
サステナビリティレポート 2020-2021

1.  
当社のガバナンスの変遷

デイヴィス ：

ブリヂストングループが2016年3月に指名委員会等設置会社へ移行して

から、5年が経ちました。改めて、これまでに当社グループのガバナンス

がどのように変化してきたのか、何を目指しそれはなぜ重要だったのか、

そのためにどんな取り組みを行ってきたか。当社グループのガバナンス

の変遷について議論したいと思います。

指名委員会等設置会社となり、中でも一番大きく変わったのは、監査役

会が監査委員会になったことだと思います。山本さん、この5年間を振り

返っていかがでしょうか？
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1.1 
監査委員会 ： チェック＆バランス機能の強化

山本 : 

私は監査委員会における監査委員長を拝命して3年目となります。まず、

ブリヂストンという会社自体が、2016年に指名委員会等設置会社となっ

てから、継続的に組織改革を進めながらレベルを上げてきたと認識して

います。

監査委員会では、従来の準拠性やリスクを主眼に置いた監査をレベル

アップさせ、経営監査の視点をより強化するというのが一つのテーマで

した。特に品質管理や安全・防災、環境、人事労務など、いわゆる現場から

離れた管理機能が会社全体に横串を通して組織をどのように管理して

いるのか。つまり、グローバル共通の基本方針をどのように打ち出し、

それを現場でどのように運用し、管理機能がどのようにモニタリングして

いるか、という観点から監査を強化してきました。

2点目は、監査のグローバルな連携です。執行部門がグローバルな企業

を目指して組織をグローバル化させていくという過程の下で、内部監査

のグローバルな連携が強化されています。監査委員会自体のグローバ

ルな変革としても、BSAM、BSEMIA、BSCAPの各監査委員会との連携を

強めると共に、会計監査人もグローバルに展開していますので、日本に

いる我々も各拠点の会計監査人とのグローバルなミーティングを通して

連携を強めてきました。

今後の方針としては、今回策定した中期事業計画に合わせた組織改革が

さらに当社グループ内で進められていく過程で、我々自身の監査もどの

ように機能していくのか確認していきたいと思っています。

まだまだ課題もあると思います。そもそも技術開発が必要な分野もあり

ますし、情報開示の強化といった課題もあります。当社のジャーニーは

まだまだ続きますので、その一歩一歩、確からしさというものを監査の

視点から見ていきたいと思っています。

デイヴィス ：

指名委員会等設置会社に移行する以前は、取締役会には参加している

が議決権を持たない監査役として会社を見守る立場でしたが、移行後は

取締役として監査委員会の委員になるという点で大きな変革だったと思

います。監査の力や視点に何か変化はありましたか？

山本 : 

取締役会と監査部門の両サイドから情報が集まってくるようになったと

いう印象は持っています。取締役会で執行部門の方々からさまざまな話

を聞かせていただき、一方で監査委員会の会合の中では監査部門から

話を聞くことができ、我々の理解もより深まりましたし、ある意味で監督

をするという立場で監査委員会に取締役としても入っているわけです。

執行対経営、執行対社外取締役といった､一種の緊張関係といったもの

もより強化されていると認識しており、複数の観点からより一層全体感

も持って監督することができるようになったのではないでしょうか。

1.2  
報酬委員会 ： 社会価値の創出を後押しする報酬のあり方

デイヴィス ：

翁さんには報酬委員会の委員長として、日本のみならず世界中の主要ポ

ストに就く人財と面談いただくほか、経営当事者との議論を通じてイン

センティブをどのように考えるのかということについても先頭に立って

まとめていただいていますが、この5年間を振り返り、何が一番大きな変

革のポイントでしたか?

翁 : 

指名委員会等設置会社になりまして、指名委員会、報酬委員会等の役割

が非常に重要になってきていると感じています。

報酬委員会では、やはりインセンティブをどのように設計するかについ

て重点的に議論してきました。この議論には終わりがなく、当初の段階で
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変動報酬の割合や、ストックオプション制度からPSU制度*1への変更、

さらに長期の企業価値の向上に結び付くような部分についての評価

など、いろいろな工夫をしてきたつもりですが、今回のCOVID-19の拡大

といった未曾有のことが起こり、今も粘り強く議論を続けています。

デイヴィス ：

報酬パッケージ全体を考える上で、数量的業績をインセンティブに反映

する以外に、数字に置き換えていきにくい、社会への貢献や環境問題へ

の対応といった意味合いで非常に価値のあるものを報酬に反映したりも

していますよね。

翁 : 

はい。ブリヂストングループは、大きな社会的課題に応えるための経営

を目指し、石橋Global CEOが中心となって、COVID-19の厳しい状況の

中でコーポレートトランスフォーメーションを進めています。またそれ

を、投資家をはじめとする社外にも分かりやすく説明していることへも

評価をいただいています。報酬委員会における議論においても、もち

ろんサステナビリティが強く意識されています。

私はやはり環境（E）と、社会性（S）、特に多様性がとても大事だと思って

います。環境については従来からかなり取り組まれていますが、これか

らサーキュラービジネスモデルや、生産における再生可能エネルギー

への移行、また電気自動車への対応などが期待されます。また社会性

については、社会に対してどのような価値が提供できるか、そして社

内でどのように多様性を確保していくか、この両側面について取り組

みが必要だと思います。

やはり今、これだけ格差も広がっている中で、グローバル企業として社

会的にどのような貢献ができるのかということを考えていくには、まず

自社から変わっていくことが必要です。多様な才能を生かしていくた

めに、バックグラウンドや性別にとらわれず、若い方でもどんどん活躍

できる、そのような企業となることを期待しています。

1.3  
指名委員会 ： 信頼と誇りを持てる人財の指名に向けて

デイヴィス ：

当社グループは、グローバルに事業を展開しており､色々なところに様々

なスキルを持った人がいます。地域によって異なる目的や考慮すべきポ

イントに個別に対応していくことが重要である一方、グループ全体でシ

ナジーを発揮していくことも重要かと思います。それを推進していくポ

ジションの人財を指名するという点で、指名委員会ではどのような変革

をされてきたのでしょうか?

増田 : 

指名委員会等設置会社への移行当初は、社内取締役も社外取締役も、

委員会等設置会社のなんたるかを頭では理解していても、身をもって

理解できてはいなかったのではないでしょうか。監査役設置会社だった

時の取締役会は、業務執行の最高意思決定機関として当時の執行役員

や従業員に対するメッセージを発するということに重きがあったと感じ

ていますし、それは当然のことだったと思います。それが、指名委員会等

設置会社における取締役会になって、いわゆるモニタリングモデルと

して大きく舵を切ったわけですが、最初はまだ、以前の癖が必ずしも

抜けていなかったように思います。それが、社内外を問わず取締役会に

参加している皆さんが協力して意見を出し合い、社外あるいは非業務執行

の取締役が業務についてヒアリングまたは質疑応答する形でモニター

するということがかなり定着してきました。

今後、指名委員会としては、このように良い形になってきた取締役会の

メンバーとしてふさわしい方を選定していくわけですが、それが株主、

投資家など社外の方から見ても適切だと感じられることが大切だと考え

ています。また、従業員から見ても、こういう方が取締役会のメンバーで

いるんだということに信頼と誇りを持てるような、そういった人選を進め

たいと考えています。

デイヴィス ：

ブリヂストングループのガバナンスや経営品質のあるべき姿を考えな

がら、ブリヂストンに合った、ブリヂストン流の、今後のブリヂストンを

さらなる強固なガバナンスが発揮できるようなものにするという、そう

いう意識を持たれて今日までやってこられたということでしょうか。

増田 : 

法的な要請はもちろんですが、この5年間の中でそれをブリヂストン

流に、良い形でのガバナンスに持っていくことができたと思っています

し、私自身もそれに貢献するように頑張ってきたつもりです。
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2.  
第三の創業から一年経って

デイヴィス ：

去年、石橋Global CEOより「第三の創業（Bridgestone 3 .0）」のジャー

ニーという非常に魅力ある、パワフルなメッセージが発信されました。

今までの良かったところを残しつつ、新たに必要なものを躊躇すること

なく取り入れながらトランスフォーメーションによって進化していくと

いった内容であり、そのスタートとして非常に内容の濃い一年間だった

と思いますが、昨年度を振り返っていかがでしたか?

山本 : 

Bridgestone 3 .0で非常に大きな改革が進められていますが、やはり

サステナビリティやサーキュラーエコノミーを自分ごととして捉えられる

ようになった、そういう会社としての方針が明確に打ち出されたという

のは大きいと思います。持続可能な社会というのは、自然の営みとの

バランスを取りながら、自分達がつくり出すリスクをどれだけ抑制できる

かとういうことではないでしょうか。多くの会社が事業とCO2の削減を切

り離して考える傾向が強い中、当社グループの場合は、事業の中で

サーキュラーエコノミーを考え、従業員一人ひとりが腹落ちしながら

進んでいるのが非常に良いと思います。社会価値と顧客価値の両立と

いうことが枠組みとして一体のものと捉えられるようになったので、従業

員にとっても非常に働きやすく、またステークホルダーの方々にも理解

しやすくなったのではないかと思います。

翁 : 

その通りですね。その他にもビジネスポートフォリオにおける様々な

課題に対し、しっかりと対応していくという方針が打ち出されたことも

成果として挙げたい点です。ビジネスポートフォリオの全体像を分析し

た上で、今後の方針や戦略につなげていることは非常に重要であり、

社外取締役としていろいろとサポートしていきたいと思っています。

デイヴィス ：

執行サイドで議論されているポートフォリオに関する議論には、当然

「稼ぐ力」という言葉が入ってきますが、次の成長事業としてのモビリ

ティだとか、モビリティによるあるべき社会だとか、環境と経済が共存で

きるどころかシナジーを生み出せる、そういう次元のポートフォリオの

イメージがグランドデザインに入っていると私は理解しているんですが、

皆さんはどのようにお考えでしょうか?

翁 : 

やはり「サステナブルなソリューションカンパニー」にどのようになっていく

のかが、ブリヂストングループにとっての大きな議題でしょう。COVID-19

の影響もあり、企業にはこれまで以上に社会的な存在としてどのような

社会的な価値を提供できるかが大事になってきていると思います。この

時宜を得たテーマに対して、Global CEO自ら発信されており、どのよう

に社会に貢献できる企業になっていくか、という価値観も入った新たな

ビジネスモデルを考えていらっしゃると思いますので、それをサポートし

ていきたいと思っています。

増田 : 

私もBridgestone 3 .0は、目標がかなり明確で、社会価値、顧客価値を

実現するんだというメッセージも極めて明確なので大変素晴らしいもの

だと思っています。このBridgestone 3 .0のジャーニーに向けて、単年

度の事業としてはいろいろ厳しいところもあったと思いますが、Global 

CEO、それから従業員の皆さんが一丸となって一つの方向に向かって

進んでいく、そのスタートの一年だったと思いますし、ぜひこれを今後も

継続していただきたいと思っています。
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3.  
COVID-19下でのブリヂストンの素顔

デイヴィス ：

平時で人を見て評価をするより、有事で見たほうがいいといわれま

す。COVID-19はまさに有事といえるものですが、感染拡大を防止する

ための色々な策が講じられる中で、様々な付加的影響を受けているブリ

ヂストンの素顔をご覧になってどう思いますか?	

翁 : 

COVID-19で人々の意識は確実に変わったと思います。ステイホーム、

リモートワークを経て、人々の価値観や、企業に求めるものも大きく変わ

るなかで、いわゆる「ステークホルダー資本主義」への移行が進んで

いるのではないでしょうか。その流れをGlobal CEOをはじめとした執行

サイドがしっかりと注視した上で動いていると思います。働き方変革と

か人事に関する変革などにも、それらが反映されていると思います。

増田 : 

我々の社会におけるモビリティの在り方自体が問われている中で、こ

れから自動車自体のつくり方も、自動車に求められるものも変わって

くるでしょう。するとタイヤの在り方も変わっていく必要があると思い

ます。このような社会変化を的確に捉えながら経営戦略を練っている

と思います。ますますそういったことに注目して、事業を展開していた

だきたいです。

デイヴィス ：

COVID-19は確かに危機といえるものですが、社会環境システムの

ダウンサイド、つまり近々の課題を可視化してくれる触媒としての役割

もあるように思います。将来の世代のために、今のうちに解決しておく

べきことをフォーカスしてくれるものでもあるなと。Global CEOが掲げる

Bridgestone 3 .0にも、そのような将来投資としての視点があると思って

います。

4.  
議長の社外化 ： さらなる改革への挑戦

デイヴィス ：

2020年度における取締役会の最も大きなポイントは、議長を社外化し

たことです。株主総会で選ばれた、株主の意思を持つ役員がよりいっそ

う、客観性、透明性のある経営に関する議論をできるように、そしてそれ

を還元できるように、社外取締役全員でより取締役会の実効性、機能の

実効性を高めるための動きであると私は思っていますが、山本さんはど

のようにお考えでしょうか?

山本 : 

指名委員会等設置会社は、業務執行を執行部門に委ねることを軸に社

外取締役はそれを監督し中長期の戦略を一緒に考えるという立場であ

るわけですから、3委員会はそれぞれ社外取締役が委員長をし、取締役

会議長も社外取締役になるということ自体は自然な流れだと思います。

社外取締役はなかなか難しい立場で、業務執行を一緒に考える立場で

はないし、アドバイザーでもない。執行部門と対峙はするけれども対決
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する立場でもない。そういうことを心に留めながら、執行部門の方々か

ら詳しい話を聞いて事業運営が会社の目指すものと合致しているかど

うかということを判断していく。議長がそれらの議論の潤滑油としても

活躍していただくための体制ができたということだと思います。

翁 : 

ブリヂストングループは、これまで長らくガバナンスの改革を重ねてき

ました。指名委員会等設置会社になり、社外の役員を増やし、いろいろ

なガバナンスの評価の仕組みなども工夫して、その評価も真面目にや

りながら、少しずつ、少しずつ改善してきている。そのジャーニーの中

で、今回デイヴィスさんが議長になられたということであり、いっそう

ガバナンスが良くなっていくことを期待しています。社外役員にどのよ

うな人が入って、どのような人が議長をして、どのような議論がされて

いくのか、やはり社外取締役の数ではなく質が問われるべきだと思っ

ていますので、そういうことからも、私自身もこれから貢献できればと

思っています。

増田 : 

取締役の指名、それから取締役・執行役の報酬については完全に社外

の者に委ねるということで、かなり思い切ったというか、すっきりしたと

いうか、そういう委員会設置会社になっていると思います。その中で

今回、取締役会議長の社外化が可能になったと考えています。今まで

も当社の取締役会は非常にオープンに議論できる雰囲気があって、非

常に発言しやすいですし、質問にも大変丁寧にお答えいただけました

が、デイヴィスさんが議長になられたことで、一層その雰囲気が促進

されることを期待しています。

5.  
「最高の品質で社会に貢献」をグローバルで実践 ：  
次世代と共に発展していく企業を目指して

デイヴィス ：

なぜブリヂストングループでこれが機能するかというと、社外役員同士

でコミュニケーションがあるからだと思います。私達はそれぞれ異なる

コンテキストと異なる専門性を持っていますが、お互いに話す時間も長

く、取締役会や委員会時の発言やお考えについても協議し、経営層や執

行側のメンバー、海外の主要メンバーとのコミュニケーションにもかなり

の時間を費やしています。当社の１つの特徴は、このような質の高いコミュ

ニケーションを図るための時間投資を惜しまないということだと思います。

これは当社が現状に満足せず、常に改善と進化を続けてきた歴史を持つ

からではないでしょうか。日本に適したタイヤづくりから海外へ進出して

いく中で、ベスト・イン・ジャパンから、それぞれの国におけるベストを追求

してきました。そして、今度はベストプラクティスをグローバルで共有

し、すべての良いところを活かしたグローバルでのシナジーの創出に長

年取り組み続けています。マルチナショナル企業から、真のグローバル

企業へとブリヂストンが進化してきたのは、グローバル経営執行会議

（Global EXCO）を設立した津谷前CEOの功績だと思います。このよう

な進化の基本はやはりコミュニケーションですし、グローバルな視点で

コミュニケーションする能力において、ブリヂストングループは構造上

でも、意識面でも長けているという気がします。

また「最高の品質で社会に貢献」という使命の浸透も特筆すべき点で、

ブリヂストングループでは、この使命を全従業員が意識し、行動して

いるように感じます。グローバルCSR体系である「Our Way to Serve」

を策定した際も、若手を中心としたグローバルメンバーでチームを作り、

多くの時間をかけて議論していました。「Our Way to Serve」は「最高

の品質で社会に貢献」という使命を形にしていくためのものです。この

ことを念頭に「Our Way to Serve」を実行しようとすると、社会課題

の解決は企業活動に関連する事項としてではなく、ビジネスそのものの

戦略的課題になると思います。つまり、ソリューションによる社会課題の

解決がビジネス機会の創出につながっていきます。ですから、元来この

会社にあった「最高の品質で社会に貢献する」という使命が、「Our Way 

to Serve」によってさらにサステナブルなソリューションカンパニーの実

現を可能にします。ブリヂストングループはこの使命に沿って、安心・安全

なモビリティとサステナビリティを目指しており、ぜひこれを実現してい

くように、私の立場からも努力していきたいと思っています。
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