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■	 BSAMでの取り組み

人財マネジメントと能力開発は、BSAMの人財戦略において
非常に重要な要素です。人財への投資を通じて、従業員が継
続的に能力を高め、キャリアの目標に向けて前進し、長期的
に当社グループで活躍してもらうことを目指しています。人
財マネジメントと能力開発の専門チームは、事業部門と連携
しながら人財ソリューションを設計、構築、提供し、従業員エ
クスペリエンスを継続的に改善することで、事業戦略の実行
に必要な能力を確保できるようにしています。

BSAMでは、従業員一人ひとりのキャリアの充実と組織能力
強化のために、多くの能力開発の機会を提供しています。全
従業員が利用できる豊富な研修・人財開発プログラムのほ
か、従業員が短期間でスキルを磨き、組織能力を向上させる
ための早期育成プログラムも数多く用意しています。また、毎
年開催する「キャリア開発週間」キャンペーンを通じて、事業
全体で従業員のキャリアアップを促進すると共に、BSAMが

提供する様々なキャリア開発の機会を周知しています。より
多くの従業員が当キャンペーンに参加できるよう、2021年に

ブリヂ ストング ル ープ は 、事 業 の 持 続 的 な 成 長 にとっ
て 不 可 欠 な 人 財 を 重 視し 、多 様 な 人 財 の 活 躍 こ そ が

「Bridgestone E8 Commitment」に表される価値の
創出につながるものと確信しています。人財戦略を中長期
事業戦略に適切に整合・連動させながら、戦略遂行を通じて
個々の人財価値を最大限に引き出していきます。

サステナブルなソリューションカンパニーの実現に向けて一
人ひとりの意識や行動を変えることで、さらなるエンゲージメ
ントの向上を導き、持続的に社会価値・顧客価値を提供でき
る企業文化の醸成を図ります。また、当社グループでは、各地
域の特性に応じた人財育成プログラムや人事制度を構築し
ています。

■	 日本での取り組み

ブリヂストン流のHRX（ヒューマン・リソース・トランスフォー
メーション）をB-HRXと名付け、会社と多様な個人が共に挑
戦・成長できる環境づくりを進めています。中長期事業戦略
の実現に必要な機能・組織能力、人財要件を明確化し、育成
機会の提供と最適な人財配置を通じて、組織能力・成果の最
大化と、多様な人財の育成ならびに個の力の最大化に注力
しています。

事業戦略と連動し、デジタル人財育成のためのリスキリン
グや、学びと実践による実力養成など、自律的なキャリア開
発や自己成長を促進する仕組みを整備していきます。また、
2020年に開始した次世代の経営人財育成プログラムを
2021年にグループ・グローバルに拡大し、「Bridgestone 
Next 100」として戦略起点・グローバル最適の視点から各
経営層が協働する後継者育成を進めています。

さらに、従業員のエンゲージメントを測定し、向上させることを
目的に、2020年より従来の従業員満足度調査からエンゲージ
メントサーベイへと切り替え、結果分析、課題抽出、改善実行の
サイクルを回すことで、各職場での自律的なより良い職場づくり
を進めています。経営層と従業員が対話する機会も設け、従業
員の意欲を引き出す組織文化の維持・創造につなげています。

制度面では、事業戦略の遂行に必要な役割・責任に基づくジョ
ブ型制度と、多様な経験を通じて中長期的な育成を図る従来の
制度を併用し、柔軟かつ多様な人財マネジメントを展開してい
ます。ジョブマッチング制度やオープンポスティング制度など、
個人のチャレンジ意欲や専門性・スキルを最適なポジションに
つなげる仕組みも導入しており、今後も頑張る個人の成長を応
援し、会社における自己実現を通じて豊かで充実した人生につ
なげられるようにサポートしていきます。

人財戦略
サステナビリティを中核とした中長期事業戦略の実行

人財戦略
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■	 BSEMIAでの取り組み

BSEMIAは、従業員の主体的なキャリア開発や自己啓発を
促進しており、従業員の成長をサポートする360度評価やメ
ンター制度、eラーニングを用いた研修などを導入していま
す。また、タウンホールミーティングや表彰制度、目標設定シ
ステム、月次パルスサーベイなどを実施し、コミュニケーショ
ンを重視・活性化する風土づくりにも取り組んでいます。月次
パルスサーベイでは、従業員のエンゲージメントと自律性を
定量的に測定し、時系列及び各職場での傾向をモニタリング
しています。このパルスサーベイの活用方法の一つとして、

心理、社会、身体、職場環境の4つのウェルビーイングに焦点
を当てた体系的な行動計画を策定しています。四半期ごと
に1つのテーマをとりあげ、関連情報の提供や研修などを行
い、従業員のウェルビーイング向上を支援しています。

また、製造拠点では、過去数年にわたって構造的・文化的変
化を図る管理プログラムを実施したことで、熟練した技術を
持つ意欲的な従業員や自律的なチームによる、拠点事業運
営の大幅な改善を実現しています。

■	 BSCAPでの取り組み
2020年から「Safety First, Show Care and Stay 
Connected（安全第一、思いやり、そして、つながり）」とい
う理念を掲げ、BSCAPが事業展開する10か国すべてにおい
て、従業員のウェルビーイングを最優先にした様々な活動を
展開しています。「コミュニケーション」「テクノロジー」「お客
様」「つながり」「ウェルビーイング」の5つの項目を設定した
従業員のレジリエンスに関する調査を導入し、困難を乗り越
え、より強い組織として新たな挑戦に踏み出す組織能力があ
るかを評価しています。

また 、ハイブリッドワークやウェルビ ーイング に つ いて
BSCAPとしてのガイドラインを策定する地域横断的なタス
クフォースを2021年に立ち上げ、従業員の柔軟な働き方を
支援、ワークライフバランスを向上させていきます。

BSCAPの人財マネジメントにおいては、毎年実施するキャリ
アディベロップメント&ディスカッション（CD&D）制度が重要

な役割を果たしています。2020年に導入したCD&Dは、従
業員が自らのキャリア開発に主体的に取り組めるよう、上司
と自分の強みや能力開発に関して対話する制度で、年々当
制度を利用できる従業員を増やしています。

人財育成については、2021年に従業員一人当たり年間最
低40時間の研修を実施するというKPIを導入し、同年60％
の従業員がKPIを達成しました。具体的な施策として、アジ
アトップクラスのビジネススクールと共同で、40時間の統括
管理プログラムを開発し、次世代ビジネスリーダーの戦略的
思考力や意思決定力の強化を支援しています。また、200以
上のeラーニングコースを展開する「BE INSPIRED」キャン
ペーンを通じて、継続的に自己学習する風土を醸成していま
す。2020年後半には、BSCAPのグループ会社で働く従業員
が各国のワークショップに参加し、能力向上やリスキリング
が今後必要となるスキルをボトムアップで特定する取り組み
を開始しました。

インタラクティブな仮想環境でインストラクターが主導する
形式を導入し、参加者が前年より50%増加しました。

また、BSAMでは、従業員が自身の成果や能力開発について
上司と継続的にコミュニケーションを図り、能力を最大限発
揮できるよう支援しています。2021年には、新たなパフォー
マンスマネジメントフレームワーク（AMP：Accelerating 
My Performance）を導入し、従業員が目標の達成に必
要なフィードバックやサポートを継続的に受けられるように
しました。AMPを通じて、従業員と上司が継続的にコミュニ
ケーションをとり、フィードバックを共有することで、従業員が

優れた成果をあげ、キャリアの目標に向けた進捗を確認でき
る環境を整備しています。アジャイルかつ活発に成果や能力
開発のフィードバックが行われる職場づくりに向けて、今後
もAMPを改良していきます。

BSAMは、従業員の精神的、身体的、経済的ウェルビーイン
グ向上にも注力しており、数多くの支援策を展開しています。
2021年には「ウェルビーイングスペース」を開設し、健康的
な生活や様々なライフイベントをサポートする有益な情報に、
従業員が必要なときに簡単にアクセスできるようにしました。

人財育成プログラムや人事制度について、詳しくはWebサイトをご覧ください。

https://www.bridgestone.co.jp/csr/social/human_rights/labor_practices/index.html
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「ワークプレイス」「ワークフォース」「マーケットプレイス」と
いう3つの重点領域からなるDE&Iの戦略を掲げ、各領域に
おいて、インクルーシブな職場環境の提供、リーダー・従業員
への教育、公平な機会の創出を目指しています。その実現に
向けて、2021年には、DE&Iの入門的な学習プログラムとし
てアンコンシャスバイアス研修を実施し、3,600人以上が参
加しました。また、「DE&Iアニュアルレポート」を通じて様々
な取り組みと進捗を報告し、透明性向上に取り組んでいます。

2021年に開始した「Free to Be」運動は、従業員がインクルー
ジョンと自分らしさを発揮することの大切さについて考える機
会となっています。今後は、人種や性別の多様性向上、DE&Iの
ビジネスへの組み込み、さらなる公平でインクルーシブな職場
環境づくりに向けて、次の従業員グループを含む従業員からの
フィードバックを活かした取り組みを推進していきます。

• BBOLD：アフリカ系アメリカ人の従業員
• BWIN：女性従業員
• BNEXT：ミレニアル世代の従業員
• BBRAVO：ベテラン従業員
• BUNIDOS：ラテン系/ヒスパニック系の従業員
• BPROUD：LGBTQ+の従業員

■	 BSAMでの取り組み

ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン（DE&I）の尊重
は当社グループの「グローバル人権方針」の重要な要素であ
り、グループ全体を通じて様々な形で実践しています。2022
年の当方針の改訂においては、公平な機会を提供するという

当社グループのコミットメントを強化・明確化するためにエク
イティ（公平性）を加えました。潜在的な格差など公平性に関
する職場や社会の課題をしっかりと捉え、その改善に継続的
に取り組んでいきます。

当社は文化・習慣の違いを尊重し、すべての従業員が安心し
て能力を発揮できる風土を築いてきました。日本において
は、女性の活躍・キャリアアップ支援のため、特に女性管理職
比率の向上が必要であるという認識のもと、その実現に向け
た様々な施策を展開しています。当社における女性管理職比
率（当社への派遣者を含む）を2021年末時点の2.6%から
2025年までに7.5%にするという目標を掲げています。具体

的な施策として、2021年に役員がメンターとなり女性管理
職候補者のキャリア形成をサポートするメンター制度を導入
しています。

また、性的マイノリティへの支援では、LGBTQ+が働きやす
い職場づくりを実現するための取り組みを評価する「PRIDE
指標」において、4年連続で最高評価の「ゴールド」を受賞し
ています。

DE&I

■	 日本での取り組み

https://www.bridgestoneamericas.com/en/corporate-social-responsibility/our-commitments/dei
https://www.bridgestone.co.jp/csr/social/human_rights/pdf/global_human_rights_policy.pdf
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「Right Person in the Position with the Right 
Skills（適材適所）」という理念のもと、個人の希望と能力を
最大限に引き出し、そのポジションに最適な人財を配置する
ためにDE&Iの取り組みを進めています。

BSCAPでは、2022年末までに女性管理職比率を20%にする
ことを目標に掲げています。2019年からは国際女性デー
において、従業員向けに職場や社会における女性の活躍
を伝える様々な啓発キャンペーンを展開しています。また、
BSCAPが統括するすべてのグループ会社で女性の活躍を奨
励し、女性従業員とのエンゲージメントを高めることで、ジェン
ダー平等の社会の実現へ向けた取り組みを推進しています。

DE&Iの取り組みについて、詳しくはWebサイトをご覧ください。

多様性がある職場環境では、お客様に対する理解が深まると
共に、従業員のエンゲージメントが向上し、多様な視点を含
む意思決定や革新的なアイディアが、よりよい成果につなが
ると考えています。BSEMIAは、すべての従業員が能力を最
大限発揮できるよう、従業員が安心して働ける職場環境づく
りに努めています。よりインクルーシブな職場の実現に向け
て、従業員グループとの連携強化を重要な取り組みと位置付
け、2022年には、性別、年功序列、経験の3つのグループに
特に焦点をあて、多様性を尊重する活動を推進していきます。

南アフリカでは、職場におけるアフリカ系の人々の活躍や
事業の支援、十分なサポートを受けていないアフリカ系コ
ミュニティへの利益還元などが評価され、ブリヂストン サウ
スアフリカ ピーティーワイ リミテッドがB-BBEE（Broad-
Based Black Economic Empowerment：ブラッ
ク・エコノミック・エンパワーメント政策）の最高ランクの格
付けを取得しています。また、2022年に様々な国でTop 
EmployerやGreat Place To Workに認定されています。

■	 BSEMIAでの取り組み

■	 BSCAPでの取り組み

https://www.bridgestone.co.jp/csr/social/human_rights/diversity/index.html

