
2017 年に策定したブリヂストングループのグローバル
CSR 体系「Our Way to Serve」は、人々がより快
適に移動し、生活し、働きそして楽しむことに貢献するた
め、モビリティ、一人ひとりの生活、環境の 3 つを重点
領域と位置付けています。

これらの重点領域における取り組みを支える基盤となるの
が、責任ある企業として欠かせない 6 つの基盤領域の取り
組みです。

「Our	Way	to	Serve」は、グローバル企業文化の育成、グローバ
ル経営人材の育成、グローバル経営体制の整備といった経営改革
の重点課題と密接に関連しています。

制定にあたっては、外部ステークホルダーの皆様のご意見、国
際ガイドラインやイニシアチブ、従業員アンケートの結果等を参照
し、ステークホルダーのニーズや社会課題とブリヂストングループ
における課題との照合を通じて、グローバルチームによる課題の抽
出、優先順位の検討と体系の整理を行いました。その後、グロー
バル最上位の審議機関であるグローバル経営執行会議体（Global	
EXCO）での審議を経て、取締役会で承認されました。

私たちの強みを活かしながら､地域社会を
支え､人々の生活 ､学び ､ 働き方を良くし
ていく

安全・安心な暮らしを支える
商品、サービス、会社や個人の活動を通じ、
より安全な地域社会を構築します。
次世代の学びを支える
教育や訓練の機会を拡大し、仕事や生活に
必要な技能の向上を支援します。
地域の健やかな暮らしを支える
生活をより健やかにするために必要なもの
やサービスを利用しやすくします。

先進的な技術とソリューションにより、持
続可能なモビリティのイノベーションを速
める

多様な移動ニーズに応える
スムーズかつシームレスなモビリティの
実現に貢献します。
モビリティの進化に貢献する
独自の技術を活用し、人 / 物の移動を	
向上させます。
安全・安心な移動を支える
独自の技術を活用し、モビリティをより	
安全にします。

一人ひとりの生活モビリティ 環境

未来のすべての子どもたちが「安心」して
暮らしていくために ...

自然と共生する
生息域の保全や研究、教育活動を通じて、
生物多様性の保全に貢献します。
資源を大切に使う
商品やモノづくり全体を通して、資源生産
性の向上や水資源の有効活用を継続して
いきます。
CO2 を減らす
製品のライフサイクル全体を通して、低炭
素社会の実現に貢献し続けます。

• コンプライアンス・公正な競争
• BCP（事業継続計画）・リスクマネジメント
• 人権・労働慣行

基本ルールや社会規範の遵守など、責
任ある企業として欠かせない取り組み
を整理した領域

• 労働安全・衛生
• 調達
• 品質・お客様価値

重点領域 ブリヂストングループの強みや特性を活かしながら、イノベーションと先進技術を通じて顧客価値・
社会価値を創出する領域

基盤領域

サステナビリティの考え方
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ブリヂストングループはグローバルに事業を展開する企業の責任として、
「国連持続可能な開発サミット」において採択された「持続可能な開発
目標（SDGs）」への貢献に取り組んでいます。
事業内容や方針、目標をもとに、ブリヂストングループの強みと特性を活
用して課題解決に貢献できる分野を特定しています。

持続可能な開発目標（SDGs）への貢献

Our Way to Serve の領域 関連する SDGs 169 のターゲットに関連する活動事例

モビリティ

多様な移動ニーズに応える •	バス乗降時のバリアフリー化（正着性向上）に貢献するバリアレス縁石・タイヤの開発
（11.2）

モビリティの進化に貢献する •	運送ビジネスを支えるデジタルソリューション（9.1,8.2）

安全・安心な移動を支える •	ランフラットテクノロジー採用タイヤ（3.6）
•	世界各地でのタイヤ安全活動と教育活動（3.6）

一人ひとりの生活

安全・安心な暮らしを支える •	免震ゴム（9.1,	11.5）
•	災害現場で活躍するタフロボットの人工筋肉の開発（9.1,	11.5）

次世代の学びを支える •	教育機会に恵まれない子どもたちへの学校施設の提供（4.6）
•	生産拠点における職業訓練教育施設の運営（8.6）

地域の健やかな暮らしを支える •	農村部の女性たちへの健康診断活動（3.8）

環境

自然と共生する
•	生産拠点での取水量削減（6.4）
•	生産工程での揮発性有機化合物（VOC）の削減（12.4）
•	ゴム農園周辺における森林回復活動（15.2）

資源を大切に使う

•	使用済みのタイヤのトレッド（接地）部分を取り除き、新たにトレッドゴムを加硫・圧着し
て再使用できるようにしたリトレッドタイヤ）（12.2）
•	天然ゴムの性能を上回る世界初のポリマーHigh	Strength	Rubberの開発（12.2）
•	生産拠点における廃棄物の埋立ゼロ（12.5）

CO2を減らす
•	バイオマスボイラーの導入（7.2）
•	タイヤの転がり抵抗の低減（7.3）
•	生産工程でのエネルギー消費量削減（7.3）

基盤領域

基盤領域を通じた責任ある事業活動

•	持続可能なサプライチェーン構築に向けた「グローバルサステナブル調達ポリシー」の策定
（12.2,	17.17）
•	基本的人権に関する諸原則を遵守し、取り組みをさらに推進する「グローバル人権方針」
の策定（5.5,	8.5,	8.7）
•	コンプライアンス上の問題に対する考え方や行動の指針を明確化した「行動規範」の策定
（16.5）
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ブリヂストングループでは、サステナビリティを全体的な視点で捉え
ています。環境はサステナビリティにおける重要な側面ではありま
すが、当社グループのサステナビリティに関する視野は環境にとど
まらず、幅広く深いものです。この考え方に基づき、ブリヂストング
ループは2017年に3つの重点領域と6つの基盤領域からなるグ
ローバルCSR体系「Our	Way	to	Serve」を策定しました。また、
2018年には「Our	Way	to	Serve」を推進する上での基盤となる「グ
ローバルサステナブル調達ポリシー」、「グローバル人権方針」、「行
動規範」を策定し、これらはブリヂストングループアワード2019の
表彰案件に選ばれました。

「Our	Way	to	Serve」の成功には、ブリヂストングループ従業員
の一体感醸成が鍵となります。2018 年には世界各地の従業員を
対象として、浸透度調査を実施しましたが、結果は「Our	Way	to	
Serve」を認識している従業員は72％、ブリヂストングループにとっ
て重要と考えている従業員は71％、重点領域について理解してい
る従業員は61％となりました。

「Our	Way	to	Serve」の始動から1年余り、ブリヂストングループ
はこうした結果とこれまでの取り組みを励みとして、「Our	Way	to	
Serve」を企業文化として浸透させ、活動を伝える軸とするとともに、
ブリヂストンのDNAにしていきます。その鍵となるのが、グローバ
ル経営執行会議体（Global	EXCO）のメンバー、各戦略的事業ユ
ニット（SBU）の責任者、グローバルCSR推進コミッティ（GCEC）、
グローバル品質経営コミッティ（GQMC）の各メンバー、また全世
界のブリヂストングループ従業員が一体となった取り組みです。

さらにブリヂストングループでは、持続可能な開発のための世界経
済人会議（WBCSD）傘下のタイヤ産業プロジェクト（TIP）に
参画する他のタイヤメーカー各社と協力し ｢持続可能な天然ゴム
調達のためのプラットフォーム｣（GPSNR）を立ち上げました。
GPSNRでは、天然ゴムの生産や利用が、人権や土地の権利の保護、
生物多様性と水資源の保護、収穫量向上、透明性とトレーサビリ
ティーの向上に配慮した方法で行われていくことを目指しています。
こうした重要なイニシアチブへの参画も、「最高の品質で社会に貢
献」というブリヂストングループの使命の達成につながるのです。

本レポートを通じて、モビリティ、一人ひとりの生活、環境という3
つの重点領域や6つの基盤領域に関する取り組みの進展について
皆様と共有できることをうれしく思うとともに、私達の活動に引き続
き関心を寄せていただいていることに感謝申し上げます。
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グローバル CSR 体系 
「Our Way to Serve」の 
推進

クリスティーン・カーボウィアック
Christine Karbowiak
株式会社ブリヂストン　 
執行役副社長 グローバル PR・GR・サステナビリティ分掌 
グローバル CSR 推進コミッティ議長

72%
「Our Way to Serve」を
認識している

71%
「Our Way to Serve」が
重要だと思う

61%
重点領域を理解している

グローバル従業員「Our Way to Serve」
浸透度調査
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