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１．初めに 

 タイヤ業界に限らず昨今の日本の製造業は、国内にとど

まらず、海外に生産拠点をもつケースが非常に多い。特に

目立つのは、コストの面から中国を初めとする東アジアへ

の進出である。しかしながら、その多くは日本で技術開発

を行い、生産を東アジアで行い、製品は再び日本を中心と

した先進諸国へ輸出するというものであり、生産に伴う人

件費を初めとしたコストを削減し価格競争力を高めようと

いう目的のためのものである。 

 一方ブリヂストンを含む、いくつかの会社は生産のみな

らず製品の研究開発を海外でも行っている。今回は、コス

トのための海外生産について論じるのではなく、ブリヂス

トンのタイヤ開発を例にとり、製品開発を海外で行う利点

を中心に説明したい。 

２．ブリヂストンにおける海外開発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.ブリヂストンの世界展開 

 ブリヂストンは 1988 年に米国ファイアストン社を買収

したことにより、ファイアストンの持っていた米国オハイ

オ州のアクロン、イタリアのローマ、２箇所の技術センタ 

 

ーを持つことになった。以来、ブリヂストンが既に持って

いた東京小平市の技術センターとあわせ、大きな技術セン

ター３箇所でタイヤの研究―開発が行われている。タイヤ 

のテストを行うテストコースも日本の黒磯（栃木県）、北海

道のほかにローマ、テキサス等世界 9 箇所にもち、現地の

研究所と一緒になりタイヤ開発を行っている。 

 

図 2 ブリヂストンのテストコース 

 

図 3. 日本のテストコース 

 

●:タイヤ工場 -世界23カ国46工場

○:化工品・その他工場 -世界11カ国89工場

タイヤ技術センター／東京
化工品技術センター／横浜

タイヤ技術センター／ローマ

タイヤ技術センター／アクロン

★:タイヤ技術センター -世界3カ国3ヵ所

☆:化工品技術センター -世界1カ国1ヵ所

中国・無錫工場（タイヤ）2004年7月生産開始（生産拠点数には含まれておりません。）



 三つの技術センターは連携した開発も多く、研究者の行

き来も頻繁である。共通テーマについてそれぞれが得意と

する分野で分担して研究することも多い。 

  

 ファイアストンを買収した後数年の間は、ブリヂストン

の技術を現地技術センターへ移植することに注力する時期

がしばらく続いた。現在も特に先進技術の開発は東京の技

術センターが主導し、また一部の超高性能タイヤは日本の

みで開発し生産・輸出するが、現地の自動車メーカー、現

地の補修市場 1）に対するタイヤの開発と生産は現地で行う

という色彩が強くなってきている。 

ブリヂストンは三箇所の開発拠点に加え、世界各国にタ

イヤの生産工場があり、現地の営業・販売会社とともに顧

客に対して即応できる開発～生産～販売～サービスの態勢

をとっている。 

 現在ブリヂストングループ全体のタイヤ生産の 2/3 は海

外での生産である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3. 2003 年のブリヂストングループのタイヤ生産量 

３．タイヤの海外開発の利点 

 結論を先に述べれば、ブリヂストンが海外でのタイヤ開

発に力をいれている戦略のメリットは以下といえる。 

 ①時間、費用のかかる先端開発は日本に集中する一方で、

より顧客に密着した製品開発は、現地で対応することによ

り、タイヤの地域性からくる諸問題を効率的に解決してい

る。 

 ②開発～製造～販売～サービスにかかる時間、費用を削

                                                           
1） 特に乗用車用のタイヤは自動車メーカーに納入しライン

装着されるものと、街中のタイヤショップで“補修市場”

相手に販売されるものに大別される。 

減するとともに、常に世界各国それぞれの顧客のそばにい

ることで高い顧客満足を達成している。 

 ③言語・専門性の面で多様な人材を安いコストで取り込

むことができ、施設の建設コストも安くなる。 

 以上について、次より詳述する。 

３－１．タイヤの地域性 

 タイヤは自動車に装着されて初めて機能するものである。

そしてその自動車自身が、さまざまな環境（道路、天候、

法規制、文化等）の中で世界各国それぞれで重視される性

能がだいぶ異なるのと同様に、タイヤへの要求性能も各国

で異なっているものである。 

 要求特性が世界中の地域毎に変化する製品の開発を日本

の技術センターのみで行うことは、時に不十分な開発とな

るリスクを生じる。基礎研究のみならともかく、製品の開

発は、そのユーザーが求めるもの、製品が使われる状況、

を十分把握して行われなければならない。そのためには、

よりユーザーに近いところで、ユーザーが置かれた環境を

常に見ながら、開発者自身が認識した上で開発が行われる

ことがベストである。 

 たとえば欧州と日本を比較してみよう。欧州で有名なの

はなんと言っても速度無制限のアウトバーンであろう。以

前ほど速度無制限の部分は多くないが、それでも 100Km/h

が制限速度の日本では考えられないスピードで飛ばす車が

目立つ。このような社会で要求される自動車はスピードが

重視されるし、タイヤもその速度に耐えられる耐久性、高

速でのハンドリングが重要視されるので日本向けのタイヤ

とは異なった仕様となることが多い。 

 一方米国をみてみるとオールシーズンタイヤというもの

を使用している人が目立つ。これは夏に走れるのはもちろ

ん、冬場に雪がふっても、スタッドレスタイヤほどではな

いがちゃんと走れるというタイヤである。頻繁にタイヤ交

換をすることを好まず、直線路が多くハンドリングをそれ

ほど重視しない米国人の事情にあったタイヤといえる。 

 路面も世界各国で特色がある。図４はブリヂストンのテ

ストコースにある特殊路面の一部である。ヨーロッパで運

転する人はベルジアン路といわれるガタガタ道での乗り心

地を良くして欲しいと思うだろう。雨水の排水を高めるた

めに縦溝が路面に切ってあるレイングルーブ路を走ったア

メリカ人はグルーブにハンドルがとられないような車・タ

合計
169万t

国内工場
61万t

米州工場
60万t

その他
海外工場
30万t

欧州工場
17万t

合計：169万t（新ゴム消費量）

海外生産比率：64％



イヤが欲しいと思うに違いない。これらの顧客の要求を満

たす構造・パターンをそれぞれ開発しなければならないの

である。 

 

図 4. さまざまな路面 

 スタッドレスタイヤも日本では豪雪・凍結路で高性能な

タイヤが非常に重宝されるが、ヨーロッパのように、除雪

が進んでいる地域では、スノー性はそこそこで良いので、

高速道路での高速安定性能が重視される。その場合タイヤ

のスペックはまるっきり異なるものとなる。 

 環境・法律を考えてみよう。読者の皆さんもご存知のよ

うに先般京都議定書が批准され大幅な CO2 の削減が実行さ

れていくことになった。この CO2 の削減に最も熱心なのは

ヨーロッパである。ヨーロッパは環境に対して個人レベル

でも非常に厳しく、筆者自身もヨーロッパに駐在していた

ころにドイツで駐車中に車のエンジンをつけっぱなしにし

ていて、老婦人にしかられた経験をもつ。そのような地域

では自動車の燃費にたいする目も厳しく、それはタイヤの

転がり抵抗の低減に対する厳しい要求になって返ってくる。

一方米国は CO2 削減に、ヨーロッパほど熱心でないように

見受けられる。実際米国で重要視されるタイヤへの要求性

能は転がり抵抗より磨耗である。（走行距離は長いし、交換

は面倒である） 

以上の数多くの例でわかるように、タイヤは地域の環境

により要求特性が変わるものである。要求特性の中には背

反する性能も多く、１スペックですべての性能を満たせる

ことはまずあり得ない。従って地域向けのタイヤ開発が多

くなる。 

地域の特殊性を書き上げるのは簡単であるが、開発者が

以下にその実態を理解しているかが重要である。その実情

を体感しつつ開発が行える、体感している人が開発を行え

る、のが海外開発のもっとも大きな利点といえる 

３－２．需要地での開発 

特にタイヤを運ぶのは“空気”を運んでいるようなもの

であるから、近地生産は当然需要な要素となる。しかしそ

れ以上に大切なのは「顧客のそばに常にいる」ことである。

顧客が求めるものは開発～製造～販売～サービスが常に自

分のそばにいて、状況を理解して対応してくれることであ

る。顧客である日本の自動車メーカーがグローバルに生産

を行っているからには、部品であるタイヤもその需要地で

の生産が重要であるのは当然である。さらにブリヂストン

は日本メーカーのみならず世界各国の自動車メーカーに納

入している。 

現地の顧客にたいする対応・コミュニケーションを考え

た場合、開発、製造、販売、サービスが四位一体で顧客の

そばにいることが大きなアピール、アドバンテージになる

のである。 

３－３．人材と研究内容 

 日本では若者の理系ばなれということが言われて久しい。

一方で優良な製造業も多数あるので、ブリヂストンにとっ

ても優秀な人材を確保することはなかなか大変な問題であ

る。さらにグローバルに対応できる人材となると、メンタ

リティ・言葉の問題からさらに壁は高くなる。 

 これに比べてヨーロッパではどうであろうか？ローマに

ある欧州技術センターを例にとろう。ローマがある南イタ

リアは失業率約１６％と高く、工学部を卒業した若者のふ

たりにひとりは仕事がないのが実情である。ローマの技術

センターにおいては数百名のイタリア人を雇用しているが、

非常に高い倍率をくぐりぬけてきた人たちであり定着率が

高く、モラルも高い。レベルも非常に高く特に数学のレベ

ルが高い。これらの人材を確保できるのは非常に大きなメ

リットといえる。 

研究内容の地域性という点も見逃せない。例えばヨーロ

ッパの自動車メーカーではタイヤのモデル化、シミュレー

ションが非常に盛んに行われており、ブリヂストンもそれ

に対応することが求められる。従ってローマの技術センタ

ーのタイヤモデリング技術は高いレベルにある。日本では

むしろ FEM での解析が盛んであるが、ヨーロッパは物理モ

デルによる解析が盛んであり技術者たちの高い数学のレベ

ルが有効に使われているといえる。2） 

 タイヤの研究もヨーロッパでは盛んであり、多くの大学、

研究機関で研究が行われている。それらの研究機関と一体

                                                           
2） タイヤ物理モデル；タイヤ特性を数学モデル化したもの。

車両のシミュレーション等に利用される。 



になった研究がおこなえることも大きな利点である。また

ローマのテストコースはこれら研究機関のみならず、現地

自動車メーカーとの共同研究、共同実験の場ともなってさ

かんな交流が行われている。 

５．終わりに 

 以上ブリヂストンが海外でタイヤ開発をすることのメリ

ットを挙げてきた。 

なんといっても欧州、米国とも自動車文化発祥の地であ

り、世界の自動車産業を技術、トレンドでリードする先進

メーカーが割拠している。そのような地域に開発拠点をお

くことは、より自動車産業の動きを身近に感じながら開発

できるというメリットがある。 

一方ではそれに伴う困難も多くある。世界中の顧客、世

界展開している自動車メーカーは、当然世界中のブリヂス

トンの技術レベルが同一であることを求めている。従って、

各技術センターの技術レベルは常に一致させておかなけれ

ばならない。異なる文化・背景をもった人たち、技術セン

ターの始まりからしてブリヂストンとファイアストンの違

いがあった。これらを一致させていくのは多くの困難があ

ったことは否定できない。多くの新しいディシプリン（規

律）をつくるだけでなく、人的交流、日々の電話・TV 会議

を繰り返してきた、しかしながら今後もグローバル化する

一方の顧客に対応していくためには、これらは当然のこと

でありさらに一段と高度な技術のグローバル化が必要とな

っていくのは自明である。そのような中でタイヤ開発も海

外での開発がさらに増加、高度化していくに違いない。 
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