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ブリヂストングループは、「断トツ商品」を「創って売る」「使
う」「戻す」といった、当社グループのバリューチェーン全体で
カーボンニュートラル化、サーキュラーエコノミーの実現への
取り組みと、ビジネスモデルを連動させる「サステナビリティ
ビジネス構想」の実現に向けた取り組みを加速しています。

これまで、タイヤのトレッド部分を貼り換え再利用するリトレッ
ドをベースにしたTire to Tire（タイヤからタイヤへ）を実現
しており、CO2の削減や資源循環に貢献しています。2030年
に向けては、リサイクル事業の推進により、Tire to Rubber

（タイヤからゴムへ）、Tire to Raw Material （タイヤか

ら原材料へ）を実現していきます。同時に、バリューチェーン
全体で資源循環やCO2削減に貢献し、「Bridgestone E8 
Commitment」の「Energy カーボンニュートラルなモビ
リティ社会の実現を支えること」、「Ecology 持続可能なタ
イヤとソリューションの普及を通じ、より良い地球環境を将来
世代に引き継ぐこと」にコミットしていきます。

中期事業計画（2021-2023）ではこの当社グループ独自の
サステナビリティビジネスモデルの実現を目指し、カーボン
ニュートラルとサーキュラーエコノミーの実現を重点事項と
して取り組みを加速しています。

サステナビリティを中核とした中長期事業戦略の実行

サステナビリティビジネス構想の進捗

サステナビリティビジネス構想
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*1 基準年:2020年
*2 出典：日本自動車タイヤ協会編「タイヤのLCCO2算定ガイドラインVer.3.0.1」
*3 一般社団法人日本自動車タイヤ協会「タイヤのLCCO2算定ガイドライン Ver.3.0.1」をベースにブリヂストン独自の算定方法で算定

気候変動への対応が求められる中、社会・お客様のCO2削
減ニーズは今後さらに高まっていくと考えています。ブリヂ
ストングループは2050年のカーボンニュートラル化に向け、

「CO2削減貢献の拡大」と「CO2排出量の最小化」の両輪で
活動を進めています。

「断トツ商品」・「断トツサービス」によるソリューションを提
供しながら、原材料調達、流通、お客様の使用時、再利用・リ
サイクルの過程におけるCO2削減に貢献していきます。お客
様・パートナーの皆様と共に社会全体のCO2削減に貢献し、
また、お客様のCO2削減やカーボンニュートラル化に寄与す
ることで差別化、競争力強化を図ります。

「2030年までにソリューションの提供により、商品・サービ
スのライフサイクル、バリューチェーン全体を通じて、当社グ
ループの生産活動により排出するCO2排出量の5倍以上の
CO2削減に貢献していくこと*1」を目標として設定しています。

タイヤのライフサイクル全体で見ると、製品使用時のCO2排
出量の割合が最も大きく、全体の約9割を占めています*2。
お客様が使用する際に排出されるCO2の削減に貢献する商
品・サービスとして、環境性能と運動性能を両立する革新的

なタイヤ技術「ENLITEN」を搭載した低燃費タイヤや運行管
理サービスを提供するモビリティソリューションの開発、拡充
を進めています。

2021年は、タイヤの転がり抵抗低減を進め、バリューチェー
ン全体の活動と合わせたCO2削減貢献量は約158万トン相
当*3となり、生産活動により排出するCO2排出量の0.5倍と
なりました。今後もモニタリング方法の改善を進めながら、
CO2削減貢献を拡大していきます。

また、サプライチェーン全体でのCO2削減については、当社
グループの「グローバルサステナブル調達ポリシー」に、お取
引先様に対するエネルギーの使用量と温室効果ガスの排出
量削減を含む環境に配慮した調達を促進するための要求事
項を記載しています。当ポリシーを十分に理解し協力してい
ただくため、当社グループは複数の地域でお取引先様を対
象とした説明会を毎年開催しています。2021年の説明会で
は、CO2排出量削減や再生可能エネルギーの導入など、カー
ボンニュートラル化に向けてご協力いただきたいことについ
ての説明を行いました。

当社グループは、引き続きお客様やお取引先様と共に社会
全体のCO2削減に貢献する取り組みを加速していきます。

カーボンニュートラル化に向けて

● CO2削減貢献の拡大

https://www.bridgestone.co.jp/csr/social/procurement/pdf/Policy_Japanese.pdf
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生産段階のCO2排出量(Scope 1, 2)削減目標
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当社グループでは、「マイルストン2030」において、2030年
までに当社グループが排出するCO2の総量（Scope 1、2）*1

を2011年比50%削減することを目標の一つとして設定して
います。中間目標としては、2023年にScope 1、2の排出量
を2011年比30%以上削減することを掲げています。

当社グループは再生可能エネルギーの導入を強化してお
り、2021年にBSEMIAの欧州全拠点、日本の4つの工場（彦
根、下関、鳥栖、北九州）、中国の2つの工場（天津、無錫）で
使用するすべての購入電力を再生可能エネルギーに切り替
えました。タイのチョンブリ工場では、2021年に屋根に合計
2,160枚のソーラーパネルを設置し、1MWの太陽光発電に
よる電力供給をスタートしており、2022年にはスペインの
ブルゴス工場で9.2MWの大型の太陽光発電システムが稼
働する予定です。また、非生産拠点においても再生可能エネ
ルギーの導入を進めており、タイにある研究センターでも電
力を再生可能エネルギーに全量切り替えました。当社グルー
プでは、再生可能エネルギー比率（電力）を2023年に50％
以上に拡大することを目標としており、こうした取り組みの
結果、2021年には16.3%に達しました。また、燃料における

再生可能エネルギーの活用も進め、2021年はインドのプネ
工場でバイオマスボイラーを導入し、使用する蒸気をすべて
賄っています*2。今後も各SBUの地域性を考慮しながら再生
可能エネルギーの導入拡大を進めていきます。

生産拠点でのエネルギー効率の継続的改善にも積極的に取
り組んでおり、グループ全体でエネルギー効率0.5%/年の改
善を基準として総エネルギー消費量の削減を進めています。
例えば、高効率設備の導入やエネルギーロスの低減施策、エ
ネルギーロスの見える化による省エネルギーの推進などを
実施しています。BSEMIAでは欧州内の全タイヤ工場におい
てISO50001認証を取得し、エネルギーマネジメント強化に
も注力しています。

また、社内カーボンプライシングの活用を強化しており、省エ
ネルギー設備への投資や太陽光発電設備の導入など、投資
判断基準にCO2排出量の影響を組み込んでいます。社内カー
ボンプライシングの従業員への教育・浸透に向けた活動を進
め、カーボンニュートラルに向けた投資を促進していきます。

こうした取り組みにより、2021年のScope 1、2の排出量
は、2011年比25.0%削減となりました。また、当社グループ
は2022年に、パリ協定が定める目標に科学的に整合する温
室効果ガスの排出削減目標を認定する機関「SBT（Science 
Based Targets）イニシアチブ」にコミットメントレターを
提出し、SBTの認定取得に向けた審査が行われています。
2050年のカーボンニュートラル化に向け、今後もグループ
全体で活動を推進していきます。

*1 Scope 1は企業が直接排出するCO2（自社工場のボイラーなどからのCO2排出）、Scope 2はエネルギー起源間接排出（電力など他社から供給され、自社で消費したエネルギーに伴う 
 CO2排出）、Scope 3はライフサイクルにおける原材料調達、流通、顧客の使用と廃棄・リサイクル段階のCO2排出量などを指しています。
*2 メンテナンス時を除く

タイのチョンブリ工場
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● CO2排出量の最小化
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サーキュラーエコノミーは単に環境問題を緩和するだけでなく、資源をより賢く、持続的に利用することでタイヤの価値を向上さ
せ、競争優位獲得につながるビジネスモデルへの変革の機会であると捉えています。サステナビリティビジネスモデルを軸に経営
全体でサーキュラーエコノミーの促進を進めており、安全性・環境性・経済性・生産性の4つの社会価値・顧客価値の創出に貢献で
きるように、包括的に取り組んでいます。

サーキュラーエコノミーの実現に向けたブリヂストングループのアプローチ

*1 原材料における循環性を示す概念であり、当社グループでは、使用する原材料に占める、リサイクルされた原材料及び再生可能資源由来の原材料の割合を指標として用いています。
*2 使用済み製品の循環性を示す概念であり、当社グループでは、回収した使用済み製品が有効活用された割合（処理事業者との契約ベース）を指標として用いています。
*3　リトレッド用の台タイヤ（トレッドゴム以外の部材）を含むタイヤの総原材料重量に占める比率

製品開発

調達

製造

販売

廃棄

使用

廃棄の最小化

カスケードリサイクル
/熱回収 リサイクル材

共同利用

サービスとして
の製品

長寿命/
省資源設計 再生可能資源活用

プロダクト
サーキュラリティ*2

マテリアル
サーキュラリティ*1

リサイクル／
アップサイクル

リペア/
再利用

再製造

回収

サーキュラーエコノミーへの貢献

サーキュラーエコノミーへの貢献を促進
していくために、「2030年までに再生資
源または再生可能資源に由来する原材
料の比率*3を40％に向上する」という目
標を掲げています。商品のライフサイク
ル全体において、長寿命設計や再生可能
資源の活用、リトレッド、リサイクル、リペ
ア、シェアなど、多様な取り組みを加速さ
せており、2021年の再生資源または再
生可能資源に由来する原材料の比率は
37％となりました。
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色味は指定しませんので章・ページ全体のトーンと合わせて下さい。 
円グラフの40％は厳密に40％の位置だと差が見えにくいと思いますのである程度のデフォルメをご検討下さい。 
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当社グループでは、お客様が使用されたタイヤのすり減った
表面（トレッド）部分を貼り替え、再び使用可能となったタイヤ
をお届けするリトレッドソリューションをグローバルで展開し
ています。リトレッドタイヤは、原材料使用量の削減による資
源生産性の向上や、CO2排出量の削減に貢献します。お客様
に当社のタイヤを3回使用いただく前提で、新品タイヤを3本
使用した場合と、新品低燃費タイヤ1本を2回リトレッドして
使用した場合を比較すると、リトレッドでは、お客様の使用段
階を除くライフサイクル全体での使用原材料量及びCO2排
出量を半減できます。グループ独自の技術に基づく複数回の
リトレッドと、「断トツ商品」、適切なメンテナンスを組み合わ
せたソリューションの提供により、当社グループはタイヤの資
産価値を最大限に活用すると共に、お客様の安全性、コスト
効率、生産性、環境性といった社会価値・顧客価値を提供して
いきます。

プロダクトサーキュラリティーの向上に向け、当社グループで
は各国や地域における法規制を遵守し、販売店で回収した
使用済タイヤを有効活用・処理しています。世界で約3,700
店舗展開する直営店のうち、一部の国や地域を除く96%の
店舗で、処理事業者との契約において回収後の有効活用に
ついて定めています。回収した使用済タイヤをリサイクル事
業で有効利用するなど、タイヤのリサイクルを通じた新たな
価値創出に取り組んでいます。

当社グループは、2018年からエレン・マッカーサー財団のプ
ログラムに参加しています。エレン・マッカーサー財団の豊富
な知見や他社のベストプラクティスを学ぶことで、サーキュ
ラーエコノミーのコンセプトをビジネスモデルに取り入れ、
リサイクルや資源・エネルギーの有効活用を含めたタイヤの
ライフサイクル全体で、新たな社会価値、顧客価値の創造を
目指しています。また、エレン・マッカーサー財団が開発した
Circulyticsを用いて、事業全体におけるサーキュラーエコ
ノミーのパフォーマンスを測定し、サーキュラーエコノミーの
実現に向けた取り組みの改善に活用しています。
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＊日本自動車タイヤ協会編「タイヤのLCCO2算定ガイドラインVer3.0.1」をもとに、トラック・バス用タイヤ（275/80R22.5）にて試算した数値
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● リトレッドタイヤ ● 使用済タイヤの回収・有効活用

● サーキュラーエコノミーの実現に向けた連携

https://ellenmacarthurfoundation.org/

