
今後さらにさまざまな電⼦部品への適⽤を推進していきます。

安全・快適性

プラスチックディスプレイ⽤ハードコート

「Y-coat」VHシリーズはポリカーボネートやPMMA樹脂などにコートすることで、非常に優れた傷付き防⽌機能を付与し、
透明性も⾼く、ディスプレイ⽤のハードコートとして適しています。
また、フッ素を配合して汚れや指紋を拭取りやすくしたグレード、スリップ性を付与してタッチパネルなどの操作性を向上
させたグレードを揃えており、スマートフォンに快適性を付与します。

防舷材モニタリングシステム

⼤型船舶等などの接岸時に緩衝材として使⽤される空気式防舷材について、防舷材内部の空気圧をはじめ、変形量や反⼒、
吸収エネルギーなどの多様な情報収集により、防舷材の状態を総合的に監視できる「フェンダーモニタリングシステム」を
開発しました。このシステムにより、2船体接舷時の操船を⽀援できるほか、荷役作業時や係留時の船体の挙動を常時監視で
き、船体同⼠や船体が岸壁へ衝突して起きる事故を防⽌するなど、安全性向上に寄与、⼆次的な原油流失等の事故防⽌に貢
献できます。

⼈にやさしい商品

BluEarthのコンセプトに掲げた「⼈・社会にやさしい」は、MB商品においても同じように、モノづくりに反映されていま
す。

⾞いす⽤除圧機能付きエアーセルクッション「Medi-Air1」



⾎流促進に効果のある⾞いす⽤エアーセルクッション「Medi-Air」は、底付検知機能を有し、⾃動的にエア調整を⾏って、
利⽤者それぞれの体型や体重などに合わせ常に最適な体圧分散状態を保ちます。さらに、エアーセルが交互に膨縮を繰り返
し、除圧を⾏って、臀部周辺の⾎流促進を促します。これらの体圧分散機能、底付き回避機能、除圧機能は、すべて⾃動で
⾏われ、空気圧の調整は、リモコンにより利⽤者の好みに合わせ個別に設定することも可能です。
この商品は2010年10⽉１⽇に厚⽣労働省から、障害者⾃⽴⽀援法の補装具費⽀給対象となる座位保持装置の完成⽤部品に
指定を受けました。これにより、⾝体障がい者の⽅が各市町村の更⽣相談所に認定されると、購⼊額の補助⾦を受けられる
ようになりました。

ページTOPへもどる

Medi-Air1



横浜ゴムCSRサイト TOP > 2010年度活動報告 > 環境保全 > 温室効果ガス排出量の削減
横浜ゴムCSRサイト内検索 検索

環境保全温室効果ガス排出量の削減
地球温暖化対策を最重要課題の⼀つに位置付け、専門委員会を設けてコジェネレーションシステム（CGS）の導⼊、クリーン燃料への転換、徹底的な省エネ活動などのカーボンマネジメントへのアプローチを展開し低炭素社会実現に向けた活動を展開しています。当社の環境⾏動目標
� 短期削減目標値「国内グループでのGHG排出量を2008年度から2012年度の5年間平均で基準年⽐12％削減する」
� 2020年の中期目標「国内グループでのGHG排出量を2020年度までに基準年⽐25％削減に向けて挑戦する」 ページTOPへもどる

目標

1. 規制による重⼤なリスク現状では、京都議定書の温室効果ガス排出削減の⽇本国目標値（6％削減）に対して、基準年⽐12％以上の削減を達成⾒込みですが、ポスト京都議定書に基づいて新たな目標値がさらに厳しく設定された場合（例えば△25％など）、その達成が重要課題となります。2. 物理的な影響による重⼤なリスク当社は季節商品的なスノータイヤを⽣産・販売しており、気候変動による降雪状況や外気温度の不安定化は、企業の経営業績に不安定な要素を与えます。また、天然ゴム⽣産地域での気候変動は原材料調達の不安定化につながる可能性があります。3. 上記以外の重⼤なリスク温室効果ガスがもたらす⽣物多様性への負荷低減という「社会からの要請」に応える費⽤の発⽣。また、所有形態の変化により⾃動⾞台数が減少するリスクがあります。 ページTOPへもどる

気候変動が事業に及ぼす財務上のリスク

1. 規制による重⼤な機会「環境規制に対応する商品」の開発および上市のニーズが急速に⾼まることで、その要求を満たす商品開発が進み、ビジネスチャンスの増⼤につながります。例1. 太陽光発電などの再⽣可能エネルギー分野の商品開発や低燃費タイヤ規制強化対応した商品の開発・上市 例2. 電気⾃動⾞⽐率増に伴うタイヤ商品開発・上市 例3. 電気⾃動⾞⽐率増に伴う商品開発（燃料電池、⽔素ガス⾼圧ホースなど） 例4. タイヤ空気圧管理の法令規制に伴うタイヤ内圧監視装置が義務付け 例5. タイヤ空気圧管理の法令規制に伴うタイヤ内圧漏れの少ないタイヤ内⾯素材
気候変動が事業に及ぼす財務上の機会

2010年度活動報告コーポレートガバナンスとコンプライアンス環境保全環境マネジメント環境貢献商品温室効果ガス排出量の削減資源の有効活⽤／廃棄物の削減化学物質の管理／⽔・⼤気・⼟壌への排出対策⽣物多様性お客さまと共に従業員と共に取引先と共に株主・投資家と共に社会と共に



2. 物理的影響による重⼤な機会⽔位上昇に対する海洋関係商品のニーズ顕在化と商品開発。家屋内温度上昇緩和シール材、屋上遮温材などの商品開発。洪⽔対応⼯事⽤重機関連資材（例：⾼圧ホース、コンベアーベルト類、⼤型建機タイヤ）提供。3. 上記以外の重⼤な機会環境貢献商品(気候変動を緩和する商品)の売り上げの拡⼤。気候変動の緩和・適応は世界的課題であり、経営がグローバル化しているため、連結ベースでの売り上げ増加が⾒込まれます。 ページTOPへもどる
国の地球温暖化防⽌「国⺠運動」（チャレンジ 25）に参加しています。チャレンジ25の⼀員として、6⽉の環境⽉間と2⽉の省エネルギー⽉間に社⻑メツセージを掲載しているほか、クールビズ、ウォームビズの全社展開を図っています。また、2010年度もCO2削減／ライトダウンキャンペーンに参加しました。本社、タイヤ販売会社、直営タイヤショップ、⼯場などあわせ、733拠点がライトダウンを実施しました。 ページTOPへもどる
地球温暖化防⽌「国⺠運動」への参加

国内横浜ゴムグループの温室効果ガス排出量は、2008年度から2010年度の3年間平均で基準年※1⽐、実排出係数※2では16.3％削減、調整後排出係数※3では19.0％削減となり、京都議定書の⽇本国削減目標を上回りました。※1 基準年：1990年を原則としていますが、京都議定書に準じてHFC、PFC、SF6は1995年としています。 ※2 実排出係数：電⼒会社が電⼒1kWhを作るのに発⽣するCO2量 ※3 調整後排出係数：実排出係数に京都メカニズムクレジットを反映した係数※ 温室効果ガス（GHG）の算定⽅法：環境省・経済産業省発⾏の「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル」に準拠しています。なお、2010年度の電⼒購⼊からのGHG算定は、環境⼤⾂公表の契約電⼒会社別実排出係数と調整後排出係数を使⽤しています。国内横浜ゴムグループの温室効果ガス総排出量と基準年との⽐較（実排出係数）

※ 目標年度は08年度〜12年度の平均です。京都議定書と同じです。 2010年度の温室効果ガス排出量の物質別内訳

国内外グループ会社の温室効果ガス排出量

％2010年度ｴﾈﾙｷﾞ-起源のCO2 98.35非ｴﾈﾙｷﾞ-起源のCO2 1.56CH4 0.02N2O 0.08HFC 0PFC 0.001SF6 0総温室効果ｶﾞｽ 100



国内横浜ゴムグループの温室効果ガス総排出量と基準年との⽐較（調整後排出係数）

※ 目標年度は08年度〜12年度の平均です。京都議定書と同じです。 

国内⽣産事業所の温室効果ガス排出量の⽣産⾼原単位は、実排出係数で基準年⽐85.9％削減となり、2009年度⽐3.8％改善しました。また、調整後排出係数では81.4％削減となり、2009年度⽐4.4％改善しました。国内⽣産事業所の温室効果ガス排出量と⽣産⾼原単位指数（実排出係数）

国内⽣産事業所の温室効果ガス排出量と⽣産⾼原単位指数（調整後排出係数）

2010年度の国内外グループ会社全体の温室効果ガス排出量は、631千トン－CO2で、占める割合は国内が53％、海外が47％となりました。2010年度、海外⽣産事業所については、天然ゴム加⼯⼯場の1拠点を拡⼤しました。

％2010年度ｴﾈﾙｷﾞ-起源のCO2 98.25非ｴﾈﾙｷﾞ-起源のCO2 1.65CH4 0.02N2O 0.08HFC 0PFC 0.001SF6 0総温室効果ｶﾞｽ 100



国内外グループ会社の温室効果ガス排出量

ページTOPへもどる
2010年度は、地球温暖化対策委員会に抜本的技術⾰新を進めるため、新たにタイヤ・MBの技術部門より2つの分科会を結成し、仕様段階からの省エネ活動の検討を本格的に開始しました。国内⽣産事業所のエネルギー原単位は、⽣産量の回復と省エネ活動の効果で2009年度⽐3.9％改善しました。国内⽣産事業所のエネルギー使⽤量と⽣産⾼原単位指数

ページTOPへもどる

国内⽣産事業所の省エネルギーの取り組み

横浜ゴムは、特定荷主に該当しているため、製品・半製品・産業廃棄物等法律で定める所有権の範囲において、CO2排出量およびエネルギー使⽤量等の管理ができる集計システムを構築し、削減対策を⾏っております。取り組みとしましては毎年、エネルギー消費原単位1％改善を目標に削減活動を展開しており、CO2排出量に関しましては、⻑期目標として2020年度までに25％削減（2006年度⽐）を目指しています。 ページTOPへもどる
物流におけるCO2排出量 物流の取り組み

横浜ゴムグループは、2010年度のCO2排出量およびエネルギー原単位の削減に向けた取り組みとして、モーダルシフトの拡⼤やタイヤ製品輸送での内航船の活⽤、産業廃棄物輸送量の削減を推進しました。モーダルシフトの拡⼤におきましてはタイヤ部門にて、国内の特定地域（札幌、福岡、仙台）への製品の輸送でフェリー便利⽤を約3％拡⼤し、MB部門でもJR便、フェリー便利⽤を約2％拡⼤しました。タイヤ製品輸送での内航船の活⽤に関しましては、中部圏から仙台へのスノータイヤの輸送で、内航船を活⽤し、産業廃棄物輸送量の削減におきましては発⽣量削減をタイヤ・MB⽣産環境部会と連携をとり、輸送量を2009年度に⽐べ8％削減しました。 ページTOPへもどる
輸送エネルギーの効率化

下記の事例の省エネルギー活動を⾏いました。これらの活動の結果、削減できたエネルギー量は約4,700kl/年となりました。
再⽣可能エネルギーの導⼊再⽣可能エネルギーの導⼊をしました。2010年度は平塚製造所に10kW級、海外の中国⼯場に70kW級の太陽光発電システムを導⼊しました。今後もさらなる再⽣可能エネルギーの導⼊を計画しています。

2010年度の取り組み事例



国内平塚製造所の太陽光発電システム

海外中国⼯場の太陽光発電システム

シリコン系耐熱素材を使った保温材による省エネ現場改善2007年より三重⼯場では、蒸気配管周りに保温材を取り付ける「現場改善〜地道な⾦をかけない省エネ活動」を開始しました。新城⼯場では、各職場での創意⼯夫をさらに取り⼊れ、⼯場⼀丸の省エネ改善を進めています。⽣産事業所全体の累計では、取り付け枚数が5万枚を超過しました。

ページTOPへもどる「ヒート・テック・レディース」が創りだす保温材既製品の保温材では、各設備の配管等の寸法に合ったサイズがありません。保温材の製作・取り付け作業は、(1)現場・現物の採寸⇒(2)断熱材の裁断⇒(3)カバー材の裁断⇒(4)ミシン縫製⇒(5)保温材の現場取り付けと進みます。市販品の保温材の購⼊⾦額に対して、社内で製作すると5分の1のコストででき、⼤幅なコスト低減の効果が出ています。これら(1)〜(4)の作業は、ミシンの縫製作業等の⾼い技量を持った⼥性４名集団；愛称「ヒート・テック・レディース」が適正サイズの保温材を作っています。写真は、器⽤に保温材にミシンをかけている「ヒート・テック・レディース」の⽅です。⼯業⽤ミシンをかけている作業風景



保温材の取り付け設備点検・メンテナンスの時には保温材を簡単に取り外せなければなりません。従来は、設備点検・メンテナンスの時に取り外しをすると保温カバーなどが壊れてしまい、付け直しが難しい⾯があり、保温材を取り付けない状態で放置していることもありました。マジックテープを上⼿く使い、設備点検・メンテナンス時の取り付け、取り外し作業を簡単にできるようにしました。保温材の形状や取り付け例

保温材取り付け枚数の実績と目標取り付け作業

ページTOPへもどる

温調 配管

2011年3⽉末までに全社では、約5万枚の保温マットを取り付けました。保温材取り付けによる効果推計15A※のフランジサイズを効果算定の代表サイズにし、180℃の表⾯温度が断熱材表⾯で60℃までに断熱されるケースを基準効果算定としています。全社での保温効果は、代表サイズ15A換算・保温材取り付け枚数5万枚で約2000t-CO2の削減と推計しています。

※15A：JIS規格配管の⻑さを表⽰しています。外径21.7mmの配管の断⾯積：68.1mm2を代表サイズとしています。 ページTOPへもどるハード⾯の省エネルギー改善事例1. ⾼効率照明器具への更新 2. ファン・ポンプのインバータ化拡⼤ 3. ⾼効率なヒートポンプ空調機への更新4. ⼯場圧縮エアー圧低減 5. LED照明の導⼊拡⼤ 



ソフト⾯の省エネルギー改善事例1. 社内ブラックイルミネーションの継続と拡⼤2. クールビズ（6/1〜9/30）、ウォームビズ（12/1〜3/31）の実施 3. 2⽉の省エネ⽉間に全部門で改善提案の募集4. オフィスのエネルギー管理の強化に伴う、エネルギー監視・解析システムの拡⼤ 5. 改善事例データベース「省エネブルーシート」の推進6. 技術部門による仕様変更（混合時間短縮・加硫時間短縮など）による省エネ活動 本社における省エネの取り組み横浜ゴムでは、⽣産拠点だけでなくグループ全体のビルやオフィスでのGHG削減活動が重要であると考え、その活動を強化しています。また当社が参画する持続的発展のための世界経済⼈会議（WBCSD）から要請のあったEEBマニフェスト（ビル／オフィスでの省エネルギー）に賛同署名し、まずスタートとして2011年2⽉の地球温暖化対策委員会で本社ビルを対象に次の様なチャレンジング目標値を定め、活動を進めています。1. 2009年度を基準年として、2020年にGHG排出量を25%削減する。2. それを達成するために、全員参加型の省エネルギー活動・対策のみならず、照明をLED化するなどの⾼効率照明化、空調設備の改善、建屋の断熱施⼯、OA機器を省エネ化、動⼒機器をトップランナー製品に更新するなどのハード改善を推進する。3. 活動の進捗状況を経営レベルで定期的に管理する。本社ビルの2010年度のGHG排出量は基準年の2009年度に対し8.6％削減を達成しています。 ページTOPへもどる



横浜ゴムCSRサイト TOP > 2010年度活動報告 > 環境保全 > 資源の有効活⽤／廃棄物の削減
横浜ゴムCSRサイト内検索 検索

国内では、フェーズIIの目標（1996年度⽐35％削減）達成を最優先に取り組みました。
国内外グループ⽣産拠点での完全ゼロエミッション達成拠点拡⼤に取り組みました。
廃棄物発⽣量と原単位2010年度の廃棄物※1発⽣量は、18,054トンで2009年度⽐16％増加となり、フェーズII（2009年度〜2011年度）期間内の目標（1996年度⽐35％削減）を達成できませんでした。これは、⽣産量が2009年度より増加したことによります。また、発⽣量原単位（売上⾼当たり）は2010年度⽐1.8％の悪化となりました。2011年度は、2010年度に達成できなかったフェーズII期間内の目標達成に向けて再度チャレンジします。2011年度も製品屑の極⼩化に引き続き取り組みます。※1 通常の⽣産活動に伴い発⽣する不要物で、産業廃棄物、⼀般廃棄物、有価物のすべてを含みます。なお、これ以外に2010年度は目標管理の対象外としている設備などの廃却に伴い1,322トンの廃棄物が発⽣しました。廃棄物発⽣量と原単位推移

国内⽣産拠点における産業廃棄物100％再資源化の達成横浜ゴムでは、2006年3⽉に国内全⽣産拠点で完全ゼロエミッション※2を達成して以来､「産業廃棄物の100％再資源化※3」に取り組んでいます。その結果、2009年度に国内全⽣産拠点で「産業廃棄物100％再資源化」する目標を達成。2010年度も100％再資源化を維持しました。2011年度以降も維持していきます。※2 完全ゼロエミッションの定義：直接埋⽴処分量をゼロにすること。※3 100％再資源化の定義：最終処分量（＝直接埋⽴量＋有効利⽤を伴わない焼却処分量）をゼロにすること。廃棄物の処理フロー

環境保全資源の有効活⽤／廃棄物の削減
廃棄物の削減目標
ゼロエミッション目標
廃棄物削減に関する取り組み

2010年度活動報告コーポレートガバナンスとコンプライアンス環境保全環境マネジメント環境貢献商品温室効果ガス排出量の削減資源の有効活⽤／廃棄物の削減化学物質の管理／⽔・⼤気・⼟壌への排出対策⽣物多様性お客さまと共に従業員と共に取引先と共に株主・投資家と共に社会と共に



中国、フィリピン、タイの⼯場でゼロエミッションを達成国内と同レベルの環境活動を推進するためにも、海外のすべての⽣産拠点においても完全ゼロエミッション達成に向けて活動を進めています。その結果、2010年4⽉に中国杭州のタイヤ⼯場で完全ゼロエミッションを達成したのをはじめとして、フィリピンのタイヤ⼯場、タイのタイヤ⼯場でも相次いで完全ゼロエミッションを達成しました。また、海外の⼯業品⼯場では初めての完全ゼロエミッションを、中国杭州の2つの⼯場で2010年10⽉に達成。これにより2010年度は、アジア地域の5つの⽣産拠点で完全ゼロエミッションを実現しました。2011年度は引き続き、完全ゼロエミッション達成拠点の拡⼤を推進します。廃棄物処理委託における適正処理の管理不法投棄などの不適正処理の未然防⽌を図るため、毎年すべての処理委託先に対して、横浜ゴム独⾃の監査基準に基づく現地監査を実施しています。2010年度は延べ97件の監査を実施しました。その結果、すべての委託先において適正な処理がなされていることを確認しました。PCB廃棄物の保管と処理トランスやコンデンサなどの使⽤済みPCB含有機器を国の法令（PCB特別措置法）に基づき適正に保管、処理を⾏っています。2010年度は、新城⼯場と⻑野⼯場で計16台のPCB含有機器の処理が完了しました。2011年度以降も早期登録をしているPCB含有機器について、引き続き適正に保管し、処理可能の連絡を待ちます。 ページTOPへもどる
非⽯化原料を積極に採⽤天然資源の使⽤を拡⼤するため、脱⽯油系原料の採⽤を進めています。その⼀環としてタイヤに使⽤する材料にシリカを⼤幅に採⽤しています。2010年度の使⽤量は、2004年度から年々、⼤幅に増加しています。再⽣ゴムの使⽤⽐率を拡⼤環境負荷低減の⼀環として、「低燃費タイヤ」や「リトレッドタイヤ（更⽣タイヤ）」といった「環境貢献商品」の開発を積極的に推進しています。タイヤ原材料における3R（リデュース、リユース、リサイクル）活動の取り組みも推進し、⾃社内で⽣産している再⽣ゴム（以下、リサイクルゴム※1）および市販の再⽣ゴムの使⽤の拡⼤を進めています。使⽤⽐率拡⼤のためには配合・加⼯技術とともに原料の加⼯技術開発も必要です。2010年度の再⽣ゴム（リサイクルゴム＋市販再⽣ゴム）の使⽤⽐率は、2008年度実績の0.88％（当社検収実績よる新ゴム使⽤量に対する⽐率）の約2倍に達する⾒込みです。再⽣粉末ゴムの使⽤拡⼤は、3R（資源の有効活⽤）や環境負荷低減と共に、原材料のコスト低減にもつながります。※1：⾃社内で⽣産した再⽣ゴムの呼び名リサイクル由来の使⽤原材料の割合2010年のタイヤ製品の⽣産における、再⽣ゴムの消費⽐率はタイヤ業界全体で1％です。2010年 ⾃動⾞タイヤ・チューブ⽤原材料消費実績

JATMA（⼀般社団法⼈ ⽇本⾃動⾞タイヤ協会）ホームページ掲載データより ページTOPへもどる

製品原材料における配慮



リトレッドタイヤ事業の取り組み更⽣によるリサイクルタイヤの拡⼤すべての商品がリトレッドを前提として設計されている横浜ゴムのトラック・バス⽤タイヤ。使⽤済みタイヤの溝部分のゴム（トレッド部分）を新しいものに張り替え、お客さまに提供する事業をヨコハマタイヤ東⽇本リトレッド（株）と⼭陽リトレッド（株）にて展開しています。トラック・バス⽤タイヤにおける更⽣タイヤ⽐率は、現在約15％（更⽣タイヤ全国協議会調べ）ですが、資源再利⽤のリトレッドタイヤの需要が⾼まっていく中、より多くのお客さまに対応できるようにサイズの拡⼤とパターンの拡充を⾏っています。トレッド再⽣ゴムの使⽤拡⼤横浜ゴムグループでは、リサイクル原料の有効利⽤にも積極的に取り組んでおり、各種再⽣ゴムのタイヤへの使⽤拡⼤に⼒を⼊れてきました。粉末再⽣ゴムは廃タイヤを粉砕した粉状リサイクルゴムで、通常⼤半が熱利⽤されている廃タイヤを利⽤した、省資源化、資源循環に⼤きく寄与している再⽣原料です。従来、粉末再⽣ゴムは粒径が⼤きく、ゴムに配合すると物性が低下するためタイヤ⽤途に使⽤することが困難でした。しかし、横浜ゴムでは、微粉末グレードを配合して物性低下を抑えることができる配合技術を確⽴し、この粉末再⽣ゴムを配合したタイヤの量産を2009年2⽉より開始しました。そしてこの2年間で、粉末再⽣ゴムの使⽤を拡⼤したことにより、横浜ゴム全体の各種再⽣ゴム使⽤量⽐率は2倍（2008年⽐）に拡⼤しました。現在、粉末再⽣ゴムは、国内ならびに⽶国にて、PC、TB、ORのトレッド・ライナーを中⼼にした各種コンパウンドに使⽤されるまでに拡⼤してきましたが、各海外⼯場での展開も順次進めており、今後、粉末再⽣ゴムを使⽤したタイヤの⽣産を全世界で推進していきます。粉末再⽣ゴムを使⽤する資源循環

再⽣ゴム使⽤量⽐率推移※1

※1 当社検収実績による新ゴム使⽤量に対する⽐率使⽤済み加硫ブラダーを原材料として再利⽤使⽤済み加硫ブラダー※2を、タイヤ製品などの原材料として再利⽤するリサイクルゴムの量産化技術を確⽴し、2007年に業界で初めて⾃社内での量産化を開始しました。処理設備に導⼊した⼆軸スクリュー押出機によって⽣産されるリサイクルゴムは、従来技術と⽐べ、より⾼品質なゴム原材料を再⽣できるため、タイヤ製品などの原材料として使⽤しても品質が低下しないのが⼤きな特⻑です。2009年度は発⽣したブラダーゴムの約8割を再利⽤し、産業廃棄物293トンを削減しました。タイヤ製品では主に乗⽤⾞⽤タイヤとトラック・バス⽤タイヤ部材の⼀部に使⽤しています。また、市販の再⽣ゴムは、タイヤ製品以外にコンベヤベルトなど⼯業⽤ゴム製品の原材料の⼀部として使⽤拡⼤を進めており、さらに建設⾞両⽤のタイヤでも採⽤を検討しています。今後も、タイヤ製品や⼯業⽤ゴム製品へのさらなる使⽤拡⼤を進めていきます。※2：タイヤを製造するときの加硫プロセスにおいて使⽤するもので、タイヤを内部から⾦型に押し付けるために風船のように膨らますゴム製の副資材。

2010年度の取り組み事例



ブラダー

ページTOPへもどる
総⽔使⽤量と再使⽤・再⽣使⽤量および⽔循環率2010年度の国内⽣産拠点での総⽔使⽤量は8,478万m3で、その内訳は再使⽤・再⽣使⽤量7,707 m3、取⽔量771万m3となり、⽔循環率は91％を占めています。 総取⽔量2010年度の国内外⽣産拠点での⽔源からの総取⽔量は、918万m3となりました。内訳は、国内拠点771万m3、海外拠点147万m3となっています。国内⽣産拠点での取⽔量削減の取り組み2010年度は⽣産量の回復を⾒込み、2009年度実績の816万m3の3％（24万m3）増を目標として、活動を展開し、結果5.5%削減の771万m3となり目標を達成しました。 2010年度の⽔源からの取⽔量の内訳は、上⽔道量52万m3、河川取⽔量134万m3、⼯業⽤⽔量6万m3、井⼾揚⽔量579万m3でした。⽔資源保全のための主な取り組み1. 設備冷却⽔の循環使⽤化2. 加硫⼯程復⽔の回収3. 貯⽔槽のオーバーフロー防⽌策を実施 4. 上⽔道の節⽔：蛇⼝に節⽔コマを設置 5. 地下配管の漏⽔防⽌策を実施6. ⽇常点検、パトロールの徹底 

海外⽣産拠点での取⽔量削減の取り組み2010年度は⽣産量の増産計画分を⾒込み、2009年度実績の141万m3の15％（21万m3）増を目標として、活動を展開し、結果9%削減の147万m3となり目標を達成しました。 2010年度の⽔源からの取⽔量内訳は、上⽔道量146.9万m3、井⼾揚⽔量0.1万m3です。

⽔源への配慮

国内⽣産拠点 取⽔量推移

2010年度の⽔源からの取⽔量の内訳



海外⽣産拠点取⽔量推移

ページTOPへもどる
2011年度からは、河川への排⽔の⽔質管理からさらに⼀歩進めた取り組みを進めます。初年度の取り組みとしては、三重⼯場の周辺の宮川流域の⽣物多様性調査を実施。これは、従来からの⽔質管理に加え、⽔性底⽣動物、河川⽣息植物や⿃類の⽣態系調査を開始する「⽣物多様性」の取り組みを計画しています。また、三重⼯場以外の各⽣産拠点の周辺河川においては、河川の清掃活動を地域の⽅々と共に引き続き実施していきます。ページTOPへもどる
2011年度の取り組み



横浜ゴムCSRサイト TOP > 2010年度活動報告 > 環境保全 > 化学物質の管理／⽔・⼤気・⼟壌への排出対策
横浜ゴムCSRサイト内検索 検索

環境保全化学物質の管理／⽔・⼤気・⼟壌への排出対策
国内外の化学物質規制への網羅的な対応と、部門横断的な化学物質管理体制を構築するため、購⼊品（原材料・副資材・部品）情報の全社共通管理⽅法および購⼊品情報の⼀元管理の仕組みを整備しました。⼀元管理で得られたデータを現在運⽤している化学物質データ社内⼀元管理システム「MS-InC（エムエス・インク）」に追加し、データベースの充実を図っています。また、このシステムを活⽤して、国内外⽣産拠点で使⽤している副資材の含有物質管理を⾏っています。MS-InCの概念図

また、海外⽣産拠点においても、適正な化学物質管理を徹底するため、購⼊副資材・部品について環境負荷物質（SOC）非含有保証体制の整備（SOC非含有エビデンスの整備とMS-InC展開）を進めています。具体的には、2010年度より⾃⼰診断によるSOC管理上の課題の把握と改善活動の取り組みを進め、海外⽣産拠点（6拠点）での診断を完了しました。今後、2013年3⽉までの完了を目処に、残る海外⽣産拠点についても取り組みを進めていきます。これにより、海外⽣産拠点においても国内⽣産拠点と同じSOC管理レベルを維持向上できる仕組みの構築に取り組んでいます。 ページTOPへもどる

化学物質管理体制の整備

排⽔の⽔質管理については、法規制値を順守する上で、法規制値より厳しい「⾃主管理値」を設定し、管理の強化を図っています。2010年度より新たに、環境事故、環境トラブル、環境重⼤ヒヤリ、環境ヒヤリの定義を決めて、運⽤を開始しました。外部に著しい被害を与え、新聞等で報道が取り上げられた場合を「環境事故」としています。2010年度は「環境事故」の発⽣はありませんでした。また、若⼲でも法規制値を超過した場合には、「環境トラブル」、⾃主管理値を超過した場合には、「環境重⼤ヒヤリ」と位置づけし、直ちに是正措置を⾏い、各⼯場への⽔平展開を実施しました。2010年度の「環境トラブル」については、⼀部の⼯場でPHと油分濃度（動植物）で下⽔道基準値を若⼲オーバーし、⾏政への報告と是正処置を⾏いましたが、外部に著しい被害を与えるような事象はありませんでした。また、排⽔量の削減では、⽔使⽤量の削減対策に伴い、排⽔量は2009年度より6.2万m3削減しました。三重⼯場は桧尻川、三島⼯場は御殿川、新城⼯場は野⽥川、新城南⼯場は⿊⽥川、茨城⼯場は園部川に排⽔しており、各⼯場の平均は、BOD濃度で2.1mg/l、COD濃度で2.7mg/lと低く、また、BOD負荷量は10.2トン、COD負荷量は13.2トンで河川への影響はありませんでした。なお、下⽔道への直接排⽔に切り替わった事業所は調査対象外としています。

排⽔量の削減と⽔質管理の強化

2010年度活動報告コーポレートガバナンスとコンプライアンス環境保全環境マネジメント環境貢献商品温室効果ガス排出量の削減資源の有効活⽤／廃棄物の削減化学物質の管理／⽔・⼤気・⼟壌への排出対策⽣物多様性お客さまと共に従業員と共に取引先と共に株主・投資家と共に社会と共に



⾔葉の定義
� 環境事故

� 外部に著しい被害を与え、新聞等で報道が取り上げられた場合。 
� 環境トラブル1. ⼤気・⽔質測定で規制値を遵守できなかった場合。 2. カーボン、廃油、溶剤等の汚濁物質が⼯場敷地外へ⾶散・流出した場合。3. 騒⾳、振動の⾃主測定値（参考値）が規制値を満たしていない場合。 4. 各サイトの環境管理責任者が環境事故と判断した場合。
� 環境重⼤ヒヤリ 1. ⾃主管理基準を超過した場合。 2. 廃油、溶剤等の汚濁物質が排⽔⼝へ流出した場合。3. 各サイトの環境管理責任者が環境重⼤ヒヤリと判断した場合。 
� 環境ヒヤリ1. 上記の環境事故、環境重⼤ヒヤリ以外の軽微な液体の流出、粉体の⾶散を⼯場敷地内で起こした場合。2. 液体の流出、粉体の⾶散を起こしそうになった場合、または予想される場合。 

ページTOPへもどる

排⽔量の推移 BODとCOD負荷量の推移

規制値を順守する上で、⾃主管理値を設定し管理の強化を図っています。2010年度より新たに、環境事故、環境トラブル、環境重⼤ヒヤリ、環境ヒヤリの定義を決めて、運⽤を開始しました。⾃主管理値を超過した場合は、環境重⼤ヒヤリと位置づけして、是正措置を⾏うように取り決めています。なお、2010年度は、⾃主管理値の超過が3件ありました。また、⼀部の⼯場で⾃主管理値を⾒直ししました。NOxおよびSOxの排出量と⽣産⾼ 原単位NOxおよびSOxについては、排出濃度で管理しており、法規制値は順守していますが、⾃主管理値については2件オーバーし是正を⾏いました。2010年度は、⽣産量の増加によりNOxおよびSOｘの排出量ともに、2009年度に⽐べ増加しましたが、⽣産⾼原単位はともに若⼲減少しました。SOx排出量は、2006年度以降燃料転換（重油からガス）を⾏い、⼤幅な削減を実現しました。

ページTOPへもどる

⼤気管理の強化

NOx排出負荷量と原単位 SOx排出負荷量と原単位

オゾン層破壊物質としてモントリオール議定書で規制されているフロン-141b（HCFC-141b）を⾦属の洗浄⽤として使⽤していましたが、洗浄⽅法を改良し、2007年9⽉にその使⽤を全廃しました。それ以降、オゾン層破壊物質の使⽤および排出はありません。 ページTOPへもどる
オゾン層破壊物質の排出



国内７⽣産拠点に観測⽤浅井⼾を設置し、定期的に⽔質検査を実施しています。（⻑野⼯場は⽔脈位置が深いため、直接⼟壌分析を実施し、尾道⼯場は海上埋⽴地のため、浸出⽔の分析を実施しています）2010年度も⼟壌汚染対策法の規制物質に関する基準を全てクリアしています。また、過去に地下⽔の塩素系有機溶剤に関する基準を上回った平塚製造所では現在も曝気浄化処理を継続中で、地下⽔中の濃度は地下⽔環境基準を下回っています。 ページTOPへもどる
⼟壌汚染への対応

廃棄物焼却炉のある三重⼯場では、年に1回定期的に濃度を測定しています。2010年度も規制値をクリアしました。三重⼯場のダイオキシン類測定結果

ページTOPへもどる

ダイオキシン類への対応
事業所名施設名称 項目 規制値 2010年度実績値 法律名称等三重⼯場 排ガス （ng-TEQ/m3Ｎ） 10 0.001 ダイオキシン類焼却炉 排⽔ （pg-TEQ/L） 10 0.001 対策特別措置法焼却残渣 （ng-TEQ/g） 3 0⾶灰 （ng-TEQ/g） 3 0.18
国内改正化審法への対応化審法※1の改正に伴い、１t/年以上製造・輸⼊している化学物質の届出が義務付けられました。この改正への対応として、当社が輸⼊している化学物質の数量や⽤途などについて届出を完了しました。※1化審法：化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（2011年より既存化学物質等の届出開始。）欧州化学物質規制への対応EUにおけるREACH規則※2、CLP規則※3に対応して部門横断的に組織したREACH分科会を中⼼にREACH／CLPの対応に取り組んでいます。REACH規則での登録対象に該当する化学物質（２物質）について2010年11⽉に本登録が完了しました。また、認可物質であるDEHP（フタル酸ジニエチルヘキサン）、BBP（フタル酸ブチルベンジン）について、リスク管理の⾯から代替品への切替えを進め、⼀部の仕様を除き切替えを完了しました。また、サプライチェーンでの調達先に対して、個々の原料ごとにREACH規制で要求されている登録の実施意向調査を実施しており、その調査結果に基づき登録漏れが⽣じないよう対応しています。今後もサプライヤーとともにREACHへの着実な対応を進めていきます。CLP規制対応としては、欧州向けに販売している製品の品番ごとに、販売数量や⽤途情報および、含有化学物質に関する物質情報（物質番号や含有率など）をまとめ、届出物質について届出を完了しました。※2 REACH：欧州における化学物質の登録、評価、認可および制限に関する規制※3 CLP規則：欧州における物質と混合物の分類、表⽰、包装に関する規則重⾦属（ELV）指令への対応鉛、六角クロム、カドミウム、⽔銀の4化学物質（SOC）の全廃に向け、調達先と協業してこれら重⾦属を含まない原材料や副資材、部品の採⽤を進めてきました。2010年度は2007年度からの継続により、新たに使⽤する銘柄について４物質の非含有データ保証を完了しました。また、国内外の⽣産事業所に対して社内管理標準の運⽤によるSOC管理体制を強化しています。 ページTOPへもどる

法規制への対応



排出量の上位を占める揮発性有機溶剤（VOCs）の削減に取り組み、2010年度は⽣産量12％増に対し、前年度⽐1.7％減を達成しました。これは、溶剤回収設備の導⼊・稼動や、今まで⼤気へ排出していたVOCsの⼀部を回収することによるもので、今後も継続して排出量の削減を推進します。VOCs総排出量と⽣産⾼原単位

棒:総排出量(排出量＋移動量)、単位[トン]線:⽣産ゴム量当たりの排出量[kg/トン]
� 原単位算定式=総排出量/⽣産ゴム量 
� PRTR対象外のゴム揮発油を含む
� 総排出量=排出量＋産廃として処理される量(PRTR移動量部分に相当) ページTOPへもどる

VOCsの削減

2010年度のPRTR対象化学物質の排出量および移動量の合計は75.4トンで2000年度⽐79.0％減少しました。特に⼤気排出量の⼤半を占めていたトルエンは、2000年度⽐92.4％削減しました。トルエン排出量と⽣産⾼原単位

※ PRTR＝化学物質排出移動量届出制度。有害性のある化学物質の発⽣源と排出量を把握し、公表する制度。 ページTOPへもどる

PRTR※対象化学物質の削減
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環境保全

⽣物多様性

2008年6⽉に「⽣物多様性基本法」が公布・施⾏され、翌年2009年には⽇本経団連から「⽣物多様性宣⾔ ⾏動指針とその

⼿引き」、環境省からは「⽣物多様性⺠間参画ガイドライン」が発表されました。横浜ゴムはその趣旨に賛同し、⽣物多様

性に関する取り組みを全社的に推進するため、「横浜ゴム ⽣物多様性ガイドライン」を制定しました。

基本⽅針

私たちは、⾃然が⽣み出す恵みに依存して事業を営んでいます。この恵みを⽀える「多様な⽣命のつながり＝⽣物多様性」

が、地球規模で急速に失われていることを認識し、事業活動を通じて⽣物多様性の保全と⽣物資源の持続可能な利⽤に取り

組むことで、豊かな⾃然を未来の世代につなぎます。

⾏動指針

1. 経営課題としての認識

横浜ゴムは、⽣物資源を直接利⽤し、また⽣物多様性に影響を与える事業活動を⾏っていることから、⾃然の恵みの重

要性と危機を認識し、⻑期的な視点で⽣物多様性の保全に取り組みます。

2. 社員の全員参加

⾃然の恵みに対する社員の意識を⾼め、すべての社員が業務や地域社会で⽣物多様性保全に貢献します。 

3. ⽣物多様性への影響の把握と低減 

事業活動が⽣物多様性に及ぼす影響を把握し、その影響を回避または最⼩化することに取り組みます。 

4. サプライチェーンを通じた⽣物多様性保全

⽣物多様性保全は、資源の採取段階における配慮が重要であることを踏まえ、サプライチェーンにおける関係者との連

携を通じて、資源採取地の⽣物多様性保全に貢献します。

5. ⽣物資源の持続可能な利⽤

⽣物多様性の保全に関わる知⾒を収集し、技術開発、設計・⽣産プロセスの⾰新や、バリューチェーンにおける⽣物多

様性保全への取り組み等を通じて、⽣物資源の持続可能な利⽤に取り組みます。

6. 情報の共有とコミュニケーション

⽣物多様性保全に関する情報や社会要請の把握に努め、⾃らの活動成果を積極 的に開⽰し、顧客や地域社会、NGOや⾏

政など、ステークホルダーとの対話と連携を推進します。

ページTOPへもどる

⽣物多様性ガイドラインの策定

横浜ゴムでは、事業活動が事業所（国内15カ所、海外15カ所）の周辺環境の⽣物多様性に影響を与えていないかを確認する

ため、事業所周辺予備調査を開始しました。この調査では、各事業所の周辺に豊かな⾃然が存在しているかどうかを確認

し、豊かな⾃然が存在する地域に隣接する事業所を絞り込むものです。今後は、これらの周辺環境の⽣物多様性への影響を

調査し、課題を明確化した上で、必要な取り組みを進めていきたいと考えています。2011年4⽉からは、三重⼯場周辺地域

の宮川中流域、下流流域、桧尻川流域の現状調査を開始。2011年12⽉までに合計３回の調査を⾏う計画を策定していま

す。

当社では、創⽴100周年を迎える2017年までに、国内外の⽣産拠点に潜在⾃然植⽣に基づく約50万本の苗⽊を植える

「YOKOHAMA千年の杜」プロジェクトを、横浜国⽴⼤学名誉教授 宮脇⽒の指導の下、地域の皆さまとともに協⼒し、進

めています。この「YOKOHAMA千年の杜」が、⽣物多様性の観点でも豊かな森となっていることを確認するため、⾶来す

る⿃類の⽣息状況調査を⼀部の事業所で開始しました。

また、当社は、天然ゴムをはじめとした⽣物資源や⾦属・鉱物資源などを利⽤して事業活動を⾏っています。その中で、天

⽣物多様性保全への取り組み
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然ゴムは東南アジアの農園で⽣産されており、地域の⽣物多様性に影響を与えていると考えられています。このゴム農園は

家族経営などの⼩規模な農園が多く、現地の天然ゴムの加⼯会社や複数の中間流通業者などを経て、当社が調達していま

す。そのため、当社がサプライチェーンの最上流にあるこれらの農園等の取り組みにかかわり、⽣物多様性保全に貢献する

ことは容易なことではありませんが、⻑期的かつグローバルな視点から⾃社の影響⼒の範囲内において、⽣物多様性保全へ

の貢献を進めたいと考えています。

保護地域および周辺地域の現状

各⽣産拠点（国内15、海外15）において、⽣物多様性が豊かな地域に接しているか否かを中⼼にした調査を⾏いました。

調査⽅法は、Googleマップ・GoogleEarthの航空写真で事業所周辺環境の⽬視調査を⾏い、ある程度豊かな⾃然（緑地、河

川）が存在する事業所について個別調査を実施しています。事業拠点別の周辺環境の現状（簡易調査結果）は、以下のとお

りです。本⽂中に出てくる類型については、下記の解説をご参照ください。

1. 三重⼯場

宮川に隣接。宮川の⽔質汚濁にかかわる環境基準類型は、⾃然環境の保全を要する⽔域に適⽤される最も厳しいAA

類型です。河⼝域は⼲潟と藻場は残っており、環境省REDの絶滅危惧種であるアカウミガメの産卵地、コアジサシの

繁殖地となっている⾮常に⾃然度の⾼いエリアとなっています。上流は伊勢神宮の森となっています。現地で⽣物多

様性への配慮を検討するために、専⾨家による調査を開始しました。どのような配慮が必要かを確認します。初回調

査開始に当たっては、県庁、市役所などの⾏政への報告や地元森林組合、漁協、地域住⺠への事前説明を⾏いま

す。

2. 新城⼯場、新城南⼯場

豊川に隣接。豊川は、北設⼭地を源とする中河川で、上流域は急流や渕が多く、ネコギギ（環境省RED、国の天然記

念物）の⽣息もみられます。豊川の環境基準の類型は、⾃然環境の保全を要する⽔域に適⽤されるAAまたはA類型で

す。上流の布⾥堰堤より下流は⽣物Bに指定されています。

3. ⻑野⼯場

天⻯川中流域に隣接。中央アルプスと南アルプスの中央に位置する伊那⾕にあり、隣接する緑地は両アルプスの⿃類

の中継地として利⽤される可能性があります。近場に天⻯⼩渋⽔系県⽴公園や郷⼟環境保全地域の野辺⼭⾃然公園が

あります。天⻯川中流域は環境基準A類型に指定されています。

4. ヨコハマタイヤ東⽇本リトレッド株式会社北海道事業所

隣接する「ウトナイ湖とその周辺湿地」は1981年に⽇本で初めて⽇本野⿃の会がサンクチュアリに指定した湿原

で、1982年には国指定⿃獣保護地域、1991年には「特に⽔⿃の⽣息地として国際的に重要な湿地に関する条約（ラ

ムサール条約）」の登録湿地に指定されています。⽇本野⿃の会のレンジャー4名が常駐しています。

「ウトナイ湖」は、周囲：9km、⾯積：275ha平均⽔深：0.6m淡⽔湖で、周囲の湿原を含めた保全⾯積は約510ha

に及びます。海跡湖で春・秋にはガン、カモ、ハクチョウの冬⿃が2万⽻以上⾶来します。⿃類のほか、キタキツ

ネ、エゾシカ、シマリスなども⽣息しています。環境省REDの絶滅危惧種ヒシクイが渡来します。勇払川上流は類型

AA類型に指定されています。

5. サスラバーカンパニー（SAS）

2kmほどの距離にGrand Riverを介し、五⼤湖であるエリー湖のメンターマーシューステート⾃然保護区とヘッドラ

ンズビーチ州公園に⾯しています。

6. Y.T.RubberCo.Lｔｄ.（YTRC）

周囲は⼀⾯ゴム農園となっており、保全すべき⾃然が残っているかは不明ですが、⽣物多様性が極めて⾼い熱帯林地

区であり、原料調達の背景から配慮が求められるエリアに位置しています。

河川の⽣活環境保全に関する環境基準類型の解説

河川には、⽣活環境の保全に関する環境基準として、AA、A、B、C、D、Eの6段階の類型が環境省により⽰されています。

例えば、AAとAは以下のように説明されています。

また、河川の⽔⽣⽣物の⽣息状況の適応性からみた環境基準として、⽣物A、⽣物特別A、⽣物B、⽣物特Bの４つの類型が

⽰されています。例えば、⽣物A、⽣物特A、⽣物Ｂは以下のように説明されています。

ゴム製造業のバリューチェーンの特徴

多品種の原材料（⼤分類：天然ゴム、合成ゴム、カーボン、各種配合剤、繊維、⾦属）を使⽤し、そのサプライチェーンは

海外を中⼼に全世界に広がっています。

⽣物多様性への影響が特に⼤きいのは、「天然ゴム」と「⾦属」です。天然ゴムは、東南アジアの⽣物多様性が⾼い地域を

切り開いて設⽴された農園で⽣産されています。⾦属は、発展途上国の鉱⼭で採掘されています。

天然ゴムのサプライチェーン

天然ゴムが⽣産されている東南アジア地域（タイ、マレーシア、インドネシア等）は、⽣物多様性が豊かでありながら破壊

の危機に瀕している地域である「⽣物多様性ホットスポット」とほぼ⼀致しており、現地での開発や調達活動では、⾃然保

護の配慮が求められます。

天然ゴムのサプライチェーンは、(1)農園 (2)加⼯業者 (3)複数の中間流通業者 (4)商社などで構成され、農園の開設資

本の多くは地元財閥かマレーシアから来たイギリス企業です。農園の形態は、タイはスモールホルダー（⼩作）、インドネ

シアとマレーシアはプランテーションが主体で、ラオスやミャンマー等にも広がりつつあります。

最上流の加⼯業者と中間業者の多くは、華僑を中⼼とした地元資本で構成されています。利害関係が厳しく、外資の参⼊は

難しいため、原材料のトレーサビリティ確保や単純なCSR調達の展開は容易ではありません。

⽔道1級・⾃然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの。BOD（⽣物化学的酸素要求量）が1mg/l以下、DO（溶存酸素

量）が7.5mg/l以上。

⽔道2級・⽔産1級・⽔浴の欄に掲げるもの。BODが2mg/l以下、DOが7.5mg/l以上。

AA ：

A ：

イワナ、サケマス等⽐較的低温域を好む⽔⽣⽣物及びこれらの微⽣物が⽣息する⽔域。

⽣物Aの⽔域のうち、⽣物Aの欄に掲げる⽔⽣⽣物の産卵場（養殖場）または幼稚仔の⽣育場として特に保全が

必要な⽔域。

コイ、フナ等⽐較的⾼温域を好む⽔⽣⽣物およびこれらの微⽣物が⽣息する⽔域。 

⽣物A ： 

⽣物特A ：

⽣物B ：
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お客さまと共に

お客さまと共に

お客さまの声を⽣かして取り組む品質向上への取り組み

タイヤは使⽤中に消耗し、やがて製品寿命によって交換が必要となる商品です。開発の段階で摩耗テストや摩耗時の性能変

化を評価していますが、それ以外の多種多様なお客さまのご要望に応えるべく、品質向上に取り組んでいます。そのため、

横浜ゴムでは、国内外のさまざまなお客さまの使⽤状況などを把握するためにも、顧客満⾜度調査を実施し、お買い求めい

ただいた商品への評価やご意⾒をいただき、新商品の開発に役⽴てています。タイヤ部⾨、MB部⾨それぞれがお客さまの声

を品質向上に⽣かしています。

関係部⾨が⼀体となって取り組むお客さま満⾜度の向上

商品の発売後、サービス部⾨、品質保証部、製品企画部⾨が分担して各地から情報を集め、ご使⽤いただいた商品の評価を

実施し、データとして蓄積しています。設計業務では、お店での評判などの定性的な情報から、実際に摩耗したタイヤの評

価結果まで、総合的に課題を抽出するよう⼼掛けています。さまざまな部⾨のメンバーが⾃分たちの⾜で集めた情報を持ち

寄るCS（Customer Satisfaction）フォロー会議を通して、企画開発部⾨だけではなく、全社で「より良い商品を作り続け

る」という意識向上に努め、お客さまの満⾜を創造していきます。

お客さまのCSR活動を参考に社内に展開

CSR活動は、サプライチェーンを通して推進していくことが重要です。当社はタイヤ納⼊先であるカーメーカーから、営業

窓⼝を通して「低燃費タイヤの開発」などの要請を受けてきましたが、同様に「CSR活動の推進と展開」についても要請を

受け、それに取り組んでいます。「環境負荷物質の調査」「CO
2
排出量調査」などといった調査のほか、カーメーカー、⾃

動⾞部品業界団体の主催する「CSR活動の推進と活動体制の整備について」｢職場の安全について｣「労務にかかわるコンプ

ライアンス問題」などの研究会・研修会に参加し、その内容を社内活動に⽣かしています。

ページTOPへもどる
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お客さまと共に

安全な製品（品質）ニーズの把握－タイヤ

タイヤ部⾨の品質に関する基本的な考え⽅は、横浜ゴムの企業理念である「⼼と技術をこめたモノづくりにより、幸せと豊

かさに貢献します」に従い、品質マニュアルでタイヤ管掌が「品質⽅針」として明らかにしています。この品質⽅針に基づ

き、⽇々の品質保証活動を継続的に⾏っています。

品質⽅針

ページTOPへもどる

品質保証活動の基本的な考え⽅

我々は、全世界のお客さまが安⼼して購⼊し、満⾜して頂ける品質の商品を継続的に提供します。これによりお

客さまの満⾜のみならず、お客さまの信頼を勝ち取って適正な利益を確保することにより、企業の発展と社会に

貢献します。

タイヤ部⾨の全てのプロセスにおける活動は、お客さまの要求事項 並びに 我々の提供する商品に関連する全

ての規定事項 及びISO9001やISO/TS16949など適⽤される品質マネジメント規格の要求事項に適合すると共

に、より良い仕組みを⽬指して継続的に改善活動を⾏います。

この品質⽅針の実現のため、各部⾨は品質⽬標を定めると共に、その実施状況をレビューし、⽬標の達成を確実

にします。

この品質⽅針を、全ての関連する役員及び従業員へ周知徹底させます。 

国内サービス活動の基本的な考え⽅

タイヤ部⾨の品質に関する基本⽅針については「品質⽅針」によって定められています。タイヤ国内技術サービス部では、

その⽅針に基づきお客さまに満⾜していただき、信頼関係を築くために、常にお客さまの視線に⽴ったサービス活動を展開

しています。

サービス体制

精度の⾼い市場情報の⼊⼿と商品不具合発⽣時の迅速な対応を推進するため、次のような体制を構築しています。

l ⽇本国内6カ所（札幌、仙台、東京、名古屋、⼤阪、福岡）にタイヤ国内技術サービス部駐在員を配置しています。

l ⽇本国内の地域販売会社・営業所（全国398拠点）にわたる資格制度（YFS=YOKOHAMA FIELD SERVICE）※を運⽤
し、サービスネットワークを形成しています。

l ⽇本国内の地域販売会社・営業所に対して講習会や報告会を開催しており、新商品の案内およびサービス⽅針の展開や市

場情報の共有などを図っています。

※ 資格制度（YFS=YOKOHAMA FIELD SERVICE）：タイヤ国内技術サービス部が主催する研修会にて、商品知識やお客さまの苦情に対する商品判定などにつ

いて研修・試験を実施し資格を付与する制度。2010年度の資格保有者は587⼈です。

市場情報⼊⼿と商品への反映

お客さまにご満⾜していただける商品を提供するため、お客さまの声や市場評価を収集・分析後、社内展開し、次期商品へ

反映させる仕組みを構築しています。

国内タイヤサービスにおいての取り組み
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1. 市場情報の収集

販売会社からの情報を基に、タイヤ国内技術サービス部地区駐在員が、お客さまからの聞き取り調査とタイヤの現物調査を

⾏っています。集まった情報は技術連絡書として社内展開し、商品⼒の向上と次期商品への反映を⾏っています。同書発⾏

件数は2009年度の818件に対し、2010年度は673件でした。

お客さまからのご意⾒とフィードバックの流れ

図中の⽮印の細線は情報の流れを、太線は商品の流れを⽰す。

2. お客さま相談室に寄せられた情報の展開

お客様相談室への相談件数の推移

本社に置かれたお客さま相談室は、タイヤに関するお客さまからのお問い合わせに応じており、製品などに対する評価や苦

情の情報収集も⾏っています。⽇々、お客さまに電話やメールで直接対応し、そこで得られた貴重な情報を迅速に社内へ展

開。商品性能の向上やカタログ、ホームページの改善に⽣かしています。また、定期的に（⽉１回と半年に１回）、お客さ

まからの情報を集計・分析、品質問題などの情報を社内に報告し、次期商品への反映を⾏っています。

3. 新商品お客さま満⾜度調査報告会（CS報告会）の開催

新商品の市場評価情報を収集・分析し、開発部⾨とともにCS報告会を実施し次期商品への反映を⾏っています。 2010年度

は計5回開催しました。

市場適合性検証のフロー図

市場啓発活動－お客さま講習会

多くのお客さまにタイヤへの関⼼を⾼めていただき、タイヤの正しい使⽤⽅法を啓発することでお客さま満⾜度の向上につ

なげる活動を実施しています。2010年度はお客さま講習会を114回実施しました。

タイヤ空気充填作業 特別教育

タイヤの空気充填作業に従事する労働者に対して、その事業主は特別教育を⾏うことなどが、労働安全衛⽣規則（労働省

令）によって義務付けられています。



横浜ゴムではタイヤ空気充填作業 特別教育の講師資格を修得したタイヤ国内技術サービス部員、もしくは販売会社従業員が

タイヤ販売店さまや運送会社さまなどに対して、法令に基いた講習を実施しています。

ドライバー向け講習(主にバス会社さまおよび運送会社さま向け)

⼤切な乗客や荷物を扱うプロドライバーの皆さまに対して、さらなる安全運⾏／経済運⾏／輸送品質の向上を図っていただ

くために、タイヤの基礎知識や⽇常の点検管理に関する講習会を実施しています。

昨今は、環境に対する配慮や、経費削減の取り組みに興味を持たれているプロドライバーの⽅が多いので、タイヤと燃費の

関係性についても取り上げています。

タイヤ空気充填作業 特別教育の説明資料

ドライバー向け講習の資料

品質保証活動

1．ISO9001／TS16949への取り組み（品質マネジメントシステムの構築）

⾃動⾞産業における品質保証体制のベースは、ISO/TS16949への適合です。これは世界の主要カーメーカーが要求している

品質マネジメントシステム規格であり、当社がグローバルに事業を展開する上で、必須要件となっています。現在、乗⽤⾞

およびトラック・バス⽤タイヤを⽣産する国内3⼯場、および海外4⼯場で同認証を取得、グローバルに対応しています。

また、各部⾨の管理監督者に対し、内部監査員資格の取得を積極的に推進しており、教育・研修を通じ、2010年度は163名

の新規登録を⾏いました。

国際品質規格の認証取得状況（最新更新年⽉）

(※) 乗⽤⾞⽤タイヤ、トラック・バス⽤タイヤの２⼯場で取得

2．お客さま視点に⽴った品質保証体制の改善

品質保証体制の改善のため、内部品質監査を通じてお客さまの視点で問題点を抽出し、その解決に向けた品質システムのレ

ベルアップに取り組んでいます。

ISO9001 ISO/TS16949

国内

三島⼯場 2010年1⽉ 2010年1⽉

新城⼯場 2010年1⽉ 2010年1⽉

三重⼯場 2010年1⽉ 2010年1⽉

尾道⼯場 2010年1⽉ －

海外

ヨコハマタイヤコーポレーション 2009年12⽉ －

ヨコハマタイヤフィリピン 2008年5⽉ 2010年7⽉

杭州横浜輪胎 2009年10⽉ 2009年10⽉

ヨコハマタイヤマニュファクチャリング（タイ）
(※) 2009年8⽉ 2009年8⽉

蘇州横浜輪胎 2009年4⽉ －



3．品質トップ診断の実施

品質改善活動は、社⻑をはじめとした経営層の⾼い意識が、現場におけるモチベーションを向上させ、さらなる改善活動が

加速、強化できると考えています。そのため、当社では経営層による各⼯場や部⾨に対しての診断を「品質トップ診断」と

して毎年実施しています。

4．⼯場監督者のレベルアップ

タイヤ品質保証部は、現場⼒を強化する活動として、⼯場監督者をはじめ各階層別に品質にフォーカスした教育・訓練プロ

グラムを策定して継続的に実施しており、全⼯場の品質レベルアップに努めています。

5. 開発業務における品質保証活動

商品企画から設計、⽣産に⾄る各ステップにおいて、達成度を評価するためにデザインレビューを実施し、お客さまに確か

な品質の商品をお届けすることに努めています。また、販売開始後にはお客さま満⾜度の状況をフォローし、開発業務への

フィードバックを⾏って、常により良い商品を開発、供給することを⽬指しています。

6. タイヤのライフサイクルを通じた安全性の確保

お客さまに安全で快適な商品をご使⽤いただくために、商品のリコールなどの、お客さまにご迷惑をお掛けするような不具

合が万が⼀発⽣した場合には、早期にお客さまへの通知を⾏い、迅速な対応をさせていただいています。

2010年9⽉には当社の海外⼦会社で、冬季に塩が撒かれる「ソルトベルト」と呼ばれる⽶国の特定地域およびカナダにおい

て、ホイール内部のリムフランジに腐⾷のある状態で乗⽤⾞⽤⼀般市販向けタイヤを使⽤すると、空気圧が徐々に低下する

可能性があることが判明。お客さまに注意喚起する⾃主的サービスキャンペーンを⾏い、必要なお客さまには無料点検を実

施しました。

これからも引き続きお客さまに安全で快適な商品をお届けすべく、努⼒していきます。

ページTOPへもどる

海外サービス活動の基本的な考え⽅

会社の基本⽅針をサービス活動に具現化させるため、「常にお客さまの視点に⽴つサービス活動を実施し、顧客満⾜度・市

場地位の極めて⾼い企業となる事を⽬指す」を基本⽅針としています。

商品開発のための市場適合性検証の実施

商品企画段階からアフターサービスに⾄るまでの各ステップで、以下のような活動を実施しています。

1. 上市前段階：市場モニターの活⽤による新商品の市場適合性検証

2. 上市後：市場品質情報およびお客さま満⾜度調査の実施 

3. 企画段階：市場情報を基に新商品の⽬標を提案

市場適合性検証のフロー図は国内タイヤサービスの取り組みで掲載しています。

全世界をカバーするサービスネットワークを展開

全世界に販売されている当社の商品をお客さまに満⾜して使⽤していただくために、全世界をカバーするサービスネットワ

ークを展開し、以下のような対応を実施しています。

1. 北⽶、中国、欧州、アジア、中南⽶、中東・アフリカの各地域拠点にテクニカルサービス駐在員を配置

2. 地域拠点の下の各販売会社、代理店テクニカルスタッフによるネットワークを構築。⽇本を除く世界各国でのテクニカ

ルサービスに対応

3. 地域、国ごとに商品の使⽤情報、商品に対する要求内容について精度の⾼い情報を収集

海外タイヤサービスにおいての取り組み

テクニカルスタッフの教育

サービスを担うテクニカルスタッフおよびセールススタッフに対し、地域別およびレベル別の教育プログラムを展開してい

ます。

中級編教育テキスト アジア・中近東のテクニカルスタッフへの研修



タイムリーな品質情報の収集

Webを利⽤した品質情報収集システムにより、世界中からタイムリーに品質情報を収集しています。このシステムにより、

世界中から収集した情報は迅速に社内展開され、より良い商品づくりに活⽤されています。

Webを利⽤した情報収集システム

新商品の顧客満⾜度アンケート調査

代表国での顧客満⾜度アンケート調査を実施し、商品開発に活⽤しています。

ヨーロッパ代理店のアンケート結果

ページTOPへもどる
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お客さまと共に

安全な製品（品質）ニ－ズの把握－MB

品質保証活動の基本的な考え⽅

MB部⾨では「⾼品質な商品を常に提供し続けることにより、お客さまの信頼を⾼める」を中⻑期⽅針に掲げています。メー

カーをはじめとする第⼀次のお客さまの満⾜の先に、最終商品をご購⼊いただく⼆次、三次ユーザー、そして当社のMB商品

の周りで⽣活されている⼀般消費者の皆さまの安全を確保し、安⼼していただくことを⾒据え、中⻑期の品質保証体制強化

を推進しています。

MB部⾨－品質保証についての取り組み中⻑期⽅針

⾼品質な製品を常に提供し続けることにより、お客さまの信頼を⾼める

お客さまの信頼を得るための・・・

1. 顧客最優先の視点による組織的な品質経営とモノづくり

2. 品質管理システムの実効化と⾃⽴的な品質向上活動の継続

（1）流出クレームのゼロ化

（2）QCD（品質・コスト・デリバリー）を考慮した品質マネジメントシステムの運営（新拠点・事業での容易な導

⼊）

3. 危機管理体制の整備と継続的な対応

4. 上記⽅針のグローバル展開 

ページTOPへもどる

MB部⾨－品質保証についての取り組み

MB部⾨の業務

MB部⾨は、ホース配管、⼯業資材、ハマタイト、航空部品の商品などを取り扱っています。主要商品は、各種ホースやコン

ベヤベルトなどの⼯業⽤ゴム製品、接着剤や各種シーリング材、航空機⽤燃料タンクや化粧室ユニットなどであり、⾃動

⾞、建機、機体、⾞両、⼯業⽤設備のメーカー、公団、建設会社などがお客さまです。商品は販売会社・代理店を通じてお

客さまに納⼊されます。これらBtoBの商品のほかに、ゴルフ⽤品のようなBtoCの商品も製造・販売しています。これらの商

品について、使⽤する原材料の受⼊検査、混合したゴム材料等の半製品検査、最終製品の製品検査を通して、安全性確保を

徹底するとともに、商品企画段階から設計段階、⼯程設計段階において、設計審査を実施し、設計品質の確保も努めていま

す。

お客さまにかかわる取り組み

2010年10⽉に全国8社のMB販売会社と本社の⼯業品販売部⾨の⼀部機能を統合した新会社「横浜ゴムMBジャパン（株）」

を発⾜。これにより、お客さまにより近い販売会社の営業⼒と、メーカーのバックアップ機能を統合し、⼀体感を持った組

織運営と意思決定のスピードアップを図りました。

2010年度活動報告

コーポレートガバナンスとコンプ

ライアンス

環境保全

お客さまと共に

安全な製品（品質）ニーズの把握

－タイヤ

安全な製品（品質）ニ－ズの把握

－MB

お客さまとのコミュニケーション

（正しく商品を選んでいただくた

めに）

従業員と共に

取引先と共に

株主・投資家と共に

社会と共に



お客さまからのご意⾒とフィードバックの流れ

社内の品質保証活動

1. 危機管理－お客さまへの対応

MB商品の安全問題への対応と体制を明確にし、多様なMB商品群のさまざまな商流に、迅速かつ正確に対応ができるよう、

緊急時の「市場措置対応」要領の運⽤と改定を⾏っています。また、お客さまに提供した商品について、市場で品質上の問

題やクレームが発⽣した場合は、迅速に対応し問題解決を図るとともに、再発防⽌活動を⾏っています。再発防⽌対策につ

いては、定期的に品質監査を⾏い、是正処置の実施状況を確認して有効性を検証しています。

さらに、品質上の問題発⽣を未然に防⽌するため、関連部⾨が集結し市場の品質情報を基にして商品改良につなげる「商品

改良会議」を仕組み化しています。この仕組みを通し関係部⾨が⼀体となってCS向上を⽬指しています。2010年度、製品

の安全性に関する違反はありませんでした。

2. 品質改善活動－お客さまの信頼を確保するための基盤づくり

MB部⾨は、中⻑期⽅針を反映した品質改善計画を⽴案し、活動を推進しています。

1. 事業別に「ISO／TS-」などの国際的な品質マネジメントシステムの認証をベースとした継続的改善を⾏っています。⼯

業品事業本部では、⼯業資材、ハマタイト、ホース配管事業の統合と機能別組織への移⾏を受けて、技術・⽣産・販売

各本部の運営責任を、より明確に規定し体系化した品質保証体制を確⽴し、認証を取得しました。

2. 社内の監査・診断活動は、ＭＢ部⾨のすべての⼯場、技術部⾨、海外⽣産拠点を対象に実施しており、役員による「品

質トップ診断」を含め、品質意識の向上と改善活動の推進を図っています。また、品質基盤の強化を⽬的として、内部

監査員資格取得を推進しており、2011年3⽉現在で約230名が取得しています。

3. グローバル品質保証体制の強化

MB部⾨では北⽶に2社、中国に3社、台湾に１社、タイに1社の海外⽣産拠点があります。商品の企画から販売後の品質保証

体制について、海外⽣産拠点と国内関連部⾨との責任権限を明確にした品質保証活動のルールを要領化し、世界共通品質を

⽬指した活動を展開しています。駐在スタッフおよび現地スタッフ向けの品質教育資料は各⽣産拠点で活⽤されています。



YAAと連携したお客さまのクレーム処理体制

航空部品事業部は、⽶国ボ－イング社の製造している737旅客機向けにラバトリ－モジュール（トイレユニット）を⽣産し

ています。平塚製造所内の航空部品⼯場で⽣産し、最終検査に合格したラバトリ－モジュールのみを⽶国に出荷していま

す。

⽶国ボーイング社で737旅客機の客室内に取り付けられたラバトリ－モジュールは、外観検査や各種機能試験（ライトの点

灯、⽕災警報器、⼿洗い⽔等）を受け、この時に何らかの問題が発⽣すると、問題処置を講じるためにNon-Conformance

Tagが発⾏されます。

品質保証部では、ボ－イング社のウェブサイト（横浜ゴム専⽤サイト）を常時モニタ－し、新規のTagを⾒つけると、直ち

にYAA（YOKOHAMA AEROSPACE AMERICA, INC.）の品質保証担当にe-mailで連絡し、ボーイング社での状況確認や調

査を依頼。YAAの検討、調査結果および社内での検討、調査結果に基づき、必要ならばボ－イング社に異議申請を提出し、

横浜ゴムの信頼向上に努めています。また、⽶国製部品にかかわるトラブルでは、YAAが製造会社での原因究明のフォロ－

や確認を⾏い、ボーイング社に随時状況説明を⾏うことで、当社の信頼向上に努めています。

ページTOPへもどる
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横浜ゴムCSRサイト内検索 検索

お客さまと共に

お客さまとのコミュニケーション（正しく商品を選んでいただくために）

横浜ゴム企業⾏動規範の「社会的に有⽤な商品、サービスを安全性に⼗分配慮して開発、提供し、お客様の満⾜と信頼を獲

得します」には、以下のようにお客さまに正しい商品情報をお届けする、という横浜ゴムの意思が込められています。

より多くの皆さまに当社の商品やサービスや企業活動をご理解いただくために､その広告･宣伝のあり⽅については、常⽇頃

から気を配っています｡全てのステークホルダーにホームページやリリース配信などを通して、最新の情報を正しくタイムリ

ーにお伝えすることを⼼掛けています｡特に当社のホームページは、横浜ゴムおよび関連会社を含む横浜ゴムグル－プ全体の

事業に関する情報を提供するホームページと､国内補修⽤タイヤ／ホース･配管／接着剤／⼯業資材／航空部品／ゴルフ⽤品

などの商品情報提供を強く意識したホームページの2本⽴てとなっています｡また、タイヤ公正取引協議会の会員として､公正

な競争を遵守するべく、同協議会の規約策定からその実⾏、さらには市場における実態調査までを、それぞれのレベルを担

当する委員会に定常的に参加・協⼒し、規約にのっとった広告・宣伝活動に努めています｡この広告に対する考え⽅は海外に

おいても同じです。

商品についてのお問い合わせは、電話だけでなくホームページでも受け付けています。いただいたお問い合わせは担当部⾨

より速やかに対応するよう⼼掛けています。

ページTOPへもどる

基本的な⼼構え・姿勢

広告に対する考え⽅と守るべき規範

お客さまからのお問い合わせへの対応

（社）⽇本⾃動⾞タイヤ協会では低燃費タイヤの普及促進を図る取り組みとして、タイヤの「転がり抵抗性能」と「ウェッ

トグリップ性能」を組み合わせたグレーディングシステム（等級制度）を確⽴し、ある⼀定値を満たすタイヤを低燃費タイ

ヤとして定義づけするとともに、お客さまに対して適切な情報を提供するラベリング（表⽰⽅法）制度を構築し、2010年1

⽉より開始しました。なお2010年度においてラベリングによる性能情報提供で違反事例はありませんでした。

ラベルの⼀例

ページTOPへもどる

商品へのラベリング
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横浜ゴムCSRサイト内検索 検索

従業員と共に

従業員と共に

「⼈を⼤切にし、⼈を磨き、⼈が活躍する場をつくる」という当社の経営⽅針に沿って、多様な⼈材が必要な能⼒を⾝につ

け、それを存分に発揮できる環境を作ります。また仕事と⽣活のバランスをとることのできる職場を⽬指します。そして

GD100の事業戦略、技術戦略を実現することのできる、グローバルに活躍できる⼈材を育成していきます。
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「⼈」についての基本⽅針
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横浜ゴムCSRサイト内検索 検索

従業員と共に

雇⽤

男⼥別従業員数・平均年齢

※連結従業員数：関連会社の⼈員を含んだ⼈数

ページTOPへもどる

雇⽤状況

横浜ゴムグループの地域別従業員数 (単位)

2007年度 2008年度 2009年度 2010年度

⽇本 10,110 10,311 10,531 10,472

海外

北⽶ 1,907 1,821 1,932 2,040

アジア 4,018 4,565 5,024 5,730

欧州 64 75 79 223

合計 16,099 16,772 17,566 18,465
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安定的な新卒採⽤と事業戦略に応じたキャリア採⽤

新卒者は⻑期的視野にたって安定的に採⽤しています。また事業のニーズに応じて経験のある⽅の採⽤（キャリア採⽤）を

しています。

採⽤者数の推移

期間従業員の正社員化

⼯場などで働く期間従業員については、⼀定期間の経験を積んだ⼈を積極的に正社員として採⽤しています。

期間従業員の正社員採⽤数推移

ページTOPへもどる

安定的な採⽤

年度 2005 2006 2007 2008 2009 2010

採⽤⼈数 18 158 214 183 154 131

横浜ゴムでは、従業員が安⼼して過ごせるよう、福利厚⽣施策の整備を⾏っています。住居⾯では、⼊居基準を満たす独⾝

者には寮、家族を伴って転勤する従業員には社宅を準備するとともに、家族を持ち、かつ転勤歴のない従業員には住宅⼿当

の補助を⾏っています。また、各事業所には社員⾷堂を設け、健康に配慮した⾷事を安価に提供するとともに、コミュニケ

ーションの場として、ご当地グルメをテーマにした懇親会を夜間に実施するなど、交流の場としても利⽤しています。⾷堂

は派遣社員、期間従業員も利⽤することができます。そのほか、国内横浜ゴムグループ全体の従業員を対象としたグループ

保険制度などの⽣活⽀援を⾏っています。

退職⾦制度

当社退職⾦は退職⼀時⾦と確定拠出年⾦の⼆つからなり、ほぼ6対4の⽐率になっています。退職⼀時⾦は⼀時⾦⽀給のみで

年⾦⽀給はありません。

ページTOPへもどる

福利厚⽣

企業の発展と従業員の⽣活安定は労使共通の⽬的という認識の下、雇⽤、労働条件、福利厚⽣の広い範囲で労使協議制を築

いてきました。労使協議会は中央労使協議会、事業所単位の地⽅労使協議会のほか各種労使委員会があり、重要な課題を確

認しながら協議を⾏っています。業務変更に関する具体的な事項は前⽉の委員会で協議する⽅式を慣⾏として⾏っていま

す。

組合員／⾮組合員の割合（2011年3⽉現在） （単位：⼈）

ページTOPへもどる

労使関係の状況

組合員 4,938

⾮組合員 560

総計 5,498



横浜ゴムCSRサイト TOP > 2010年度活動報告 > 従業員と共に > 労働安全衛⽣

横浜ゴムCSRサイト内検索 検索

従業員と共に

労働安全衛⽣

安全衛⽣は全ての基本である

管理者と監督者の強⼒なリーダーシップと

全グループ従業員の協⼒の下に

労働災害防⽌と快適な職場づくりと健康づくりをめざす

ページTOPへもどる

基本⽅針

約200⼈に⼀⼈(0.5%)の代表からなる中央安全衛⽣委員会の下に、事業所ごとに「事業所安全衛⽣委員会（法定）」を設置

し、部⾨・職場ごとに「部⾨安全衛⽣委員会」を組織しています。安全衛⽣活動は会社、組合に共通する重要な取り組みで

す。⽇本ゴム⼯業会やゴム労連などでの交流を通じて、他社や他労組との安全情報の共有化を図りながら、労使⼀体となっ

て推進しています。協⼒会社についてもそれぞれの委員会に参加していただき、活動の共有化を図っています。なお、海外

各社は、各国の法律に従って、それぞれに体制を整備しています。

安全衛⽣管理体制図

ページTOPへもどる

労働安全衛⽣推進体制

2010年度の国内休業度数率は前年度の0.30から0.36とほぼ横ばいの結果となりました。発⽣した休業災害は全4件で、その

うち2件は、装置のトラブル処置⼿順に沿わずに⾏ったことによる被災です。このような事故を防⽌するためにも、安全活動

板を使って活動を可視化するなど、職場単位の活動が活発化させて、さらなる安全意識が向上を⽬指しています。今後も、

さらなるレベルアップのために潜在的リスクの発掘から、改善を進めていきます。

労働災害発⽣頻度の状況
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※休業度数率＝（労働災害件数／延べ労働時間）×100万時間

※データはすべて年集計値（1⽉〜12⽉）

※全産業(除く総合⼯事業）、製造業は厚⽣労働省発表統計表「労働災害動向調査」

労働災害発⽣頻度（休業度数率）

ページTOPへもどる

横浜ゴムグループは、安全と防災を⼀層強化するために、国内拠点で次の6つの取り組みを⾏っています。また、国内の全拠

点が参加する「全社安全防災⼤会」を開催。各拠点での安全衛⽣と防災に関する活動事例を共有し、全社⼀丸となって「危

険が取り除かれた職場環境を⽬指す」ことを誓い合いました。

海外ではそれぞれの拠点が安全防災⼤会を開催し、安全への取り組みを推進しています。

1. 労働安全衛⽣マネジメントシステム(OSHMS)の構築

経営者の強い意志と、それが現場にきちんと浸透できる組織体制や管理体制の構築、および危険ゼロを⽬指して、各事業所

で労働安全衛⽣マネジメントシステム(OSHMS)認証取得を進め、2010年度は4事業所で取得しました。

また、各事業所の強み・弱みを把握して改善を進めるために、全社共通の監査項⽬を設定し、国内・海外の安全内部監査を

実施しています。

2. 設備の安全化

災害の「先⼿管理」となるようリスクアセスメントの⼿法を⽤いて既存設備の潜在的危険性の洗い出し・評価を実施し、優

先順位をつけて対策をとりました。また、作業者のアイデアから、トラブルが発⽣したときに⼿を出さずに処理するための

冶⼯具の作成や設備の⾃動化の推進により、安全･安⼼な設備づくりを⽬指しています。

3. 安全な⼈づくり

危険事象を危険と感じられる感性のある⼈づくりを⽬指しています。そのために全員が毎⽇実践するKYT（危険予知トレー

ニング）、全員参加で⾃発的活動であるヒヤリハット摘出改善活動、体感道場の訓練を実施。さらに、監督者が作業者と1対

1で向き合って⼀つ⼀つの作業の意味を理解しながら、より安全な⾏動ができて⾃⽴するまでコミュニケーションを重視した

安全教育を進めました。これらの取り組みを通じて、すべての構内就労者に対して災害防⽌活動の共有化と活性化を図って

います。

4. 快適な職場づくり

作業環境測定による快適な状態に維持するための設備の整備や作業⽅法の改善、維持管理を進めました。また、5S（整理・

整頓・清掃・清潔・躾）活動を基本に、必要なものを必要なときに必要なだけ作るモノづくりを推進しています。

5. ⼼と体の健康づくり

過重労働や過剰ストレスによる健康障害を防⽌するため、労働時間の把握、⻑時間労働者に対する⾯談指導や業務改善など

を⾏っています。またメンタルヘルス活動として、職場による予防管理と相談窓⼝の開設によるケアを実施。特定健康診査

を実施し、特定保健指導対象者への保健指導も開始しました。

⻑時間労働対策・定時退社⽇の設定

安全な職場づくりのための6つの取り組み



事業所ごとに、定時退社⽇を設定して、労働時間短縮に取り組んでいます。

なお、時間外協定の特別条項使⽤時は、事前に内容を労使で確認し、⻑時間労働の定常化がないよう徹底すると同時に、今

後の改善策などをあわせてヒアリングしています。

平均時間外労働の推移

⻑時間労働への対応

在社時間、労働時間を適切に管理し、規定の時間数により、産業医の⾯談や指導等を実施しています。

メンタルヘルス対策

精神科医、専⾨カウンセラーによる⾯談や電話によるカウンセリング、過重労働による健康障害を防⽌するため産業医によ

る⾯談を実施しています。

相談体制と復職⽀援プログラム

メンタルヘルス関連の⻑期⽋勤者の復帰に対しては、本⼈のヒアリングを経て、主治医・産業医・職場と確認を⾏い、⽅

法、タイミング、勤務制約などを審議した上で、計画的に復帰をさせています。また、復帰後についても、本⼈、産業医、

職場の三者で定期⾯談を⾏い、順々に勤務制約を解き、完全に制約条件がなくなるまでフォローをしています。

6. 交通事故の防⽌

各事業所で、交通事故防⽌組織の体制・機能・活動を強化し、特に通勤時の交通⽴ち番などプラカードを持って事故防⽌活

動を継続して実施。また、地元警察署や交通安全関連機関とも協⼒しながら、啓発活動を⾏っています。

ページTOPへもどる

YHアメリカでの取り組み

YHアメリカでは安全な職場環境を第⼀とし、Safety, Health and Wellness Activities（安全・健康・健全活動）のため外

部から専⾨家を招き、客観的でより効果的なアドバイスができるようさまざまな⽀援プログラムに取り組んでいます。

活動内容

1. Physical Therapy(理学療法による怪我等の防⽌活動) 

2. Method to Stop Smoking(専⾨医による禁煙⽀援プログラム) 

3. Weight Watchers(栄養⼠によるダイエットの推進活動) 

理学療法による怪我等の防⽌活動

同⼀作業を⻑時間続けることが原因とされる、筋⾻格系疾患や職場環境に関連する疾患予防のため、理学療法⼠が定期的（1

回／週）に訪問し、各職場でさまざまな健康アドバイスを⾏っています。

例えば、職場環境の観察、効果的なストレッチ運動の推奨、従業員からの問い合わせに対する対応等を⾏っています。従業

員からは職場を離れずにアドバイスを受けられることなどから⾮常に好評です。

理学療法⼠（左）によるオフィスでの作業調査

拠点での取り組み事例



専⾨医による禁煙⽀援プログラム

アメリカでは、⽇本以上に煙草の健康への影響が懸念されています。YHアメリカの「禁煙⽀援プログラム」は、禁煙を希望

する従業員に対して、より効果的な禁煙が⾏えるよう、専⾨医が毎週1時間のカウンセリングに来訪し、直接禁煙を⽀援する

プログラムです。期間は12週間の禁煙プログラムで、これまでに14⼈が完全禁煙に成功しました。当社では、あわせて禁煙

補助薬の⽀援も⾏っています。

栄養⼠によるダイエットの推進活動

さまざまなストレスによる肥満は、煙草と同様にアメリカで深刻な問題になっています。

YHアメリカでは、毎週⽔曜⽇の昼⾷時を利⽤して、体重管理や⾷事のとり⽅などについて、専⾨の栄養⼠がアドバイスして

います。個別に栄養⼠と対話ができるため、プライバシーの⾯でも安⼼と好評です。

低カロリーダイエット⾷品を囲んでのダイエット指導

プログラムの先⽣Joy Morrisさん（写真中央）

ダイエットに成功したMarly Maristany（写真左）

⼈事部マネジャーCourtney Sidor（写真右）

ページTOPへもどる
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従業員と共に

教育・訓練

⼀⼈⼀⼈の成⻑が会社の成⻑をもたらすとの考えに基づき、それを全⾯的にバックアップしています。⾼い達成意欲と幅広

い視野を持ち、周囲に影響を及ぼしながら⼒を発揮していく「プロの⼈材」を育成する教育体系を整備しています。

グローバルな事業展開に必要なマインド、能⼒、スキルの開発や、階層別のリーダーシップ、職場に密着した問題の解決能

⼒、プレゼンテーションや交渉といった個別スキルの開発を図っています。

2010年に導⼊した新⼈事制度GLOBALは、グローバルに活躍できる⼈材の育成を主眼においています。具体的には、新⼊社

員から部⾨⻑クラスまで、７つの階層を設け、その階層を上がるには関⾨を突破することを条件としています。関⾨には、

評価、仕事経験（ローテーション数）、必須研修、語学⼒が含まれており、関⾨をクリアすることで段階的に、グローバル

⼈材として必須の能⼒を⾝に付けられるようになっています。

新⼈事制度GLOBAL概要図
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⼈材育成の⽅針

コアとなる⼈材の育成

新⼊社員ブラザー制度

⼊社2年間を先輩社員が公私にわたってサポートする制度です。すでに20年以上取り組んでおり、当初は新⼈技術者の育成

のために先輩がマンツーマンで指導する仕組みとして始まりましたが、現在では新⼈総合職全員に拡⼤しています。

さまざまな⼈材育成プログラム

2010年度活動報告

コーポレートガバナンスとコンプ

ライアンス

環境保全

お客さまと共に

従業員と共に

雇⽤

労働安全衛⽣

教育・訓練

ワーク・ライフ・バランス

⼈材の多様性

⼈権

取引先と共に

株主・投資家と共に

社会と共に



技術とスキルの蓄積・伝承「⾼度専⾨職」「技能マイスター」

技術の領域でトップレベルの専⾨性を持ち、⾼い成果を上げたスタッフのうち事業強化に必要な⼈材を、技術活動に専念さ

せるため「⾼度専⾨職」として認定しています。また技能系従業員のうち専⾨スキルと知識を⽣かし、後進に指導できる⼈

材を「技能マイスター」に認定し、技能の伝承を図っています。2011年3⽉時点で、⾼度専⾨職17⼈、技能マイスター20⼈

を認定しています。

新⼊社員への海外研修実施

2009年度から、総合職の新⼊社員全員に対し、若いうちに多様な⽂化に触れ、異⽂化への感度を⾼めることを⽬的に、海外

グループ会社での2カ⽉余りの研修を実施しています。

研修参加者の声

・⼥性（研修先：中国 2010/7-2010/8）

世界中で実際に使われている⾃社製品に触れ、また、海外市場の⼤きさを知ることで、グローバル展開の必要性を実感

した。また、⽇本⼈駐在員の下で研修をすることで、駐在員の苦労や実際に海外で働くイメージを持つことが出来た。

・男性（研修先：アメリカ 2010/7-2010/8）

海外で活躍する横浜ゴムの先輩の業務に触れることで、 ⾃分の将来の姿に対するイメージが広がった。また、現地で

⾃社製品が活かされている様⼦をみて世界中で仕事をするチャンスがあることを実感した。

海外赴任者と家族への教育

事業のグローバル化が進み、現在、約100⼈が海外勤務となっており、毎年増加傾向にあります。2009年度からは、海外赴

任前研修を開催し、異⽂化での仕事の進め⽅等の教育を⾏っています。内容は赴任に必要な⼿続き、各地域向けの安全講習

（治安状況や安全確保のための必要な知識）、語学教育、帯同⼦⼥の教育に関する情報などです。

ムダ取り活動のグループ展開

⽣産現場の創意⼯夫発揮を促すため、時間、材料、スペース、在庫などの効率化を⽬指すグループ活動（ムダ取り活動）

を、海外⼦会社も含めた全ての⽣産部⾨で展開しています。改善が実施された件数は次のとおりです。

2010年度実績（完了改善件数）

公的資格取得奨励⾦⽀給

事業運営に不可⽋で、かつ取得するには難易度が⾼い公的資格を従業員に広く取得してもらうため、奨励⾦制度を設けてい

ます。

育成のための個別情報提供（個⼈カルテ）

本⼈および上司が、パソコンを使って職務歴、研修歴、語学⼒などが閲覧できる、個⼈カルテを総合職・⼀般職に公開して

います。経歴を確認し、今後の育成計画を設定するためのアシストツールになっています。
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上期 424件

下期 468件

計 892件

資格名 ⽀給額 

実績件数

2008 2009 2010

ボイラー技⼠1級 20,000円 1 2 4

測量⼠ 100,000円 0 0 2

C2SとはChallenge & Communication Systemの略称で、可能な限り客観的な⼈事情報を持つことで公正な処遇を実現し、

組織と個⼈の活性化を図ろうとするものです。半期ごとに部下は上司と対話をし、課題・役割⾏動の提⽰を受け⾃らの挑戦

課題を設定します。期末には再び対話を⾏って成果と成⻑の確認、評価を受けます。対話を通した上司の適切な指導、アド

バイスにより個⼈は成⻑していきます。 C2SはＹＲＣ単体の全総合職を対象としている。

C2S導⼊割合（総合職／全従業員）：28.0％
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育成を⽬指した⼈事評価制度（C2S）
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従業員と共に

ワーク・ライフ・バランス

育児休業制度

1992年より育児休業規則を設け１歳未満の⼦（⼀定の条件にあてはまる場合は1歳6カ⽉に達するまでの⼦）を持つ従業員

の育児を⽀援してきました。

育児休業制度取得者数の推移（単位：⼈）

介護休業制度

1994年から導⼊し常時介護を必要とする親族を有する従業員の⽀援を⾏っています。また、病気にかかった⼦どもの世話を

するための「⼦の看護休暇」(5⽇間／年度)は⼩学校就学中まで対象範囲を広げています(法定は⼩学校に⼊る前まで)。

介護休業制度取得者数の推移（単位：⼈）

制度による⽀援

2010年度活動報告
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短時間勤務制度

⼩学校⼊学前の⼦どもを持つ者、または介護を必要とする親族を持つ者は、本⼈の希望により短時間勤務制度が適⽤されま

す。また、⼩学校3年までの⼦どもを持つ者には時差勤務制度を設けています。

2010年度より、⼩学校⼊学までの⼦どもを持つ者、要介護の家族を持つ者に対し、希望に応じ2年間転勤を停⽌する地域限

定社員の制度を導⼊しました。

短時間勤務制度取得者数の推移（単位：⼈）

ボランティア休暇制度

2008年から、従業員がボランティア活動に参加しやすい環境を整えるため年5⽇のボランティア休暇を設けました。2011年

6⽉現在、東⽇本⼤震災⽀援のために3名の従業員が取得しました。

裁判員休暇制度

2009年度から、裁判員休暇制度を整備しました。
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セカンドライフセミナー

50代の従業員を対象に、在職時の活性化と定年後の⼈⽣設計⽀援を⽬的として、毎年労使共催で実施しています。内容は横

浜ゴムの退職⾦制度、再雇⽤制度の説明のほか、ライフプランを⽴てることの意義、年⾦制度、資産運⽤のノウハウなどを

事例も含めて説明しています。地域毎の特徴もあり、実施は事業所ごとに⾏っています。
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セミナーなどによる⽀援
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従業員と共に

⼈材の多様性

GD100で掲げた⽬標を達成し、世界で勝ち残っていくために、これまで以上に⼈材の多様性を推進していく必要がありま

す。外国⼈、⼥性、障がい者の⽅も含めた全従業員が、共に明るく⽣き⽣きと仕事をしている職場を⽬指して、取り組んで

いきます。

採⽤にあたっては、⼥性の総合職を積極的に採⽤していきます。

新⼈事制度GLOBALでは、意欲と能⼒がある⽅に、積極的に活躍の場を提供することを⽬的に、事務職から総合職への転換

制度を⼤きく拡⼤しました。2011年4⽉には同制度を利⽤し、41名が転換しました。

なお基本給与に男⼥格差はありません。現在3名の⼥性が管理職層に配置されています。

総合職全体に占める⼥性の割合の推移（2010年度）

⼈事制度GLOBAL職掌制度
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⼥性総合職の積極採⽤

⽶国タイヤ製造販売会社YTCのバージニア州セーラム⼯場（VP）で働く⼥性への⽀援策について同社に勤務するNoriko

Argueさんからの報告です。

ヨコハマタイヤコーポレーション(YTC)での事例紹介
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YTCのVPには約900⼈の従業員が働いていて40⼈が⼥性です。製造現場

では720⼈が働いていて⼥性は24⼈います。⼦育てと家庭を両⽴しなが

ら仕事をする⼤変さは、⽇本もアメリカも同じです。ストレスも⼤き

く、その上、プライベートでも問題を抱えると仕事に⽀障をきたした

り、辞めなくてはいけない状況に追い込まれたりと、悪循環に陥ってし

まうこともあります。このような状況を改善するために、会社が⽤意し

ているいくつかのプログラムをご紹介します。

当社では⺠間企業を通したEAP (Employee Assistance Program)のサ

ポートを受けることができます。専⾨家のカウンセラーのサポートを会

社費⽤で受けられますので⼥性には⼼強いものです。ほかのメンタル問

題のサポートもありますが、⼥性は家庭内もしくはプライベートの問題

を相談する⽅が多いと聞きます。基本的に⼥性は⼈と話すことで癒され

る習性があるのでこの制度はとても有効です。もちろん秘密厳守です

し、会社の⼈事労務担当部⾨などではない組織というのも有難いです。

Flexible Employee benefit Planは、⼦どもの年齢が低いほど⾼額な託

児所や、保健所の費⽤を税⾦控除として認めてもらえる制度です。YTC

独⾃のものではありませんが、会社が導⼊しなくては活⽤できません。

また、ご存知のようにアメリカの医療費は⾼額で、⼩さい⼦どもを抱え

ている家庭の医療費はかなり家計を圧迫しますので、こちらも控除対象

となるシステムを会社が取り⼊れてくれているのはありがたいと思いま

す。

YTC セーラム⼯場の現場で働く⼥性役付の皆さ

ん

VOICE
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ヨコハマタイヤコーポレーション 副社⻑ 桜井光雄

アメリカ社会は特別⼥性に対して優遇しているというわけではなく、平

等という考え⽅が⽇本より進んでいると感じています。そういう意味

で、現場でも作業⻑や職⻑への⼥性登⽤に抵抗がありません。今後、優

秀な⼥性をその能⼒を発揮できるポストへ就かせることをさらに考えて

⾏きたいと思っています。

⽇本では、ようやく総合職にかなりの⼥性が占めるようになってきてい

ますが、転勤や結婚などを考えるとまだまだ抵抗感があるのではないで

しょうか。しかし、⽇本でも3交替職場に⼥性の雇⽤が進んできてい

て、その中には作業⻑候補者も徐々に増えてきています。優秀な⼥性を

作業⻑に登⽤し、会社も側⾯からサポートしていく、そんな形ができる

とよいのではないかと思います。

2006年に導⼊した、60歳定年に達した⼈を再雇⽤する「パートナー制度」の在籍者は2011年3⽉末で約400⼈います。制

度の適⽤条件は(1)本⼈の希望、(2)⼀定の評価基準を満たしていること (3)直近の健康診断で、再雇⽤勤務することに⽀障

がないことが証明されていること、などとなっています。2011年3⽉末時点において定年退職した⼈の70％が制度適⽤とな

っており、後輩たちへの技能伝承や⾼度なスキルを持つ戦⼒として社内で活躍しています。

なお、⾼齢者の雇⽤維持や働き⽅の柔軟性のため、短時間労働制も推進しています。

再雇⽤の推移
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60歳以上の再雇⽤者の活⽤



障がい者雇⽤につきましては、これまで、既存業務内でハンディキャップにかかわらず活躍できる仕事を中⼼に、各事業所

で定期的な新卒受け⼊れをしてきましたが、障がい者雇⽤の幅を広げるにあたり、新たな業務の開発を始めています。事例

としては、セミナーハウスの庶務業務に対し、知的障害をもつ社員の受け⼊れをしています。こうした取り組みを通じ、

2010年通期では残念ながら雇⽤率達成はできませんでしたが、3⽉単⽉では雇⽤率を満たすことができました。

また、今後、国内グループ会社を含む障がい者雇⽤を促進するため、2012年度の特例⼦会社設⽴を⽬指して検討を進めてい

ます。

障がい者雇⽤⽐率の推移
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障がい者の雇⽤

⼈材の多様性の取り組みとして、外国⼈の採⽤についても積極的に取り組んでいます。

なお2011年3⽉末時点では4名の⽇本国籍以外の従業員が管理職層に配置されています。

外国⼈採⽤者数
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外国⼈の採⽤
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従業員と共に

⼈権

コンプライアンス・カード

国内の全従業員に、以下の内容のカードを配布して、⼈権の尊重を確認しています。「私たち（横浜ゴム及びグループ会

社）は、次の⼋原則に基づき、国の内外を問わず、⼈権を尊重し、関係法令、国際ルール及びその精神を遵守するととも

に、社会的良識をもって、持続可能な社会の創造に向けて⾏動します。」

海外においては各⼦会社がこの原則を基にそれぞれの地域にあわせた⾏動規範を設けています。

1. 社会的に有⽤な商品、サービスの提供、お客様の満⾜と信頼の獲得 

2. 公正、透明、⾃由な競争、適正な取引

3. 企業情報の公正な開⽰ 

4. 従業員のゆとりと豊かさを実現

5. 環境問題への積極的取り組み

6. 「良き企業市⺠」として

7. 会社の財産、情報の保護管理

8. 各国各地域の法令を遵守し発展に貢献

セクシャルハラスメント対策

セクシャルハラスメントのない職場づくりの基本⽅針を定め、相談、苦情処理の対応窓⼝を設けて、その体制を社内イント

ラネットの「⼈事コーナー」に掲載しています。2010年度にハラスメントについてのコンプライアンスホットライン（内部

通報制度）への通報は3件あり適切に対応しました。

パワーハラスメント対策

パワーハラスメント解決の⼿引を作成し、相談・苦情処理の対応窓⼝を設けて、その体制を社内イントラネットの「⼈事コ

ーナー」に掲載しています。

また、2010年度、社内各事業所において、⼿引きと実例に基づいた管理者向けハラスメント防⽌セミナーを実施し、120分

の講義を200名が受講しました。2011年度も継続開催の予定です。

グループ会社の労働法・労働慣⾏の調査

毎年、国内・海外グループ会社の労働条件および⼈事CSRに関する調査をして、法令に適しているかを点検しています。

ページTOPへもどる

⼈権の尊重と法令順守
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取引先と共に

取引先と共に

横浜ゴムグループは、取引先と公正かつ公平な取引を基本に、信頼関係を構築して、共存共栄を図り、相互発展を図ってい

ます。特に、CSR活動の取引先への展開、グリーン調達、共同研究をベースとした信頼関係の構築を具体的な課題として活

動を推進しています。

GD100実現の為、以下の基本⽅針に基づき購買活動を⾏います

基本⽅針

ページTOPへもどる

横浜ゴム購買基本⽅針

最適な原材料及び資材、⼯事の調達 

よりよい製品を提供する為に、最適な原材料及び資材、⼯事の調達に努めます

取引の公正、公平

公正、公平で⾃由な競争に基づく取引を⾏います

また、全てのお取引先をグローバルな視点で広く世界に求めます

合理的なお取引先選定

お取引先選定に際しては、お取引先の品質、価格、供給安定性、技術開発⼒及び環境への配慮を総合的に勘

案した上で、経済合理性に基づき決定します

パートナーシップ

お取引先との健全な取引を通じ、対等で公平な協⼒関係を築き、相互理解と信頼性向上に努め、相互発展を

⽬指します

コンプライアンス

購買活動において、全ての関連する法令や社会的規範を遵守するとともに、取引上で得られた機密を保持し

ます

また、社会通念に照らして誤解を招くことのないよう節度ある⾏動を⼼がけます

環境との調和

地球環境への負荷がより少ない原材料の購買に努めます
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取引先と共に

取引先へのCSR活動の展開

取引先とは公正かつ公平な取引を基本として信頼できる相互関係を構築し、CSR推進活動を通してお互いの企業の共存共

栄、レベルアップを図っていきます。

横浜ゴムはグリーン調達、コンプライアンスを包含するCSR活動に取り組み、これを取引先にまで展開していくこととしま

した。CSRガイドラインを取引先に説明するに先⽴ち、社内の関係者にCSR活動についての説明会を開催し、CSRガイドラ

インの内容、公平、公正な取引等に対する理解と周知徹底を図りました。

ページTOPへもどる

CSRガイドライン社内要求部⾨説明会の開催

2010年3⽉に本社、平塚製造所を⽪切りに国内全事業所にてCSR取引先説明会を開催し、約500社の取引先が参加しまし

た。同時に「コンプライアンス」「安全・品質」「⼈権・労働」「環境」「社会貢献」「情報開⽰」「リスクマネジメン

ト」などの項⽬からなる「取引先⾃⼰診断シートによる⾃⼰診断をお願いし、576社からの回答をいただきました。国内と

同様の活動を海外でも展開するため、海外⼯場（タイ、フィリピン、中国）の購買担当者への説明を実施しました。

576社の⾃⼰診断評価点分布

項⽬別分布

CSR取引先ガイドライン説明会
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ページTOPへもどる

CSR取引先ガイドライン説明会（2011年3⽉実施） タイ購買担当者説明会

中国購買担当者説明会
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取引先と共に

取引先との信頼関係を築くために（公平かつ公正な取引先の選定）

取引先は「開かれた取引、公正、公平で⾃由な競争」という考え⽅に基づき選定しています。積極的に新規取引先を採⽤

し、数社からの⾒積取得、オークションによる発注先決定などを積極的に活⽤しています。

ここ3年のオークション開催件数は、220件／年前後で推移しています。これまで公平･公正の観点からオークションの開催

を進めてきましたが、回数管理よりも過去のデータベースを基にしたオークション参加取引先の選定や開催案件の精査等を

機軸とした、より質の⾼いオークションの開催を⽬指しています。

オークション開催件数推移

ページTOPへもどる

オークションの開催

TS16949（⾃動⾞業界を中⼼にした品質に関する規格）への対応、および適正な購買業務や法令遵守、不正防⽌のため、定

期的に要領を⾒直し、拡充を図っています。また、これらを織り込んだ海外⼯場向けの資材購買基本要領も発⾏し、業務を

指導しています。

下請法の遵守と購買業務監査

資材、外注担当者には新⼊時に下請法の社内教育を実施し、その後は定期的に社外の下請法講習会に参加させています。グ

ローバル調達本部は2002年より全事業所の資材・外注部⾨を定期的に巡回し、下請法に定められた事項で違反している事例

がないか業務監査を実施し、法令順守が維持されるように努めています。

ページTOPへもどる

コンプライアンスと海外⼯場指導

環境貢献商品、特に低燃費タイヤや軽量タイヤに最適な合成ゴムおよびスチールコードの開発を合成ゴムメーカーである⽇

本ゼオン、スチールコードメーカーである東京製綱と積極的に推進しています。

また、天然ゴムの産地における資源の有効活⽤、農⺠の労働環境の改善に貢献するため、産地の⼀つであるタイのソンクラ

⼤学と共同研究を⾏っています。

特集記事参照

ページTOPへもどる

取引先との共同研究
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取引先と共に

グリーン調達

横浜ゴムは、取引先と協⼒して、森林資源保護、地球温暖化抑制、リサイクル原料の使⽤、⾮⽯油原料の拡⼤をメイン課題

として、環境に貢献する原材料の開発とその使⽤に取り組んでいます。

森林資源の保護を⽬的に、従来多量に使⽤されていた⽊製パレットや⽊枠を廃⽌。再使⽤が可能な⾦属製パレットやプラス

チック製パレットに変更し、ほぼ完全に切り換えが完了しました。輸⼊原料に関しては、使⽤後のパレットを逆輸出するこ

とになり、コストが発⽣するといった問題がありましたが2009年度下期で完了しました。現在は海外⽣産事業所における同

様の取り組みを推進しています。

また、同じく⽊材が原料となっている紙についても、全社的な紙の使⽤量の削減取り組みにより、購⼊量が⼤きく減少。

2010年度は2006年度⽐で68％となりました。購⼊する紙の種類についても、エコ対象紙を最優先に購⼊しています。

紙購⼊⾦額の推移

ページTOPへもどる

森林資源保護

年度 2006 2007 2008 2009 2010

購⼊⾦額（千円）

対06年度

10,458

100%

10,108

97%

9,206

88%

8,245

79%

7,083

68%

温暖化係数の⾼いフロン134aを、温暖化係数の⼩さいフロンへ切り替える計画があり、川下である⾃動⾞メーカーと川上で

ある原料メーカーと連携し、カーエアコン⽤新樹脂の開発に取り組んでいます。また、原材料輸送、すなわち物流で発⽣す

るCO
2
を削減するために、海外⼯場の原材料の現地調達化を進め、CO

2
排出量の低減に寄与しています。

新フロン対応ACホース⽤樹脂開発

カーエアコンホースの冷媒であるフロン134aは温暖化係数が⼤きく、温暖化係数の⼩さいフロン1234fに切り替えられま

す。従来のナイロン系樹脂では、耐久性が低く、新樹脂の開発が必要となり、樹脂メーカーとの協業を進め、新樹脂を⽤い

たカーエアコンホース開発に取り組んでいます。

輸送に伴うCO
2
排出量の削減（現地調達化の推進）

中国の⼯場において、現地調達化を⼤きく推進しました。また、北⽶の⼯場でも、これまでは現地調達品に切り替えができ

ず⽇本から輸出していた原料も、現地調達品に切り替えることができました。

⼀⽅、東⽇本⼤震災により、東北地⽅の原材料メーカーから購⼊していた原材料をやむを得なく海外原材料に切り替えたた

めに、⼀時的にCO
2
排出量の増加を余儀なくされました。

中国の現地調達率の推移

地球温暖化抑制

蘇州⼯場の現地調達率推移 杭州⼯場の現地調達率推移
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ページTOPへもどる

従来、タイヤのリサイクル原料として、再⽣ゴムが広く利⽤されてきました。しかし、この再⽣ゴムを配合すると物性の低

下が⼤きく、使⽤できるタイヤのパーツが限定されているために、使⽤量にも限界がありました。また、⼀般的に市販され

ている粉末ゴムも再⽣ゴムと同様に、物性低下が⼤きく、タイヤ⽤には、使⽤できませんでした。

横浜ゴムでは、この粉末ゴムをさらに細かくする「微分化技術」を有するアメリカのLehighTechnologies社と共同開発契約

を締結して、粉末ゴムのタイヤへの利⽤研究に取り組んできました。その結果、粉末ゴムを0.180mmに微粉化すると、物

性低下が⾮常に少なく、Lehigh Technologies社の製造コスト（主に電⼒）もそれほど悪化しないことが分かりました。そ

の結果、14種類のコンパウンドに配合することが可能になり、リサイクル原料の使⽤量が⼤幅に増やすことができ、今後は

さらなる拡⼤が⾒込まれます。Lehigh Technologies社もタイヤ廃棄物の利⽤拡⼤が図れ、世界経済フォーラムで認めら

れ、2010年技術パイオニア賞を受賞しました。

リサイクル原料（再⽣ゴム、粉末ゴム）の使⽤量推移

ページTOPへもどる

リサイクル原料の使⽤拡⼤

⽯油依存の原材料からできるだけ早く脱却すべく、主要原材料の⾮⽯油系原料の開発を、取引先と協業しながら開発を進め

ています。

カーボンブラックからシリカへの変換

ゴム製品の必須原料であるカーボンブラックは、⽯油系のオイルまたは⽯炭系（タール系）のオイルを不完全燃焼させて製

造するため、歩留まりも⾼いとは⾔えません。⼀⽅シリカは、その基本原料はほぼ無尽蔵にある砂であるために、カーボン

ブラックと⽐較して、⽯油資源の使⽤を抑えるという利点もありますが、値段が⾼く、ゴムと混合しにくいという⽋点も存

在します。その⽋点を最適なシランカップリング剤の選択と、混合機の開発によって克服することができ、切り替えが徐々

に進んでいます。

カーボンブラックとシリカの購⼊量推移

植物由来のオイルの使⽤

従来、ゴム⽤のオイルとしては、⽯油系のオイルが主流でした。植物由来のオイルは、天然ゴムやSBRなどの合成ゴムとの

相溶性が悪いために、使⽤ができませんでした。取引先との協業で、上記のゴムとの相溶性が⾮常に良い変性オレンジオイ

ルを開発し、⾼グリップオイルとして使⽤することが可能となりました。

ページTOPへもどる

脱⽯油原料
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株主・投資家と共に

株主・投資家と共に

将来の事業展開と経営体質の強化に必要な内部留保を図りつつ、安定した配当の継続を基本⽅針としています。当期の配当

につきましては前期同様1株当たり10円（中間配当4円、期末配当6円）としました。

1株当たりの配当⾦の推移

ページTOPへもどる

配当の基本⽅針
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株主・投資家と共に

積極的なＩＲ活動を展開

証券アナリスト・機関投資家の皆さま向けに決算説明会を開催しています。2006年度下期から四半期決算時にも説明会を実

施しています。

株主・投資家の皆さま向けの専⽤ホームページをリニューアルし、社⻑メッセージ、決算関連情報、中期経営計画のほか、

事業紹介や財務諸表の解説などIR情報を幅広く掲載しています。

株主・投資家の皆さまに中間・期末報告書を配布しているほか、アニュアルレポート（英⽂決算報告書）を発⾏していま

す。また、和⽂版アニュアルレポートも制作し、これらのもの全てをホームページに掲載しています。2008年度からは、決

算説明会の資料を株主・投資家の皆さまによりタイムリーに提供するために、PDFにしてホームページ上で公開していま

す。

証券アナリスト・機関投資家向けの個別ミーティングを⾏っています。

年1回開催の定期株主総会では、さまざまな⼯夫を凝らし株主の皆さまにとって分かりやすい事業報告を⼼掛けています。

ページTOPへもどる

決算説明会の開催

IRホームページでの情報開⽰

IR情報ツールの配布

個別ミーティングの実施

株主総会の開催
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株主・投資家と共に

株主の皆さまの声をお聞きするために

期末報告書の発⾏にあわせて年に1回、株主の皆さまの声をお聞きするアンケート調査を実施しています。2004年度からス

タートし、これまで7回実施しました。株式購⼊の動機や、今後充実が望まれる情報などについての質問に対し、2010年度

は888名の⽅から回答をいただきました。いただいたご意⾒やご要望を参考に2007年6⽉の株主総会から当社の業績・活

動・商品などをビジュアル化して分かりやすくお伝えする映像を放映するようにしました。また、期末報告書をより⾒やす

い構成にするなど⼯夫をしてきました。今後もＩＲ活動のさらなる改善に役⽴てていきます。

株式購⼊の動機（複数回答）

今後充実が望まれる情報（複数回答）
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アンケート調査の実施
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株主の皆さまの声をお聞きするた

めに

社会と共に
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社会と共に

社会と共に

ステークホルダーに与える「快」を増やしていくための取り組みがCSR活動であるとの考えをもとに、⼯場の存在が、その

国・地域社会に「快」を発信できることを⽬指して、地域コミュニケーション活動に取り組んでいます。

各拠点で実施している地域とのコミュニケーションについては、「⼯場・関連会社のCSR」でそれぞれ紹介しています。

なお、2010年度はインフラ整備などの奉仕事例はありませんでした。
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社会と共に

外部からいただいた苦情への対応

横浜ゴムでは国内の拠点において、苦情連絡を受けた場合の対応として、同質・同レベルでの対応と確実な情報を得ること

ができるよう苦情処理対応⼿順書を⾒直しました。

また、苦情連絡を受けた場合には、すぐに情報提供者を訪問し、状況の確認を⾏います。そして、適切に対策を実施した

後、結果をご報告しています。

地域の皆さまからの苦情をゼロに近づけるために、さまざまな対策を⾏っています。

2010年度は、臭気対策として三重⼯場に脱臭装置を増設。騒⾳対策では、定期的に騒⾳測定を⾏い、発⽣源を特定した後、

対策を継続しています。その結果、⽬標10件以下に対し、6件（臭気2件、騒⾳2件、⼤気（ばいじん⾶散）1件、その他

（砂埃⾶散）1件）の結果となりました。

2009年度の4件と⽐較して苦情が増加した内容は、騒⾳とその他（砂埃⾶散）です。

既に発⽣源を特定し対策を⾏いました。また、先⼿管理として環境パトロールの強化を⾏っております。

2011年度は、年間8件以下を⽬標としています。臭気対策については、国内では10年度増設した脱臭装置の効果確認を⾏い

ます。また、海外ではさらに増設の計画をしています。さらに、騒⾳・振動対策では発⽣源の特定ができましたので計画的

に対策を⾏います。

各拠点にいただいた苦情件数と対応

苦情件数の推移

ページTOPへもどる

外部からいただいた苦情への対応

項⽬
⽬指す姿

（2017年度）
2010年度実績 評価 2011年度⽬標

外部苦情 2017年度⽬標ゼロ 6件で⽬標達成（⽬標10件以下） ○ 苦情件数8件以下
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社会と共に

社会からの評価

2010年4⽉〜2011年3⽉までの間に社会から下記の通り、数多くの評価をいただきました。

1．2年連続でヨコハマタイヤ・フィリピンが総合優秀賞を受賞（2010年4⽉）

クラーク特別経済区を運営するクラーク開発公社から総合優秀賞を2年連続で受賞しました。投資、雇⽤、環境経営、労働安

全衛⽣の各⾯における貢献が評価されたもので、名誉ゲストとして出席したグロリア・アロヨ⼤統領から表彰状が授与され

ました。

2010年度に社会からいただいた評価

クラーク開発公社 総合優秀賞とは

ルソン島マニラ北部のクラーク特別経済区に進出した企業の中から、特に経営に優れ、地区の発展に寄与した企業を

クラーク開発公社が選考するもの。2010年は46社の候補の中から6社が総合優秀賞を受賞したほか、環境衛⽣、投資

成績、雇⽤・⼈材経営、新規投資などに関し11社が特別表彰されました。

2．「クラブ・オブ・ザ・イヤー」（ゴルフダイジェストアワード2010）を受賞（2010年4⽉）

PRGR（プロギア）ブランドの「egg（エッグ）」が、ゴルフダイジェストアワード2010のアイアンとエキストラの2部⾨で

「クラブ・オブ・ザ・イヤー」を受賞しました。

ゴルフダイジェストアワードとは

ゴルフ界に⼤きく貢献した⼈物、クラブなどを⼀般ゴルファーの投票をもとに決めるゴルフダイジェスト社主催の

賞。

3．タイヤの低燃費性能を⾼めるインナーライナー技術が⽇本ゴム協会賞を受賞（2010年6⽉）

インナーライナーとは、タイヤの内部に貼り付けて空気漏れを抑制し、⾞の燃費悪化を防⽌する素材です。表彰されたイン

ナーライナーは、樹脂の低透過性とゴムの柔軟性を⾼次元でバランスした新素材で、タイヤの空気漏れを⼤幅に低減すると

ともに、従来品の5分の1の薄さを実現し、軽量化による燃費向上にも貢献しています。

今回は、当社のインナーライナーが「ゴム技術の普及、ゴム産業の発展に⼤きく貢献し、⽇本のゴムの科学技術⼒の優秀さ

を⽰すものである」との評価をいただいての受賞となりました。

ページTOPへもどる

⽇本ゴム協会賞とは

ゴムならびにその周辺領域における科学、技術またはその産業分野の発展に寄与し、その業績が極めて顕著な会員に

対して、（社）⽇本ゴム協会から授与される賞。

4．「BluEarth AE-01」がグッドデザイン賞を受賞（2010年9⽉）

「BluEarth AE-01」はグローバルに展開する新タイヤづくりコンセプト「BluEarth」の第⼀弾商品で、2010年7⽉から⽇

本国内で販売しています。2010年1⽉から始まったタイヤのラベリング制度
※
で「ころがり抵抗性能：AA、ウェットグリッ

プ性能：c」にランクされており、ころがり抵抗を従来品「DNA ECOS」に⽐べ24％低減しつつ、安全性能であるウェット

性能を両⽴しました。同時に、静粛性や乗⼼地など快適性能も⾼めています。こうした優れた地球環境保全への貢献に加

え、使⽤者および周辺⽣活環境など多⽅⾯での負荷低減に積極的に取り組んだ点や、トレッドパターンをはじめとしたエレ

ガントなデザインなどが⾼く評価され、今回の受賞に⾄りました。
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グッドデザイン賞とは

1957年、通商産業省（現：経済産業省）が設⽴した「グッドデザイン商品選定制度」を継承し、1998年に（財）⽇

本産業デザイン振興会がスタートさせた⽇本で唯⼀の総合的なデザイン評価・推奨制度。受賞作品には優れたデザイ

ン性を象徴する「Gマーク」の使⽤が認められます。

5．3Ｒに貢献する2つの取り組みが「資源循環技術・システム表彰」会⻑賞をダブル受賞（2010年10⽉）

「使⽤済み加硫ブラダーの再⽣利⽤による産業廃棄物削減（タイヤ部⾨）」と「2成分形シーリング材⽤産廃対策容器『e-

can』の開発・普及とリサイクルシステムの構築（MB部⾨）」で「資源循環技術・システム表彰」会⻑賞をダブル受賞しま

した。

資源循環技術・システム表彰とは

（財）クリーン・ジャパン・センター主催、経済産業省が後援する、3R分野で最も歴史のある表彰制度。廃棄物の発

⽣抑制（Reduce）・再使⽤（Reuse）・再利⽤（Recycle）＝3Ｒに寄与する優れた事業や取り組みを表彰していま

す。

6．NKSJリスクマネジメント社のエコファンド「ぶなの森」投資候補銘柄選定調査（2010年10⽉）

NKSJリスクマネジメント社のエコファンド投資候補銘柄選定調査において、4年連続で 「最上位Aランク」の評価を獲得し

ました。
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NKSJリスクマネジメント杜「ぶなの森」とは

環境保全意識が⾼く、環境問題に積極的に取り組む⽇本の企業に投資するエコファンド。

7．「ヨコハマタイヤコーポレーション（YTC）」のセーラム⼯場が環境優良プログラムで最⾼ランクE4の認定を取得

（2010年12⽉）

⽶国のタイヤ⽣産販売⼦会社である「ヨコハマタイヤコーポレーション（YTC）」のセーラム⼯場が、バージニア州の実施

する「環境優良プログラム（Virginia Environmental Excellence Program）」で最⾼ランクE4（Extraordinary 

Environmental Enterprise）の認定を取得しました。E4では、E2およびE3の項⽬に加え、1周期分の環境マネジメントシ

ステム運営報告（環境ポリシー制定→活動計画→実施・管理→効果測定・改善→評価）、環境マネジメントテムの外部検

証、環境および地域に対する継続的な活動の進捗報告（3件以上）が求められます。書類審査をクリアした後に現地監査が⾏

われ、E4認定の要求レベルをすべて満たしたことから認定を取得しました。

環境優良プログラムとは

バージニア州と同州に所在する企業・団体が協⼒して環境管理や公害防⽌のレベル向上を図ることを⽬的に2005年7

⽉にスタート。取り組みレベルに応じて、E2（Environmental Enterprise ）、E3（Exemplary Environmental 

Enterprise ）、E4の3段階の参加プログラムがあります。認定を取得することにより、環境貢献企業として社会的に

認知されるほか、公共料⾦減額などの優遇が受けられます。

8．第14回 環境経営度調査ランキング結果（⽇本経済新聞社）（2011年1⽉）

第14回環境経営度ランキングにおいて、製造業 1,776社中 総合順位 45位の評価を受けました。

環境経営度調査とは

⽇本経済新聞社が1997年から実施している調査。企業が温暖化ガスや廃棄物の低減などの環境対策と経営効率の向上

を、いかに両⽴しているかを評価しています。企業からのアンケート結果をもとに、環境経営度スコアを作成し、ラ

ンキング形式で新聞紙⾯に発表しています。

9．海外向けテレビCMが第６回IAA⽇本ベスト広告賞の銅賞を受賞（2011年1⽉）

海外向けテレビCM「Master of the road」は、海外におけるヨコハマブランドの知名度向上と、⽇本の⾼性能タイヤブラン

ドを印象づける⽬的で制作されました。⽇本をイメージさせる鎧武者（サムライ）が、タイヤに跨って氷や桜吹雪など様々

な道を縦横無尽に疾⾛するという⾮常にユニークな設定となっており、誇り⾼きサムライは⽇本の象徴であるとともに、⾼

性能なヨコハマタイヤの化⾝として描かれています。ロシアを中⼼とした海外各国でオンエアされ、特にロシアではサムラ

イ現象とも⾔える⼀⼤ムーブメントを起こし、ヨコハマブランドの認知とイメージアップに⼤きく貢献しました。審査委員

⻑の野末敏明⽒からは、「ビジュアルの⼒強さとスピード感が相まって、商品としての存在感がうまく描かれた作品」とい

うコメントをいただき、企画だけではなくCM作品としてのクオリティの⾼さにも評価をいただきました。

IAA⽇本ベスト広告賞とは

⽇本における国際広告の⽔準を⾼めることを⽬的として、国際広告協会の⽇本⽀部機能を兼ねるIAA⽇本国際広告協

会が主催し、FOXインターナショナル・チャンネルズ（株）の協⼒で実施されています。⽇本から発注あるいはディ

レクションした⽇本の商品やサービスを対象として、海外の広告活動に使⽤された広告CMの中から優れた作品が選定

されています。
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10．環境保全活動が欧州のタイヤ技術展⽰会で表彰（2011年2⽉）

当社の(1)⽣物多様性ガイドライン策定をはじめとした⽣物多様性保全への取り組み、(2)国内外の⽣産拠点に杜を創⽣する

植樹活動「YOKOHAMA千年の杜」プロジェクトの推進、(3)⽣産事業所への太陽光発電システム導⼊による温室効果ガスの

削減、(4)廃棄物削減を⽬指す完全ゼロエミッション活動など、環境負荷低減のための総合的な環境活動が⾼く評価されて

Tire Technology International Awards for Innovation and Excellenceを受賞しました。

Tire Technology International Awards for Innovation and Excellenceとは

過去1年間の実績を基に、設計・製造技術、タイヤ開発技術、環境功労、ベストタイヤメーカー、ベストサプライヤ

ーなど5つの分野で表彰するものです。国際的なタイヤの専⾨家、エンジニア、⾃動⾞関連の研究者などが選考委員

を務めています。

11．カシューナッツ開発で環境賞「Mortimer T. Harvey Award 2010」を受賞 （2011年3⽉）

従来は廃棄していたカシューナッツの殻から抽出したカシューオイルを基に、原料をタイヤの補強部材であるビードフィラ

ー⽤ゴムの組成に採⽤することで、資源の有効活⽤や天然素材使⽤の⾯から環境保全に貢献しています。当該ゴム組成物は

加硫前には剛性が低いためタイヤの成形作業性に優れるとともに、加硫後には⾼い弾性を発揮し操縦安定性の向上などに寄

与。同技術は1991年に⽇本、1993年に⽶国の特許を取得しています。

横浜ゴムが約20年前にカシューオイル製品を利⽤した特許技術を開発、実⽤化することにより、⻑年にわたって環境保全に

貢献した点や、カシューオイルの商業化を推進したことが⾼く評価され受賞に⾄りました。

Mortimer T. Harvey Awardとは

1998年からカードライト社が実施している環境賞。カシューオイル製品や技術の発展を⽬的に、カシューオイルを利

⽤して社会的に貢献した企業や研究者などが表彰されています。

12．横浜ゴムの平塚製造所が「かながわ地球環境賞」を受賞（2011年3⽉）

横浜ゴムグループ全体の植樹活動として展開している「YOKOHAMA千年の杜」プロジェクトで、⼟づくりからどんぐり集

め、育苗、植樹までの⼀連の作業を従業員や地域の⽅々と⾏う⾃前の杜づくりを推進していること、さらに苗⽊を様々な植

樹イベントに寄贈するなど地球環境保全の意識を社会全体で⾼めようとする姿勢・活動が⾼く評価されての受賞となりまし

た。
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かながわ地球環境賞とは

地球環境保全に向けた地域からの着実な⾏動の推進と意識の向上を⽬指し、環境保全に向けて実践的・継続的な活動

を⾏っている団体等に、神奈川県とかながわ地球環境保全推進会議が授与している賞。



横浜ゴムCSRサイト TOP > 2010年度活動報告 > 社会と共に > その他の社会活動

横浜ゴムCSRサイト内検索 検索

社会と共に

その他の社会活動

チャレンジ25キャンペーン

横浜ゴムは2010年1⽉14⽇より展開されている地球温暖化防⽌のための国⺠的運動、「チャレンジ25キャンペーン」に賛同

し、活動に参画しています。

⽇本経団連「⽣物多様性宣⾔」推進パートナーズ

横浜ゴムは「⽇本経団連⽣物多様性宣⾔」の趣旨に賛同し、2009年よりその推進パートナーズとして「⽣物多様性保全」の

取り組みを展開しています。取り組みの基本⽅針、⾏動指針を「横浜ゴム⽣物多様性ガイドライン」として定めています。

⽇本経団連「低炭素社会実⾏計画」

横浜ゴムは「2050年における世界の温室効果ガスの排出量の半減⽬標の達成に⽇本の産業界が技術⼒で中核的役割を果たす

こと」をビジョンとする経団連「低炭素社会実⾏計画」に賛同し、その活動に参加しています。

WBCSD（持続可能な発展のための世界経済⼈会議）

WBCSDは、環境と持続可能な発展に関して、産業界におけるリーダーシップを発揮し、活発な議論と政策提⾔を⾏うため

のグローバル企業のトップによる連合体組織です。横浜ゴムはタイヤが環境と健康に与える影響の可能性に関する調査を⾏

うタイヤ産業プロジェクトと、ビル・オフィスの省エネルギーを推進する活動に参画しています。

ページTOPへもどる

国内外のイニシアチブへの参加

2010年度活動報告

コーポレートガバナンスとコンプ

ライアンス

環境保全

お客さまと共に

従業員と共に

取引先と共に

株主・投資家と共に

社会と共に

外部からいただいた苦情への対応

社会からの評価

その他の社会活動


