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東：欧州のような他の地域に比べると、日本では、サステナビリ
ティに対する意識がまだ概念にとどまっている印象があります。
世界で議論されている変革について、日本にいるチームメイト
にも認識してもらい、日々の業務の中でサステナビリティを推進
する具体的な方法について模索しています。

例えば、日本では再生可能エネルギーの価格が相対的に高い状
況が続いています。こうした状況下で、当社は自分たちで革新的

今だからこそ取り組むサステナブルなビジネス

デイヴィス：ブリヂストングループは2020年、サステナブルな
ソリューションカンパニーになるというビジョンを発表しました。
ステークホルダーとのパートナーシップにより、事業を通じて社
会価値を共創する取り組みを実現していく。つまり、何ができる
かだけではなく、何をすべきかを考え、価値を創造していこうと
している、というのです。

そして2022年3月、ブリヂストングループは「Bridgestone E8 
Commitment（以下E8）」を発表しました。まず皆さんにお伺
いしたいのは、なぜ今E8なのか、という点です。

ダルトー：BSEMIAの管轄地域では、テクノロジー、気候、規制、
文化など、様々な分野で既成概念が崩壊し変革が進んでいま
す。そのため、私たちは戦略的に行動し、多様なステークホル
ダーとの連携を強化して取り組んでいく必要があります。そうす
ることによって、社会システムの変革に向けて、政府機関やNGO
と共に行動することができると考えています。また、企業に対す
る社会からの期待も急速に高まっています。例えば、2023年に
施行される新たなEU指令*1により、企業のサステナビリティに
関する報告のあり方についてルールが定められる予定です。
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な技術を生み出し、パートナーシップと市場の力を活用しながら
再生可能エネルギーの普及に貢献していく必要があります。そ
うすることによって、変化の激しい局面においても競争力の強化
につながると考えています。

志田：この2〜3年、COVID-19感染拡大に伴う規制や気候変動
などの影響を経験し、BSCAPのチームメイトは、サステナビリティ
をビジネス戦略における重要課題としてだけでなく、個人のレジリ
エンスや生活の質、そしてサバイバビリティー（生き残る力）という
社会課題としても捉え始めています。

そして、このような困難な状況にあっても、私たちは多くのこと
を成し遂げてきました。例えば、原材料の価格や調達、海上運
賃、労働力の確保、需要の変動など様々な要因に影響を与えた
COVID-19感染拡大による混乱の中でも、BSCAPの工場で働く
チームメイトの献身的な努力により、グループ全体のサプライ
チェーンマネジメントをよりフレキシブルにアジャイルに実施でき
るようになりました。

この経験を経て、BSCAPのチームメイトはさらに自信と誇りを
持って活き活きと働くようになり、さらなる躍進を目指しています。
今こそ、ビジネスのあり方を体系的かつ包括的に見直し、さらに向
上させる絶好の機会だと捉えています。

デイヴィス：それでは、現在SBUが事業を展開している地域にお
いて、E8はどのような意味を持つのでしょうか？

フェラーリ：BSAMの観点からは、E8の意義は、より広範なス
テークホルダー・マネジメントに集約されます。投資家の関心、
ステークホルダーの懸念はともに高まってきており、長期的で
持続的な価値創造のストーリーに耳を傾けようという思いが
強くなってきています。BSAM内では、サステナビリティに対す
る私たちの価値観や行動が、優れた人財の採用や維持・確保
に影響を及ぼします。ビジネスを取り巻く環境の変化に先手を
打って行動するためには、企業文化の変革を加速させるコミッ
トメントが必要です。

Paolo Ferrari
パオロ・フェラーリ

私たちはよく「断トツ」という言葉を使って、最高の企業でありた
い、「最高の品質で社会に貢献」したいという私たちの思いを表し
ています。しかし、私たちは、サステナビリティの分野で「断トツ」に
なることを目標としているのではありません。私たちが「断トツ」
になるために、サステナブルでなければならない。そう確信してい
ます。

過去の実績をベースに  新たなフェーズへ

デイヴィス：私は、ブリヂストンのジャーニー（歩み）を、階段を
昇っていく姿にたとえることがあります。一つひとつのステップ
が前のものと入れ替わるわけではありません。一歩一歩が積
み重なっていくものであり、どれも必要な学びのプロセスなの
です。

ダルトー：同感です。当社は、サステナビリティにおいても次の
ステップに進む準備ができたと思います。私たちは2007年に
CSR「22の課題」を掲げ、ESGをグローバルな事業やオペレー
ションの中核に据えるべく、トップダウンで集中的な取り組み
をスタートしました。2017年の「Our Way to Serve」は、CSR

「22の課題」で生み出された活動や知識を地域間で伝え、共
有するためのボトムアップの取り組みでした。私たちは、こうし
たレガシーをさらに積み重ねていきたいと考えています。

お客様や社会により多くの価値を提供するために、私たちは
常にさらに良い方法を探しています。それが、私たちにとっての

「断トツ」なのです。BSEMIAが2021年にEcoVadis社のサス
テナビリティに関するアセスメントで最高評価の「プラチナ」を
獲得し、評価対象企業の上位1％に入ったことからも、ご理解
いただけるかもしれません。これは意義ある実績ですが、終着
点ではありません。E8によって、ここ数年で積み上げてきた取
り組みを基礎として、次のレベルへと飛躍できるのです。

志田：CSR「22の課題」と「Our Way to Serve」は、ブリヂス
トンの一員であるという誇りと深く結びついたレガシーを生み
出し、地域社会との信頼関係を醸成する基盤として大きく貢献
しました。例えば、自然災害の多いインドネシアにおいて、チー
ムメイトが結成した緊急救助ボランティアチームは、地域社会
で重要な役割を担っています。チームメイトは地域社会の一員
であることに誇りを持ち、積極的に活動しています。ある日、給
与交渉の真っ最中に災害が発生し、労働者代表の電話が突然
鳴り出しました。彼らは電話を確認すると立ち上がり、経営側に

「私たちは会社の緊急救助ボランティアチームのメンバーな
のですが、今、出動のリクエストがありました。申し訳ありませ
んが、給与交渉はまたの機会にさせてください」と言って、その
場から立ち去り、地域の困っている方々を助けるために災害現
場に向かったのです。

https://ecovadis.com/


グローバルマネジメントチーム ラウンドテーブル  |  22 

デイヴィス：E8は、これまでの取り組みで成し得た、企業文化や組
織、ビジネス上の成果を基礎に置いていることを見事に表すエピ
ソードですね。社会価値の共創は、BSCAPにすでに深く根付いて
いますし、BSCAP同様、ブリヂストンの他の地域も、自分たちの地
域社会に貢献するために何が必要かをそれぞれ理解していると
思います。

東：当社のサステナビリティにおけるこれまでの歩みを考える
と、E8は当社にとてもふさわしいとチームメイトは受け止めて
いると思います。

日本では、E8を展開する最初の施策としてビデオメッセージで
その意義を説明したのですが、チームメイトからの反応は非常
にポジティブで励みになるものでした。多くのチームメイトが、
E8をサステナビリティへの戦略的な取り組みをより明確に表
現したものだと受け止めています。これこそ、私たちが長い間、
事業経営において伝えてきたことで、チームメイトはE8が次の
ステップであると捉えているのです。

現場もグローバルも グループ全体の体制

デイヴィス：E8への移行は、グローバルの戦略と密接に連携
しながら、同時に各地域での取り組みとも足並みが揃ってい
る。まさにブリヂストンでよく語られる「グローカル（グローバ
ル×ローカル）」ですね。E8は、8つの異なるベクトル（進むべ
き方向性）を提示しています。この包括的なコミットメントは、
コンフォートゾーン（快適で居心地の良い領域）からイノベー
ションゾーンへと皆さんの背中を押すように慎重に設計され
ています。

ブリヂストンでは、社内でどのようにE8を伝え、認知度やエン
ゲージメントを高めていますか？また、共創につながるビジネ
ス上のパートナーシップをどのように深め、加速させようとして
いるのでしょうか？

フェラーリ：サステナビリティは本来、デジタルイノベーション
やダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョン（DE&I）と同
様に、ビジネスに組み込まれなければ真の意義をもたらしま
せん。そのために、私たちは2種類の試行錯誤を重ねたコミュ
ニケーションを実施しています。一つは、検証を重ねながら人
と直接話し合うことです。具体的には、Global EXCO（Global 
Executive Committee：グローバル経営執行会議）におい
てグローバルマネジメントチームで質疑応答や議論を行ってい
ます。実は、昨年1年間かけて議論を重ねてE8を創り出したの
です。例えば、E8には当初、「Empowerment すべての人が
自分らしい毎日を歩める社会づくりにコミットする」が含まれ
ていませんでした。しかし、企業文化的な要素はどこにあるの
か、DE&Iはどのコミットメントに当たるのか、という疑問から
最終的に「Empowerment」を加えたのです。このような進
め方は、Global EXCOがあったからこそ可能になったのです。
そして、Global EXCOのメンバーは各地域のリーダーとして、
SBUごとにタウンホールミーティング（経営者と従業員が直接
語り合う対話集会）を通じてチームメイトと同じようにコミュニ
ケーションをとる。こうした活動が連鎖することで、E8が浸透し
実際の業務で現実のものとなっていくのです。

もう一つは、体系的なシステムを活用してチームメイトから常
にフィードバックを収集することです。これは、より多くのチーム
メイトを対象として、認知、理解、行動、貢献といったE8のチー
ムメイトへの浸透状況を測るものです。

ダルトー：E8の展開は、グローバ ル全体や各SBUの事
業計画策定プロセスにも統合されています。また、当社グ
ループ内で最高位の表彰制度であるTQM（Total Quality 
Management）やブリヂストングループアワードにおいて、
主要な審査基準としてE8を取り入れる予定です。これにより、
実際のビジネスそのものにE8を最初から組み込むことができ
るようになります。

デイヴィス：他の重要な取り組みとまったく同じように、E8の
検討やコミュニケーションを行っておられます。ブリヂストンの
事業や組織、文化により深くサステナビリティを組み込んでい
るのであって、新たに追加していくわけではないのですね。

志田：アジア太平洋地域では、地理、文化、言語、宗教の観点
で非常に多様ですが、私たちをつないでいるものは、責任ある
市民として社会に奉仕し貢献するという思いです。これは、特に

「Our Way to Serve」の取り組みにおいてボトムアップで
培われた精神であり、現在はE8の「Empowerment」と密接
に結びついています。お客様やパートナーとの信頼関係を築
くと共に、チームメイトのエンゲージメントを高め、ブリヂスト
ンの一員としての誇りを育み、優れた人財の維持・確保につな
がっています。

東　正浩
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志田　義一

多様な知識・経験によるシナジー

フェラーリ：BSAMでは、ここ数年かけて、2020年以降に様々
な局面でGlobal CEOがGlobal EXCOを通じて作成・発表し
た重要なグローバルの戦略的フレームワークを整理・パッケー
ジ化し、「North Star（ノース スター）」という形で明示しまし
た。これは、サステナビリティとモビリティの両面でサステナブ
ルなソリューションカンパニーになるという私たちの新しいビ
ジョンや独自のビジネスモデル、企業理念体系などを包括す
るものです。これをBSAM全体に浸透させ、チームメイトが自
分ごと化し、認知度やエンゲージメントをモニタリングするた
めに、ツールやプロセス、タウンホールミーティング、個別ミー
ティング、アンケートなどの施策を検討・展開しました。

こうした背景から、私たちにとってE8は画期的ですが、過去2
年で取り組んできた多くの活動が、すでにE8の多くの「E」とう
まく結びついています。これは、E8が素晴らしく新しいコミッ
トメントでありながら、当社が着実に歩みを進めていることを
チームメイトが理解する上で重要なことなのです。効果的な浸
透施策、E8がすでに機能していることを示す多くの事例、そし
てサステナビリティにおける取り組みの新しい軸であるE8そ
のもの。こうした裏打ちがあるため、E8を展開し、チームメイト
全員の認知とエンゲージメントを獲得することに大きな手ごた
えを感じています。これにより、私たちは、2040年及び2050
年の目標に向けて、また業績全般においても、大きく前進して
いくことができるのです。

ダルトー：EV市場の新興OEMの多くは、資産をできるだけ持た
ないビジネスモデルを採用しています。私たちは、タイヤ、運行管
理を行うフリートソリューション、そして、小売店のネットワークを
拡大していっています。つまり、新興OEMが保有していない様々
なサービスを彼らに提供することができるのです。

当社のグローバル企業としての成長は、1960年代にアジア太
平洋地域から始まっており、この地域に深く根差しています。
E8を紹介する動画をチームメイトに共有したところ、グローバ
ル企業としての当社の成果を誇りに思い、驚いてさえいるとい
う声が多くあり、さらなる向上に向けて、思いを新たにしてくれ
ました。彼らがこの地域で築いた信頼関係は、今後、E8を通じ
て価値を共創していく上でも欠かせないものです。このような
取り組みを「Empowerment」につなげ、彼らのレガシーを
継承していきたいと考えています。

東：E8について、全国各地でタウンホールミーティングを開
催し、チームメイトと膝を突き合わせて話し合い、腹落ちして
もらうようにしています。

日本のブリヂストンにはモノづくりの長い歴史と、品質を追求
し真摯に製品をつくる文化があり、第一線で活躍するチーム
メイトは強い責任感と厳格さをもって仕事に取り組んでくれて
います。理念やコンセプトを実現するためには、チームメイト
の具体的で実践的な理解が不可欠です。どのような取り組み
においてもチームメイトの理解は欠かせませんが、一度理解
を得られれば、現場の革新的な変化を推進し、それが日本全
体のイノベーションにつながっていくのです。このようなタウン
ホールミーティングのおかげで、チームメイトはE8への理解
を深めてくれています。今では、E8を自分たちのPDCAサイク
ルとどう連動させるかなど、少人数のグループごとに日々の業
務の中でE8とサステナビリティについて議論を進めてくれて
います。

デイヴィス：モノづくりはブリヂストンの確固たる強みですの
で、その現場で働く皆さんが前向きに取り組んでくださること
は重要ですね。現場の皆さんがE8をやりがいのある試みとし
て受け入れ、モノづくりにおける品質のもう一つの側面として
のサステナビリティを推進するためにE8を活用しておられる
のですね。

Laurent Dartoux
ローラン・ダルトー
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また、最近、EVへの装着に最適な革新的なタイヤ基盤技術
「ENLITEN」をEtoE（End to End）のビジネスモデルとして考え
ています。「ENLITEN」には、原材料の供給やマテリアルサーキュ
ラリティー（例えば、タイヤの再生資源・再生可能資源に由来する
原材料比率など）、その他E8と関連付けられる様々な側面があり
ます。E8は私たちにとって、より包括的に価値を提供し、より早く
課題を解決するための触媒なのです。E8は、私たちやパートナー
が社会に影響をもたらす8つの次元すべてについて、より幅広く
考えることを可能にしてくれます。E8は企業文化とビジネスの両
方の側面を含むため、地域や産業といった異なる文脈で当社のリ
ソースやパートナーシップから価値を生み出すことを可能にし、競
争力を強化します。

長期的視点、強固なパートナーシップ

デイヴィス：つまり、E8は、地域やビジネスの文脈の中に現在
溶け込んでいる知識や知見を、グループ全体で共有することを
促進するようデザインされているのですね。また、E8はブリヂス
トンが単に既存のソリューションのプラットフォームとしてでは
なく、「ビジネスにおけるソリューションを創造するプラットフォー
マー」として、将来を見据えたパートナーシップを推進することも
可能にします。

東：多くのパートナーがE8に関心を寄せてくれています。特に、
鉱山業界のパートナーとの最初の話し合いは、とてもポジティ
ブなものでした。この業界はサステナビリティへの関心が非常
に高く、この分野に強みや特性を持つことは、鉱山会社がパート
ナーを選ぶ際の重要な要素になってきています。

E8は、当社の企業としてありたい姿を簡潔に伝えています。ま
た、私たちがパートナーシップを通じて共創したい価値も明確
に定義しています。E8を軸に価値を共創することで、パートナー
と共に、戦略全体にサステナビリティを組み込み、建設的かつ革

新的なパートナーシップを構築し、新たに持続可能な収益の源
泉を創出する。その結果、持続的な価値創造の能力を高めるた
めに、さらなるイノベーションに投資できるようになるのです。こ
のプロセスを支えるのが、新しい価値を共創するイノベーション
拠点として東京・小平に開設した「Bridgestone Innovation 
Park」です。このような施設への設備投資を通じて、ステークホ
ルダーに私たちが本気で価値共創を考え、その準備ができてい
ると示すことができます。ブリヂストンのソリューション事業は、
パートナーとの協働という考え方に基づいているため、私たち
のコミットメントを具体的に伝えることが非常に重要です。

フェラーリ：BSAMでは、主要なビジネスパートナーと経営層に
よる話し合いを行っており、そこでもE8は同じような効果を発揮
しています。大手企業との共創の出発点は、企業文化の調和で
す。E8を持続可能な社会に向けたコミットメントとして明確な言
葉で伝えることができれば、彼らは自社の戦略的な取り組みを
共有してくれるでしょう。次のタイヤをいつ納品できるかという
話だけでなく、使用済タイヤに関する協働の可能性やリサイクル
の拡大に向けた革新的な技術への共同投資などの議論もでき
るようになりました。

E8は、パートナーとの長期的かつ革新的なコラボレーションを
可能にするプラットフォームを提供してくれます。「私たちは皆さ
んと同じように変革とイノベーションのチャンピオンズリーグで
プレーしています、ぜひ一緒に話しましょう」と言えるようになっ
たのです。

デイヴィス：サステナビリティへの関心の高まりと共に、社内外
のステークホルダーがより長期的な視点でビジネスを捉えるよ
うになったと思われますか？四半期ごとの業績だけでなく、ビジ
ネスも先を見据えるべきだと思われますか？

フェラーリ：そう思いますね。使用済タイヤが良い例です。使用
済タイヤへの投資は、技術開発が長期に渡りますし、依然として
未知数な部分があり、短期的な見返りが見えにくいため、妥当
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性の判断が困難です。また、投資しない場合のリスクを定量化で
きるような規制もまだありません。しかし、私たちはそれ以上に、
これは社会にとって良いことか、この業界にとって良いことかど
うか、E8を基に考えています。私たちが使用済タイヤの技術開
発に取り組むのは、それがサステナビリティに大きな影響を与え
るからであり、すべてのステークホルダーがその点で足並みを
揃えているからです。

志田：長期的な価値の共創は、地域レベルや個人レベルでも非
常に重要です。ブリヂストンは、インドネシアで1981年から機械・
電気工学の専門学校を運営しています。これは、社会的ニーズ
にこたえるために設立したもので、インドネシアでは当時、高校
生の約70％が失業状態にあり、就職に有利な人財を育成して
ほしいと政府から要請がありました。2年ごとに48名の生徒を
奨学生として受け入れ、住居や食事を提供しています。これまで
に約800名の卒業生を輩出し、卒業生の約半数がブリヂストン
に就職し、残りの半数は他の企業に就職しています。

卒業生の一人が、今、私たちと一緒にE8の展開を進めているの
ですが、とても熱心に取り組んでくれています。彼は当社の歴史
や文化を知っているので、私たちのモノづくりの文化に合う伝え
方を知っています。BSCAPの場合、チームメイトの65％が工場
で働いているため、彼の知見は非常に重要です。この学校での
技能訓練によって、学生たちは自分のキャリアを築くためだけで
なく、長期的にそれぞれの地域を発展させるソリューションを見
出すために役立つスキルを習得できるのです。また、BSCAPで
は、オーストラリアなど他の地域にも同様のスキルアッププログ
ラムがあります。

新たな対話によるイノベーションとソリューション

デイヴィス：E8は、グローバルに事業を展開する企業から、家
族や地域社会に貢献したいと考えている個人まで、それぞれ
のステークホルダーと目と目を合わせて対話するための共通
言語を与えてくれているようですね。

ダルトー：既存のビジネスや商品・サービスをE8の文脈の中
でどのように再構築するかが課題となるでしょう。しかし、それ
は私たちが創出する価値を拡張していくことにもなります。先
に言及した「ENLITEN」もその一例です。

サステナビリティに関する課題は膨大にあるため、幅広い
パートナー、時には競合他社とも対話をすることが必要です。
BSEMIAでは、BB&G社及びVersalis社と協力して、今日の市
場にはないようなリサイクル事業を構築しようとしています。こ
のようなパートナーシップに対して、私たちはもっとオープンに
なる必要があります。

当社と社内外のパートナーが共にイノベーションを起こすに
は、私たちが何を目指し、何ができるかをパートナーの皆様に
理解いただかなければなりません。E8は、私たちの価値観と
企業としての計画や行動を表現しているので、E8を通じて私た
ちは事業の独自性や長期的なパートナーとしての価値を表明
し、対話を始められるのです。

新たな挑戦のステージへ

デイヴィス：今日は皆さんから、非常に重要なことを数多く話
していただきましたが、その根底にあるのは、ソリューションカ
ンパニーとして、何を達成し、何ができるかを伝えることが不可
欠だという点です。「Bridgestone E8 Commitment」とい
う名称にある「コミットメント」という言葉が、それを物語ってい
ます。単なる価値観の表明にとどまるのではなく、ブリヂストン
が何を得意とし、何をしようとしているのかを伝えなければ、潜
在的なパートナーは、ブリヂストンとのパートナーシップの必要
性に気づかないでしょう。E8の存在によって、自らの成果を認
識し共有すると同時に、今後の道筋を立てることができます。

東：サステナビリティに対する企業としてのコミットメントを他
にはないE8という形で表明できるのは、ブリヂストンだけだと
確信しています。これは、事業拠点、地域、グローバルの各レベ
ルで、長い時間をかけて慎重に議論し、足並みを揃えてきた集
大成なのです。また、それぞれのレベルで生み出され、共有さ
れたベストプラクティスやシナジーの上に成り立っています。
E8は将来への挑戦ですが、ブリヂストンの強みを活用・発信
し、パートナーと共にイノベーションを起こすことができれば十
分に実現可能なものです。

私たちは、「創って売る」タイヤ事業において一定の評価をい
ただいています。それはブリヂストンのDNAと言えるでしょう。
しかし、サーキュラーエコノミーへの機運が高まる今の社会で
は、それだけでは不十分です。ブリヂストンが「最高の品質で
社会に貢献」し続けるためには、業界やステークホルダーがグ
ローバルで、そして地域で直面している差し迫った課題を、パー
トナーと共に解決していく必要があります。

商品からサービス、そしてサステナブルなモビリティソリュー
ションへと、私たちにとっての品質の定義は広がっています。
E8は、包括的でインクルーシブ、かつ拡張性の高いコミットメ
ントであり、ブリヂストンの新たな挑戦のステージにおいて、
極めて重要な役割を果たすと考えます。当社は今後、より踏み
込んだ変革を進め、より緊密なユーザー視点で、より積極的に
パートナーの皆様と協働することで、さらに高い品質を実現し
ていきます。

https://bbgenv.com/
https://www.versalis.eni.com/irj/portal/anonymous?guest_user=anon_en

