「善の巡環」と価値創造

YKKの価値創造の歴史
「より良いものを、より安く、より速く、よりサステナブルに」
YKKの歴史は、より良い商品を顧客に提供するための技術革新の歴史でもあります。
顧客、そして社会に対して新しい価値を創造し続けるために、YKKはこれからも挑戦を続けます。

1934-

1959-

創業～ 一貫生産体制の確立
1934

世界展開

1950

1959

1974

創業

手工業から機械化へ

海外進出

海外で一貫生産体制開始

日本橋蛎殻町に創業（写真中央）
金属ファスナーの加工販売

アメリカからファスナーチェーンマシ
ン4台輸入

インドにファスナー製造プラント輸出
ニュージーランドに初の海外拠点

ファスナー初の海外一貫生産工場

YKK U.S.A.社 メーコン工場

1939

1952

1964

YKK実用新案第１号

材料から製造設備、商品まで
一貫生産体制の構築

高速化実現

成長市場への挑戦

YKK-CM6型機（機械遺産※1認定）
製造開始

中国進出の本格拠点

ファスナー用前割金具

旧工機技術本部の前身 型工作課発足

1992

1946
YKKを商標とする

上海Y K Kジッパー社

1953
YKKと刻印されたファスナー

1994

YKK特許第１号

「 YKKグループ環境憲章」
制定

かんけつ

間歇チェーン製造装置の開発

商品・技術を通じた価値提供
1952
ナイロンファスナー

1961
デルリンファスナー
（現 VISLON®）

1966
金属ファスナー
YZiP®

1960 年代

1980 年代

務歯が見えない金属ファスナー
CONCEAL®

樹脂リサイクル化

社内糸屑の再生糸化
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2000

水密・気密ファスナー
（現 PROSEAL®）

1958

※取り組み・開発・販売開始、商標登録または受賞年度を記載

19

1983

一つずつ務歯（エレメント）を
研磨した EXCELLA®

1994

2009

再生PETを使用した
NATULON®

金属調樹脂射出ファスナー
METALUXE®
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2001-

2021-

新たな価値創造

新体制で「 One YKK 」へ向けて

2011

2015

2017

2019

国際レベルの品質保証体制

一貫生産思想の継続的進化

新たなコラボレーションの展開

日本初のファイヤーウォール試験所
登録※2

世界初「窓のある精密機械工場」
竣工

企業の枠をこえた共同開発の開始

YKKベトナム社ハナム工場
設立

旧工機技術本部 分析・解析センター

2014
ファスナーの圧倒的
グローバル・リーダーとして
「ポーター賞」を受賞

ファスナー専用機械部品工場

JUKI株式会社との共同開発

2016

2017

技術の総本山 黒部に新たな
価値創造の基盤整備

無人工場を目指して

最新システムを駆使した新工場

2020
「 YKKサステナビリティ
ビジョン2050 」策定

設備のデジタル化・知能化

技術の集積・交流、
開発人財育成の拠点

YKK R&Dセンター

2050年気候中立を目指す

先進ロボットFAセンター開設

※1 日本の技術や産業の発展に貢献した歴史的な意義をもち、文化的遺産として次世代に伝えるべきと認定された機械や機器類、
その関連施設や文書。日本機械学会が認定。
※2 製品中の鉛含有量の分析値を保証できる試験所として、米国消費者製品安全委員会（ CPSC ）より日本初の登録。

2021
YKKの組織体制と海外地域
経営体制を再編

2016

2019

2019

2020

染色工程で
水をほとんど使用しない
染色技術 ECO-DYE®

従来のめっき薬品を使用しない
ブラス材向け新めっき技術
AcroPlating®

植物由来ポリエステルを使用した
GreenRise®

マグネットの磁力を
利用して閉じられる
VISLON® マグネットタイプ

2018

2019

2020

操作性を向上させ、
子どもたちの安全・安心に貢献
QuickFree®

テープのないファスナー
AiryString®

海洋プラスチックゴミを使用した
NATULON® Ocean Sourced®
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「善の巡環」と価値創造

商品力と提案力
「持続可能な社会の実現に向けた創造力」の要である「商品力と提案力」は、まさに創業者が語った“想像”や“発想”
を重視するものです。この思想を基本に、新たな価値創出に向けた戦略を展開しています。

創業者語録

「頭に絵を描く」
頭に絵を描くということは、物事をさまざまに広げて考えることがで
きます。仕事の場でなら、もしファスナーの販売をしているなら衣料
品会社に届けたファスナーがどんな服に付けられ、どのように使われ
るのか、それを身に付けたお客さまはどういった使い心地であろう
か、といった流れを頭に描くことで製品についての知識も深くなり、
商品学を極めることにもつながっていきます。物をつくる、物を販売
する、日常生活を過ごす。そういった自分の一日を頭のなかで絵に
描いてみると、時には思いがけない発見があったり、アイデアが浮か
んでそれが仕事に大いに役立つことがあったり、毎日が新鮮で味わ
い深いものになります。
生誕100年記念出版書籍
『 YKK創業者𠮷田忠雄とその経営哲学「善の巡環」を語る』より

AiryString®
これまでにない新しい発想と工夫で生まれたファ
スナー。ファスナーテープを無くしたことで、
衣服をより軽く、柔らかい風合いに仕上げ
ることができ、ファスナーの開け閉め動
作の操作性も向上できます。
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関連する資本

更なる価値創造に向けた戦略

社会・関係

知的
人的

「 One YKK 」に向けた組織体制の強化
第6次中期事業方針に基づく組織再編により、営業と開発が一体と
なった商品開発をグローバルで強化しています。商品に対する顧客の
要望や国／地域による仕様の違いなどに合わせた対応が必要となるた

開発拠点

YKK品質と
ブランド力

39 ／
人員 944 名

「 YKK 」商標登録

特許・実用新案

GMG※など
「 One YKK 」
の総合力

デジタル
ショールーム

め、営業と開発がOne Teamとなり、定期的な商品企画のアイデア出
しや顧客との商談に開発が立ち会うなど、顧客要望の正確な把握およ
び迅速な具現化を図っています。

顧客要望を実現するデジタル化の推進
顧客のデジタル化の進展に対応するため、2021年4月にデジタル

177ヵ国／地域

4,730 件

業務企画室を新設しました。YKK商品の迅速なデータ提供のための
社内基盤を整備し、顧客へのデータ提供等のサービス強化を行うとと
もに、社内プロセスの効率化やデジタルデータを活用した新たな業務
プロセス設計に取り組んでいます。顧客との情報連携により、必要量
の把握や手配量決定等もデジタル対応することで、
「適時・適材・適
量」の要望に応えていきます。
※ Global Marketing Group

（数値は2022年3月末現在）

新たな価値の創出
持続可能な素材の普及
「 YKKサステナビリティビジョン2050 」において、
「ファスニング製
品の繊維材料を、2030年までに100%持続可能素材（リサイクル材、
自然由来材料等）に変更」する目標を掲げています。中でも、再生PET
を使用したリサイクルファスナー NATULON® については、2024年度
目標として50%以上を掲げて推進しています。また、NATULON® よ
りも再生材比率の高い NATULON Plus® の拡販により、CO2排出量
および化石由来資源使用の更なる削減を目指しています。

芯紐やミシン糸にも再生材を使用した
NATULON Plus®

テープのない新ファスナー AiryString®の共同開発
JUKI株式会社とYKKは、両社の有する技術・知識を活用した共同
開発を推進しており、2019年に、テープのないファスナーの開発と、
エレメントを直接布地へ縫製できる専用ミシンを開発しました。ファ
スナーと布地の一体感によりデザインの可能性が広がり、またテープ
を排することで最終製品の軽量化にも貢献します。さらには、縫製工
程削減の効率化によって、縫製業界への貢献も目指しています。
テープのないファスナー AiryString®
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「善の巡環」と価値創造

技術力と製造力
「ファスナーの品質向上には、原料からの一貫生産が必要である」と考えた創業者。この思想を具現化した「一貫生産」
は、YKKの経営の根幹であり競争力の基盤です。新たなものづくりの理想の姿に向け、日々進化しています。

創業者語録

「無人工場を目指そう」
すべての人を幸せにする理想の工場を。創業者𠮷田忠雄はこん
な夢を持っていました。「社員は会社に来て、始動のボタンを押
す。そうすると機械がうなりを生じて、自動的に全工場が操業を
始める。社員は好きな勉強をしたり、研究をしたり、開発したり、
それも終わって退屈してくれば、野球場に出て野球をしておればい
い。」社員一人ひとりの発明と工夫・改善で工場をオートメーショ
ン化する。機械が自動でよいものをより安く生み出すようになれ
ば、社員はもっと創造的な仕事ができる。戦後、まだ機械化も十
分にできていない日本において、無人工場という究極の夢を描い
ていました。
「𠮷田忠雄技術思想展」より

YKKの一貫生産
品質・環境
マーケティング／
商品企画

商品開発

材料開発／加工技術

生産技術

製造

設備・ライン開発

販売

サービス

機械・金型製造

分析・解析
YKKは、材料から製造設備、商品までを自社で開発・生産する「一貫生産」を実現しています。金属・繊維・樹脂と
いった材料開発などの要素技術から、環境配慮型のリサイクル技術、さらには物流・販売および製造システムの構築ま
で、顧客が求める品質の商品を世界のどこでも安定して供給できるプロセスを確立しています。
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知的
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進化する「一貫生産」体制
より多くの顧客要望に対応するために、「一貫生産」体制の機能強
一貫生産思想

2021～2024年度
ファスニング総投資額

2022年度
デジタル投資

海外研修生
受け入れ

化による効率性向上も図りながら、顧客の課題解決を視野に入れた
供給体制に再整備します。具体的には、世界各地の生産条件の違い
を考慮した供給拠点構築や最適なライン開発を進めていきます。

1,245 億円

無停止・無人生産ラインの構築
「適時・適材・適量」での供給を目指し、ラインにおける自動化・
デジタル化を推進していきます。運搬や検査などの作業をロボットや
AIに置き換え、人はより創造的な仕事を行う生産体制を構築してい
きます。

22億円

延べ

（設備投資）

2,100名
以上

基幹商品の徹底したコスト競争力強化
第6次中期事業方針でも掲げる「徹底したコスト競争力追求」の一
環で、現在、基幹商品の徹底的なコストダウンを推進しています。今
後求められる、地域に応じた仕様の異なる多様な設備企画・開発に、

産学連携
パートナーシップ

強固なサプライ
チェーン

営業・製造・技術と一体で取り組んでいます。
（数値は2022年3月末現在）

新たな価値の創出
スマートファクトリーの実現
デジタル技術の活用等により、ファスナー専用機械にAI、ロボッ
ト、センシングなどを活用し、人をなるべく介さない無停止・無人化
を推進しています。現在は、それらの新しい技術を取り込んで、古御
堂工場で無停止・無人生産ラインの構築を進めながら検証を行って
います。今後は、IoTを用いて工場全体の設備をつなげ、在庫デー
タや顧客需要予測とのデータ連携を通して、サプライチェーンの適正
化に向けたスマートファクトリーの実現を目指していきます。

ＹＫＫ黒部事業所

古御堂工場

環境負荷低減に貢献する新たな技術開発
従来のめっき薬品を一切使用せず、シアン、クロム、セレンなどの
有害物質を100％除去した新しいめっき技術 AcroPlating® を開発
しました。ライフサイクルアセスメント調査にて製造工程での温室効
果ガスの排出、水の使用、消費電力を大幅に削減するとの結果を得
ています。シアン、クロム、セレンは人体や生物の健康にも悪影響を
及ぼすため、これらを100％除去した AcroPlating® によって、製造
工程の作業環境の改善も実現しました。

新めっき技術 AcroPlating®
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「善の巡環」と価値創造

多様人財
72カ国／地域で事業展開するYKKでは、多様なバックグラウンドや個性を持つ人財が活躍しており、YKKの価値創造
の源泉そのものです。創業者が語った「森林経営」は、これからも脈々と受け継がれる思想です。

創業者語録

「大樹より森林の強さを」
YKKは森林です。全員が手を携えて一緒に大きく育っていきます。
まんべんなく太陽の恵みを受け、一緒に雨風に立ち向かっていかな
ければなりません。もちろん森林のなかには、経験を積んで年輪を
重ねた太い木も、若くて細い木もあります。背の高い木、低い木も
あります。人によってそれぞれの個性によってその得意とする能力
を発揮して上手に働き、だれに支配されるのでもなく一緒に前進し
ます。YKKの社員は全員が労働者であるとともに、経営者でもある
のです。どんなに会社が大きくなったとしても、決してこの活力あふ
れる森林の精神を失うことなく、だれもが自由に発言できる会社で
ありたいと願っています。
生誕100年記念出版書籍
『 YKK創業者𠮷田忠雄とその経営哲学「善の巡環」を語る』より

グローバルに事業展開を行ってきたYKKは、年齢、性別、国籍等に関わらず、
多様な人財が働き、それぞれの力を発揮しています。多様な社員の力は会社
の財産であり、宝です。多様性に富む人財が結集して有機的に機能することで
確実に事業競争力の強化へ結び付ける、ダイバーシティ＆インクルージョンの
実現を目指しています。
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理念の理解・浸透
多様な考えや価値観を持つ社員が、共通認識として大切にしてい
るYKK精神や経営理念の理解・浸透活動に長年にわたり注力してい
ます（詳細はP43参照）。この共通認識を持つことが、多様な考えや
価値観を持つ社員間での目的の共有や戦略の実践において、非常に

初の海外進出
「善の巡環」の
浸透と実践

1959 年

（インド、ニュージー
ランド）

重要な側面と考えています。

制度改革
新たな働き方と、多様な人財の価値観を尊重し、各種制度改革に取り
組んでいます。日本における定年廃止やキャリア支援室の設置、また社
員が自ら手を挙げられる「社内公募制度」の開始など、社員がより働き

72 カ国／地域、
27,000 人

多様人財
活躍推進委員会

さまざまな
キャリア支援

定年制度廃止
（日本）

の多様人財

がいと魅力を感じながらキャリア形成ができる施策を開始しています。

「 One YKK 」に向けたグローバル人財の強化
世界各国／地域におけるナショナルスタッフの育成強化や、将来の
マネジメントを担う幹部候補の育成と登用等のサクセッションプラン
など、多様な人財がグローバルで活躍できる環境をさらに整備して
いきます。
（数値は2022年3月末現在）

新たな価値の創出
多様人財の活躍推進
日本においては、会社の求める役割を果たすことができる限り、年
齢に関わらず働くことができる新人事制度（定年制度廃止）を導入
し、更なる活躍の場と可能性を広げています。また、ダイバーシティ
＆インクルージョンを推進するために「多様人財活躍推進委員会」を
設置しました。社員一人ひとりが自らの人生を自ら考え、そして行動
する「森林集団」の実現と、年齢、性別、国籍等にとらわれない役割

YKKベトナム社

を軸とした真に「公正」な人事制度の実現を目指し、今後も制度改革
や新たな仕組み・施策等を実施していきます。

グローバル＆ローカルで活躍する社員
多様な働き方や価値観の尊重、社員のスキル等も活かしながら、
グローバルな土俵で活躍する社員、一方で各国／地域に根差して活
躍する社員など、社員全員が活躍できるフィールドがYKKには用意
されています。このように「多様人財」が活かされた組織風土こそが、
YKKの強みへとつながっています。

YKKバングラデシュ社
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