
ブリヂストンのサステナビリティの実現に向けた取り組み
【環境管理会計研究所】第19期/第1回サステナビリティ経営研究会

2021/6/1(火)

» 会社概要
» SDGs・社会課題解決に向けた取り組み
» サステナビリティを中核とした中長期事業戦略
» 事業戦略を支えるサステナビリティビジネス構想
» ブリヂストンのサステナビリティの捉え方

<内容>
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会社概要
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概要

社名 株式会社ブリヂストン

本社所在地 東京都中央区京橋3丁目1番1号

設立年月日 1931年（昭和6年） 3月1日

創業者 石橋 正二郎 （いしばし しょうじろう）

（株）ブリヂストン本社（東京）

業績データ

資本金

従業員数

100万円

144人

・連結売上収益
・親会社の所有者に
帰属する当期利益
・資本金
・連結従業員数

・単体売上高
・単体純利益
・単体従業員数

創業時（1931年） 現在 （2020年12月期）

Global ＣEＯ 石橋

2兆 9,945億円
△233億円

1,263億円
138,036人

6,917億円
829億円

14,858人

Global ＣOＯ 東

取締役 代表執行役 Global ＣＥＯ 石橋 秀一 （いしばし しゅういち）

取締役 代表執行役 Global ＣＯＯ 東 正浩 （ひがし まさひろ）
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事業紹介

その他タイヤ（産業車両用、農業機械用、二輪自動車用他）、リトレッド材料・関連技術

乗用車用タイヤ トラック・バス用タイヤ

建設・鉱山車両用タイヤ 航空機用タイヤ

タイヤ事業 83%連結事業別売上高* 構成比 多角化事業
16%

連結事業別売上高* 構成比

その他（ウレタンや樹脂製品、高圧ホース、自動車用シートパッド）

免震ゴム コンベヤベルト

自転車 スポーツ用品

*事業別売上高は外部顧客に対する売上高

84%
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		グラフのデータ範囲の大きさを変更するには、範囲の右下隅をドラッグしてください。
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事業紹介

ソリューション事業 NVHソリューション運送ソリューション

新品+ リトレッド+ サービス+ IT

パンク対応ソリューション

ランフラットテクノロジー

農機ソリューション

タイヤ+ ゴムクローラ+ サービス

航空機タイヤソリューション

タイヤ + リトレッド + サービス

Ｚ

コンベヤベルトホース

建設・鉱山車両用

タイヤ + コンベヤベルト + ホース + サービス + IT

鉱山ソリューション／産業・建機ソリューション

建築ソリューション
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グローバルでの地域別構成比

海外営業利益比率：68％

（ご参考）
海外生産比率：72％ 海外売上高比率：76％

欧州・ロシア・
中近東・インド・
アフリカ
18％

日本
24％

米州
45％

中国・アジア
・大洋州
13％

市場別
売上収益
構成比

国内工場
40万トン

米州工場
47万トン

欧州・ロシア・
中近東・インド・
アフリカ工場

27万トン

中国・
アジア・大洋州工場

30万トン

合計
145万トン

タイヤ生産
（ゴム量）

日本
31％

米州
66％

欧州・ロシア・
中近東・アフリカ
ー％

中国・
アジア大洋州

12％

所在地別
調整後営業利益

構成比
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世界のタイヤ市場シェア（売上高ベース）

1987年

ブリヂストン

ファイアストン

ミシュラン

グッドイヤー

2019年

資料出典：タイヤビジネス誌 － Global Tire Company Rankings
※円グラフの面積は、各企業のタイヤ売上高合計に比例しています。
1987年：40,250百万米ドル 2019年：166,965百万米ドル

ミシュラン 15.0%

ブリヂストン 14.6%

グッドイヤー 8.2%

コンチネンタル 6.8%

住友ゴム 4.2%

ピレリ 3.6%

ハンコック 3.4%

横浜ゴム 2.9%

正新 2.3%

中策ゴム 2.1%

ジーティータイヤ 1.9%

トーヨータイヤ 1.8%

その他 33.2%

ブリヂストン
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SDGs・社会課題解決に向けた取り組み
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持続可能な開発目標（SDGs）との関わり
Our Way to Serveの領域 関連するSGDs 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 • 輸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・圧着して再利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 “SUSYM” 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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経済的､安全でバリアフリーな公共交通システムへの貢献

2030年までに、脆弱な立場にある人々、女性、子ども、障害者、および高齢者のニーズに特に配慮し、
公共交通機関の拡大などを通じた 交通の安全性改善 により、すべての人々に、安全かつ安価で容
易に利用できる、持続可能な輸送システムへのアクセスを提供 する。

11.2

バス乗降時のバリアフリー化に貢献するタイヤと縁石の開発

新コンセプトタイヤ
タイヤが縁石との接触を繰り返して、タイヤサイド
部が摩耗することの対策として、サイドゴムのみを
張り替える技術を考案

次世代バリアレス縁石
適度に傾斜させた路肩スロープによりスムーズで
安定した正着性を確保、縁石底ラウンド形状
によりタイヤサイド部の摩耗を軽減

バス乗降口と停留所の隙間を最小化する正着性向上の研究開発＊ ＊公益社団法人日本交通計画協会、横浜国立大学との共同研究

(プラスストップ)
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ランフラットタイヤの開発・普及

2020年までに、世界の道路交通事故による死傷者を半減 させる。3.6

RFT（ランフラットテクノロジー）採用タイヤの普及
パンクしてタイヤの空気圧がゼロになっても速度80km/hで80kmの距離を走行
パンク自体による事故や路上でのタイヤ交換による事故を防ぐことが可能
新車装着用タイヤに加えて、交換用タイヤでも普及を促進
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天然ゴムの持続可能性に向けた取り組み

2030年までに 天然資源の持続可能な管理および効率的な利用 を達成する。12.2

供給面
• 資源効率の向上～持続可能な資源利用
• 生産性の向上
• 病害対策
• 天然ゴム資源の拡充､多様化

環境・
社会面

• 新たな森林破壊の抑制
• ビジネスと人権問題
• サプライチェーンの透明性

天然ゴムの
持続可能性

<グローバルサステナブル調達ポリシー>

2030年までに、世界の消費と生産における資源効率を漸進的に改善 させ、持続可能な
消費と生産 に関する枠組みに従い、経済成長と環境悪化の分断 を図る。

8.4
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持続可能な天然ゴムのための新たなプラットフォームGPSNR※の設立､始動
(第1回総会開催 2019年3月：於Singapore）

業界活動を通じた天然ゴムへの取り組み

※Global Platform for Sustainable Natural Rubber

12 principles of GPSNR
1. Forest sustainability
2. Water management
3. Land rights (FPIC)
4. Labor rights
5. Human rights
6. Equity
7. Traceability
8. Transparent reporting
9. Anti-corruption
10. Grievance mechanism
11. Auditing protocols
12. Training & Education
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サステナビリティを中核とした中長期事業戦略
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年
サステナブルなソリューションカンパニーとして

社会価値・顧客価値を
持続的に提供している会社へ
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サステナビリティを中核とした中長期事業戦略

■ 社会価値 と 顧客価値 の両立 ⇒ 競争優位の獲得

■ 社会・パートナーとともに当社も持続的に成長
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ブリヂストン独自のビジネスモデル構築
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タイヤセントリックソリューション
サブスクリプションモデル
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モビリティソリューション
フリートソリューション
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事業戦略を支えるサステナビリティビジネス構想
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環境宣言、環境長期目標 および 環境中期目標 マイルストン2030
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環境中期目標 マイルストン2030 フォーカスターゲット

水リスクの低減 マテリアルサーキュラリティー*1の向上

*1: 原材料における循環性を示す概念であり､ブリヂストングループでは､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。

CO2総量削減､削減貢献

環境インパクトの改善推進 サーキュラーエコノミーへの貢献促進 商品のライフサイクル､バリューチェーン
全体を通じた削減促進

水ストレス地域における生産拠点にお
いて、水リスク低減に向けたウォーター
スチュワードシッププランを推進する

再生資源または再生可能資源に由来
する原材料の比率を40%に向上する

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(Scope 3) を通じて､私たち
の生産活動により排出するCO2排出量(Scope 1, 2)
の 5倍以上のCO2削減に貢献していく

(基準年2020年)

私たちが排出するCO2の総量(Scope 1, 2) を
50%削減する (基準年2011年)

自然と共生する 資源を大切に使う CO2を減らす
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CO2を減らす

環境中期目標: マイルストン2030

商品のライフサイクル、バリューチェーン
全体を通じた削減促進

バックキャスティング

「デカップリング」を念頭に、私たちの生産活動により排出するCO2の総量を削減
する目標を設定しました。さらにそれに加えて､商品・サービスを通じたソリューション
の提供によりCO2削減への貢献をより一層加速させ､商品のライフサイクル､

バリューチェーン全体で削減を進めていきます。
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CO2 排出量削減推移 (Scope1,2)

基準年 (2011)

Scope1:自社が所有する設備や支配する事業活動からの直接なCO2排出
Scope2:自社が所有する設備や支配する事業活動でのエネルギー使用にともなう間接的なCO2排出

- 生産現場改善
- 生産拠点再編
- 事業再編

■ 中長期事業戦略と連動した
CO2排出量削減への取り組み

- リユース(リトレッドなど)強化による製造
時の使用エネルギー削減

- 資源生産性向上によるエネルギー原単
位の更なる改善

■ エネルギー効率の最大化

■ 再生可能エネルギーの使用拡大

■ モノづくりイノベーションの推進

■ サーキュラーエコノミーの推進

環境長期目標 (2050年～)
カーボンニュートラル化

マイルストン 2030
(Focused Target)
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再生可能エネルギーの使用拡大

■ 再生可能エネルギー比率 (電力)

■ EU域内における再生可能エネルギー比率 (電力)

100%
90%

35%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

2019
(実績)

2020
(実績)

0%

2%

4%

6%

8%

10%

2015 2016 2017 2018 2019
生産品目 生産拠点名 所在国 100%化

タイヤ

ブルゴス
スペイン 2018年～ビルバオ

プエンテサンミゲル
ポズナン ポーランド 2020年～スタルガルド

タタバーニャ ハンガリー
バリ イタリア 2021年～

リトレッド部材 ランクラー ベルギー 2021年～
コード ウサンソロ スペイン 2018年～

中国 無錫工場 (3MW) アメリカ エイケン工場 (2MW)

■ 生産拠点での大規模太陽光発電導入

■ 再生可能エネルギーによる電力100％使用拠点

2021
(現状)
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資源を大切に使う

環境中期目標: マイルストン2030

サーキュラーエコノミーへの貢献促進

バックキャスティング

再生資源、再生可能資源由来の原材料の使用(マテリアルサーキュラリティの向上)、
使用済みタイヤの有効利用(プロダクトサーキュラリティの向上)を含む包括的な

取り組みを加速させ、サーキュラーエコノミーの実現に貢献します。
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サーキュラーエコノミーの実現に向けた考え方､当社のアプローチ

サーキュラーエコノミーへの
貢献領域 ブリヂストングループのアプローチ

資源生産性の向上

・長寿命/省資源設計による断トツ商
品の更なる競争力強化

・共同利用､サービス/サブスクによる資
源消費/依存ビジネスからの転換によ
るビジネス機会の創出

マテリアル
サーキュラリティの向上

・再生資源､再生可能資源活用による
断トツ商品の更なる競争力強化

・リサイクル/アップサイクル､リペア/再利
用などによるライフサイクル全体での価
値の創出~ビジネスモデル化プロダクト

サーキュラリティの向上
・カスケードリサイクルによる新たな価値
創造

資源循環型ビジネスモデル

資源生産性ビジネスモデル
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省資源設計による断トツ商品の更なる競争力強化

ゴムを極めた 「強いリアル」とデジタルを融合し､
未知の素材開発を加速

資源生産性ビジネスモデルを推進､
社会価値・顧客価値の創出を加速

CO2排出量削減と省資源化に貢献するタイヤ軽量化の新技術
「ENLITEN (エンライトン)」

従来の乗用車用タイヤに比べて､約20％の軽量化､転がり抵抗を約30％低減
(タイヤサイズ225/40R18にて比較)

強いリアルとデジタルの融合によるイノベーション
ブリヂストンDX
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断トツ商品（新品）

サブスクリプションパッケージ - 月額でお客様に提供 -

メンテナンス使用 メンテナンス使用

リトレッド（1回目） リトレッド（2回目）

新品＋リトレッド＋メンテナンスを組み合わせお客様に提供、タイヤ資産を最大活用

サステナビリティビジネスモデル：リトレッドを中核としたビジネスモデル
■ ビジネスと技術のコア、資源生産性の向上、CO2排出量の削減に貢献、

社会価値・顧客価値の両立を可能とするサービス
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新品タイヤ3本 資源生産性
（資源の有効活用）

温室効果ガス（CO2換算）
排出量削減

低燃費タイヤ ＋ リトレッドタイヤ × 2回

社会
価値

• 複数回リトレッドで使用原材料削減ー資源生産性へ貢献
• 製造時CO2排出量削減

顧客
価値

• 持続可能な社会の実現に向け、
事業者のサステナビリティ活動、価値向上に貢献

＊日本自動車タイヤ協会編「タイヤのLCCO2策定ガイドラインVer2.0」 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

＊ ＊

サステナビリティビジネスモデル：リトレッドを中核としたビジネスモデル
■タイヤライフサイクルにおける環境貢献

調達 生産 販売 タイヤ使用 ／ 車両運行 廃棄・リサイクルリトレッド
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サステナビリティビジネスモデル：リトレッドを中核としたビジネスモデル

タイヤ使用、運行サポート、メンテナンス、リトレッドを定額パッケージで提供

安心・安全な運行をサポート
モビリティダウンを防止・最適なオペレーション維持

資源生産性＆CO2排出量削減
トータルオペレーションコスト削減

安全性

生産性

環境性

経済性

サステナビリティビジネスモデルの中核として、社会価値・顧客価値を創造、競争優位の獲得

断トツソリューションネットワークでメンテナンス提供
常にタイヤを最適な状態で使用いただく

メンテナンス

車両・運行データを活用、運行オペレーションの最適化

顧客ごとのタイヤデータの把握
カスタマイズリトレッド・メンテナンスサービスへフィードバック

タイヤ・車両データをベースにしたカスタマイズリトレッド
複数回リトレッドによるタイヤ資産の最大利用

車両運行サポート

タイヤモニタリングリトレッド
サブスクリプションパッケージ

調達 生産 販売 タイヤ使用 ／ 車両運行 廃棄・リサイクルリトレッド

■断トツリューションによる社会価値・顧客価値の創造
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サステナビリティビジネスモデル
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サステナビリティビジネスモデル

■ ビジネスモデルの変革

■ ”資源の持続的な利用” + “カーボンニュートラル”

- “市場シェア志向” から “顧客シェア志向” へ
- “所有価値” から “使用価値” へ
- “顧客価値” と “社会価値” の創出

⇒ サーキュラーエコノミーのアプローチをビジネスモデルの変革に活用
※物の循環・有効活用としてだけでなく､”価値の循環・最大化” を志向

- 原材料の安定調達源の確保、資源生産性の向上
- バリューチェーン・サプライチェーン全体でのCO2削減

⇒ 資源生産性の向上によるCO2削減、循環によるCO2の固定化
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“2030年、その先へ” 中長期事業戦略構想の進化
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ブリヂストンのサステナビリティの捉え方
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サステナビリティフレームワーク全体像 – コンセプト/考え方

価値共創への招待~信頼の醸成
Build trust to propagate value co-creation

Management Fundamentals for value creation
価値創造の基盤

サステナビリティビジネス
- 社会価値と顧客価値の創造
- 競争優位性の源泉
- サステナビリティビジネスにつながる活動領域の拡充

- 価値創造の基盤提供
- プロアクティブに取り組むことでリスクを機会へ転換

価値共創への招待~信頼の醸成

価値創造の基盤

- 地域社会や現在・将来のパートナーとの信頼の醸成
- 選ばれるべきパートナーとしての高い信頼性

サステナビリティ
ビジネス

Sustainability Business
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サステナビリティの統合

事業活動・社会貢献活動のマッピング
(CSR視点のアプローチ)

経営・ビジネス戦略との統合
(サステナビリティ戦略へ)

• 既存のCSR機能の限界 ⇒  経営・ビジネス戦略とサステナビリティの統合を進める組織の必要性
• CSR/サステナビリティで何を目指すのか? ⇒  定義､位置づけ､目的､目指すレベルの明確化が必要

Key Success Factor

Strategic Integration Operational Integration Cultural Integration
• サステナビリティ戦略､ゴール・KPI
• ビジネスゴールとの整合
• 財務リターンとの整合

• マネジメント層の関与
• サステナビリティ機能､推進体制
• KPIs､評価システムへの組み込み
• 情報開示､ ステークホルダーとのエンゲージメント

• 企業理念体系､ブランド体系、
教育システムへの組み込み

• 従業員エンゲージメント
• アドボカシー(社内/社外)

• サステナビリティの定義の明確化: 既存の枠組みとの整合化､CSRとの違いなど
• 経営・ビジネス戦略とサステナビリティの統合:  戦略面､組織面､文化面､それぞれの側面で統合を進める
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経営戦略とサステナビリティの統合
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日々の事業活動とサステナビリティの統合
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Our Way to Serve 推進体制 (2020/12月時点)

特徴
 グローバル各地域から専門機能のメンバーを選任
 縦軸(事業/地域) と 横軸(領域)のマトリクス構造
 コミッティは 通常 3-4回/年 開催

※1 Chief Sustainability Officer
※2 戦略的事業ユニット
※3 日本タイヤ事業・化工品ソリューション事業・G-MAA（Global Mining, 

Aircraft, Agriculture）ソリューション事業・スポーツ/サイクル事業の統括
※4 米州事業（米国・カナダ・中南米を含む）の統括
※5 欧州・ロシア・中近東・インド・アフリカ地域のタイヤ事業の統括
※6 中国・アジア・大洋州のタイヤ事業の統括
※7 グローバルビジネスサポート

Global CSTO (Chief Sustainability Officer)
執行役副社長
グローバルPR・GR・サステナビリティ分掌
Bridgestone Americas, Inc. 取締役副会長
兼 CAO 兼 CRO 兼 エグゼクティブ・バイスプレジデント

Global CSTO, GSC 議長
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企業文化とサステナビリティの統合
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Our Way to Serve の浸透: 浸透計画

認知 理解 共感 行動

各ステージで
目指す “状態”

・OWtSが始動したこと、
背景、概要を知る

・OWtSと自業務の関係を
理解する
・自分の役割が分かる

・OWtS実践のために今
後自分が取り組むことを
提案できる

・自分の役割を理解し、
OWtSを実践する

Our Way to Serve の策定・浸透: 企業理念体系へのCSR/サステナビリティの組み込み､従業員への浸透～エンゲージメント強化
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Our Way to Serve の浸透: 立ち上げ時のイベント､グローバル共通ツール (2017/3月)

Launch ceremonyの実施

CEO letter発信(20言語に翻訳) 教育ツールとしての小冊子発行(20言語)

メッセージビデオ放映

※社外向けには、ニュースリリース発信、スペシャルWebサイト立上を実施

グローバル各拠点の経営層が出席
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Our Way to Serve の浸透: グローバルでの浸透施策事例

BSAM (米州) BSEMIA (欧州・中近東・インド・アフリカ)

BSCAP (中国・アジア大洋州) BSJ (日本)

Bridgestone App 
(BSAR/CL)Best Practices Book

Train the Trainer –
teammates training CSR Award OWtS Workshop

OWtS Intranet

Success factor
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Our Way to Serve の浸透: 浸透度調査結果

97%
91% Feels Our Way to Serve is important 

commitment for Bridgestone (71% in 2018)

Aware of Our Way to Serve (72% in 2018)

79% know what you are supposed to do based 
on Our Way to Serve (55% in 2018)

グローバル従業員浸透度調査結果 (2019年)

*16,669 employees around the world participated in online survey.
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Our Way to Serve の浸透: Bridgestone Group Awards

» 当社グループの全組織・全従業員を対象とした表彰制度。企業理念に基づいた企業活動に対する従業員の意識向上を促進させ、グループ従
業員の一体感醸成などを目的としたグループ最高位の賞で、2008年より毎年開催

» 表彰部門は、「Our Way to Serve」に基づき、「Achievement(企業活動全般)」、「Mobility(モビリティ)」、「People(一人ひとりの生活)」、
「Environment(環境)」、「Management Fundamentals(基盤領域)」の5つのカテゴリーで構成。世界各地域の経営執行メンバーによる
審査会議において、受賞案件を決定。当社グループの組織及び従業員が行うさまざまな活動の中から、2019年度は9件を表彰
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まとめ
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どのようにして取り組んでいるのか

■ 経営戦略・ビジネスモデルに統合

■ 推進体制の構築

- 事業戦略への統合、サステナビリティビジネスモデルの明示
- 環境戦略、資源戦略の明確化 ～ 中長期目標の設定

- サステナビリティ推進機能の位置づけ CSR部門 ⇔ 経営企画部門
- 環境施策の推進(環境機能主導) ⇒  ビジネスモデルの推進(事業部門主導)

■ 社内啓発・教育
- サステナビリティの概念､実現に向けた考え方・アプローチの浸透
- 環境視点 ⇒ 事業視点への拡がり
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サーキュラーエコノミーの捉え方

■ ”資源循環” と “サーキュラーエコノミー” の違い

■ ”環境戦略・施策” ⇔  “経営戦略・ビジネスモデル”
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推進するうえでのポイント 1/3 (当社の事例より)

■ ”経営トップ”の理解・腹落ち
- 経営トップが経営戦略として捉えないと取り組みが深化しない
- 経営戦略・ビジネスモデルとして位置付けられないと、事業部門に落ちていかない

※どのようにすれば経営トップの理解・腹落ちを得られるのか?

■ ”マネジメント層”の理解・腹落ち
- 経営トップが自分事として発信することで､マネジメント層の意識・理解が深まる
- マネジメント層が理解するためには､具体的な枠組み・事例が有効
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推進するうえでのポイント 2/3 (当社の事例より)

■ ”価値” の捉え方
- 資源の循環と捉えると環境戦略・施策
- モノの ”価値” の最大化として捉えるとビジネスモデル

※どのようにビジネスに結びつけるのか、マネタイズするのか

■ 価値創造 = 増幅・変換(違い) × 知覚(理解)
- 従来と何が違うのか 価格、機能性、情緒性
- 顧客が納得しないと価値にはならない 資源循環の価値とは?
- 顧客が解決したい課題とは?
- モノは価値提案の道具、 企業と顧客との価値共創
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推進するうえでのポイント 3/3 (当社の事例より)

■ ”アプローチ”を体系化
- 既存事業の変換と新規事業創出の二つのアプローチ
- すでにサステナビリティに貢献する様々な活動を推進しているケースが多い

※アプローチを体系化し､既存の取り組みをマッピングすることで社内理解が進む

■ 多様なメンバーによる検討チーム
- 事業面、環境・社会面など、様々な視点・観点でビジネスモデルとして検討
- 材料の調達からバリューチェーン全体を俯瞰し、ライフサイクル視点で検討
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