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使　命
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人々がより快適に移動し、生活し、
働き、そして楽しむことに貢献

最高の品質で社会に貢献

基盤となる取り組み

コンプライアンス・
公正な競争

BCP（事業継続計画）・
リスクマネジメント 人権・労働慣行 労働安全・衛生 調　達 品質・

お客様価値

「Our Way to Serve」 策定の背景

「最高の品質で社会に貢献」する

ことは、私たちが受け継いできた

伝統と使命です。ブリヂストンと

世界中で働く従業員は、業界の

グローバルリーダーとして未来

に対する責任を進んで果たして

いくために、イノベ ーションと

先進技術を通じて、人々がより

快適に移動し、生活し、働き、そして

楽しむことに貢献します。

ビジョン

「最高の品質で社会に貢献」
し続けるために

「Our Way to Serve」は、ブリヂストングループの

企業理念の使命である「最高の品質で社会に貢献 

(Serving Society with Superior Quality)」と

強く結びつ いており、過 去 1 0 年にわたりC S R

「22の課題｣として取り組んできたCSR活動の経験

や成果を活かしながらより高いレベルを目指して更に

発展させた指針です。「Our Way to Serve」を通じて､

私たちは、世界中の多様なメンバー、グローバルな

ネットワーク、業界でのリーダーシップ、積み重ねてきた

イノベーション、といった自社の強みや特性を活かし

ながら、人々がより快適に移動し、生活し、働き、

そして楽しむことに貢献していきます。

“Our”は、世界中の様々な組織、あらゆる階層の

リーダーと従業員の一人ひとりがこの取り組みに

関わることを指し、“Serve”は全員が重点領域と基盤

領域を自らの意識と仕組みに落としこみながら仕事

に取り組み、役割を果たし、日々の業務を進めていく

ことを意味しています。

「Our Way to Serve」は、ブリヂストングループの

事業の中核を担うものであり、どのように事業を進め

ていくかの指針でもあります。

「Our Way to Serve」 策定プロセス

「Our Way to Serve」は様々な外部
意見、国際ガイドラインやイニシアチブ、
従業員アンケート等を参照し、ステーク
ホ ルダ ー の ニ ー ズ や 社 会 課 題と、
ブリヂストングループにおける課題との
照合を通じて策定を行いました。

● 外部意見（WBCSDなど）
● ISO26000
● OECD多国籍企業ガイド
● SDGs
● WBCSD Vision 2050
● 国際機関（国連等）の各種ガイドライン・
　調査レポート

参考にした主な国際ガイドラインやイニシアチブSTEP

1

STEP

2

STEP

3

課題の抽出

ブリヂストングループが社会に与えている影響を把握・分析する
バリューチェーン分析

１

社会課題に対しブリヂストングループの技術やイノベーションで
解決できる領域の分析

2

優先順位の検討と体系の整理

世界各地域から選出した社内ワーキングチームによる検討、
社内外のステークホルダーによるレビューを経て体系化

経営による承認

グローバル執行の最高位の会議体であるGlobal EXCO※での審議を経て、
取締役会にて承認 ※グローバル経営執行会議(Global Executive Committee)

世界人口の増加やモビリティの進化といった

社会動向、深刻化する気候変動などの環境問題

や社会の持続可能性に関する様々な課題など、

ブリヂストングループを取り巻く環境は大きく

変化しています。その中でSDGs（持続可能な

開発目標）など、社会課題の解決における企業

の役割にも期待が高まっています。ブリヂストン

グループは、「Our Way to Serve」の推進に

よって、これらの期待に応え、業界のリーダー

として未来に対する責任を進んで果たしていく

ことを目指しています。

ブリヂストンのCSRの考え方
グローバルCSR体系
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基盤領域
Management Fundamentals

モビリティの
進化に貢献する多様な移動

ニーズに応える

安全・安心な
移動を支える

CO2を減らす地域の健やかな
暮らしを支える

次世代の学びを
支える

安全・安心な
暮らしを支える

重点領域
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モビリティ

環境

一人ひとりの
生活

自然と
共生する

資源を
大切に使う

BCP（事業継続計画）・
リスクマネジメント

人権・労働慣行 労働安全・衛生
調達

品質・お客様価値コンプライアンス・
公正な競争

ブリヂストングループが貢献できる領域　

「Our Way to Serve」の重点領域と基盤領域

持続可能な開発目標（SDGs）との関わり 「Our Way to Serve」と経営改革の重点課題の関係　

「持続可能な開発目標（SDGs）」は、2015年の「国連

持続可能な開発サミット」において採択された、持続

可能な世界を実現するための17のゴール・169の

ターゲットから構成される国際目標です。ブリヂストン

グループでは、グローバルに事業を展開する企業の

責任として、SDGs達成への貢献に取り組んでいます。

ブリヂストングループの事業とサステナビリティに

関する考え方及び活動をSDGsにおける目標と

照合し、強みと特性を活用し、解決に向けた取り組み

を積極的に推進しています。

経
営
改
革
の
重
点
課
題

グローバルCSR体系

重点領域
（Priority Areas）

グローバル企業文化
の育成

グローバル経営人材
の育成

グローバル経営体制
の整備

基盤領域
（Management Fundamentals）

コンプライアンス・公正な
競争､ BCP・リスクマネジ
メント､人権・労働慣行､ 
労 働 安 全・衛 生 ､ 調 達 ､
品質・お客様価値

ビジネスモデル、価値

創造・競争優位の源泉

に関する重要課題

一人ひとりの
生活

モビリティ 環境

● ブランド戦略の推進
● イノベーション

● 継続的改善

（技術/ビジネスモデル/
  デザイン）

● 多様な人材の育成、
　登用の推進

● ガバナンス体制の整備
● 多角化事業拡充

● グローバルに統合されたブランド戦略
● オリンピック・パラリンピック協賛活動

● R&D体制の整備
● オープンイノベーション(産官学連携)、革新技術
● 商品単体からソリューションへ

● グローバルリーダー創出に向けたプログラム等の推進
● Global EXCO※1の活用

● Global EXCO※1、Committeeを活用したグローバル経営課題の推進
● 多角化事業の改革・展開

● 経営の全ての面において継続的改善
● 持続可能な社会実現への貢献

“受益者視点”で特に

重点的に貢献していく

／影響を及ぼしていく

領域

● 急速な都市化
● 人口の増加と
　人口構造の変化

● モビリティの
　進化

● 生物多様性の損失
● 資源枯渇
● 気候変動
● 責任あるサプライチェーン

● ダイバーシティと
　インクルージョン

● ビジネスと人権
● Quality of Life
    の向上

重点領域 （Priority Areas）

ブリヂストングループの強みや特性を活かしながら、
イノベーションと先進技術を通じて共通価値(顧客
価値と社会価値)を創出する領域。

基盤領域 （Management Fundamentals）

ISO26000に準じ、基本ルールや社会規範の遵守
など、責任ある企業として欠かせない取り組みを
整理した領域。

※1　グローバル経営執行会議(Global Executive Committee)
※2　7ページを参照ください。

※

２
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Martha White

GCECワーキンググループ（WG）の仕事を円滑に進めること

です。そのためにまずグローバルな視点に立った会社の取り

組みについてWGに理解を促し、CSRの枠組みの中で何が

できるのか考えてもらいます。高いレベルの方向性を示し、

サポートをすることでWGのメンバーを励まし、自信を与えて

いくのです。

その後、一歩下がって「実際に責務を果たしていますか」と

尋ね、問題や困り事が発生している場合は、私が直接解決

するのではなく、WGに解決方法を考えてもらいます。

状況をよく見ながらサポートすることで、課題を認識させ、

問題を軽減していきます。また、承認された計画と方針に沿って

取り組みがなされていることも確認します。WGの仕事を

楽にするのが私の議長としての役目です。

CSRの取り組みを簡単明瞭に表現することで、どの領域で

何をするべきかが明確になりました。「Our Way to Serve」

の最大の利点はその点にあると思っています。焦点を絞る

ことによって方向性がはっきりしたのです。取り組みを強化し、

簡素化し、集中させたことにより、「最高の品質で社会に貢献」

というブリヂストングループの使命を果たしていくことが

できると考えています。

多様化する社会のニーズを取り入れながら「Our Way to 

Serve」を実践し続けることでしょう。社会が発展するのに合わ

せてCSRの取り組みも確実に進化させる必要があります。

そのためには社会のニーズを的確に理解しなくてはなりま

せん。また、勢いを保ちながら続けていくことが常に必要です。

今、「Our Way to Serve」が持っている勢いを維持することと、

途切れることなく集中すること、この二つが私にとっての主な

課題です。2017年に幸先のよいスタートを切りましたが、

それだけでCSRを成功させることはできません。スタートは

長い道のりの第一歩に過ぎないのです。勢いを保ち、前進をし

続けることによってのみ「Our Way to Serve」はブリヂストン

の企業文化の一部と成り得るのです。私たちは社会と密接

に関わり合っているので、活動の全てにおいて社会への責務

があり、社会に貢献し続けることによってしか企業として成功

することはできないのです。

GCECの議長としての役割は何ですか。

「Our Way to Serve」 開始後の
  CSRの取り組みをどう思いますか。

次の課題は何ですか。「Our Way to Serve」を
  企業文化として
  浸透させていきます
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キーパーソンインタビュー 「Our Way to Serve」
  推進体制
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