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オカモト　自動車内装材の新工場を中国に設立

　一時金（年間）について

は、住友ゴムが１５１万円＋コ

ロナ特別協力金１万円、横浜

ゴムが１３５万円＋期末手当６

万円、東洋ゴムが５．１カ月＋

特別支給金３万円、三ツ星ベ

ルトが１６０万円、バンドー化

学が４．０カ月

＋決算一時

金、西川ゴム

が４．１５カ月、ニチリンが１３０

万円＋業績加算。横浜ゴム、

東洋ゴム、ニチリンが満額回

答、住友ゴムと三ツ星ベルト

は要求額よりもさらに１万円

の増額回答だった。

で、３社とも満額回答だっ

た。

　工業用品は三ツ星ベルトが

３，１４６円、バンドー化学が

３，０００円（同）、マクセルクレ

ハが５，１６０円（同）、西川ゴム

が５，６１８円（同）、ニチリンが

６，１００円（同）、早川ゴムが

４，７７０円（同）、丸五ゴム工業

が５，３１８円で、各社とも満額

回答だった。

　ゴム連合は３月２５日、２０２１

年春のとりくみについて、主

要ゴム企業の賃金、一時金の

妥結結果を発表した。それに

よると、加盟

５６組合中、賃

金については

１４組合が妥結、一時金につい

ては１２組合が妥結した。（３面
に一覧表）
　主な組合の妥結状況を見る

と、賃金については、タイヤ

関連で住友ゴムが４，５００円

（３５歳標準）、横浜ゴムが

５，０００円（同）、

東 洋 ゴ ム は

４，１００円（同）
社長に宮地幹治取締役
西社長は監査役に

２００５年広島化成入社。化成

品事業部、シューズ事業部、

子会社出向を経て、２０１４年

４月から取締役管理本部長

（現職）。宮地治夫代表取締

役会長の長男。

　広島化成は３月２４日、代表

取締役社長に宮地幹治取締役

管理本部長が就任する人事を

内定した。３月３１日開催の定

時株主総会および取締役会を

経て、４月１日付で正式に就

任する。

　なお、西浩一代表取締役社

長は監査役に就任する予定。

　宮地幹治（みやち・かんじ）
氏の略歴　１９７８年１０月２９日、
広島県福山市生まれ、４２歳。

広島大学経済学部卒業。

特殊ゴム・エラストマーの未来
について公開フォーラム開く

健康経営銘柄に４度目の選定
健康増進活動の積み重ねが評価される

　オカモトは、自動車内装表

皮材を生産する新工場を中国

湖北省武漢市に設立すると発

表した。

　新工場は今年５月に着工

し、同年１２月に竣工予定。こ

れにより、同社の自動車内装

表皮材の生産拠点は静岡と米

国オハイオ州に加え３拠点と

なる。

　自動車業界における市場は

欧米からアジアに拡大してお

り、中国国内には自動車メー

カーおよび部品メーカーの多

くが生産拠点を開設してい

る。

　新工場の設立について同社

は、「内装材を含む各部材の現

地調達の動きが進んでいる状

況に加え、各自動車メーカー

による『世界戦略車』として

の規格統一の動きに対し、グ

ローバルでの市場競争力をさ

らに強化するため」としてい

る。

　■新工場概要
　◇会社名＝武漢岡本汽車内

飾新材料（OKAMOTO　

MANUFACTURING　WO 

UHAN）◇所在地＝湖北省

武漢市蔡甸区◇敷地面積＝約

１万６，５００平方メートル（約

５，０００坪）◇生産品目＝自動車

内装表皮材◇登録資本金＝

６００万ドル（約６億５，０００万円）

吉井満隆社長 進④生活習慣病と睡眠の関連

性に着目し、ポピュレーショ

ンアプローチとして睡眠の質

を上げる取り組みとして、睡

眠向上セミナーや快眠ストレ

ッチ教室などを行っている。

　「がっちり・わくわく・いき

いき」をキーワードに、こう

した取り組みを推進している

ことが評価され、健康経営銘

柄に選定された。

　同社の吉井満隆社長は「当

社の健康増進の取り組みの一

つひとつは大きく目立つもの

ではないが、コツコツと積み

重ねてきたものが評価された

と思う。この選定を契機に、

気持ちを新たに“がっちり一

体”となって取り組んでい

く」と語った。

結果に基づくハイリスクアプ

ロ ー チ と し て Ｅ Ｑ

（Emotional　Quotient＝情

動指数）を活用し、生活習慣の

改善を促す③健康保険組合と

連携したデータヘルス事業と

して健康スコアリングレポー

トを活用し、歯科検診の推進

をコラボヘルス活動として推

員の健康管理を経営的な視点

で考え、戦略的に取り組んで

いる企業を選定、公表するこ

とで、企業の取り組みが株式

市場などにおいて、適切に評

価されることを目的にしてい

る。

　同社では、①「バンドーグ

ループ健康宣言」の実現に向

け、従業員が自ら策定する

「健康ビジョン」の実現をサ

ポートするなど、活気ある職

場づくりを推進②目標達成に

向けて、定期健診・特殊検診・

二次検査の１００％受診、その

　バンドー化学は３月４日、

経済産業省と東京証券取引所

から「健康経営銘柄２０２１」に選

定された。同社は２０１７年、

２０１８年、２０１９年と３年連続で

選定され、今回は２年ぶり４

度目の選定となった。また同

時に、経済産業省と日本健康

会議が共同で進めている「健

康経営優良法人２０２１（ホワイ

ト５００）」にも認定された。

　「健康経営銘柄」は、従業

可塑性エラストマーを５つの

ワーキンググループに分け、

それぞれの歴史や化学構造と

特徴、配合技術、特許、用途

などについてまとめた。

　前半では基調講演が行わ

れ、国際大学大学院国際経営

学研究科教授（東京大学・一

橋大学名誉教授）橘川武郎氏

　ゴム技術フォーラム（平田

靖代表）の「第３３回公開フォ

ーラム」が３月１９日、オンラ

インで開催された。今回は

「特殊ゴム・エラストマーの

未来展開」がテーマ。近年特

が「我国の産業の現状とある

べき姿」について、トヨタ自

動車先進技術開発カンパニー

第１材料技術部長永井隆之氏

が「将来モビリティとゴムを

はじめとする高分子材料への

期待」について講演した。

殊ゴムに関する情報が少なく

なっていることを鑑み取り上

げた。ゴム技術フォーラムで

は、２０１９年２月に調査委員

会（調査委員長＝竹村泰彦日

本ゴム協会名誉会員）を発足

させ、調査研究を進めてき

た。今回は各種合成ゴムと熱

宮地幹治氏

バンドー化学

広島化成

ゴム技術フォーラム

ゴム連合　春のとりくみ

賃金は１４組合、一時金は１２組合が妥結
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〈２面関連表〉ゴム連合　２０２１春季生活改善のとりくみ一覧
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� �コア事業の拡大�中長計 ２ ndステージ
　つの指針のひとつ4

高付加価値製品の提供と

顧客の利便性向上はかる

　バンドー化学は、中長期経営計画“Breakthroughs 
for the future”（２０１３年度～２０２２年度）の２ndステー
ジ（BF－２／２０１８年度～２０２２年度）の中で「新事業の
創出」「コア事業の拡大」「ものづくりの深化と進化」
「個人と組織の働き方改革」の４つの指針に取り組ん
でいる。「コア事業の拡大」では、高付加価値製品の提
供と、顧客の利便性向上により、狙いとする重点市場
で市場地位トップを獲得することを目指している。そ
の一環として取り組んでいるのがサービタイゼーショ
ンの取り組みだ。今回は、ゴムコンベヤベルトの予防
保全の事例を取り上げる。

従来は超音波計測器を使い、手作業でベルト厚さを計測していた

　バンドー化学では、重点市場での優

位性をさらに高めるため、顧客の利便

性向上に寄与するゴムコンベヤベルト

の予防保全活動に取り組んでいる。

　ゴムコンベヤベルトについては、こ

れまでは製品を販売し、それを現場で

つないで（ベルトジョイント）顧客に

提供し、ある一定期間使用された後に

ベルトを交換するというサイクルを繰

り返すのが主な販売形態だった。同社

では、ベルトジョイント後の使用期間

中に点検やメンテナンスを推進するこ

とで、顧客の利便性を向上させるとい

う「サービタイゼーション」の取り組

みに力を入れ始めた。

　その一つが、コンベヤベルト自動点

検システムの導入だ。従来のベルト点

検は、ベルトの破損や摩耗状況を確認

するため、搬送ラインを一時停止して

①ベルト表面に不具合がないか目視で

チェックする②超音波測定器でベルト

厚さを１ラインにつき１、２カ所計測

するというものだった。

　しかしこれでは、目視で可能な範囲

での傷や劣化は把握できても、ベルト

の摩耗状況については計測カ所しか把

握することができなかった。

　同社が新たに開発したコンベヤベル

ト全幅、全長自動点検装置は、コンベ

ヤ搬送ラインに計測装置を設置し、搬

送中のコンベヤベルトを計測すること

で、ベルトの全長・全幅の厚さ、損傷

状態を詳細に把握することができる。

　「ラインを止めることなくベルト全

サービタイゼーションの取り組み

企業特集 バンドー化学

さまざまな現場で活躍しているゴムコンベヤベルト

ベルトの状態を正確に把握
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サービタイゼーションの取り組み

機動力あるフィールドサービスを支える、バンドーカラーの
フィールドカー

周の状態を計測できるので、顧客の操

業に支障をきたすこともない。ベルト

の摩耗状況もこれまでは計測したカ所

だけしか把握できなかったが、ベルト

全体の状況を把握することができ、目

視が中心の感覚的なものから、数値を

基にしたデータ解析が可能になった」

（バンドー化学）

　計測したデータは、ベルトの厚い部

分は黒く、薄い部分は白くなど色付け

してベルト全体が表現されるため、一

目でベルトの摩耗状況がわかる。合わ

せて、損傷カ所の画像提供もできる。

　現在は、特定のユーザーに試験的に

導入している段階だが、評価・検証デ

ータをもとに、狭い所や高い所などコ

ンベヤが設置されている様々な環境に

対応できるよう、さらに改良・改善を

進めていく方針という。２０２１年度は限

定的な展開だが、２０２２年度から本格

的に展開していく考えだ。

　このシステムはコンベヤベルトの状

況を正確に把握し、顧客にメンテナン

スの必要性やベルト交換時期を提案す

るのが第１の目的だが、「それに加え、

コンベヤベルトの偏摩耗や過剰摩耗な

どを発見したら、搬送物に適したベル

トを使用しているのか？搬送方法に問

題はないか？などの問題点を顧客に指

摘し、搬送方法やベルト選定に対して

適切なアドバイスを行っていく」（同

社）。顧客の利便性向上に寄与すると

ともに、販売拡大にもつなげていきた

いという。

　■超非付着性コンベヤベルト「イー
ジーリリースNeo」
　従来品の非付着性ベルト（イージー

リリース　ベルト）よりも大幅に非付

着性能を向上させ、ベルトクリーナ等

で容易にリリースできる。特長は①ベ

ルトの非付着性能が大幅に向上。石炭

や鉄鉱石の運搬では従来品と比較して

付着量を約８０～９０％削減②ベルトの

使用に伴いその効果が落ちず、優れた

非付着性能を持続③従来品と比較し

て、耐摩耗性が約３０％向上し、ベル

トの寿命アップが期待できる。

　■難燃耐熱コンベヤベルトFR７０００
シリーズ
　高温搬送用途で使用可能な自己消炎

性を有するコンベヤベルト。特長は①

特殊配合処理によりJIS規格に適合し

た難燃性・耐熱性を両立②従来の耐熱

ベルトと耐摩耗性は同等の性能③自己

消炎性によりコンベヤベルトの延焼抑

制が期待できる。用途は製鉄所の焼結

鉱、焼結原料、コークス搬送ライン、

セメント工場の乾燥石灰石、乾燥粘土

搬送ラインなど。

　■難燃重耐油コンベヤベルト（FR－
BIOS）

　従来の難燃性に重耐油と耐摩耗性を

加味したカバーゴムを採用。特長は①

優れた重耐油性・耐摩耗性を有する②

JIS K ６３２４：２０１３に適合した難燃性能

を持つ。用途はバイオマス発電プラン

ト、火力発電プラント植物性油分を含

む搬送ライン。ゴミ、下水等の処理場

での家庭油分を含む搬送ライン。

高付加価値製品の提供

難燃耐熱コンベヤベルトFR７０００シリーズ

難燃重耐油コンベヤベルト（FR－BIOS）

搬送物の飛散を防止するパイプコンベヤ
超非付着性コンベヤベルト「イージーリリースNeo」㊨と従来品㊧

顧客に適切なアドバイス行う
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を持つ。用途はバイオマス発電プラン

ト、火力発電プラント植物性油分を含

む搬送ライン。ゴミ、下水等の処理場

での家庭油分を含む搬送ライン。

高付加価値製品の提供

難燃耐熱コンベヤベルトFR７０００シリーズ

難燃重耐油コンベヤベルト（FR－BIOS）

搬送物の飛散を防止するパイプコンベヤ
超非付着性コンベヤベルト「イージーリリースNeo」㊨と従来品㊧

顧客に適切なアドバイス行う


