
通事故の撲滅に向けた安全性向上といった取り組みを進めて
きた経緯があります。マツダでは地球温暖化の抑制に向けた
課題に対しては、2000年代半ばより、最も合理的でなおか
つ正しいアプローチは何なのかの検討を開始しました。
2007年に技術開発の長期ビジョンとして「サステイナブル
“Zoom-Zoom” 宣言」を公表し、「走る歓び」「優れた環境・
安全性能」の両立に取り組んできました。これは資源の採掘・
精製から物流、製造・販売に至るまでの一連のライフサイクル
に対するアセスメントの考え方を先取りしたもので、クルマの
作り方をゼロから考え直すことで、あらゆる無駄を省くと同時
に、内燃機関の熱効率を改善させ、モビリティ価値を最大化
する試みでもありました。
マツダは今、脱炭素社会の実現に向けて2050年カーボン
ニュートラル（以下CN）への挑戦を掲げています。気候変動
危機がグローバルな社会課題である中においては、これまで
の販売台数や収益といった財務パフォーマンスだけでなく、自
動車会社の社会的責任として、CO2削減の進捗といった非
財務パフォーマンスも、企業価値につながる中核的な課題だ
と捉えています。
事業体制としても、統括となる私のほか、CN実現に向けて、

商品の企画設計における脱炭素化と事業サイト（生産・物流
などの領域）での脱炭素化を担当する役員をそれぞれ1名ず
つ任命し、計画立案から実行、改善を行う体制を整えました。
また、サステナビリティ経営を推進する上での体制も強化し
ました。
この体制の見直しは気候変動をはじめとする社会課題への
対応を経営の中核に据え直し、計画を着実に実行していくた
めの基盤強化と捉えていただければと思います。

サステナビリティの取り組みについて
－サステナビリティに関する方針と取り組みについて教え
てください。

マツダは、自動車メーカーとして私たちが解決すべき課題を
整理し、「サステナビリティ基本方針」を策定しています。また、
これまでは優先的に取り組むべき重点課題として31項目を
掲げて活動してきましたが、昨年に見直しを図り、「地球」「人」
「社会」の3つと、良き企業市民としての基盤となる「マネジ
メント」を含め整理し、8項目を重点課題として特定しました。
見直しを行った重点課題は自動車メーカーとして関わりの
深いSDGsのテーマにも関連しており、私たちが事業を通じ
て社会にどのように貢献していくのかを、ステークホルダーの
皆さまにもわかりやすくお伝えできるようになったと考えてい
ます。
マツダは2020年に100周年を迎えましたが、その過去の
歴史を振り返っても、この広島の地で100年存続してきた地
域社会との関わりを大切にする姿勢も、基本方針の中で打ち

出すことができたと思っています。８つの各個別項目に関する
重要な情報については、サステナビリティレポートなどを通じ
て開示を行っており、従業員も含め全てのステークホルダー
の皆さまに、マツダの取り組みをわかりやすくお伝えする一つ
の基盤ができたと考えています。

－ESGの「E」についての考えや取り組み内容を聞かせてく
ださい。

地球の温暖化抑止に向けて、CNを達成することは、自動車
産業の最も大きな目標であり、私たちも2050年CNへの挑
戦を掲げています。マイルストーンとして、まずは2035年グ
ローバル自社工場でのCNの実現に挑戦します。
マツダは世界130以上の国と地域で事業を展開しています
が、先ほども申し上げたように国・地域によって地域特性や商
習慣はもちろん、社会インフラの整備状況、エネルギー構成
なども異なります。そこで私たちは、単一のソリューションを
展開するのではなく、マルチパスを提供する技術を一括して
開発し、それぞれの地域に合った選択肢を提供することで、
効果的かつ着実にCO2排出削減を実現していくマルチソ
リューション戦略を展開しています。地球環境に対する取り組
みについては、ステークホルダーの皆さまとの対話を深めな
がら、共通の物差しでもあるTCFD（気候関連財務情報開示
タスクフォース）提言に準拠した対応と情報開示の充実を図っ
ていきます。今後も中長期の脱炭素戦略が、どのようなアウ
トプットにつながっているのか、皆さまに可視化できるよう工
夫していきたいと思います。

マツダのサステナビリティへの取り組み

サステナビリティ経営の推進体制を強化
－2022年6月にサステナビリティ領域を統括する役員に
就任されました。サステナビリティ経営の見直しと、取り組
みにおける現状認識をお聞かせください。

私自身、過去20年ほど欧州と米国の現場で多様な国の文化
や価値観に触れ、それぞれの国・地域によって社会的成熟度
や振る舞い、暗黙知が異なる環境に長く身を置いてきました。
昨今、深刻さを増す気候変動危機や人権問題、さらには多
様性が注視されていますが、これはソーシャルメディアを介し
流通する情報に世界中の人が瞬時に触れ、触発され、社会
が抱える普遍的な課題に関心を持つようになったことが大き
いと感じます。したがって企業もこのような社会課題にもっと
敏感になる必要があります。
地球環境や社会課題に対しては、自動車会社として、古く
は1970年代から、排ガス規制に対応した排ガス性能や、交

事業経営は経済環境だけでなく、年を追うごとに地球環境や
社会環境による影響の度合いが増してきています。これらに
対応するため、企業においては環境、社会を中心とするサス
テナビリティへの対応が急務となっています。マツダにおいて、
環境、社会による経営への影響をどう捉え、どのようなサス
テナビリティへの取り組みを推進しているのかを、取締役専
務執行役員 毛籠勝弘に聞きました。

－ESGの「S」についての考えや取り組み内容を聞かせてく
ださい。

私たちのような規模の企業にとって、従業員一人ひとりの自
律と活躍はそのまま企業の成長に直結します。ですからマツ
ダにとって「従業員」は、経営の根源的な資本であり、教育
などの人材投資も含め、従業員の成長支援に向けた環境整
備と投資を進めていきます。コロナ禍ではリモートワークを
推進し、また定年延長制度を導入するなど、多様な人材によ
る多様な働き方も促進してきました。なかでも、女性の活躍
の場を一層サポートしていく必要性を感じています。マツダで
は、2025年度までに女性管理職数を80名へと引き上げる
目標を掲げていますが、この目標自体も控えめな数であり、
まだまだ努力が必要と認識しています。女性の活躍にとって
の阻害要因を把握・是正し、ジェンダーに限らず多様性につ
いての取り組みを加速していきたいと思っています。
また、社会との関係構築という視点に関しては、ここ日本

では、中国地域におけるCNの推進を、産学官で連携し地域
全体で目指していく取り組みを積極的に推進しています。日
本に限らず各国でも地域社会に溶け込んだ地域貢献活動を
展開しており、例えば米国においてディーラーネットワークと
の協働による「エッセンシャル・カー・ケア（Essential Car 

Care）」プログラムを実施しました。実施当時は米国に工場
を持っていませんでしたが、コロナ禍で多くの人のために尽
力してくださった医療従事者の皆さまを自分たちにできる方法
で支援しようと、メーカー・車種を問わず、無料でオイル交換
や点検、ディープクリーニングなどの除菌サービスを行いまし

た。マツダのディーラー9割超がこの取り組みに参加いただき、
ピーク時には全米で1カ月半に約5.5万件の入庫がありまし
た。社会貢献だけではなく、従業員らがこの取り組みを誇ら
しく感じ、マツダに勤めていて良かったという声を多々聴けた
ことが、私自身もとても勇気づけられました。地域の皆さま
から感謝いただくことは、従業員のモチベーション向上にも
つながりますので、全世界でこうしたボランティアワークの取
り組みを継続していきます。

マツダらしさをサステナブルに
磨き続けます
－企業と社会のサステナビリティを、今後どのように高め
ていきますか。

消費者の購買行動には大きな変化が見られており、モノやコ
ト、サービスを購入・選択する時に、自身のアイデンティティ
や信条といったフィルターを通して意思決定されるようになっ
てきました。つまり、地球温暖化や人権、ダイバーシティな
どに対する企業姿勢も、購買行動における重要な判断材料で
あり、これは消費者に限らず、新たな従業員を採用・確保す
る時も、同じような視点で従業員が企業を見ています。
そのような中では、地球や社会課題と企業の持続可能性は、
もはや不可分だと考えています。社会のサステナビリティの
ために必要となるCNに向けて、企業としては、その達成に
有効な手段となる電動化や代替燃料の技術開発を進めること
で応えていく、あるいは以前からの安全・安心への責務を果
たすための開発に注力するということは、より一層重要であ
ると同時に、いわばやって当たり前の世界でもあります。
では、ステークホルダーの皆さまに、今後もマツダは社会
に必要で、マツダを選び続けたいと思っていただくためには、
どうすれば良いか。それはやはりマツダらしさという独自性を
磨き続けていくことに尽きると思っています。私はマツダらし
さの鍵となるのは、人に興味を持ち、人を中心に考えるエン
ジニアリングや設計開発思想だと思っています。この先、パ
ワーソースが電池とモーターに変わっていったとしても、「走
る歓び」というモビリティの持つ体験価値を高めていくことに
挑戦していきます。クルマの運転は認知・判断・操作の繰り返
しです。人体の動き方や脳の働くメカニズムなどについて、
外部機関と共同で研究を進めながらモデル化し、クルマを運
転される方や同乗される方が、いつまでも行動範囲を広く保
ちながら、「走る歓び」や移動体験の感動や愉しさで生きる歓
びを人々が享受できる社会の実現に貢献していきたいと思い
ます。

役員インタビュー ｜ マツダのサステナビリティへの取り組み

取締役専務執行役員
（コミュニケーション・広報・渉外・
サステナビリティ・管理領域統括）

毛籠  勝弘
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サステナビリティ基本方針

コーポレートビジョンに基づき、私たちマツダグループは、
すべてのステークホルダーの要望や期待に誠実に応えるよう努力しながら、
グローバルな事業活動を通じて企業としての持続的な成長を目指すとともに、
自社の強みを生かしてさまざまな社会課題の解決に向け取り組むことにより
社会の持続可能な発展に貢献していきます。

地 球 環境保全の取り組みにより、地球温暖化防止・循
環型社会の実現を目指し、豊かで美しい地球と
永続的に共存できる未来を築いていきます。

人 多様な才能や価値観を尊重し合い、 共に働く一人
ひとりが自分らしくイキイキと活躍し、存分に持
てる力を発揮することにより、「走る歓び」を感じ
る商品・サービスなどのイノベーションを生み出し、
人々に心の充足を提供し、心を健康にします。

社 会 すべての人がそれぞれの地域で安心・安全・自由
に移動できるクルマと社会を実現し、心豊かな生
活の創造と地域社会の持続的発展に貢献します。

マネジメント すべてのステークホルダーと良好な関係を構築し
つつ、コンプライアンスの確保に努め、公正・透
明かつ迅速・果断な意思決定を行うことにより、
コーポレートガバナンスの充実に継続的に取り組
みます。

通事故の撲滅に向けた安全性向上といった取り組みを進めて
きた経緯があります。マツダでは地球温暖化の抑制に向けた
課題に対しては、2000年代半ばより、最も合理的でなおか
つ正しいアプローチは何なのかの検討を開始しました。
2007年に技術開発の長期ビジョンとして「サステイナブル
“Zoom-Zoom” 宣言」を公表し、「走る歓び」「優れた環境・
安全性能」の両立に取り組んできました。これは資源の採掘・
精製から物流、製造・販売に至るまでの一連のライフサイクル
に対するアセスメントの考え方を先取りしたもので、クルマの
作り方をゼロから考え直すことで、あらゆる無駄を省くと同時
に、内燃機関の熱効率を改善させ、モビリティ価値を最大化
する試みでもありました。
マツダは今、脱炭素社会の実現に向けて2050年カーボン
ニュートラル（以下CN）への挑戦を掲げています。気候変動
危機がグローバルな社会課題である中においては、これまで
の販売台数や収益といった財務パフォーマンスだけでなく、自
動車会社の社会的責任として、CO2削減の進捗といった非
財務パフォーマンスも、企業価値につながる中核的な課題だ
と捉えています。
事業体制としても、統括となる私のほか、CN実現に向けて、

商品の企画設計における脱炭素化と事業サイト（生産・物流
などの領域）での脱炭素化を担当する役員をそれぞれ1名ず
つ任命し、計画立案から実行、改善を行う体制を整えました。
また、サステナビリティ経営を推進する上での体制も強化し
ました。
この体制の見直しは気候変動をはじめとする社会課題への
対応を経営の中核に据え直し、計画を着実に実行していくた
めの基盤強化と捉えていただければと思います。

サステナビリティの取り組みについて
－サステナビリティに関する方針と取り組みについて教え
てください。

マツダは、自動車メーカーとして私たちが解決すべき課題を
整理し、「サステナビリティ基本方針」を策定しています。また、
これまでは優先的に取り組むべき重点課題として31項目を
掲げて活動してきましたが、昨年に見直しを図り、「地球」「人」
「社会」の3つと、良き企業市民としての基盤となる「マネジ
メント」を含め整理し、8項目を重点課題として特定しました。
見直しを行った重点課題は自動車メーカーとして関わりの
深いSDGsのテーマにも関連しており、私たちが事業を通じ
て社会にどのように貢献していくのかを、ステークホルダーの
皆さまにもわかりやすくお伝えできるようになったと考えてい
ます。
マツダは2020年に100周年を迎えましたが、その過去の
歴史を振り返っても、この広島の地で100年存続してきた地
域社会との関わりを大切にする姿勢も、基本方針の中で打ち

出すことができたと思っています。８つの各個別項目に関する
重要な情報については、サステナビリティレポートなどを通じ
て開示を行っており、従業員も含め全てのステークホルダー
の皆さまに、マツダの取り組みをわかりやすくお伝えする一つ
の基盤ができたと考えています。

－ESGの「E」についての考えや取り組み内容を聞かせてく
ださい。

地球の温暖化抑止に向けて、CNを達成することは、自動車
産業の最も大きな目標であり、私たちも2050年CNへの挑
戦を掲げています。マイルストーンとして、まずは2035年グ
ローバル自社工場でのCNの実現に挑戦します。
マツダは世界130以上の国と地域で事業を展開しています
が、先ほども申し上げたように国・地域によって地域特性や商
習慣はもちろん、社会インフラの整備状況、エネルギー構成
なども異なります。そこで私たちは、単一のソリューションを
展開するのではなく、マルチパスを提供する技術を一括して
開発し、それぞれの地域に合った選択肢を提供することで、
効果的かつ着実にCO2排出削減を実現していくマルチソ
リューション戦略を展開しています。地球環境に対する取り組
みについては、ステークホルダーの皆さまとの対話を深めな
がら、共通の物差しでもあるTCFD（気候関連財務情報開示
タスクフォース）提言に準拠した対応と情報開示の充実を図っ
ていきます。今後も中長期の脱炭素戦略が、どのようなアウ
トプットにつながっているのか、皆さまに可視化できるよう工
夫していきたいと思います。

サステナビリティ経営の推進体制を強化
－2022年6月にサステナビリティ領域を統括する役員に
就任されました。サステナビリティ経営の見直しと、取り組
みにおける現状認識をお聞かせください。

私自身、過去20年ほど欧州と米国の現場で多様な国の文化
や価値観に触れ、それぞれの国・地域によって社会的成熟度
や振る舞い、暗黙知が異なる環境に長く身を置いてきました。
昨今、深刻さを増す気候変動危機や人権問題、さらには多
様性が注視されていますが、これはソーシャルメディアを介し
流通する情報に世界中の人が瞬時に触れ、触発され、社会
が抱える普遍的な課題に関心を持つようになったことが大き
いと感じます。したがって企業もこのような社会課題にもっと
敏感になる必要があります。
地球環境や社会課題に対しては、自動車会社として、古く
は1970年代から、排ガス規制に対応した排ガス性能や、交

－ESGの「S」についての考えや取り組み内容を聞かせてく
ださい。

私たちのような規模の企業にとって、従業員一人ひとりの自
律と活躍はそのまま企業の成長に直結します。ですからマツ
ダにとって「従業員」は、経営の根源的な資本であり、教育
などの人材投資も含め、従業員の成長支援に向けた環境整
備と投資を進めていきます。コロナ禍ではリモートワークを
推進し、また定年延長制度を導入するなど、多様な人材によ
る多様な働き方も促進してきました。なかでも、女性の活躍
の場を一層サポートしていく必要性を感じています。マツダで
は、2025年度までに女性管理職数を80名へと引き上げる
目標を掲げていますが、この目標自体も控えめな数であり、
まだまだ努力が必要と認識しています。女性の活躍にとって
の阻害要因を把握・是正し、ジェンダーに限らず多様性につ
いての取り組みを加速していきたいと思っています。
また、社会との関係構築という視点に関しては、ここ日本

では、中国地域におけるCNの推進を、産学官で連携し地域
全体で目指していく取り組みを積極的に推進しています。日
本に限らず各国でも地域社会に溶け込んだ地域貢献活動を
展開しており、例えば米国においてディーラーネットワークと
の協働による「エッセンシャル・カー・ケア（Essential Car 

Care）」プログラムを実施しました。実施当時は米国に工場
を持っていませんでしたが、コロナ禍で多くの人のために尽
力してくださった医療従事者の皆さまを自分たちにできる方法
で支援しようと、メーカー・車種を問わず、無料でオイル交換
や点検、ディープクリーニングなどの除菌サービスを行いまし

た。マツダのディーラー9割超がこの取り組みに参加いただき、
ピーク時には全米で1カ月半に約5.5万件の入庫がありまし
た。社会貢献だけではなく、従業員らがこの取り組みを誇ら
しく感じ、マツダに勤めていて良かったという声を多々聴けた
ことが、私自身もとても勇気づけられました。地域の皆さま
から感謝いただくことは、従業員のモチベーション向上にも
つながりますので、全世界でこうしたボランティアワークの取
り組みを継続していきます。

マツダらしさをサステナブルに
磨き続けます
－企業と社会のサステナビリティを、今後どのように高め
ていきますか。

消費者の購買行動には大きな変化が見られており、モノやコ
ト、サービスを購入・選択する時に、自身のアイデンティティ
や信条といったフィルターを通して意思決定されるようになっ
てきました。つまり、地球温暖化や人権、ダイバーシティな
どに対する企業姿勢も、購買行動における重要な判断材料で
あり、これは消費者に限らず、新たな従業員を採用・確保す
る時も、同じような視点で従業員が企業を見ています。
そのような中では、地球や社会課題と企業の持続可能性は、
もはや不可分だと考えています。社会のサステナビリティの
ために必要となるCNに向けて、企業としては、その達成に
有効な手段となる電動化や代替燃料の技術開発を進めること
で応えていく、あるいは以前からの安全・安心への責務を果
たすための開発に注力するということは、より一層重要であ
ると同時に、いわばやって当たり前の世界でもあります。
では、ステークホルダーの皆さまに、今後もマツダは社会
に必要で、マツダを選び続けたいと思っていただくためには、
どうすれば良いか。それはやはりマツダらしさという独自性を
磨き続けていくことに尽きると思っています。私はマツダらし
さの鍵となるのは、人に興味を持ち、人を中心に考えるエン
ジニアリングや設計開発思想だと思っています。この先、パ
ワーソースが電池とモーターに変わっていったとしても、「走
る歓び」というモビリティの持つ体験価値を高めていくことに
挑戦していきます。クルマの運転は認知・判断・操作の繰り返
しです。人体の動き方や脳の働くメカニズムなどについて、
外部機関と共同で研究を進めながらモデル化し、クルマを運
転される方や同乗される方が、いつまでも行動範囲を広く保
ちながら、「走る歓び」や移動体験の感動や愉しさで生きる歓
びを人々が享受できる社会の実現に貢献していきたいと思い
ます。

役員インタビュー ｜ マツダのサステナビリティへの取り組み

（2021年12月制定）
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