
「Be the Change」プロジェクト
「組織体質の改善」と「利益基盤の強
化」を両輪に経営基盤の強化を推進

2025年までに目指す姿

成長力
売上収益

1兆円以上

収益力
事業利益

1,000億円以上

投下資本
収益力

ROE

10％以上
財務
健全性

D/Eレシオ

0.5倍以下

中期計画の進捗：2021年度連結業績サマリー

中期計画の概要：2025年までに目指す姿

グローバル
製造・販売・サービス拠点

グローバル需給体制

グローバル体制の
3つの柱

日米欧
三極開発体制

スポーツ事業タイヤ事業 産業品他事業

新車用タイヤでは世界的な半導体不足な
どの影響がありましたが、市販用・新車用
ともにコロナ影響からの回復傾向が見ら
れ、販売を伸ばしました。

ゴルフ用品ではコロナ影響に伴う市場縮小に
反転が見られたことなどから、北米や韓国を中
心に海外でシェアアップし、販売を伸ばしまし
た。テニス用品も同様に販売を伸ばしました。

インフラ事業や手袋事業のマーケット需要
減退などがあり売上収益、事業利益ともに
前期を下回りました。

売上収益

事業利益 親会社の所有者に帰属する当期利益
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事業別売上収益構成比 地域別売上収益構成比

タイヤ
84.9%

北米
21.3%

欧州
16.4%

アジア
17.8%

その他
12.5%

日本
32.0%

スポーツ
10.8%

産業品他
4.3%

46.2％

親会社所有者帰属
持分比率

1兆 862 億円

資産合計

6.2 ％

ROE

5.0 ％

ROA

0.6 倍

D/Eレシオ

3つのバリュードライバー

高機能商品の開発・増販 新たな価値の創出 ESG経営の推進
SUV用を中心とした高機
能タイヤの開発・増販

ソリューションビジネスの
展開

カーボンニュートラルへの
取り組み

▲

P.25

▲

P.27

▲

P.29

　「グローバル体制の成果を最大化」するた
め、「グローバル製造・販売・サービス拠点」

「日米欧三極開発体制」「グローバル需給体
制」の3つの柱で取り組んでいます。
　すでに整備した、このグローバル体制を
ベースに、自動車タイヤメーカーとの強固
な信頼関係を構築し、新車への装着拡大と
市販用タイヤ販売への波及効果でビジネス
の基盤強化を図ります。

自動車メーカーとの
強固な信頼関係構築

新車装着拡大による
市販用タイヤ販売への
波及効果

グローバル体制による競争力の強化

▲

P.21

売上収益

7,950億円（前期比16.9％増　　）

事業利益

414億円（前期比1.1％増　　）

売上収益

1,014億円（前期比44.4％増　　）

事業利益

86億円（前期＋93億円　　）

売上収益

396億円（前期比2.8％減　　）

事業利益

19億円（前期比39.0％減　　）

2021年度

520億円
前期比

19.8％ 

2021年度

295億円
前期比

30.4％ 

2021年度

9,360億円
前期比

18.4% 

▲

P.33

当社では、2020年に発表した中期計画に沿って事業運営しています。
「飽くなき技術革新」として「スマートタイヤコンセプト」を次のステージに進めるとともに、これまでの中長期計画のなかで取
り組んできた「新市場への挑戦」「新分野の創出」によりグローバル体制は整備・構築できたため、その成果最大化を図りま
す。また、2020年から経営基盤強化の全社プロジェクトを進めており、利益基盤の強化と組織体質の改善を図っています。
これらを土台に、「高機能商品の開発・増販」「新たな価値の創出」「ESG経営の推進」という3つのValue Driverに取り組
んでいるところです。
コロナ禍をはじめ環境は大きく変化していますので、それら変化への対応を含めて基盤強化を図りながら、3つのValue 
Driverを核として企業の経済的・社会的価値のさらなる向上に努めます。

中期計画の概要と進捗

住友ゴムグループの価値創造

経営基盤強化の全社プロジェクト

売上収益は、販売増や値上げ効果、為替影響もあり、2022年には中期計画目標の1兆円を超える見通しですが、事業利益は、外部環境も
あり、目標と乖離が生じています。そのため中期計画の見直しに着手しており、完了次第開示する予定です。

2020年 2025年

次のステージへSMART TYRE CONCEPT
スマートタイヤコンセプト

飽くなき技術革新

組織体質の強化活動

利益創出の活動

経営基盤強化の全社プロジェクト
「Be the Change」

グローバル体制の成果を最大化
新市場への挑戦

新分野の創出

Value Driver

高機能商品の開発・増販

新たな価値の創出

ESG経営の推進

企業の
経済的・社会的
価値を

さらなる高みへ

2025年までの
持続的成長イメージ
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アジア市場
（日本・中国）

アジア市場：安定した販売を継続し、利益をけん引します

　日本市場では市販用において、ドライ・ウエット路面に加え、雪道でも走行可能な
オールシーズンタイヤで新たな需要創出を図ります。
　当社は2019年10月に乗用車用タイヤ「ALL SEASON MAXX AS１」を発売以降、
2021年3月には商用車用の「ALL SEASON MAXX VA1」、同9月にはタクシー専用の

「ALL SEASON MAXX AS1 for TAXI」を発売。他社に先駆け、幅広いラインアップ
をそろえました。
　オールシーズンタイヤは、都市部や雪があまり降らない地域において、多くのお客
様に「交換が不要」「保管場所に困らない」「突然の雪にも対応できる」などの点をメリッ
トとして感じていただいています。「急な天候の変化でも対応できる、便利で安全な全
天候タイヤ」として今後もさまざまな層へ訴求し、発売4年で約10倍まで販売本数を
伸ばす計画です。

　需要拡大が続く中国において、すでに地産地消で強固な製販体制を構築済みです。
　新車用タイヤでは、日系・ドイツ系自動車メーカーに加え、伸長著しい中華系メー
カーの電気自動車（EV）への納入を強化する計画です。2022年には４モデルに、2025
年には15モデル超の新規参入を計画しています。
　市販用タイヤは、地域別代理店制で安定した販売基盤と、それに連携した自社開発
ECサイトを活用し、きめ細かな販促活動で販売底上げにつなげています。当社の代
理店チャネル販売に占めるECサイト経由の比率は、2021年では約8割まで高まって
います。
　商品では、当社が世界で先行し累計1,400万本という販売実績を誇る特殊吸音スポ
ンジ「サイレントコア」を搭載したSUV用タイヤ「GRANDTREK PT5」を2021年に発
売し好評を得ました。2022年には、当社初の市販用EVタイヤ「e. SPORT MAXX」を
発売。中国市場でのダンロップタイヤのプレゼンス向上を図ります。

オールシーズンタイヤで需要創出を狙う　発売４年で販売本数を約10倍に

地産地消で強固な製販体制を構築

日本

中国

グローバル体制の成果を最大化

世界のタイヤ需要本数と当社の注力市場

グローバル体制の強化

　世界のタイヤ需要は2022年が20億本弱で、欧米、中国、日本の市場が大きいものの、今後の伸びではアセアン、中南米地域などが大
きくなる見通しです。すでに強固な基盤を持つ日本・中国・アセアンでさらに地固めをしつつ、伸びの大きい中南米で販売を拡大中です。
欧米ではファルケンブランドタイヤの基盤拡大を図っています。

　当社のタイヤ事業は、日本・中国を中心とするアジアにおいて、自動車メーカーとの信頼関係と、新車装着拡大による市販用タイヤ販
売への波及効果で、強固な基盤を構築していることが強みであり、それをベースにグローバルに展開しています。
　すでに世界の主要市場に製造、販売・サービス拠点を配置し、日米欧三極開発体制で市場特性に合った商品開発を行うとともに、地産
地消化を進めながらアジアの工場から世界各地に供給補完できる需給体制を構築しています。このグローバル体制の3つの柱により、各
市場でのビジネスの基盤固めを進めているところです。そして、将来の販売に合わせるべく、高機能タイヤを中心に米国、ブラジル、タ
イ、宮崎、トルコ工場で増産や高インチサイズへの設備置き換えも着実に進めているところです。

（百万本／（ ）内は対2022年の比率） （四輪用タイヤ）

欧州

2022 2030

478
540

（113%）
中国

2022 2030

385
503

（131%）

日本

2022 2030

122 123
（101%）

グローバル

2022 2030

1,961

2,354
（120%） 北米

2022 2030

427 452
（106%）

中南米

2022 2030

103 138
（134%）

大洋州

2022 2030

26 32
（123%）

アセアン

2022 2030

87 117
（134%）

アフリカ

2022 2030

69 90
（130%）

（2022年を100とした指数）
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■日本 ■中国 ■アセアン ■大洋州
■欧州 ■アフリカ ■北米 ■中南米

世界タイヤ需要本数（予測） 世界タイヤ需要伸び（四輪用タイヤ）

●  EV増加に対応して新車装着拡大 
伸長する中華系EVへの納入強化

日系およびドイツ系EVへの装着に加え、 
急増が見込まれる新興中華系EVへの装着も計画中

●  地域別代理店制で安定した販売基盤
●  自社開発ECサイト活用で販売底上げ

代理店チャネル販売に占めるECサイト経由の比率

住友ゴムグループの価値創造

サイレントコア（特殊吸音スポンジ）
搭載のSUV用タイヤ

GRANDTREK PT5販売好調

当社初の市販用EVタイヤ
e. SPORT MAXX発売

2018

ECサイト経由の販売 79%2021

14%

出典：LMC Tyre & Rubber Ltd.

中期計画の概要と進捗

ラインアップ拡充した
ALL SEASON MAXX シリーズ

乗用車用 商用車用 タクシー 
専用

欧州テクニカルセンター

タイヤテクニカルセンター（日本） 米国テクニカルセンター

欧州・アフリカ地域 日本・アジア地域 米州地域

●製造拠点　●販売拠点　●開発拠点

15モデル超の新規参入を計画
2025年まで

4モデル（5サイズ）に新規参入予定
2022年

AS1 VA1 AS1 for TAXI
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欧州市場

米州市場

米州市場：世界最大市場の北米、中南米ではブラジルに注力 欧州市場：市場規模の大きいドイツと英国に注力し、欧州販売を拡大

　最大市場の北米では、ファルケンブランドが順調で、ワイルド
ピークシリーズがヒット商品となるなど、市販用の販売が2021年
に1千万本を超え、市販用乗用車用タイヤでのシェアも5％※とな
りました。
　北米の有力卸・小売ディーラーと強固な関係を築いており、
2018年にスタートしたファルケン独自の小売店支援チーム

「F.A.S.T（ファースト）」が、直接、約1万店の小売店を独自のプロ
グラム・販促ツールで販売支援していることが奏功しています。
今後も、ファーストの活動を拡充し、増販につなげていきます。
※  2021年の北米における市販用乗用車用タイヤでのファルケンブランドシェア（出典：

Modern Tire Dealer）

　将来の市場の伸びが期待できる中南米では、特にブラジルに
注力しており、進出から10年でダンロップブランドタイヤのプレ
ゼンスを構築しました。地産地消で新車納入拡大を進め、市販用
では地域別代理店制が強固な販売基盤となって着実に本数、シェ
ア増加につなげています。
　市販用乗用車用タイヤでは、この10年でシェアが10％超※まで
伸長しました。さらなる増販を目指して増産中であり、その供給
力を中南米地域への輸出にも活用していきます。
　2021年、ブラジル工場のあるファゼンダ・リオ・グランデ市から
名誉賞を受賞するほど、現地に根差し、愛される企業として成長し
ています。
※  2021年のブラジルにおける市販用乗用車用タイヤのシェア（当社推定）

営業体制・販路の整備、小売店支援の
独自チーム、商品力でファルケンタイヤ増販

進出から10年でダンロップブランドタイヤのプレゼンスを構築

北米

ブラジル

（百万本）
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■■ WILDPEAKシリーズ　■■ その他
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小売店数

2018 2019 2020 2021 （年度）20172016

2,977

9,804

■■ 販売本数

F.A.S.T（2018年開始）による増販

中南米市販用 販売本数の増加

市販用販売本数の増加（FALKENブランド販売実績）
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英国中部・南部への
店舗進出は着実に進展

17

⚫ 卸先6,000軒超、小売167店舗で、
英国タイヤ市場の約2割を占める販売基盤構築

⚫ 中南部の店舗展開を進め、地域密着で増販中
今後、北部にも拡充の計画

⚫ 独自のデータ活用した小売店運営･
販促ノウハウでM＆Aした店舗含め順調
(Welcome Email等のデジタルマーケ
ティングツール、顧客情報管理システム など)

欧州のタイヤ販売 －英国－

小売店舗数の拡充

ミッチェルディーバー社が積極的なM&Aで小売店舗網を整備拡充し順調に販売増

…

Welcome Email Reminders

FALKEN

FALKEN

20 40 60 80 100

（％）

出典：Gfk EUデータの集計

2016

2021
上半期

　欧州では市場規模の大きい、ドイツと英国を注力地域として進
めています。
　Mercedes-Benz G-Class装着など、新車装着拡大とその波
及効果で市販用も増販しました。
　新車用では、欧州プレミアムカーで、受注済みのものを含め、
今後新車装着を拡大する計画です。そのため、供給拠点であるト
ルコ工場の高インチサイズへの設備置き換えも進めています。

欧州市販用タイヤ販売本数の増加

小売店舗数の拡充ドイツ市場でのファルケンブランドシェア

　積極的な販促とファルケンブランドのバリューアップにより、ド
イツでの市販用タイヤのシェアが4位と着実に伸び、ドイツ市場
の一角を占めるポジションに向上しています。
　高機能タイヤのAZENIS FK510が、欧州最大の自動車連盟で
ある「ADAC（ドイツ自動車連盟）」によるタイヤテストで2021年
総合1位を獲得。22年は当社が強みとする耐摩耗性テストでも1
位となり、さらに販売に勢いがついています。

　英国では、2017年に買収したタイヤ卸・販売のミッチェル
ディーバー社が、積極的なM&Aにより小売店舗網を拡充し、販売
を伸ばしています。卸先6千軒超、小売167店舗（2021年末）で、
英国タイヤ市場の約2割を占める販売基盤を構築しました。
　独自のデータを活用した小売店運営・販促ノウハウにより地域
密着で増販しており、M&Aした店舗についても同社の運営ノウハ
ウを活かし順調に推移しています。英国中南部では、ほぼ店舗展
開が進み、今後は北部にも拡充する計画です。

FALKENが市販用ではシェア4位に
ドイツ市場の一角を占める

ミッチェルディーバー社が販売網拡充

ドイツ 英国

2017 2018 2019 2020 2021 … 2025（計画）

167店シェア

4位に
上昇

ブラジルでの市販用乗用車タイヤシェアも

10%超に上昇

住友ゴムグループの価値創造

グローバル体制の成果を最大化
中期計画の概要と進捗
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住友ゴムグループの価値創造

世界のタイヤ需要が拡大するなか、競合他社との競争もますます激しくなっています。
当社はこのような環境のもと、ダントツの技術を投入した高機能商品を開発・増販することにより、企業価値を高めるべく
進めています。

　EVの需要が高まるなか、タイヤにも静粛性が求められています。「サイ
レントコア」は、タイヤ内部の空気振動をスポンジが吸収し、静粛性能を実
現するもので、当社が世界に先駆けて開発しました。すでに1,400万本の
販売実績があります。
　2021年、「サイレントコア」を搭載した「GRANDTREK PT5」 をEV化が
進む中国で発売し、好評を得ています。

　「AZENIS FK510」は、FALKENのフラッグシップタイヤで、非対称パ
ターンデザインや専用コンパウンドの採用により、優れたハンドリング性
能、ブレーキ性能、高速操縦安定性能を誇ります。
　ADAC（ドイツ自動車連盟）のタイヤテストでは、 ウエット性能、ドライ性
能とも高次元で両立した夏タイヤとして高く評価されました。ウエット路面
では、ハイドロプレーニング性能やウエットグリップ性能などのテストで、ド
ライ路面でも、ハンドリング性能やブレーキ性能などのテストで、それぞれ
高い評価を得て総合1位となりました。
　さらに、2022年にはADACの「タイヤ耐摩耗テスト」で1位を獲得。また、
このテストではFALKEN「ZIEX ZE310 ECORUN」も3位となりました。

　今後、EV化が急速に進む中国や欧州市場向けに、当社史上最高レベルの
低電費性能を誇る当社初の市販用EVタイヤを投入します。
　中国向けには、「サイレントコア」搭載でEVに求められる静粛性を実現
し、ウエットグリップ 性 能と操 縦 安 定 性 能を高 次 元で両 立させた 

「e. SPORT MAXX」※を2022年に発売。欧州市場では2023年に 
「e. ZIEX」の発売を予定しています。

　当社はグローバルで高機能タイヤ販売に注力しています。2021年の販
売本数は前年比112％、構成比は34％と前年比2ポイント向上しました。

高機能商品の開発・増販
Value Driver 1

特殊吸音スポンジ「サイレントコア」を搭載したSUV用タイヤ 

GRANDTREK PT5

欧州最大の自動車連盟「ADAC」タイヤテストで総合1位 

AZENIS FK510

市販用EVタイヤを中国市場・欧州市場に投入

住友ゴムグループの研究開発における強みとは
 村岡  「先進性」です。先を走っている、そのときは分かりませんで
したが、私たちの技術には、当時は誰もフォーカスしていなかった
技術が今につながったものが数多くあります。
 國安  例えば、EVはエンジン音がなく、路面やタイヤノイズを感じ
やすいといわれ、当社独自技術の「サイレントコア」が注目されて
います。タイヤ内部の空気振動をスポンジが吸収することで、高
い静粛性能を実現する技術です。実はこの技術、タイヤノイズの
原因をタイヤ内部が空洞であるために発生する空気の共鳴音で
あると突き止めた研究者が、新聞紙を丸めてタイヤに突っ込んだ
ら音が消えるかもしれないと発想し、発展させた技術なのです。
 村岡  こうして行き着いた「サイレントコア」も、当初は、他社が注
目する技術ではありませんでした。その後、他社もこの技術の優
位性に気付き、対応手段を出してきました。このような先進技術
を究めることで市場競争に生き残ってきたと思います。
 國安  タイヤパンク応急修理キット「 IMS（ Instant Mobil ity 
System）」も、当時はあまり注目されなかった技術でしたが、EV
化でバッテリー搭載のため、スペアタイヤを搭載しない手段とし
て大きな注目を集めています。スペアレス技術にはIMSのほか、
パンクしても一定距離の走行が可能なランフラットタイヤ、トレッ
ド部の裏側にシール剤を塗布しパンク時の空気漏れを防ぐシーラ
ントタイヤと、技術の引き出しが多い点も当社の強みです。
 村岡  私はよく、若い研究者に「時流をつくりなさい」と話します。
他社に先駆けて、お客様に「これどうでしょう」ということを提案す
る。これが、「自動車タイヤ国産第一号」から脈々と続く、数多く
の世界初・日本初の商品・サービスを生み出してきた住友ゴムグ
ループの強みです。

これからの研究開発の方向性、課題とは
 國安  タイヤとしては2つの方向性があると考えています。1つ目
は変革するモビリティに対して付加価値のあるタイヤを提供するこ
とです。EV化はもとより、今後発展する自動運転技術にはタイヤ性
能の持続性や、路面状況を把握できる技術を開発中です。2つ目は
サステナビリティ社会に貢献することです。タイヤ部材のリデュー
ス、リユース、リサイクルできる技術開発に取り組んでいます。
 村岡  材料面では、環境対応という観点から、バイオマス（動植物
から生まれた再生可能な有機資源）が注目され、各社が開発競争
にしのぎを削っています。これまで各社が独自に開発してきたゴ
ム材料は、素材のバイオマス化という方向性が今後進み、差別化
が難しくなり、コスト面などから収れんされる方向に向かうと予想

しています。今後は、原材料の使用の少ない軽量化タイヤという
設計面や、タイヤ製造でいうミキシング（混合・精練）など加工プ
ロセスも含め差別化していく必要があると考えています。
　また、バイオマス材料の活用は、タイヤメーカーだけでなく、ほ
とんどの企業が検討をしていますが、とても今の石油の使用量を
賄うだけの量はありません。持続的に量を確保する点では、リサ
イクル材料も活用すべきです。日本にはタイヤをリサイクルする
仕組みがありますが、そのほとんどが熱資源として利用されてい
ます。これをいったん原料に戻して活用することを考えなければ
なりません。これは業界全体で新たな仕組みをつくっていくべき
課題だと考えています。

研究開発として「Our Philosophy」をどのように実現していき
ますか
 國安  「Our Philosophy」の「未来をひらく」は、製造業である以
上、普遍的な言葉かもしれません。ただし、イノベーションの起こ
し方が大きく違って「トップダウン」から「自発的」に変わるのが今
の時代ではないでしょうか。若い技術者が「やりたいことをやって
自己実現できる」が根底にあり、社会への貢献というモチベーショ
ンでスパイラルアップしていく循環ができていくと良いですね。
彼らが持っている“熱いもの”を、1人では難しくても、100人で
“やろう！”となれば、絶対に動きます。
　仲間づくりも「Our Philosophy」の一つですね。
 村岡  私が好きなのは「未来をひらくイノベーション」というフ
レーズです。これまでもさまざまなイノベーションが起こり、人々
の生活は快適になっていっています。手動から自動に、安く・大量
にものがつくれる時代になっています。これも確かにイノベー
ションですが、一方で、今、環境問題、資源の問題で、地球の存亡
に関わる状況です。未来をひらいているでしょうか。「未来をひら
く」とは、自分の子どもや孫、その世代のためのイノベーションで
あるべきです。
　「住友事業精神」を象徴するのが別子銅山で、鉱毒によって森
林や近隣に及ぼした被害を歴代の総理事が時間と費用をかけて
元通りにしたという点です。本当にきれいな森に再生しています。
今、私たちが直面しているのは、これと同じではないでしょうか。
このままでは地球が禿げ山になってしまう。だからこそ、私たち
人類がいつまでも住み続けられる世界に戻さなければならない。
これが「Purpose」の示す世界だと考えています。
　私は、この2つをこれからも大切にしていきたいし、ずっと先の
世代にまで伝えていきたいと考えています。

取締役 常務執行役員 
研究開発本部長

村岡　清繁

常務執行役員
タイヤ技術本部長

國安　恭彰

「未来をひらく」とは、次世代につながるということ

構成比 2020年実績 2021年実績 2022年予想

高機能
タイヤ※

新車 40% 44% 47%
市販 29% 31% 33%
計 32% 34% 37%

※  高機能タイヤ：主にSUV用タイヤおよび18インチ以上の乗用車用タイヤ※  高機能タイヤ：主にSUV用タイヤおよび18インチ以上の乗用車用タイヤ

高機能タイヤの販売構成比 

路面の凹凸によるタイヤ内部
の空気の振動を抑制するダン
ロップの技術です。

※ 「e. SPORT MAXX」詳細

▲

P.76 Next

中期計画の概要と進捗

研究開発担当役員対談

サイレントコア
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住友ゴムグループは「スマートタイヤコンセプト」に基づき、従来のタイヤ開発・製造にとどまらず、タイヤの空気圧や摩耗
状態・路面状況などを探知できる独自のタイヤセンシング技術「センシングコア」を核に、ソリューションビジネスである
「センシングコア」ビジネスの展開を進めています。
この新たなビジネスで、交通事故のない社会や将来の自動運転の実現など、モビリティ社会の発展に貢献していきます。

住友ゴムグループの価値創造

Value Driver 2

「センシングコア」ビジネスのロードマップ　「センシングコア」ビジネスの展開に当たっては、３
つのステップからなるロードマップを描いています。
まず、Step1として、「空気圧・温度管理サービス」の
販売を2021年から開始しました。このサービスは
TPMS（タイヤ空気圧管理システム）による収集した
空気圧と温度データを活用して、点検作業の短縮化
と負担を軽減し、タイヤ本来の低燃費性能やライフ
性能の障害となる空気圧不足を未然に防ぐというも
のです。このデータを独自のアルゴリズムで解析す
ることで、手作業では見つけにくいスローパンクの
検知も可能となりました。
　Step２では、2022年から「センシングコア」の実
証実験を開始、Step３で2024年から「センシングコ
ア」の販売を開始する計画です。その後、開発からリ
サイクルまでバリューチェーンをつなげる「サステナ
ブルバリューリング」へつなげていきます。

　「センシングコア」は、空気圧、荷重、路面状態、摩耗などが検知できるソフトウエアで、1997年から25年間以上の実績があるDWS（間
接式空気圧警報装置）の開発の中で培った、住友ゴムの独自技術がベースになっています。
　車にインストールされたソフトウエアを通じ、装着されているタイヤの特性を自主学習します。このソフトウエアはあらゆる車両・タイ
ヤに対応可能で、アップデートにより検知機能の拡張ができます。
　現在「タイヤ空気圧」「路面状況」「タイヤ荷重」「タイヤ摩耗」の4つについて検知が可能で、第5の矢として「車輪脱落予兆」の開発を進
めています。また、第6、7の矢として、機能の拡張も検討しています。

　現在、日本を中心に開発中のソリューションビジネスは、特に自動運転や電動化との親和性が高いことから、これらの動きが加速してい
る中国のお客様のご要望に対応するため、2022年1月に中国の事業会社内に「センシングコア」ビジネスの専門組織を設立しました。
　EVメーカーを対象に、走行中はもとより、走行前後のタイヤ回りを包括サポートするビジネスモデルの具現化を進めています。
　今後、日本、中国で開発したビジネスモデルをさらにアセアン地域においても発展させ、欧米や中東へも展開していく方針です。

　「センシングコア」に搭載の「空気圧」「荷重」「路面状態」「タイヤ摩耗」検知機能により、タイヤ点検の自動化やメンテナンス時期の管
理、パンクトラブルの防止など、さまざまな価値提供が可能となります。
　現在開発を進めている第5の矢「車輪脱落予兆」のほか、今後第6、7の矢として、重量のあるEVに低扁平タイヤを装着した場合に懸念され
るタイヤ損傷が把握できる機能などの機能車・スポーツカーへの対応や、CASEによる変化への対応が可能となる機能拡張を検討します。
　さらに「センシングコア」で得られた情報は、ソフトウエアを搭載している車両やドライバーへのフィードバックだけでなく、道路管理な
ど社会インフラの保守へも活用が可能です。
　クラウドにアップされたデータを独自のアルゴリズムで解析し、モビリティサービスや運送事業者などの安全運転やメンテナンスコスト
の削減などへの活用を見込んでいます。「センシングコア」ビジネス展開のロードマップ

センシングコア技術とは
「センシングコア」ビジネスのグローバル展開

「センシングコア」の提供価値

センシングコアの提供価値

・・・
（機能拡張）

● 高性能車・スポーツカー対応
● CASEへの対応タイヤ損傷の把握 
（重いEVへ対応）

タイヤ 
摩耗

タイヤ 
荷重

路面
状態

タイヤ 
空気圧

第6の矢 第7の矢
第5の矢
車輪脱落 
予兆

●CO2排出量可視化
●タイヤ点検の自動化
●パンクトラブル防止
●燃費・電費性能向上

● 前方の滑りやすい路面の検知

●過積載・偏積載の防止
●横転事故の防止

●車輪脱落予兆検知

● タイヤ点検の自動化
● タイヤメンテ時期管理
● タイヤライフ向上・リトレッド
促進

中国のEVメーカーを対象に、走行前～中～後のタイヤ回りを包括サポート

強み・技術を
束ねて提供

直接式TPMSで点検
自動化

サイレントコアで静
か、センシングコアで
路面・軸荷重の把握

タイヤ状態に合わ
せ、ディーラーに送客

万が一の時にも簡
単・便利なセルフメ
ンテナンス

走行前 走行中 メンテナンス 緊急時

日本で開発したソリュー
ションビジネスをまずは
中国・アセアンへ、続い
て欧米、中東へ展開

ソフトウエアのアップデートが可能

空気圧・温度管理サービスにより、データで価値を提供できることを検証。
センシングコアの実証実験を2022年から進め、2024年には販売を開始する。

車両・ 
バリュー 
チェーンへの 
価値提供

タイヤ 
単体への 
価値提供 従来のタイヤ販売ビジネス

サステナブル 
バリューリング 
への接続

Step1：Step1：
空気圧・ 空気圧・ 
温度管理温度管理
サービス販売サービス販売

データの提供価値を確認　2021年より一般顧客に販売開始

Step2：Step2：
センシングコア センシングコア 
実証実験実証実験

2022年より実証実験を開始

2024年より 
販売開始

Step3：Step3：
センシングコア センシングコア 
ビジネスビジネス

・・・
（機能拡張）

第6の矢 第7の矢
第5の矢
車輪脱落
予兆

タイヤ 
摩耗

タイヤ 
荷重

路面状態タイヤ 
空気圧

DWS※

※Deflation Warning System：間接式空気圧警報装置

乗用車 ライトトラック・
バン

トラック バス

新車 既販車

インストール

▲

P.16

EV
開発

製造

輸送

販売
使用

調達

輸送

中期計画の概要と進捗

新たな価値の創出：「センシングコア」ビジネスの展開

Cloud

空気圧、荷重、路面状態、摩耗などを検知することでさまざまな価値を提供可能。
また、第5の矢として車輪脱落予兆検知の開発にも着手している。　　　　　
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住友ゴムグループの価値創造

住友ゴムグループのすべての事業活動には、住友400年の歴史のなかで脈々と受け継がれてきた「住友事業精神」が息づいて
います。この住友事業精神では、「経済的な価値だけでなく、社会的な価値をも尊重すべき」との考え方が示されています。
これをベースに構築された「Our Philosophy」を体現し、すべてのステークホルダーに「最高の安心とヨロコビ」を提供する
ために、ESG経営を推進していきます。

ESG経営の推進
Value Driver 3

2030年にCO2排出量を50％削減、
2050年にカーボンニュートラルを目指す

2017 2030 2050 （年度）

現状
100

目標
50 目標

0

サステナビリティ長期方針
カーボンニュートラルの目標値（スコープ1、2）

サステナブル原材料比率

　さまざまな社会課題があるなかでも、気候変動問題は社会が直面する重要課題の一つと考えています。エネルギーの使用の合理化等
に関する法律（省エネ法）や地球温暖化対策推進法（温対法）などの環境法令を支持し、創業以来培ってきた技術力を活かして温室効果ガ
スの削減などに積極的に取り組み、企業の社会的責任を果たしていきます。

気候変動への対応

　2021年6月、TCFDへの賛同を表明しました。気候変動が事業
に与えるリスクと機会の両面に関して、ガバナンス、戦略、リスク
管理、目標と指標の4つの基礎項目に基づいて情報開示を進めて
います。

気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）への賛同

TCFDへの対応
https://www.srigroup.co.jp/sustainability/genki/ecology/04_5.html

WEB

連携

承認・連携

気候変動対応体制

環境マネジメント体制

取締役会

サステナビリティ推進委員会

社長

関係部門・関係会社

サステナビリティ推進委員会のメンバー
委員長： 副社長
委　員： 関係部門担当役員
事務局： サステナビリティ推進本部　環境管理部　人事総務本部

タイヤ事業
スポーツ事業
産業品他事業
関係会社

中期計画の概要と進捗

　2021年8月に「持続可能な天然ゴム方針」の改定を行いました。
また、2022年1月に第三者評価機関の活用をスタートしました。

持続可能な調達の実現に向けて ▲

P.68

　「最高の安心とヨロコビをつくる」活動を一層推進していくため
に、国際連合が提唱する世界的なイニシアチブである「国連グ
ローバル・コンパクト」へ、2022年5月に署
名しました。「人権・労働・環境・腐敗防止」
の4分野で構成される10原則を支持し、
ESG経営をより進化させていきます。

国連グローバル・コンパクトへの加入

　社長が委員長を務めるリスク管理委員会を設置し、年2回、開催
しています。リスク管理活動を管理し、リスク管理システムの有効
性を確認しています。気候変動リスクに伴うさまざまな経営上のリ
スクについて自社のリスク管理規程に基づいて分析し、その結果
について対策を検討し、リスク管理委員会および取締役会におい
て報告、議論しています。気候変動のリスクは、パリ協定や科学に
基づく目標などの外部環境の変化を含め、年に1回、評価していま
す。サステナビリティ推進委員会は、環境活動の推進の責任を持っ
ており、環境マネジメントシステムを管理しています。同委員会で
の決定は、取締役会および関連部門に報告され、その後の目標設
定などを管理しています。

■ 気候変動に関わるリスクマネジメント ■ 気候変動に関わる戦略

■ 指標とターゲット

■ 気候変動に関わるガバナンス体制

　気候変動による当社グループの事業に及ぼす影響として、世界
各国の気候変動に対する規制や制度により、製造拠点におけるエ
ネルギー転換などの費用増加が見込まれ、当社グループの財政
状態および経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。また、
気温上昇に伴う台風や洪水、降水量の増加などの自然災害の激
甚化による生産設備への損害など事業活動へのさまざまな影
響、主要な原材料である天然ゴムの収穫不良による価格高騰を
はじめとした原材料調達への影響、降雪量の減少によるスタッド
レスタイヤの需要減少などが考えられます。
　気候変動の緩和に貢献するため、当社グループは2050年まで
に工場でのカーボンニュートラルの達成を目指すとともに、低燃
費タイヤなどの環境配慮型商品や、センシング技術を使った低圧
走行防止・環境配慮サービスの開発促進をはじめ、グリーン購
買、グリーン物流、製造工程の省エネルギーなどライフサイクル
全体において、気候変動の緩和に向けたさまざまな施策にグ
ループを挙げてこれまで以上に取り組んでいきます。また、
CASE／MaaSの普及による次世代タイヤの需要増加、環境負
荷低減を考慮したタイヤや低燃費タイヤの需要拡大など、気候
変動が進展した場合に見込まれる商品需要についても対応でき
るようにしていきます。そのうえで、気候変動が当社グループの
事業に与える影響について、財務的評価を継続的に行い、気候変
動の緩和と適応に取り組んでいきます。

　2021年2月に2050年のカーボンニュートラル達成にコミットし、同8月にサステナビリティ長期方針「はずむ未来チャレンジ2050」を発
表、カーボンニュートラルを含む2050年までの長期目標を開示しました。グループ全工場から排出されるCO2をグローバルで2030年に
2017年比で50％削減、2050年にはカーボンニュートラルを目指しています。
　目標達成のために、省エネ活動、コージェネレーションや太陽光発電の導入などとともに、次世代エネルギーとして注目されている水
素の活用に向けて実証実験を開始しました。 ▲

P.69 また、石油外天然資源タイヤの技術を進化・拡大し、製品におけるバイオマス素材
やリサイクル素材比率を高めることでもカーボンニュートラルの実現を目指します。 ▲

P.17

ICPの設定
　カーボンニュートラルの目標達成を目指す社内の活動を
促す仕組みづくりが急務と判断し、2022 年 4月に ICP

（Internal Carbon Pricing）を導入しました。参考値として
の導入から始め、2023年1月から正式運用予定です。
◯ICP価格：8,000円（70USD）/t-CO2

　当社グループでは、社長が気候変動問題に関するすべての責
任者となっています。気候変動問題については、サステナビリ
ティ推進委員会で社長も審議に参加し、承認したものを当社グ
ループの方針としています。なお、気候変動問題への取り組み推
進の統括者は、サステナビリティ推進委員会委員長の代表取締
役副社長が務めています。

　気候変動問題を含む環境、サステナビリティに関する取り組み
は、年2回開催されるサステナビリティ推進委員会で進捗のフォ
ローと社内における情報共有を行っています。長期方針目標に対
する進捗についても課題や対応を審議しています。また、取締役
会への報告に気候変動問題を含めることで取締役会による監督
を行っています。

監督 報告

2030 2050

タイヤ事業 タイヤ 40% 100%

スポーツ事業

ゴルフボール
販売する

全練習場ボールの
20％

販売する
全ゴルフボールの

100％

テニスボール
100％使用の
テニスボール

販売開始

販売する
全テニスボールの

100%

産業品事業 全製品
（総重量比） 40% 100%

2050年にサステナブル原材料比率100％に
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