
いう視点ではなく、クルマの「つくる・はこぶ・つかう・もどす」と
いったサプライチェーン全体に視野を広げることが重要です。
その上で、現場／現物を正しく理解し、従業員も経営陣も購買
取引先などのビジネスパートナーも一丸となって、CNに関わ
る議論や意見を活発に交わしながら、生産部門だけでなく、企
画、開発、購買、物流など全ての部門が2035年の目標実現
に向けて意識を高めて進めていくことが必要です。
私たちが考えるCO2削減の最初のステップは「省エネ」のモ

ノづくりであり、サプライチェーン全体の無駄を減らすことです。
具体的には工場の工程や設備の使い方だけでなく、調達先の
ロケーションや物流の在り方までも今一度見直し、最適化する
ことで、エネルギーロスの無い世界を目指します。このアプロー
チで、CO2削減に加えて、無駄の削減につながると同時に、
昨今高まるエネルギーや材料調達等の規制や地政学的リスク、
環境規制への対応力も上がり、省エネと効率は両立できると考
えています。

生産領域でのCN実現に貢献する
「モノ造り革新」
－CNに向けたマツダのこれまでの取り組みと現状の課題
を教えてください。

パリ協定に先立って採択され国際社会が気候変動対策に取り組
む第一歩となったのが京都議定書です。その採択により、気候
変動への社会的要請が高まる中で、自ら「環境中期計画」として、
自社の事業活動における環境目標を設定し環境負荷の低減に
向けた取り組みを着実に進めてきました。2020年度を最終年
とする環境中期計画では、国内のマツダグループ全体における

工場、オフィスなどからのCO2排出量を、1990年度比で
60%削減し、輸送業務等の物流領域においても、CO2排出量
を1990年度比で66％削減しています。
この成果を支えているのが、生産工程での徹底した効率化で
す。生産工程の中で、エネルギー消費量が多いためCO₂排出
が多い工程は、塗装領域と溶かした金属を型に流し込んで冷や
して固める鋳造領域です。マツダは、この二つの工程を中心に
全ての工程で独自の技術開発を行い、過去からいくつものイノ
ベーションを続けてきました。塗装領域では、「スリー・ウェット・
オン塗装工法」を2002年に導入しています。これは、従来3

層（中塗り／ベース／クリア）ある塗装工程それぞれで乾燥さ
せていたところを、乾燥させないウェットな状態で塗り重ね、
乾燥を1回で仕上げることで、従来の塗装方式に比べ、エネル
ギー消費を約15%削減しました。その後、2009年には「アク
アテック塗装」を開発・導入し、塗料と塗布技術の改良で3層（前
述の3層）のうち中塗りを不要とすることで、さらに約10%の
エネルギー消費の削減を実現しました。加えて、揮発性有機化
合物（ＶＯＣ）の大幅削減、塗装面がきれいになる品質向上の
効果も実現し、環境負荷低減だけでなく、コストや品質面でも
貢献できていると考えています。
一方の鋳造領域では、CAE（Computer Aided Engineering）

を有効活用した技術の積み重ねにより、鋳造品の薄肉化・軽量
化を実現しています。これにより、原材料使用量の削減はもち
ろん、鋳造工程等での材料の冷却時間短縮等による生産サイク
ルタイム（製品の工程開始から完了までの1サイクルに対して
実際にかかる時間）の短縮やエネルギー消費量の削減に貢献し
ています。加えて、生産領域だけでなく、その部品を使ったク
ルマの軽量化にも寄与することで、商品の燃費の向上にも貢献マツダが取り組むカーボンニュートラル

CN社会の実現は自動車メーカーとしての
重要な責務
－マツダがCNに取り組む意義を教えてください。

マツダは美しい地球と心豊かな人・社会の実現を目指すことを
ビジョンに掲げています。気候危機が年々深刻さを増していく
中で地球、人、社会に密接に関わる、CNという未来を実現す
ることは、CO2排出量のインパクトの大きい自動車産業の責務
だと考えています。
こうした背景を踏まえて、昨年1月、マツダは2050年のサ
プライチェーン全体でのCNへの挑戦を公表しました。これは、
日本をはじめ多くの国・地域が掲げた2050年の共通目標と整
合するものです。加えて、このゴール達成に向けたマイルストー
ンとして、2022年6月に2035年にグローバル自社工場での
CN実現に挑戦していくことを宣言しました。その実現のために
は、従来のようなマツダ1社だけの効率や生産性を追究すると

途上国を含めて世界全体で気候変動対策を進めることに合意
した協定となる「パリ協定」が2015年に採択されました。今や、
気候変動は、目に見える形でさまざまな自然災害をもたらして
おり「気候変動」を超えて「気候危機」という言葉も生まれてい
ます。世界では、2050年のカーボンニュートラル（以下CN）
社会実現に向けて、新技術の開発や、さまざまな取り組みが
活発化しており、今後もさらにその動きは加速していくとみられ
ています。自動車メーカーにとっても、製造前後の段階で果た
すべき役割は非常に大きいものがあります。このような状況の下、
マツダにおける取り組みについて、取締役専務執行役員 向井
武司に聞きました。

取締役専務執行役員
（品質・購買・生産・物流・
カーボンニュートラル統括）

向井  武司

しています。
以上の各工程ごとの技術革新だけでなく、生産工程全体で

の効率化を含めたモノづくりを土台とし、高効率の開発・生産
が一体となった取り組みとして「モノ造り革新」を進めています。
例えば、セグメント（車格）を超えて開発思想を共通化する「コ
モンアーキテクチャー構想」に基づいて設計されたクルマを、「フ
レキシブル生産方式」により高効率かつ柔軟に生産する体制を
構築してきました。具体的には、車種によって異なる部品の組
み立てにも対応できるよう治具や設備をモジュール化すること
で、同一の生産ライン上でさまざまな車種が生産できる多種混
流生産を実現しています。つまり、内燃機関車でも電動車でも、
車体の大きさやエンジンの搭載方向（縦置き／横置き）が異なっ
ていても、すべて同じ生産ラインでの組み立てが可能となります。
これにより、各生産ラインの高い稼働率を維持できることで、
生産効率と同時にエネルギー効率も高まり環境負荷低減に貢
献するとともに、車種の変更、材料や工法の進化に対して生産
ラインのスクラップ&ビルドを最小限に抑えられるので資源や設
備の廃棄、エネルギーのロスも最小限に抑えることができます。
この取り組みは、現在のクルマだけでなく、将来のクルマの電
動化も見据えた柔軟性を備えており、製造業がCNを進める上
で、土台となる技術資産です。
今後の課題は、これまで説明してきたマツダの省エネ技術等

を多くのビジネスパートナーと共有・展開し、一気通貫での取り
組みを一層活性化していくことだと考えています。そのためには、
会社や領域等立場が違っても、お互いを理解し協力しあえる人
間関係の構築が重要になります。社内で「モノ造り革新」を続
けてきたことで、初めは意見が異なっていた開発チームと生産
チームが、お互いの理解を深めることで深い協力関係を構築で
きるようになった経験もあります。こうした社内で培った人と人

との協力関係作りを、購買取引先や販売といった領域にも広げ
ていきたいと考えています。

CN実現を通したサプライチェーン全体の
CO2排出削減と地域経済の活性化
－マツダのCNに向けた中長期計画や、脱炭素社会への
貢献についてお聞かせください。

CNは生産領域や商品だけ取り組めば良いわけでもなく、また
自動車メーカーだけでもなく、ビジネスパートナーだけが取り
組めば良いものでもありません。全体が協力しないと達成でき
ない課題です。2050年までのサプライチェーン全体でのCN達
成に向けて、私たちは、三つの柱を軸に取り組みを進めていき
ます。一つ目の柱は省エネルギーの徹底的な推進です。二つ目
の柱は、エネルギー消費量を下げながら、その残った必要エネ
ルギーを、再生可能エネルギーへと転換していくことです。そし
て三つ目の柱は、CN燃料の導入を拡大し、製造だけでなく部
品の輸送などに対してもCN燃料を使用することで輸送時の
CO2排出を抑止していくことです。これら三つの柱を、いずれ
においてもマツダ単独ではなく、社外の仲間と連携しながら進
めていくことで、サプライチェーンのCN化を推進していきます。
一つ目の省エネの推進については、前述してきたようにこれ

まで培った技術資産の上に、塗装、素材、加工などの各工程
における効率改善をさらに積み上げると同時に、省エネに関す
る技術やノウハウを、地場の購買取引先を含むビジネスパート
ナーとも共有していきます。また、CO2排出量の削減は、サプ
ライチェーンそのものの構造に踏み込んで突き詰めて考えてい
くと、物流も含めたサプライチェーン全体の無駄を省くことによ
る効率化につながります。無駄を省くことで、コスト削減だけ
でなく、素材等の資源の有効活用、エネルギー効率の向上を
通した環境負荷低減への貢献や、場合によっては製品品質の
向上にもつながり、環境負荷低減と経営の両立に貢献すると
考えています。
二つ目の再生可能エネルギーの転換については、自社工場

内の発電事業の低・脱炭素化や再生可能エネルギー由来の電力
調達など、さまざまな形態での対応を進めていきます。太陽光
発電など再生可能エネルギーの多くは日々や昼夜間の発電量
のバラツキも大きく、貯めておくことが難しいという電気の特性
もあり、安定的なエネルギー調達が必要な製造業では、自社
での発電などと組み合わせて補完できるように多方面から取り
組むことが大切です。また、再生可能エネルギーの調達におい
ては、マツダだけでなく、電力事業者や自治体など再生可能エ
ネルギー供給に関わるパートナーや、私たちと同じように電力
の再生可能エネルギーへの転換が必要な製造事業者やサービ
ス事業者など電力需要家企業など、地域での連携が必須です。
2021年11月には、こうした需給双方の事業者や自治体と共に、
中国地域でのCN電力の需給拡大を目指す「中国地域カーボン

ニュートラル推進協議会」を中国経済連合会が設立し、その専
門部会として「カーボンニュートラル電力推進部会」が設立され
ました。マツダは設立と同時に参画し、活動を通じた積極的な
貢献を行っています。この取り組みによって、地域の電気事業
者や自治体だけでなく、一般家庭での太陽光発電を含めた再
生可能エネルギーを供給する発電事業者と、マツダを含めて再
生可能エネルギーの安定購入を望む企業である需要家とをうま
く結びつけることができると考えています。つまり、再生可能エ
ネルギーについて発電事業者側の「作る保証」と、需要家側の
「使う保証」との間に良い連携関係を構築することで、企業だ
けでなく一般家庭にも経済循環の恩恵があることが理想だと考
えています。海外においては、それぞれの国・地域によって状
況が異なるため、地域の特性に合った形で最適なエネルギーの
循環モデルの構築をサポートしていきたいと考えています。

3つ目のCN燃料の導入については、大学や企業と連携して
進めている微細藻類由来の次世代バイオ燃料の実用化に向け
た研究や、地域のコンソーシアムである「ひろしま自動車産学
官連携推進会議」との連携を通じて、その普及に向けた実証を
進めています。世界的にEV（電気自動車）の普及に向けて動
いていますが、現時点では航続距離や充電インフラ等に問題も
あり、効果的にCNを進めるためには、石油由来燃料と同等
の化学的特性を持ったCN燃料は、既存のインフラやエンジン
をそのまま活かしながら、CO2排出削減に寄与する魅力的なソ
リューションだと考えています。これが実用化されれば、トラッ
ク等での車両や部品の輸送など、サプライチェーン全体での事
業活動におけるCNにも大きな効果が期待できます。また、昨
年から参戦したスーパー耐久シリーズでは、次世代バイオ燃料
を使用することで、こうした燃料が石油由来の化石燃料に代

わって実用性があることの実証を行っています。もちろん、CN

燃料については、量産化や供給インフラ等の課題があることは
理解しておりますので、今後も、ビジネスパートナーと共に、
多くの方々にCN燃料をご利用いただける未来を描ける取り組
みを進めていきます。
各項目でご説明した通り、私たちのCN実現に向けた施策は、

マツダだけでなく、地域企業など幅広い事業者の方々のCO2

削減にも直結するものです。CNがどのような産業にとっても
事業成長のカギとなるこれからの時代、私たちマツダはCO2排
出削減と地域経済成長の両立を目指し、価値観を共有する仲
間・人と共に、持続可能な社会を創っていきたいと考えています。

環境中期計画（マツダグリーンプラン2020）の実績
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いう視点ではなく、クルマの「つくる・はこぶ・つかう・もどす」と
いったサプライチェーン全体に視野を広げることが重要です。
その上で、現場／現物を正しく理解し、従業員も経営陣も購買
取引先などのビジネスパートナーも一丸となって、CNに関わ
る議論や意見を活発に交わしながら、生産部門だけでなく、企
画、開発、購買、物流など全ての部門が2035年の目標実現
に向けて意識を高めて進めていくことが必要です。
私たちが考えるCO2削減の最初のステップは「省エネ」のモ

ノづくりであり、サプライチェーン全体の無駄を減らすことです。
具体的には工場の工程や設備の使い方だけでなく、調達先の
ロケーションや物流の在り方までも今一度見直し、最適化する
ことで、エネルギーロスの無い世界を目指します。このアプロー
チで、CO2削減に加えて、無駄の削減につながると同時に、
昨今高まるエネルギーや材料調達等の規制や地政学的リスク、
環境規制への対応力も上がり、省エネと効率は両立できると考
えています。

生産領域でのCN実現に貢献する
「モノ造り革新」
－CNに向けたマツダのこれまでの取り組みと現状の課題
を教えてください。

パリ協定に先立って採択され国際社会が気候変動対策に取り組
む第一歩となったのが京都議定書です。その採択により、気候
変動への社会的要請が高まる中で、自ら「環境中期計画」として、
自社の事業活動における環境目標を設定し環境負荷の低減に
向けた取り組みを着実に進めてきました。2020年度を最終年
とする環境中期計画では、国内のマツダグループ全体における

工場、オフィスなどからのCO2排出量を、1990年度比で
60%削減し、輸送業務等の物流領域においても、CO2排出量
を1990年度比で66％削減しています。
この成果を支えているのが、生産工程での徹底した効率化で
す。生産工程の中で、エネルギー消費量が多いためCO₂排出
が多い工程は、塗装領域と溶かした金属を型に流し込んで冷や
して固める鋳造領域です。マツダは、この二つの工程を中心に
全ての工程で独自の技術開発を行い、過去からいくつものイノ
ベーションを続けてきました。塗装領域では、「スリー・ウェット・
オン塗装工法」を2002年に導入しています。これは、従来3

層（中塗り／ベース／クリア）ある塗装工程それぞれで乾燥さ
せていたところを、乾燥させないウェットな状態で塗り重ね、
乾燥を1回で仕上げることで、従来の塗装方式に比べ、エネル
ギー消費を約15%削減しました。その後、2009年には「アク
アテック塗装」を開発・導入し、塗料と塗布技術の改良で3層（前
述の3層）のうち中塗りを不要とすることで、さらに約10%の
エネルギー消費の削減を実現しました。加えて、揮発性有機化
合物（ＶＯＣ）の大幅削減、塗装面がきれいになる品質向上の
効果も実現し、環境負荷低減だけでなく、コストや品質面でも
貢献できていると考えています。
一方の鋳造領域では、CAE（Computer Aided Engineering）

を有効活用した技術の積み重ねにより、鋳造品の薄肉化・軽量
化を実現しています。これにより、原材料使用量の削減はもち
ろん、鋳造工程等での材料の冷却時間短縮等による生産サイク
ルタイム（製品の工程開始から完了までの1サイクルに対して
実際にかかる時間）の短縮やエネルギー消費量の削減に貢献し
ています。加えて、生産領域だけでなく、その部品を使ったク
ルマの軽量化にも寄与することで、商品の燃費の向上にも貢献

CN社会の実現は自動車メーカーとしての
重要な責務
－マツダがCNに取り組む意義を教えてください。

マツダは美しい地球と心豊かな人・社会の実現を目指すことを
ビジョンに掲げています。気候危機が年々深刻さを増していく
中で地球、人、社会に密接に関わる、CNという未来を実現す
ることは、CO2排出量のインパクトの大きい自動車産業の責務
だと考えています。
こうした背景を踏まえて、昨年1月、マツダは2050年のサ
プライチェーン全体でのCNへの挑戦を公表しました。これは、
日本をはじめ多くの国・地域が掲げた2050年の共通目標と整
合するものです。加えて、このゴール達成に向けたマイルストー
ンとして、2022年6月に2035年にグローバル自社工場での
CN実現に挑戦していくことを宣言しました。その実現のために
は、従来のようなマツダ1社だけの効率や生産性を追究すると

途上国を含めて世界全体で気候変動対策を進めることに合意
した協定となる「パリ協定」が2015年に採択されました。今や、
気候変動は、目に見える形でさまざまな自然災害をもたらして
おり「気候変動」を超えて「気候危機」という言葉も生まれてい
ます。世界では、2050年のカーボンニュートラル（以下CN）
社会実現に向けて、新技術の開発や、さまざまな取り組みが
活発化しており、今後もさらにその動きは加速していくとみられ
ています。自動車メーカーにとっても、製造前後の段階で果た
すべき役割は非常に大きいものがあります。このような状況の下、
マツダにおける取り組みについて、取締役専務執行役員 向井
武司に聞きました。

しています。
以上の各工程ごとの技術革新だけでなく、生産工程全体で

の効率化を含めたモノづくりを土台とし、高効率の開発・生産
が一体となった取り組みとして「モノ造り革新」を進めています。
例えば、セグメント（車格）を超えて開発思想を共通化する「コ
モンアーキテクチャー構想」に基づいて設計されたクルマを、「フ
レキシブル生産方式」により高効率かつ柔軟に生産する体制を
構築してきました。具体的には、車種によって異なる部品の組
み立てにも対応できるよう治具や設備をモジュール化すること
で、同一の生産ライン上でさまざまな車種が生産できる多種混
流生産を実現しています。つまり、内燃機関車でも電動車でも、
車体の大きさやエンジンの搭載方向（縦置き／横置き）が異なっ
ていても、すべて同じ生産ラインでの組み立てが可能となります。
これにより、各生産ラインの高い稼働率を維持できることで、
生産効率と同時にエネルギー効率も高まり環境負荷低減に貢
献するとともに、車種の変更、材料や工法の進化に対して生産
ラインのスクラップ&ビルドを最小限に抑えられるので資源や設
備の廃棄、エネルギーのロスも最小限に抑えることができます。
この取り組みは、現在のクルマだけでなく、将来のクルマの電
動化も見据えた柔軟性を備えており、製造業がCNを進める上
で、土台となる技術資産です。
今後の課題は、これまで説明してきたマツダの省エネ技術等

を多くのビジネスパートナーと共有・展開し、一気通貫での取り
組みを一層活性化していくことだと考えています。そのためには、
会社や領域等立場が違っても、お互いを理解し協力しあえる人
間関係の構築が重要になります。社内で「モノ造り革新」を続
けてきたことで、初めは意見が異なっていた開発チームと生産
チームが、お互いの理解を深めることで深い協力関係を構築で
きるようになった経験もあります。こうした社内で培った人と人

との協力関係作りを、購買取引先や販売といった領域にも広げ
ていきたいと考えています。

CN実現を通したサプライチェーン全体の
CO2排出削減と地域経済の活性化
－マツダのCNに向けた中長期計画や、脱炭素社会への
貢献についてお聞かせください。

CNは生産領域や商品だけ取り組めば良いわけでもなく、また
自動車メーカーだけでもなく、ビジネスパートナーだけが取り
組めば良いものでもありません。全体が協力しないと達成でき
ない課題です。2050年までのサプライチェーン全体でのCN達
成に向けて、私たちは、三つの柱を軸に取り組みを進めていき
ます。一つ目の柱は省エネルギーの徹底的な推進です。二つ目
の柱は、エネルギー消費量を下げながら、その残った必要エネ
ルギーを、再生可能エネルギーへと転換していくことです。そし
て三つ目の柱は、CN燃料の導入を拡大し、製造だけでなく部
品の輸送などに対してもCN燃料を使用することで輸送時の
CO2排出を抑止していくことです。これら三つの柱を、いずれ
においてもマツダ単独ではなく、社外の仲間と連携しながら進
めていくことで、サプライチェーンのCN化を推進していきます。
一つ目の省エネの推進については、前述してきたようにこれ

まで培った技術資産の上に、塗装、素材、加工などの各工程
における効率改善をさらに積み上げると同時に、省エネに関す
る技術やノウハウを、地場の購買取引先を含むビジネスパート
ナーとも共有していきます。また、CO2排出量の削減は、サプ
ライチェーンそのものの構造に踏み込んで突き詰めて考えてい
くと、物流も含めたサプライチェーン全体の無駄を省くことによ
る効率化につながります。無駄を省くことで、コスト削減だけ
でなく、素材等の資源の有効活用、エネルギー効率の向上を
通した環境負荷低減への貢献や、場合によっては製品品質の
向上にもつながり、環境負荷低減と経営の両立に貢献すると
考えています。
二つ目の再生可能エネルギーの転換については、自社工場
内の発電事業の低・脱炭素化や再生可能エネルギー由来の電力
調達など、さまざまな形態での対応を進めていきます。太陽光
発電など再生可能エネルギーの多くは日々や昼夜間の発電量
のバラツキも大きく、貯めておくことが難しいという電気の特性
もあり、安定的なエネルギー調達が必要な製造業では、自社
での発電などと組み合わせて補完できるように多方面から取り
組むことが大切です。また、再生可能エネルギーの調達におい
ては、マツダだけでなく、電力事業者や自治体など再生可能エ
ネルギー供給に関わるパートナーや、私たちと同じように電力
の再生可能エネルギーへの転換が必要な製造事業者やサービ
ス事業者など電力需要家企業など、地域での連携が必須です。
2021年11月には、こうした需給双方の事業者や自治体と共に、
中国地域でのCN電力の需給拡大を目指す「中国地域カーボン

ニュートラル推進協議会」を中国経済連合会が設立し、その専
門部会として「カーボンニュートラル電力推進部会」が設立され
ました。マツダは設立と同時に参画し、活動を通じた積極的な
貢献を行っています。この取り組みによって、地域の電気事業
者や自治体だけでなく、一般家庭での太陽光発電を含めた再
生可能エネルギーを供給する発電事業者と、マツダを含めて再
生可能エネルギーの安定購入を望む企業である需要家とをうま
く結びつけることができると考えています。つまり、再生可能エ
ネルギーについて発電事業者側の「作る保証」と、需要家側の
「使う保証」との間に良い連携関係を構築することで、企業だ
けでなく一般家庭にも経済循環の恩恵があることが理想だと考
えています。海外においては、それぞれの国・地域によって状
況が異なるため、地域の特性に合った形で最適なエネルギーの
循環モデルの構築をサポートしていきたいと考えています。

3つ目のCN燃料の導入については、大学や企業と連携して
進めている微細藻類由来の次世代バイオ燃料の実用化に向け
た研究や、地域のコンソーシアムである「ひろしま自動車産学
官連携推進会議」との連携を通じて、その普及に向けた実証を
進めています。世界的にEV（電気自動車）の普及に向けて動
いていますが、現時点では航続距離や充電インフラ等に問題も
あり、効果的にCNを進めるためには、石油由来燃料と同等
の化学的特性を持ったCN燃料は、既存のインフラやエンジン
をそのまま活かしながら、CO2排出削減に寄与する魅力的なソ
リューションだと考えています。これが実用化されれば、トラッ
ク等での車両や部品の輸送など、サプライチェーン全体での事
業活動におけるCNにも大きな効果が期待できます。また、昨
年から参戦したスーパー耐久シリーズでは、次世代バイオ燃料
を使用することで、こうした燃料が石油由来の化石燃料に代

わって実用性があることの実証を行っています。もちろん、CN

燃料については、量産化や供給インフラ等の課題があることは
理解しておりますので、今後も、ビジネスパートナーと共に、
多くの方々にCN燃料をご利用いただける未来を描ける取り組
みを進めていきます。
各項目でご説明した通り、私たちのCN実現に向けた施策は、

マツダだけでなく、地域企業など幅広い事業者の方々のCO2

削減にも直結するものです。CNがどのような産業にとっても
事業成長のカギとなるこれからの時代、私たちマツダはCO2排
出削減と地域経済成長の両立を目指し、価値観を共有する仲
間・人と共に、持続可能な社会を創っていきたいと考えています。

2035年でのグローバル自社工場におけるカーボンニュートラル計画

電力起源
CO2

非電力起源
CO2

2013 2021 2035

電力起源
CO2

非電力起源
CO2

省エネ

再エネ導入

省エネ 日常現場改善
技術革新

CN電力の
調達など

バイオ燃料や
CO2クレジット
など

再エネ導入

CN達成

役員インタビュー ｜ マツダが取り組むカーボンニュートラル

35 MAZDA INTEGRATED REPORT 2022 36CONTENTS マツダについて 価値創造 E S G 会社概況




