
世界の人口増加と新興国の経済発展により、世界全体の自動車保有
台数が増加していくことが予測されています。その結果、必然的に
資源消費が増大し、環境負荷が増えていくと考えられますが、やがて
は地球の自浄能力・扶養力を超えてしまい、地球温暖化や資源枯渇、
生物多様性の損失などの問題に直面する可能性があります。

社会的課題

2050年の世界を見据えて

持続可能な社会を
目指すためには

「デカップリング」が重要

持続可能な社会を目指すには、人口増加・
経済発展と資源消費・環境負荷増大を

「切り離す」必要があります。この「切り
離し」を指して、UNEP（国連環境計画）は

「デカップリング」と呼んでいます。

※5　ノーネットロスとは、事業活動が与える生物多様性への影響を最小化しながら、生物多様性の復元などの貢献活動を行うことによって、生態系全体での損失を相殺するという考え方です。
※6　ブリヂストングループでは「継続的に利用可能な資源から得られ、事業として長期的に成立し、原材料調達から廃棄に至るライフサイクル全体で環境・社会面への影響が小さい原材料」を

サステナブルマテリアルと位置付けています。
※7　2008年7月に行われたG8北海道洞爺湖サミットにおいて、2050年までに世界全体の温室効果ガス排出量を少なくとも50％削減するとG8が合意し、同年にエネルギー安全

保障と気候変動に関する主要経済国会合( 先進国＋中国、インドなどの新興国)で共有された目標をグローバル目標としています。

※1　World Population Prospects: The 2012 Revision (United Nations, 2013)
※2　自動車部門を中心とした世界のエネルギーおよび運輸需要予測(一般財団法人 日本エネルギー経済研究所、2012）
※3　CLIMATE CHANGE 2013 - The Physical Science Basis- Working Group 1 Contribution to the Fifth Assessment Report of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC Working Group 1, 2013)のRCP8.5シナリオに基づく 
※4　Decoupling Natural Resource Use and Environmental Impacts from Economic Growth（United Nations Environment Programme, 2011）

ブリヂストングループの様々なバック
グラウンドで日々活動している従業
員全員が、軸がぶれない環境活動を
実践するためのよりどころとして、
グループ共通の「環境宣言」を掲げ
ています。環境宣言では「自然と共
生する」「資源を大切に使う」「CO2
を減らす」という社会価値創造、持続
可能な社会の実現に向けた活動の
方向性を明確にしています。
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事業を展開する企業として、世界の様々な
ニーズに応え、常に高品質な製品を安定的
に供給する責任を担っていると認識して
います。その責任を果たしながら、地球の
自浄能力・扶養力とバランスをとり、社会
や自然と調和し共生することで、持続可能
な社会の実現に貢献する、という考えの
もと、2012年に環境長期目標を策定し、
活動を進めています。

ブリヂストンのアプローチ
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世界の人口増加と新興国の経済発展により、世界全体の自動車保有
台数が増加していくことが予測されています。その結果、必然的に
資源消費が増大し、環境負荷が増えていくと考えられますが、やがて
は地球の自浄能力・扶養力を超えてしまい、地球温暖化や資源枯渇、
生物多様性の損失などの問題に直面する可能性があります。
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経済発展と資源消費・環境負荷増大を

「切り離す」必要があります。この「切り
離し」を指して、UNEP（国連環境計画）は

「デカップリング」と呼んでいます。

※5　ノーネットロスとは、事業活動が与える生物多様性への影響を最小化しながら、生物多様性の復元などの貢献活動を行うことによって、生態系全体での損失を相殺するという考え方です。
※6　ブリヂストングループでは「継続的に利用可能な資源から得られ、事業として長期的に成立し、原材料調達から廃棄に至るライフサイクル全体で環境・社会面への影響が小さい原材料」を

サステナブルマテリアルと位置付けています。
※7　2008年7月に行われたG8北海道洞爺湖サミットにおいて、2050年までに世界全体の温室効果ガス排出量を少なくとも50％削減するとG8が合意し、同年にエネルギー安全

保障と気候変動に関する主要経済国会合( 先進国＋中国、インドなどの新興国)で共有された目標をグローバル目標としています。

※1　World Population Prospects: The 2012 Revision (United Nations, 2013)
※2　自動車部門を中心とした世界のエネルギーおよび運輸需要予測(一般財団法人 日本エネルギー経済研究所、2012）
※3　CLIMATE CHANGE 2013 - The Physical Science Basis- Working Group 1 Contribution to the Fifth Assessment Report of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC Working Group 1, 2013)のRCP8.5シナリオに基づく 
※4　Decoupling Natural Resource Use and Environmental Impacts from Economic Growth（United Nations Environment Programme, 2011）
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ています。環境宣言では「自然と共
生する」「資源を大切に使う」「CO2
を減らす」という社会価値創造、持続
可能な社会の実現に向けた活動の
方向性を明確にしています。
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事業を展開する企業として、世界の様々な
ニーズに応え、常に高品質な製品を安定的
に供給する責任を担っていると認識して
います。その責任を果たしながら、地球の
自浄能力・扶養力とバランスをとり、社会
や自然と調和し共生することで、持続可能
な社会の実現に貢献する、という考えの
もと、2012年に環境長期目標を策定し、
活動を進めています。
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35%
削減

※2　事業ごとに生産量や売上高当たりの取水量を原単位として管理して
おり、それらの削減率の加重平均値を指標としています。

※3　「World Business Council for Sustainable Development
（WBCSD） ： 持続可能な発展のための世界経済人会議」が開発した
水リスク評価ツール。

※4　「World Resources Institute (WRI) ： 世界資源研究所」が
開発した水リスク評価ツール。

ブリヂストングループは、生産工程において冷却水や蒸気を利用し

ており、これら水資源の持続的な利用は、ブリヂストングループの

事業継続と切り離せない課題です。このため、ブリヂストングループ

全体の生産拠点における取水量原単位※2を2020年までに2005年

比35%削減することを目標とし、取水量削減活動を進めています。

2017年は34％削減となり、昨年から大きく改善しました。

中国やメキシコなど、深刻な水不足が懸念される地域にある工場を

含む多くの生産拠点での冷却水の循環利用、製造プロセスの改善

による効率的な水資源利用や雨水の利用も進めています。また、

タイヤ工場を新設する際には水源の水質や水量のリスクアセス

メントを行うとともに、水資源の効率的な利用と排水に配慮する

ことを定めています。他にも、WBCSD Global Water Tool※3や

WRI Aqueduct※4などを用いて既存工場の水リスクの評価を行う

とともに、拠点ごとに対応策を検討しています。

取水による影響の削減

※5　根白腐病とは、糸状菌の一種であるパラゴムノキ根白腐病菌(Rigidoporus microporus,ネッタイスルメタケ)が引き起こす病気です。根に感染し組織を腐敗させることで、
樹木を枯死に至らしめます。感染初期の発見は困難です。現状では抜本的な対策がなく、発症した場合、罹病部位の切除、薬剤処理により対処します。

※6　LAMP法とは、栄研化学が開発した遺伝子増幅法です。土壌中の病原菌に特異的なDNA配列を増幅させ、検出するものです。

タイヤ需要の拡大から天然ゴム消費量の増加が予測される中、農園の拡大による森林伐採をせずに限られた土地で生産性

を向上させることが課題となっています。

特に病害は生産性低下の大きな要因の一つです。ブリヂストンは、天然ゴム資源の大部分を担うパラゴムノキの病害である

根白腐病※5を、簡単かつ迅速、また正確に診断するLAMP法※6と呼ばれるバイオテクノロジーを応用した簡易病害診断技術

を確立し、2015年に発表しました。試薬キットを利用することで、フィールドにおいても、目視で簡易に病害菌の有無を

確認することができる画期的な技術です。この技術により、土壌中の病原菌が原因で感染が拡大する根白腐病の早期発見が

可能となり、罹病木から健全木への感染拡大の抑制が期待できます。また、被害の抑制やメンテナンスが容易になるなどの

効果を期待できます。今後、インドネシアや日本の大学との連携を継続、さらに強化し開発を推進すると共に、これらの技術

の普及を通じて、パラゴムノキの保護と天然ゴムの安定供給に貢献していきます。

天然ゴム資源「パラゴムノキ」の簡易病害診断技術を確立

ブリヂストン アメリカス インク(BSAM) では、米国およびメキシコの

11箇所においてWildlife Habitat Council (WHC)から野生生物の生息

地保全と環境教育に関する認証を取得しており、各地域における自然動

植物の保全と、地域の状況に合わせた環境教育の機会を提供しています。

2017年11月にメリーランド州ボルチモアで開催された、WHC主催の

パネルディスカッションではBSAM代表として参加し、野生生物の生息地

保全に関する企業の社会的責任について議論しました。

野生生物の生息地保全と環境教育に関する認証の取得

2013年に、関係性マップ※1で洗い出した生物多様性に対するブリヂストングループの「影響」と「貢献」の各項目について、

「マテリアリティ分析」を実施し、重要な課題を特定しました。今後も、対応する主要なアクションを推進するとともに、社会の

ニーズの変化に合わせて重要な課題を見直し、活動の拡充を図っていきます。また、国際的にNatural Capital Protocol 

(自然資本プロトコル) をはじめとする種々の生物多様性の定量化手法の開発が進められていますが、ブリヂストングループ

では、 こうした議論の流れを注視しながら、事業活動と生物多様性との関わりの定性的、定量的な把握を進めています。

ブリヂストングループの事業活動と生物多様性の関係性

※1　一般社団法人企業と生物多様性イニシアティブ (JBIB)の「企業と生物多様性の関係性マップ®」を参考にブリヂストンにて作成。
        https://www.bridgestone.co.jp/csr/environment/nature/index.html

影響の最小化

土地利用の影響低減

大気・水域への排出低減

取水の影響低減

CO2排出削減（モノづくり）

廃棄物削減

貢献の最大化

動植物の生息域保全・回復

天然ゴム農園の生産性向上

水資源保全

CO2排出削減（商品使用時）

ブリヂストングループは、2010年にCOP10（生物多様性条約第10回締約国会議）で採択された長期目標（ビジョン）
に則り、事業活動と生物多様性の関係を把握し、優先して取り組むべき課題を特定しています。

「自然と共生する」活動の環境長期目標で掲げる「生物多様性ノーネットロス」とは、事業活動が与える生物多様性への
影響を最小化しながら、生物多様性の復元等の貢献活動を行うことによって、生態系全体での損失を相殺するという
考え方です。ブリヂストングループは、事業活動全体で「生物多様性ノーネットロス」に向けた取り組みを推進しています。

生物多様性ノーネットロス（貢献量>影響）環境長期目標
（2050年以降）

考え方
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重要な課題と主要なアクション

  第三者保証書 URL:https://www.bridgestone.co.jp/csr/esg_data/pdf/assurance2018.pdf

BSAMがテネシー州に寄付した自然保護エリア
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35%
削減

※2　事業ごとに生産量や売上高当たりの取水量を原単位として管理して
おり、それらの削減率の加重平均値を指標としています。

※3　「World Business Council for Sustainable Development
（WBCSD） ： 持続可能な発展のための世界経済人会議」が開発した
水リスク評価ツール。

※4　「World Resources Institute (WRI) ： 世界資源研究所」が
開発した水リスク評価ツール。

ブリヂストングループは、生産工程において冷却水や蒸気を利用し

ており、これら水資源の持続的な利用は、ブリヂストングループの

事業継続と切り離せない課題です。このため、ブリヂストングループ

全体の生産拠点における取水量原単位※2を2020年までに2005年

比35%削減することを目標とし、取水量削減活動を進めています。

2017年は34％削減となり、昨年から大きく改善しました。

中国やメキシコなど、深刻な水不足が懸念される地域にある工場を

含む多くの生産拠点での冷却水の循環利用、製造プロセスの改善

による効率的な水資源利用や雨水の利用も進めています。また、

タイヤ工場を新設する際には水源の水質や水量のリスクアセス

メントを行うとともに、水資源の効率的な利用と排水に配慮する

ことを定めています。他にも、WBCSD Global Water Tool※3や

WRI Aqueduct※4などを用いて既存工場の水リスクの評価を行う

とともに、拠点ごとに対応策を検討しています。

取水による影響の削減

※5　根白腐病とは、糸状菌の一種であるパラゴムノキ根白腐病菌(Rigidoporus microporus,ネッタイスルメタケ)が引き起こす病気です。根に感染し組織を腐敗させることで、
樹木を枯死に至らしめます。感染初期の発見は困難です。現状では抜本的な対策がなく、発症した場合、罹病部位の切除、薬剤処理により対処します。

※6　LAMP法とは、栄研化学が開発した遺伝子増幅法です。土壌中の病原菌に特異的なDNA配列を増幅させ、検出するものです。

タイヤ需要の拡大から天然ゴム消費量の増加が予測される中、農園の拡大による森林伐採をせずに限られた土地で生産性

を向上させることが課題となっています。

特に病害は生産性低下の大きな要因の一つです。ブリヂストンは、天然ゴム資源の大部分を担うパラゴムノキの病害である

根白腐病※5を、簡単かつ迅速、また正確に診断するLAMP法※6と呼ばれるバイオテクノロジーを応用した簡易病害診断技術

を確立し、2015年に発表しました。試薬キットを利用することで、フィールドにおいても、目視で簡易に病害菌の有無を

確認することができる画期的な技術です。この技術により、土壌中の病原菌が原因で感染が拡大する根白腐病の早期発見が

可能となり、罹病木から健全木への感染拡大の抑制が期待できます。また、被害の抑制やメンテナンスが容易になるなどの

効果を期待できます。今後、インドネシアや日本の大学との連携を継続、さらに強化し開発を推進すると共に、これらの技術

の普及を通じて、パラゴムノキの保護と天然ゴムの安定供給に貢献していきます。

天然ゴム資源「パラゴムノキ」の簡易病害診断技術を確立

ブリヂストン アメリカス インク(BSAM) では、米国およびメキシコの

11箇所においてWildlife Habitat Council (WHC)から野生生物の生息

地保全と環境教育に関する認証を取得しており、各地域における自然動

植物の保全と、地域の状況に合わせた環境教育の機会を提供しています。

2017年11月にメリーランド州ボルチモアで開催された、WHC主催の

パネルディスカッションではBSAM代表として参加し、野生生物の生息地

保全に関する企業の社会的責任について議論しました。

野生生物の生息地保全と環境教育に関する認証の取得

2013年に、関係性マップ※1で洗い出した生物多様性に対するブリヂストングループの「影響」と「貢献」の各項目について、

「マテリアリティ分析」を実施し、重要な課題を特定しました。今後も、対応する主要なアクションを推進するとともに、社会の

ニーズの変化に合わせて重要な課題を見直し、活動の拡充を図っていきます。また、国際的にNatural Capital Protocol 

(自然資本プロトコル) をはじめとする種々の生物多様性の定量化手法の開発が進められていますが、ブリヂストングループ

では、 こうした議論の流れを注視しながら、事業活動と生物多様性との関わりの定性的、定量的な把握を進めています。

ブリヂストングループの事業活動と生物多様性の関係性

※1　一般社団法人企業と生物多様性イニシアティブ (JBIB)の「企業と生物多様性の関係性マップ®」を参考にブリヂストンにて作成。
        https://www.bridgestone.co.jp/csr/environment/nature/index.html
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CO2排出削減（商品使用時）

ブリヂストングループは、2010年にCOP10（生物多様性条約第10回締約国会議）で採択された長期目標（ビジョン）
に則り、事業活動と生物多様性の関係を把握し、優先して取り組むべき課題を特定しています。

「自然と共生する」活動の環境長期目標で掲げる「生物多様性ノーネットロス」とは、事業活動が与える生物多様性への
影響を最小化しながら、生物多様性の復元等の貢献活動を行うことによって、生態系全体での損失を相殺するという
考え方です。ブリヂストングループは、事業活動全体で「生物多様性ノーネットロス」に向けた取り組みを推進しています。

生物多様性ノーネットロス（貢献量>影響）環境長期目標
（2050年以降）
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自然と共生する
生産拠点における取水量の目標と実績（原単位）

重要な課題と主要なアクション

  第三者保証書 URL:https://www.bridgestone.co.jp/csr/esg_data/pdf/assurance2018.pdf

BSAMがテネシー州に寄付した自然保護エリア
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100%サステナブルマテリアル化を目指した主な技術・商品

将来、人口や自動車台数の増加により、タイヤなどの需要も拡大することが予測されて
います。その結果、必然的に資源消費が増大し、環境負荷が増えていくと考えられますが、
やがては地球の自浄能力・扶養力を超えてしまい、資源枯渇などの問題に直面する可能性が
あります。ブリヂストングループは、地球の自浄能力・扶養力とバランスがとれた事業運営を
行うことを目指しており、そのために必要な活動として、使用する資源を減らす（リデュース）、
循環させる（リユース、リサイクル）、新たに投入する再生可能資源を拡充・多様化すると
いう3つのアクションを定めています。

100%サステナブルマテリアル化※1環境長期目標
（2050年以降）

考え方

資源を循環させる&
効率よく活用する

アクション

❷

すり減ったタイヤのトレッドゴム（路面
と接する部分）を貼り替えて、使用済み
タイヤを再利用したものをリトレッド
タイヤといいます。新品タイヤに比べ、
原材料の使用量が1/3以下で省資源
であるとともに、トレッドゴム以外の
部材(台タイヤ)をリユースできるため、
廃棄される使用済タイヤの削減にも
大きく貢献します。

新品
タイヤ

リトレッド
タイヤ

石油使用量

68%減※9

※9  資料：更生タイヤ
       全国協議会

リトレッドタイヤ

タイヤの主要な原材料の一つで
ある天然ゴムの新たな供給源として
期待される「グアユール」の実用化に
向け、パートナーシップを活用した
様々な研究を進めています。
2017年12月には、ブリヂストン 
アメリカス インク(BSAM)がイタリア
のVersalis社と提携、最新の遺伝子
技術を駆使してより生産性の高い
グアユール品種の開発を目指すほ
か、ゲノムのビッグデータ・ソリュー
ション企業であるNRgene社の技術
を活用したグアユールの品種改良にも取り組んでいます。
これらを含めた長年にわたる研究活動が評価され、
2018年2月にBSAMが米国農務省（USDA）の
国立食品農業研究所（NIFA）から、グアユール
由来の米国産天然ゴム資源の研究開発
支援先として選定されました。
2020年代の実用化に向け、持続可能
な方法によるグアユールの生産性向上
や生産方法の確立、物流の改善など、
今後も様々な要素を強化していきます。

新たな天然ゴム資源
「グアユール」の研究開発

資源使用量

A 循環活用されている再生資源

B 新規に投入する再生可能資源

C 非再生資源（枯渇資源）

A

B

C

A

B

現在

A

C

B

2050年以降

BAUケース 100%サステナブル
マテリアル化

BAU（Business as usual）:

何もしなかった場合

需要の増加によって
資源使用量も増加

地球の
自浄能力・

扶養力ライン

そもそもの
原材料使用量を削減

アクション❶

資源を循環させる&
効率よく活用する

アクション❷

再生可能 資 源の
拡充・多様化

アクション❸

再生可能資源の
拡充・多様化

アクション

❸

そもそもの
原材料使用量を

削減

アクション

❶

グアユール
米国南西部からメキシコ北部にかけ
ての乾燥地帯が原産の低木で、天然
ゴムの主要な供給源であるパラゴム
ノキとは異なる土地での栽培が可能。

ブリヂストンは2018年、ゴムと樹脂を分子レベルで結び付けた世界初のポリマーの開発※2に成功しました。このポリマーは、
一般的な合成ゴムより耐破壊特性が高い天然ゴムと比較して、耐亀裂性が5倍以上※3、耐摩耗性が2.5倍以上※4、引張強度が
1.5倍以上※5という画期的な性能を有します。今回開発した「High Strength Rubber（HSR）」は、ブタジエンやイソプレン
などの合成ゴム成分とエチレン※6などの樹脂成分を当社独自の改良型Gd触媒※7を用いて分子レベルで結びつける（共重合※8）
ことにより開発したハイブリッド材料です。HSRは天然ゴムを凌駕する強度と耐摩耗性を有することから、例えばタイヤの次世代
材料として有望であり、より少ない材料使用量でタイヤに求められる様々な性能を達成できる可能性があります。また、タイヤ
以外の製品へのHSR適用についても積極的に検討を進めていきます。

資源を大切に使う
該当するSDGs目標

※2 当社調べ　※3 JIS K 6270（加硫ゴム及び熱可塑性ゴム－引張疲労特性の求め方－定ひずみ方法）を用いて試験　※4 JIS K 6264-2（加硫ゴム及び熱可塑性ゴム
－耐摩耗性の求め方－改良ランボーン摩耗試験）を用いて試験　※5 JIS K 6251（加硫ゴム及び熱可塑性ゴム－引張特性の求め方－）を用いて試験　※6 プラスチックや
化学繊維など石油化学製品の基礎原料。重合して得られるポリエチレンは、最も広く使用されている合成樹脂　※7 当社が開発した、高性能なゴムを合成できる重合触媒
※8 2種類以上の成分（モノマー）を1つの化合物として結びつける反応のこと

※1 ブリヂストングループでは「継続的に利用可能な資源から得られ、事業として長期的に成立し、原材料調達から廃棄に
至るライフサイクル全体で環境・社会面への影響が小さい原材料」をサステナブルマテリアルと位置付けています。

樹脂／ゴムハイブリッド材料
High Strength Rubber

ゴムのしなやかさと樹脂の強靭さを兼ね備えた次世代材料の開発

タイヤ軽量化の研究

今回開発に成功した世界初のポリマー High Strength Rubber

エチレンなどオレフィン
（樹脂成分）

ブタジエン、イソプレンなど
共役ジエン（ゴム成分）

共重合

ブリヂストン独自の
改良型Gd触媒
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100%サステナブルマテリアル化を目指した主な技術・商品

将来、人口や自動車台数の増加により、タイヤなどの需要も拡大することが予測されて
います。その結果、必然的に資源消費が増大し、環境負荷が増えていくと考えられますが、
やがては地球の自浄能力・扶養力を超えてしまい、資源枯渇などの問題に直面する可能性が
あります。ブリヂストングループは、地球の自浄能力・扶養力とバランスがとれた事業運営を
行うことを目指しており、そのために必要な活動として、使用する資源を減らす（リデュース）、
循環させる（リユース、リサイクル）、新たに投入する再生可能資源を拡充・多様化すると
いう3つのアクションを定めています。

100%サステナブルマテリアル化※1環境長期目標
（2050年以降）
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と接する部分）を貼り替えて、使用済み
タイヤを再利用したものをリトレッド
タイヤといいます。新品タイヤに比べ、
原材料の使用量が1/3以下で省資源
であるとともに、トレッドゴム以外の
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タイヤの主要な原材料の一つで
ある天然ゴムの新たな供給源として
期待される「グアユール」の実用化に
向け、パートナーシップを活用した
様々な研究を進めています。
2017年12月には、ブリヂストン 
アメリカス インク(BSAM)がイタリア
のVersalis社と提携、最新の遺伝子
技術を駆使してより生産性の高い
グアユール品種の開発を目指すほ
か、ゲノムのビッグデータ・ソリュー
ション企業であるNRgene社の技術
を活用したグアユールの品種改良にも取り組んでいます。
これらを含めた長年にわたる研究活動が評価され、
2018年2月にBSAMが米国農務省（USDA）の
国立食品農業研究所（NIFA）から、グアユール
由来の米国産天然ゴム資源の研究開発
支援先として選定されました。
2020年代の実用化に向け、持続可能
な方法によるグアユールの生産性向上
や生産方法の確立、物流の改善など、
今後も様々な要素を強化していきます。
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ブリヂストンは2018年、ゴムと樹脂を分子レベルで結び付けた世界初のポリマーの開発※2に成功しました。このポリマーは、
一般的な合成ゴムより耐破壊特性が高い天然ゴムと比較して、耐亀裂性が5倍以上※3、耐摩耗性が2.5倍以上※4、引張強度が
1.5倍以上※5という画期的な性能を有します。今回開発した「High Strength Rubber（HSR）」は、ブタジエンやイソプレン
などの合成ゴム成分とエチレン※6などの樹脂成分を当社独自の改良型Gd触媒※7を用いて分子レベルで結びつける（共重合※8）
ことにより開発したハイブリッド材料です。HSRは天然ゴムを凌駕する強度と耐摩耗性を有することから、例えばタイヤの次世代
材料として有望であり、より少ない材料使用量でタイヤに求められる様々な性能を達成できる可能性があります。また、タイヤ
以外の製品へのHSR適用についても積極的に検討を進めていきます。

資源を大切に使う
該当するSDGs目標

※2 当社調べ　※3 JIS K 6270（加硫ゴム及び熱可塑性ゴム－引張疲労特性の求め方－定ひずみ方法）を用いて試験　※4 JIS K 6264-2（加硫ゴム及び熱可塑性ゴム
－耐摩耗性の求め方－改良ランボーン摩耗試験）を用いて試験　※5 JIS K 6251（加硫ゴム及び熱可塑性ゴム－引張特性の求め方－）を用いて試験　※6 プラスチックや
化学繊維など石油化学製品の基礎原料。重合して得られるポリエチレンは、最も広く使用されている合成樹脂　※7 当社が開発した、高性能なゴムを合成できる重合触媒
※8 2種類以上の成分（モノマー）を1つの化合物として結びつける反応のこと

※1 ブリヂストングループでは「継続的に利用可能な資源から得られ、事業として長期的に成立し、原材料調達から廃棄に
至るライフサイクル全体で環境・社会面への影響が小さい原材料」をサステナブルマテリアルと位置付けています。
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ゴムのしなやかさと樹脂の強靭さを兼ね備えた次世代材料の開発
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今回開発に成功した世界初のポリマー High Strength Rubber
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※1
※2

※3
※4

ブリヂストングループは、CO2排出量を削減することは、自動車業界の一員として当然取り組むべき課題ととらえ、IPCC※3などの
国際的な専門機関による予測結果をベースに、企業活動におけるCO2排出量の削減目標を設定しています。
CO2排出量を商品のライフサイクル全体で考えた際、最も大きな割合を占めるのはタイヤの使用時に自動車の排気ガスとして
排出されるものです。タイヤの転がり抵抗を低減することで、車両の燃費を向上させ、自動車から排出されるCO2排出量の削減
に貢献することが可能と考えています。今後も商品の使用時を含め、ライフサイクル全体でCO2排出量削減に取り組んでいきます。
また、CO2排出量削減という気候変動の緩和策に取り組むと同時に、気候変動がブリヂストングループ事業に与えるリスク
を認識し、熱帯以外の地域からの天然ゴムを供給する研究を行うなど適応策を実施しています。
タイヤのライフサイクル全体でCO2排出量を削減するため、
2020年までにモノづくりにおけるCO2排出量に対し、お客様
によるタイヤ使用時のCO2排出量への削減貢献量が上回る
ことを目指し、グループとして2つのCO2削減に関する目標を
策定し、グループ全体で取り組んでいます。
モノづくりで排出されるCO2排出量を使用時のCO2排出削減
貢献量※4で相殺したと考えた場合のライフサイクル全体の
CO2排出量は、2017年実績で86％の削減（2005年対比）
となりました。2020年までにモノづくりのCO2排出量を削減
貢献量が上回るよう、引き続き2つのアプローチで活動を進め
ていきます。

モノづくりの過程でのCO2排出量については2020年までに売上高当たり35％削減という目標を設定しています。

2017年は売上高当たりでの削減率は35％（2005年対比）と昨年対比大きく改善しました。

タイヤの転がり抵抗については2020年までにグローバルの平均で25％低減（2005年対比）という目標を設定して

います。2017年は19％低減（2005年対比）となり、これをCO2削減貢献量に換算すると約1,170万トン※5相当の削減

に貢献したことになります。安全性を確保しながら転がり抵抗係数を低減することは難度の高い技術を要しますが、「ナノプロ・

テック」※6の開発や、それを搭載した低燃費タイヤのグローバル展開により、使用時のCO2排出量削減に貢献しています。

また、2020年以降の新たな削減目標設定についても、検討を進めていきます。

なお、CO2排出量の実績については、第三者機関による保証を受け、情報の透明性の確保に努めています。

2017年
主な実績

●製品の原材料調達から生産、流通、廃棄にいたるモノづくりの過程※1

で排出されるCO2を35%削減 (2005年対比、売上高当たり）

●タイヤの転がり抵抗を25%低減 (2005年対比）

グローバル目標への貢献（CO2排出量50%以上削減）環境長期目標
（2050年以降）

CO2を減らす
該当するSDGs目標

環境に関するさらに詳しい情報   https://www.bridgestone.co.jp/csr/environment/index.html詳しくはWebへ
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※5　「タイヤのLCCO2算定ガイドライン Ver.2.0」（2012年4月一般社団法人日本自動車タイヤ協会）に基づいて算出。
※6　ゴム構造をナノレベル単位で解析し、その分子構造を自在にコントロールする超微細技術。

  第三者保証書 URL:https://www.bridgestone.co.jp/csr/esg_data/pdf/assurance2018.pdf

環境
中期目標
（2020年）

2020年までにモノづくりで排出される以上のCO2の削減に貢献

モノづくりの過程とは、原材料調達、生産、流通、廃棄・リサイクルを指します。
乗用車用低燃費タイヤ（タイヤサイズ：195/65R15）1本当たりのライフサイクル温室効果ガス排出量＝243.9kgCO2e
廃棄・リサイクル段階の温室効果ガス排出量：排出＝13.1kgCO2e,削減効果＝-12.5kgCO2e（出典:一般社団法人日本自動車タイヤ協会（2012）

「タイヤのLCCO2算定ガイドライン Ver.2.0」）
気候変動に関する政府間パネル。

「タイヤのLCCO2算定ガイドライン Ver.2.0」（2012年4月一般社団法人日本自動車タイヤ協会）に基づいて算出。

※7　CO2排出量の削減活動のほか、売上高に対する為替変動の影響などを含んでいます。
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モノづくりの過程で排出される売上高当たりのCO2排出量※7 タイヤの転がり抵抗係数

●モノづくりにおけるCO2排出量を35%削減

●タイヤの転がり抵抗を19%低減
（2005年対比、売上高当たり）

（2005年対比）

Bridgestone World Solar Challenge（ブリヂストンワールドソーラーチャレンジ）は
太陽光を動力源として、約5日間を掛けオーストラリア北部のダーウィンから南部の
アデレードまでの約3,000kmを走破する世界最高峰のソーラーカーレースです。
ブリヂストンは世界中から参加する各チームの熱い挑戦を支え、将来を担う若きエンジ
ニアを応援しています。また、当大会を通じ低燃費タイヤ「ECOPIA with ologic※8」
など環境技術の開発を促進し、次世代のモビリティ社会の実現に貢献しています。

※8 「ologic」は、狭幅・大径のタイヤ形状により、低燃費と安全性を高次元で両立するブリヂストンの低燃費タイヤ技
術です。ブリヂストンは、2017ブリヂストンワールドソーラーチャレンジに参戦する22チーム（出走ベース）に、

「ologic」のコンセプトを採用したソーラーカー用の低燃費タイヤ「ECOPIA with ologic」を供給しました。

世界最高峰のソーラーカーレース
「ブリヂストンワールドソーラーチャレンジ」
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など環境技術の開発を促進し、次世代のモビリティ社会の実現に貢献しています。

※8 「ologic」は、狭幅・大径のタイヤ形状により、低燃費と安全性を高次元で両立するブリヂストンの低燃費タイヤ技
術です。ブリヂストンは、2017ブリヂストンワールドソーラーチャレンジに参戦する22チーム（出走ベース）に、

「ologic」のコンセプトを採用したソーラーカー用の低燃費タイヤ「ECOPIA with ologic」を供給しました。

世界最高峰のソーラーカーレース
「ブリヂストンワールドソーラーチャレンジ」

 − 34 −  − 35 − サステナビリティレポート 2017-2018




