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気候変動、資源の枯渇、そして自然環境の劣化がもたら
す社会や環境への影響がより明らかになるなかで、私たち
は、商品のライフサイクル全体を通してこれらの課題に取
り組んでいます。
ブリヂストングループは、お客様やビジネスパートナー、
そして社会とひとつになって、持続可能な社会の実現を目
指し、誠実に取り組みます。
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持続可能な社会の実現に貢献するという考えのもと、「環境
宣言」で掲げた「自然と共生する」「資源を大切に使う」「CO2

を減らす」という 3 つの活動について、2050 年を見据え
た環境長期目標を 2012 年に策定し、活動を進めています。

ブリヂストングループは、軸の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。

生物多様性 
ノーネットロス8

（貢献量＞影響）

100% 
サステナブル 
マテリアル化9

グローバル目標10 
への貢献

（CO2排出量50％以上削減）

（2050年以降）

ブリヂストングループ 
環境長期目標

自然と共生する

資源を大切に使う

CO2を減らす

8		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。
9		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。

10	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。



影響の最小化

取水による影響の低減
ブリヂストングループでは、グループ全体の生産拠点における取
水量原単位 11 を 2020 年までに 2005 年対比 35% 削減する
ことを目標とし、取水量の削減活動を進めています。2018 年は、
取水量削減率が 37％となり、目標を上回りました。
中国やメキシコなど、深刻な水不足が懸念される地域の多くの生産
拠点で、冷却水の循環利用、製造プロセスの改善による効率的な
水資源の利用、雨水の活用などを進めています。

また、取水量の実績については、第三者機関であるロイド	レジス
ター	クオリティ	アシュアランス	リミテッドの検証を受け、情報の正
確性と信頼性の確保に努めています。

環境長期目標：生物多様性ノーネットロス（貢献量＞影響）へ向けた考え方

取り組み事例：
•	トルコのイズミット工場では、雨水や排水を回収・処理し、再利

用することで地下水の取水量を減らす取り組みを行っています。
これらに加え、従業員に対して水利用に関する啓発キャンペーン
などを行うことにより、同工場では10年間でおよそ50%の取水
量削減を達成しました。これらの取り組みは、ブリヂストングルー
プアワード2019の表彰案件に選ばれています。

•	タイヤ工場を新設する際には、水源の水質や水量、流域のリスク
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。さらに持続可能な開発のための世界
経済人会議（WBCSD）が発行しているGlobal	Water	Tool や
World	Resources	 Institute	(WRI)	Aqueduct 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。

製造工程における VOC 削減強化
ブリヂストングループでは、揮発性有機化合物（VOC）などの環
境負荷が懸念される化学物質の代替物への切替を進めるとともに、
使用量の削減にも継続的に取り組んでいます。

スペインのビルバオ工場、ブルゴス工場、イタリアのバリ工場、フ
ランスのベチューン工場では、イタリアにある当社技術センターと連
携し、長年に渡り研究を進めた結果、タイヤ生産工程での有機溶
剤の使用に伴う VOC 排出量を 83％削減しました。

自然と共生する

11	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。取水量には他社によって再生された水や雨水は含まれていません。

生産拠点における取水量の目標と実績（原単位）

ブリヂストングループは、事業活動による生物多様性への影響を最小化しながら、
生物多様性への貢献を最大化することを目指しています。
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https://www.bridgestone.co.jp/csr/esg_data/pdf/assurance2019.pdf
https://www.bridgestone.co.jp/csr/esg_data/pdf/assurance2019.pdf


自然と共生する

貢献の最大化

生物多様性への影響を最小化しながら、生物の生息地の保護や、研
究・教育活動を通じて、生物多様性の復元に貢献しています。

米国では、BSAMが6月５日の世界環境デーを祝して、チェストナッ
ト山の2,332ヘクタールのブリヂストン自然保護区をThe	Nature	
Conservancy	 in	Tennessee（TNC）に寄贈しました。この土
地は、2000 年までに同社がテネシー州野生生物資源庁に寄贈し
た6,000ヘクタールの野生生物の生息地保全地区に隣接しており、
絶滅にさらされている多くの動植物の生息地が守られ、育まれるこ
とになります。寄贈した自然保護区によるCO2 吸収量は、テネシー
州ナッシュビル中心部にある同社の本社ビルにおける25年間分の
CO2 排出量に相当します。

また米国とメキシコにある11のブリヂストングループの生産拠点
の敷地は、野生生物の生息地としてWildlife	Habitat	Council
（WHC）から認定されています。WHCと協働して、1,200ヘクター
ルを超える敷地を野生生物の生息地として保護し、生物多様性の
向上に貢献しています。

米国のウォーレン工場では、次世代の子どもたちの自然環境への
関心を高めるために、野外授業や参加型の授業を通じて環境につ
いて学ぶ環境教室「Bridgestone	Environmental	Education	
Classroom	and	Habitat（BEECH）」を開催しています。2008
年の設立以来、2万人近い生徒がBEECHを訪れており、子供た
ちが野生動植物の生息地や水の保全について学び、自然環境への
関心を高めることに貢献しています。これらの活動はテネシー州に
ある４つの郡に拡大しています。

—Terry Cook, State Director, The Nature Conservancy in Tennessee
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「ブリヂストンアメリカス（BSAM）からこの大切な森の管理を任されたこと
を光栄に思います。企業と環境保護団体が協力して地球環境の保全を積極的
に進める上で、この取り組みは先進的な事例といえるでしょう。」
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—Richard Beighton, Chief, Resource Mobilization and Partnerships, UNICEF India

ブリヂストングループでは、地域社会と協力して水資源の保全に努
めています。2018 年には、UNICEFと共同でインド第二の人口
過密州であるマハーラーシュトラ州の水資源保全を目指した３ヵ年
プロジェクトを始動しました。長く続く干ばつにより不作に苦しむマ
ハーラーシュトラ州にとって、水不足は重要課題のひとつであるた
め、10の村で清潔で安全な水が利用できるように、6,360 万円 7

を寄付しました。

インドネシア南カリマンタン州にあるP.	T.	Bridgestone	Kalimantan	
Plantation（BSKP）のゴム農園周辺には、火災等により消失
し、荒廃した国有林が存在しています。「W-BRIDGE」の支援プ
ロジェクトの1つとして、この国有林の回復を目指し、早稲田大
学と公益財団法人国際緑化推進センターは、BSKP、Lambung	
Mangkurat 大学、Tanah	Laut 県林業部と共同で、住民林業制
度を活用したプロジェクトを2012 年より実施しています。当プロ
ジェクトでは、荒廃した国有林をパラゴムノキと昔から自生していた
樹木の混交林として造成し、さらにパラゴムノキが成長するまでの
間、イネやマメなどの農作物を栽培することで、生物多様性に配慮
しつつ、コミュニティにとって経済的に価値の高い森林づくりを目
指しています。これまでに累計70ヘクタールの荒廃地を森林として
復元しています。

また、インドネシアとタイでは、沿岸集落の住民と環境を守る役割
を果たしているマングローブ林を復元させるため、ブリヂストング
ループ従業員が数千本のマングローブを植林しました。

他にも、インドネシアでは、2012 年からBorneo	Orangutan	
Survival 財団による、オランウータンを本来の生息地に戻す活動を
支援しています。これまで８年間に亘り毎年１ヘクタール分の植林
を行い、孤児となった２頭のオランウータンが本来の生息地に戻れ
るようになるまでの生活とリハビリテーションを支援しています。

自然と共生する
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「UNICEF がマハーラーシュトラ州で進めている水資源の保全の実現には、
『一人ひとりの生活』や『環境』を重要視しているブリヂストンインディア
の協力が不可欠です。同社との協働により、安全な飲料水や農業用水を長
期的に確保するための必要な情報や訓練の機会を地域社会に提供すること
ができています。」

7		2018 年平均レートで換算。



私たちの想い

パオロ・フェラーリ
Paolo Ferrari
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ブリヂストングループは、未来のすべての子供たちが「安心」して暮ら
していくために、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを進めてい
ます。社会のニーズに応える商品・サービスを開発、提供することで、
会社と従業員がともに成長していきたいと考えています。BSEMEA で
は、社会に貢献することはそれ自体に価値があるだけでなく、事業の
成長にもつながると信じており、サステナビリティと事業戦略を統合し、
業績管理や個人の業務目標設定指標にも反映しています。



ブリヂストングループは、商品やサー
ビス、モノづくり全体を通して天然資
源の保全に取り組んでいます。2050
年以降を見据えた環境長期目標では、
使用する原材料の 100% サステナブ
ルマテリアル化 12 を目指しています。

資源を大切に使う

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、資源消費が増
大し、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
をとり、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）、新たに投入する資源は再
生可能資源に切り替えるという 3 つのアクションを定めてい 
ます。

アクション①　そもそもの原材料使用量を削減
ブリヂストングループでは、人口増加・経済成長と、資源消費・環
境負荷の因果関係を切り離す「デカップリング」の実現に向けた取
り組みが重要と考えており、これを実現するために、資源生産性の
向上を図っています。また、各製品に使用する原材料使用量を削
減する新たなビジネスモデルや技術開発も進めています。

原材料使用量を削減する事例の１つが、2019 年３月に「Tire	
Technology	International	Awards」においてEnvironmental	
Achievement	of	the	Yearに選ばれた「High	Strength	Rubber	
（HSR）」の開発です。
これはゴムと樹脂を分子レベルで結びつけた世界初のポリマーで、
天然ゴムを凌駕する耐亀裂性と耐摩耗性を持ち、少ない原材料使
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。

12	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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100％サステナブルマテリアル化の考え方

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
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資源を大切に使う

アクション②　資源を循環させる & 効率よく活用
する
サーキュラー・エコノミーの実現に向けて、製品に関する
新たな検討や取り組みを進めています。
ブリヂストングループは、エレン・マッカーサー財団らによる、米
国での再生品や中古品の販売影響に関する検討会や報告書作成
に携わっています。また欧州では、タイヤのリトレッドを推進す
る#BetterThanNewプロジェクトに参画するとともに、R2Pi	
consortiumと協力し、サーキュラー・エコノミーによる新たなビ
ジネス機会の創出について検討を進めています。

使用済みタイヤは建設資材や園芸用資材、フロアマット、新品タイ
ヤの原材料として利用されるとともに、燃料としても活用されており、
マテリアルリサイクルとサーマルリサイクルを合わせたリサイクル率
は、紙ごみや空き缶といった廃棄物のリサイクル率よりも高い数値
となっています。さらにブリヂストングループは、世界各地で使用済
みタイヤの再利用を様々な方法で推進しています。

•	コスタリカでは、使用済みタイヤを公園や教育施設の運動場に
利用する「B-Happy	Eco-Parksプログラム」を展開しています。
これまでに、エルサルバドル、グアテマラ、パナマでも同様の運
動場が建設されています。
•	米国では、直営のタイヤ販売店において、タイヤ交換時に発
生した使用済みタイヤの有効活用に取り組んでいます。また、
Tires4wardと名付けたプログラムを通じて、地域で行われる河
川、湖、その他公共水路の清掃活動時で集められた使用済みタ
イヤを回収しリサイクルを行うなど、直営店で回収した全ての使
用済みタイヤをリサイクルすることを目指しています。
•	オーストラリアでは、「産業変革研究プログラム」に参画し、鉄道
のバラスト軌道 13の耐久性向上に向けてレールを支える枕木やバ
ラスト、路盤への使用済みタイヤの活用等の研究を進めています。

自社製品へのリサイクル材料の使用も、100%サステナブルマテリア
ル化の達成に向けた取り組みの一つです。

•	米国で製造・販売している金属屋根材は、使用後に 100％リサ
イクル可能であるだけでなく、原材料にはリサイクル由来のアルミ
ニウム、銅、鉄、亜鉛が多く使われています。
•	ブリヂストングループは、微粒化した粉ゴムを原材料として再利

用しており、高性能タイヤや農業機械用、建設・鉱山車両用タイヤ、
またプレキュア方式14のリトレッドタイヤの製造に使用しています。

アクション③　再生可能資源の拡充・多様化
ブリヂストングループにとって、天然ゴムは重要な天然資源であり、
環境・社会・事業の各面において持続可能性を高める必要がある
と認識しています。ブリヂストングループでは、様々な方法で天然
ゴムの持続的な利用に向けた取り組みを行っています。

米国では、米国農務省（USDA）の国立食品農業研究所から支
援を受けて、天然ゴム資源であるグアユールの栽培に関する研究
を継続しています。グアユールは乾燥や暑さに強い作物であり、東
南アジアで栽培されるパラゴムノキとほぼ同じ性質の天然ゴムの供
給源となります。USDAからの補助金を得てアリゾナ大学、コロラ
ド鉱山大学、コロラド州立大学、ニューメキシコ州立大学、また
USDA農業研究局の研究者とともにグアユールの研究に取り組ん
でいます。

サーキュラー・エコノミーの実現を目指して、製品を出来るだけ長く使用する、
使用後は新しい製品として再生させるといった活動が、社会全体で急速に進ん
でいます。

回収された使用済みタイヤの用途 15

種類

土木目的での利用/埋め戻し

熱回収

マテリアルリサイクル

その他（埋め立て等）

20%

31%

47%

2%

13	鉄道の路盤の上に砕石や砂利などのバラストを一定の厚さに敷き詰め、レールやそのレールを支える枕木から構成される構造物
14	あらかじめ加硫してあるトレッド（接地面）ゴム」をリトレッドタイヤの部材に用いること。
15	WBCSDによる業界全体のデータhttps://docs.wbcsd.org/2018/02/ELT_Fact_Sheet.pdf
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ブリヂストングループは、2050 年以降を見据えた環境長期目標に
おいて、グローバル目標への貢献（CO2 排出量 50％以上削減）
を掲げて取り組みを進めています。具体的には、グループ全体での
CO2 排出量の削減のため、モノづくりにおけるCO2 排出量を減ら
す一方、タイヤのライフサイクルで最も大きな割合を占める、タイヤ
の使用時に自動車の排気ガスとして排出されるCO2の削減に貢献
しています。

2020 年を目標とした中期目標では、モノづくりにおける CO2 排
出量に対し、タイヤ使用時の CO2 排出量への削減貢献量が上回
ることを目指しています。
モノづくり17で排出されるCO2 排出量をタイヤ使用時のCO2 排出
削減貢献量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、2018 年実績で95％の削減（2005 年対比）となりま
した。引き続き中期目標の達成に向けて、次の 2 つのアプローチ
で活動を進めていきます。

•	2020 年までに、製品の原材料調達から生産、流通、廃棄・リ
サイクルにいたるモノづくりの過程で排出されるCO2を35％削減
（2005年対比、売上高当たり）
-	2018 年実績では33％削減となりました。

•	2020 年までに、タイヤの転がり抵抗を25％低減（2005年対比）
-	2018 年実績では21%低減となりました。

CO2 を減らす

ブリヂストングループは、気候変動の科学的な予測やパリ協定における CO2

削減目標などの国際動向を注視し、想定される影響を事業計画に織り込みな
がら、CO2 削減の取り組みを進めています。

16	｢タイヤのLCCO2 算定ガイドラインVer.2.0｣（2012 年 4月一般社団法人自動車タイヤ協会）に基づいて算出。
17	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。
18	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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タイヤのライフサイクルの各段階における温室効果ガス 
（CO2 換算）排出量 16

［モノづくりCO2 排出量］ー［使用時の削減貢献量］16
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CO2 を減らす

ブリヂストングループでは、グループ全体で様々な CO2 削
減の取り組みを進めています。

•	スペインにある３箇所のタイヤ工場（ビルバオ、プエンテサンミゲ
ル、ブルゴス）とタイヤコード工場（ウサンソロ）では、2018
年の電力における再生可能エネルギー使用率が 100％に達しま
した。

•	タイヤのライフサイクルを通じたCO2 削減を進めるために、ブリ
ヂストングループではCDPプログラム 4を活用してお取引先様と
共に気候変動への取り組みを推進しています。2018 年には調達
したタイヤ原材料のCO2 排出量の内87.6％を占めるお取引先様
に対してCDPサプライチェーンプログラムを通じた情報提供など
にご協力いただきました。

協力をお願いしたお取引先様のおよそ71％が CDPの質問票
に回答いただき（CDP 気候変動全体の回答率は53％）、その
うち28％が Bランク（マネジメントレベル）以上を獲得してい	
ます。
ブリヂストングループは、引き続きCDPプログラムを活用しなが
ら、お取引様と共に CO2 排出量の削減や情報開示の強化に取
り組んでいきます。

•	なお、CO2排出量の実績については、第三者機関であるロイド	
レジスター	クオリティ	アシュアランス	リミテッドの検証を受け、
情報の正確性と透明性の確保に努めています。

詳しくは、Web サイトをご覧ください。
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環境マネジメントシステム規格 ISO14001 認証取得
ブリヂストングループでは、50人以上の従業員が働く全て
の生産拠点を対象として、ISO14001 環境マネジメント規
格認証の取得を義務付けています。ISO14001 認証の取
得を通じて、事業の環境への影響を最小化し、関連する環
境法令の遵守に継続的に取り組む仕組みを整備しており、
2018 年末時点で取得対象の156 生産拠点の内、98.7％
が ISO14001 認証を取得しています。

BSAM 本社が LEED 認証を取得
テネシー州ナッシュビル中心部に建つBSAM本社ビル（ブ
リヂストンタワー）は、2018年、米国グリーンビルディン
グ協会から「Leadership	in	Energy	and	Environmental	
Design（LEED®）」ゴールド認定を取得しました。延べ床面
積48,588m3、31階建ての当ビルでは、ブリヂストングルー
プ製の建材が使用されており、LEED認証取得に貢献しまし
た。この取り組みは、ブリヂストングループアワード2019の
表彰案件にも選定されています。

ISO 14001認証取得率19, 20

98.7%
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4		CDP（旧名称：カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト）：英国を拠点に企業・都市の環境情報の調査・開示を行っている国際NGO。世界の機関投資家を代表して、世界の主要企業に対して、気候変
動や温室効果ガス排出、水管理等に関する情報開示を求め、調査・評価を実施。

19	2018 年 12月31日時点
20	従業員数 50人以上の生産拠点を対象。

https://www.bridgestone.co.jp/csr/esg_data/pdf/assurance2019.pdf
https://www.bridgestone.co.jp/csr/esg_data/pdf/assurance2019.pdf
https://www.bridgestone.co.jp/csr/environment/index.html



