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5月 1日付 グローバル経営体制強化のお知らせ 
執行役 役割/責任の変更 

 
ブリヂストングループは、2020 年の第三の創業／Bridgestone 3.0の始まりからの 2 年間のコーポレートトランスフ

ォーメーション（CX）を、“攻め”と“挑戦”の姿勢で“実行”と“結果”に拘って進めてきたことにより、”強い”ブリヂストン
へ近づくことが出来てきました。今後、ロシア・ウクライナ情勢など激動の連続を想定し、従来以上にフレキシブルで
アジャイルなグローバル最適を志向したグローバル経営体制の更なる強化が急務となっており、2023 年を最終年と
する中期事業計画達成に向け、グローバル経営体制強化を図っていきます。 
 
株式会社ブリヂストンは、4月 18 日開催の取締役会において、Global CEO傘下に、2人の Joint Global COO
を配置する 5 月 1 日付のグローバル経営体制強化を決定しましたのでお知らせします。 
 

株式会社ブリヂストン Global CEO 石橋秀一のコメント 
 
“攻め”と”挑戦”、”実行”と”結果”に拘る事業オペレーション責任者をグローバルで 2 人 Joint Global 
COO として配置します。 
一人は現在、グローバル鉱山用航空機用タイヤ事業、日本タイヤ事業、日本化工品/多角化事業責
任者の東 正浩氏。サステナビリティ戦略のグローバルリーダーを継続して担ってもらうとともに、5 月 1 日よ
り BSCAP 事業へも責任を拡大し、日本及びアジアという歴史のあるブリヂストンホームマーケットでのシナ
ジーを期待しています。 
もう一人はグローバルソリューション戦略トップであり、BSAM 事業責任者のパオロ・フェラーリ氏。ソリューシ
ョンビジネス戦略のグローバルリーダーを継続して担ってもらうとともに、5 月 1 日より BSEMIA 事業へも責
任を拡大し、米州及び欧州という成熟したプレミアムタイヤ/ソリューション事業のシナジーを期待しています。 
お二人とも過去 2 年間の CX 及び業績確保に貢献してきてくれており、新たな激動のビジネスステージに
おいて、No.2 として Global CEO をサポート、企業価値向上に貢献してくれる事を確信しています。 
なお、グローカル経営体制としての現行 SBU コンセプトは維持します。BSCAP トップが東 正浩氏へレポー
トツー、BSEMIA トップがパオロ・フェラーリ氏へレポートツーとなります。 
ブリヂストンはこの執行体制強化を通じて、「Bridgestone E8 Commitment」※1 で掲げるブリヂストンら
しい「E」で始まる 8 つの価値（Energy、Ecology、Efficiency、Extension、Economy、Emotion、Ease、
Empowerment）を創出し、持続可能な社会を支えることにコミットしていきます。 
 
 

2022年 4月 19日  
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＜2022 年 5 月 1 日付 執行体制＞ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 執行役の異動 
 2022年 5月 1 日付 

氏名 旧職 新職 

東 正浩 取締役 
代表執行役 Global COO 
グローバルサステナビリティ委員会 
委員長 
兼 BSJP分掌  
兼 BSJP タイヤ・ソリューション 
  事業管掌  
  BSJP タイヤ事業 
  CEO/COO 
兼 ブリヂストンタイヤソリューション  
  ジャパン株式会社  
  代表取締役会長 

取締役  
代表執行役 Joint Global COO 
(グローバル OR/AC事業、日本事業、 
 BSCAP 分掌)  
グローバルサステナビリティ委員会 
委員長 
兼 BSJP タイヤ・ソリューション 
  事業管掌  
  BSJP タイヤ事業 
  CEO/COO 
兼 ブリヂストンタイヤソリューション  
  ジャパン株式会社  
  代表取締役会長 
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氏名 旧職 新職 

パオロ・フェラーリ 執行役 副社長  
Global CSO* 
BSAM分掌 
BSAM Member of the Board  
兼 CEO 兼 プレジデント 

執行役 Joint Global COO  
(BSAM、BSEMIA分掌) 
兼 Global CSO* 
兼 BSAM Member of the Board  
   兼 CEO 兼 プレジデント 

*CSO : チーフビジネスソリューションズオフィサー 
 
 

2. 新 Joint Global COO の略歴 
 

  代表執行役 東 正浩（ひがし まさひろ） 
 生年月日 
  1961年 2 月 11日生 
 学歴 
  東京大学法学部 卒業 
 略歴 
  1985年 当社入社 

  1999年 米国子会社 ブリヂストン／ファイアストン インク派遣 
  2008年 タイ子会社 タイ ブリヂストン カンパニー リミテッド派遣 
  2011年 秘書室長 
  2013年 執行役員 新事業企画担当 
  2014年 執行役員 消費財グローバルマーケティング戦略・モータースポーツ担当 
  2016年 執行役員 CSR・環境・品質経営企画担当 
  2017年 常務執行役員 化工品事業担当 
  2019年 1月 執行役 専務 MAA＆化工品ソリューション事業分掌 
  2019年 9月 執行役 専務 G-MAA ソリューション・GBE分掌 
  2020年 1月 代表執行役 副会長 

  2020年 7月 代表執行役 Global COO 
  2021 年 3月 取締役 代表執行役 Global COO 

 
  執行役 パオロ・フェラーリ（Paolo Ferrari） 
 生年月日 
  1970年 4 月 10日生 
 学歴 
  ボッコーニ大学経営学部 卒業 
  ニューヨーク大学経営大学院 修了 
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 略歴 
  2016年 当社欧州子会社 ブリヂストン ヨーロッパ エヌヴィ―エスエー 入社 
    取締役 兼 CEO 兼 プレジデント 

  2017年 常務執行役員  
    ブリヂストン ヨーロッパ エヌヴィ―エスエー 
    取締役 兼 CEO 兼 プレジデント 兼 COO 

  2018年 執行役専務  
    ブリヂストン ヨーロッパ エヌヴィ―エスエー 
    取締役 兼 CEO 兼 プレジデント 兼 COO 
    兼 ブリヂストン アメリカス インク 取締役会長 
  2019年 執行役 副社長 BSEMEA分掌  
    ブリヂストン ヨーロッパ エヌヴィ―エスエー 
    取締役 兼 CEO 兼 プレジデント 
    兼 ブリヂストン アメリカス インク 取締役会長 
  2020年 執行役 副社長 G デジタル戦略分掌 
    BSAM 分掌 ブリヂストン アメリカス インク  
    取締役 兼 CEO 兼 プレジデント 兼 COO 
  2021年 執行役 副社長 Global CSO 
    BSAM 分掌 BSAM Member of the Board 
    兼 CEO 兼 プレジデント 

 
※1 ブリヂストングループは､「2050 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」というビジョンの実現に向けて、企業コミットメント「Bridgestone E8 Commitment」を制定しました。こ
れを未来からの信任を得ながら経営を進める軸とし、ブリヂストンらしい「E」で始まる 8 つの価値（Energy、Ecology、
Efficiency、Extension、Economy、Emotion、Ease、Empowerment）を、ブリヂストンらしい目的と手段で、従業
員・社会・パートナー・お客様と共に創出し、持続可能な社会を支えることにコミットしていきます。 
https://www.bridgestone.co.jp/corporate/news/2022030101.html 

以上 

 
 
 

本件に関するお問い合わせ先 
＜報道関係＞ パブリックリレーション部門 コーポレート広報課 TEL：03-6836-3333 

＜お客様＞ お客様相談室 TEL：0120-39-2936 

https://www.bridgestone.co.jp/corporate/news/2022030101.html

